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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２５日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（４月２５日（土）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 検査中 検査済（陰性） 入院者数 

QC 23267 (+651) 1446 (+106) 2610 (-166) 167498 (+4482) 1509 (+49) 

（内 ICU患者：217 (-10)） 

(MTL) 11161 (+264) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 12103 (+301) 4 (0) 

（内 ICU患者：0 (-1)） 

NS 865 (+15) 22 (+6) - 25119 (+598) 11 (0) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 26 (25日時点) 0 (25日) 28 (25日) 2588 (25日) 0 (25日) 

NL 257 (+1) 3 (0) - 7332 (+198) ** 5 (0) 

（内 ICU患者：2 (0)） 

（注：括弧内は前日比） 

*当館管轄州は「確定」「推定」の分類ではなく，「陽性（Positive）」「陰性（Negative）」のみの分類表記。 

**NL州は陽性数も含めた検査数の合計を表示していることに留意。 

***治癒数は，主に州政府による記者会見時の口頭での発表に依拠するため，各会見記録を参照。 

 

１ 当館からのお知らせ等 

◎（４月２４日）新型コロナウイルス感染症への対応に関する外国プレス向け記者会見（第８回）の内容を当館 HPに

掲載しています。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/coronavirus.html 

 

◎（４月２３日）各州政府および当地報道発表による感染データの数値をもとに，状況の推移を把握するためのグラフ

を作成しましたので，ご参考ください。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf 

 

◎（４月２３日）伊澤総領事からのメッセージ 

ケベック州，大西洋州の邦人の皆様へ 

モントリオールでは相変わらず大規模なコロナウイルス感染が続いていますが，皆様如何お過ごしでしょうか。 

最近，ケベック州，大西洋州においてウィルスの感染状況に２分化が見られます。プリンスエドワードアイランドやニュ

ーブランズウィック，ニューファンドランド・ラブラドールでは感染拡大が見られず，状況が安定化しつつあるように見え

ます。その一方，ケベックやノバスコシアでは依然として多数の感染が発生しています。 

ケベックについては，２週間前に州政府が感染拡大の見通しを発表し，それによればケベックにおける感染は先週末

頃にピークになると予想されていましたが，残念ながら，本２３日でも依然として多数の感染者が確認されており，特

にモントリオールでは感染者が１万人を超える等，感染のピークに達しているとは思えません。モントリオールでは徹

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/coronavirus.html
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf
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底的な自主隔離策のために総領事館のある Place Ville Marie周辺ではあまり人もおらず，この周辺で大規模感染

が続いているとの実感は無いのですが，客観的には引き続き緊張した状況が続いています。 

総領事館としては，３月１０日以降，各州における政府発表や報道等を取りまとめて日報を送付させて頂いております

が，このようにいくつかの州で状況が安定化しつつあることを踏まえ，作業を縮小することとしました。具体的には，来

週以降，大規模感染が続いているケベックとノバスコシアに作業を集中し，それ以外の州につきましては，日報として

は作業をせず，何か大きな動きがあった時に随時情報を提供させて頂くこととします。なお，領事窓口サービスにつき

ましては，受付時間を短くしていますが，従来通り継続していきます。 

モントリオールを中心に引き続き感染が続くことが懸念されますが，ケベックの医療体制は十分対応できています。不

自由な日々が続きますが，感染を避けるために，皆様におかれましても，十分な予防策をこれまで同様継続して頂く

ようお願いします。 

 

◎（４月２０日）当館 HPに当館管轄州の今後の見通し（モデリング）の概要を纏めていますので，ご参照ください。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf 

 

◎日本とカナダの間のフライトは頻繁に変更されています。在カナダ日本国大使館 HPでは，カナダ→日本の直行便

に関する状況を含めた「日本・カナダ間の渡航に関する情報」を随時更新しておりますので，ご参照ください。 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html 

 

◎当地で疑わしい症状が出た場合に自分でどういった対応をとるべきか等について，ケベック州が対応ガイド（Self-

care Guide）を掲載していますので，万が一の際に参考にしてください。 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-

soins_anglais.pdf?1584985885 

 

◎（３月２６日）自宅待機中の健康上の心がけ ～ 在カナダ日本国大使館 藤川医務官からのアドバイス 

１ 規則正しい生活の遵守 

精神面が落ち込む，身体に何らかの影響があり得るため，可能な限り，起床・食事・睡眠について，通常どおり，規則

正しい生活を守る。また，引きこもって運動不足になりやすいため，自宅内で体操等，意識的に身体を動かすと良い。 

２ 友人・知人等とのコミュニケーション維持 

精神面の不安を和らげるため，電話，テレビ電話等，様々なツールを活用し，いつも以上にハードルを下げて，意識的

に誰かと連絡を取り合う。 

３ 新型コロナ関連情報を見聞きしない時間を確保 

ネットニュースを追いかけ続けたくなる気持ちは分かるが，１日３０分でも良いので，新型コロナに関する情報に触れ

ない時間を作る。特に，就寝前にスマホ等でニュースを追うことは控えると良い。 

■参考リンク： 

・日本心理学会（ https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/ ） 

・筑波大学（ https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html ） 

・米国 CDC（ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html ） 

 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
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２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の報道ぶり 

※以下の情報は，報道ベースのものであり，当館が情報の正確性について保証するものではありません。 

【１ カナダ全般】 ※明２６日（日），定例記者会見は無い見込み。 

（１）（２５日）１１時１５分，トルドー首相が定例記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●６２５０万ドルの魚介類加工業者への支援の発表（個人用保護備品の購入，公衆衛生プロトコルの保持等のため） 

●昨夜の連邦・州首相間会議では，段階的経済活動再開に関する共同声明のアウトラインに関して議論。各州で感

染拡大状況が異なることを受け，タイミングや手法や各管轄地域で異なる。混乱を避けるため，専門的知見に基づく

協働的・国家的アプローチが重要。そのためにガイドラインを作成中。次の段階は決定的に重要。正しい対応を怠れ

ば，これまでの努力が無駄になってしまうため，引き続き連邦政府としては国民のために役割を果たしていく。 

●（WHOは新型コロナウイルス回復者の二次感染はないとの証拠はないと発表した。このような状況の中，州政府

が経済活動を再開することのリスクに関して問われ，）連邦政府・州政府はともに経済活動再開を慎重に議論してお

り，感染者の免疫に依存する計画はないと承知。焦点は引き続き社会的距離の確保及び個人用保護備品などを通じ

て感染拡大を防ぐこと。回復者の二次感染はないとの科学的証拠はない。 

●（個人用保護備品の不足等検討すべき諸課題が山積みである状況の中で経済活動の再開について議論するべき

かと問われ，）個人を保護する施策する十分ではない段階では経済活動の再開について議論すべきではない。経済

活動の再開に関しては，段階的，慎重に行うべきであり，個人用保護備品の供給状況も重要な判断基準の一つ。 

Trudeau pledges $62.5M for fish and seafood sector amid mounting food supply concerns 

https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-addresses-fish-and-seafood-sector-1.5545099 

 

（２）（２５日）カナダ緊急補助金制度（PSU）に既に７００万人以上が申請。 

Plus de 7 millions de Canadiens ont demandé la Prestation canadienne d’urgence 

https://www.ledevoir.com/economie/577677/plus-de-7-millions-de-canadiens-ont-demande-la-prestation-

canadienne-d-urgence 

 

（３）（２５日）過去２週間，国内空港の大部分で外国人渡航者数が前年比で約９５％減少。 

COVID-19 : des aéroports presque abandonnés 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/25/aeroports-presque-abandonnes 

 

（４）（２５日）世界保健機関（WHO）は，新型コロナウイルスに一度感染し治癒すれば免疫が付くという科学的根拠は

無いと主張。 

COVID-19: aucune preuve que des patients guéris soient immunisés, dit l’OMS 

https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202004/25/01-5270857-covid-19-aucune-preuve-que-des-

patients-gueris-soient-immunises-dit-loms.php 

 

【２ ケベック州】 ※今週末，定例記者会見は無い見込み。 

（１）（２５日）ケベック州での１日当たりの検査数は，３月中の６０００〜７０００件から現在５０００件まで減少。州保健省

の説明では，現在検査は病院関係者や不可欠業種従事者等に優先的に実施しており，一般州民への検査は滞って

いる。また，濃厚接触者が新型コロナウイルスと疑われる症状を訴えた場合は検査無しに陽性であると判断している

https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-addresses-fish-and-seafood-sector-1.5545099
https://www.ledevoir.com/economie/577677/plus-de-7-millions-de-canadiens-ont-demande-la-prestation-canadienne-d-urgence
https://www.ledevoir.com/economie/577677/plus-de-7-millions-de-canadiens-ont-demande-la-prestation-canadienne-d-urgence
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/25/aeroports-presque-abandonnes
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202004/25/01-5270857-covid-19-aucune-preuve-que-des-patients-gueris-soient-immunises-dit-loms.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/202004/25/01-5270857-covid-19-aucune-preuve-que-des-patients-gueris-soient-immunises-dit-loms.php
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と説明。 

Le nombre de tests stagne au Québec 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/25/01-5270846-le-nombre-de-tests-stagne-au-quebec.php 

 

（２）（２５日）ケベック州の社会活動再開計画を実施するに当たっては，集団免疫を確認する上でも検査数の増加が

重要であると州政府検査プログラム局長などの専門家は主張。 

The path out of lockdown in Quebec: 'Test, test, test' is the key 

https://montrealgazette.com/news/quebec/the-path-out-of-lockdown-in-quebec-test-test-test-is-the-

key/wcm/7cb14279-4bec-4a41-b159-2ed42e05e468/ 

 

（３）（２５日）モントリオール島北部・サクレ＝クール病院で院内感染が急速に拡大。 

Forte éclosion à l’hôpital du Sacré-Cœur 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/25/01-5270863-forte-eclosion-a-lhopital-du-sacre-coeur.php 

 

（４）（２５日）ケベック市近くのレヴィ市 IGA Veilleuxで１９名の従業員が陽性反応。店舗は臨時休業。 

19 employés infectés, le IGA Veilleux de Lévis (près de Québec) ferme temporairement 

https://www.lesoleil.com/actualite/19-employes-infectes-le-iga-veilleux-de-levis-ferme-temporairement-

8005560ede81011d92634c1f63927843 

 

（※４月２５日１６時現在，モントリオール島地区別感染者数の更新はされなかった） 

 

 

（参考：４月２４日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/25/01-5270846-le-nombre-de-tests-stagne-au-quebec.php
https://montrealgazette.com/news/quebec/the-path-out-of-lockdown-in-quebec-test-test-test-is-the-key/wcm/7cb14279-4bec-4a41-b159-2ed42e05e468/
https://montrealgazette.com/news/quebec/the-path-out-of-lockdown-in-quebec-test-test-test-is-the-key/wcm/7cb14279-4bec-4a41-b159-2ed42e05e468/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/25/01-5270863-forte-eclosion-a-lhopital-du-sacre-coeur.php
https://www.lesoleil.com/actualite/19-employes-infectes-le-iga-veilleux-de-levis-ferme-temporairement-8005560ede81011d92634c1f63927843
https://www.lesoleil.com/actualite/19-employes-infectes-le-iga-veilleux-de-levis-ferme-temporairement-8005560ede81011d92634c1f63927843
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【３ ニューブランズウィック州】 ※今週末，定例記者会見は無い見込み。 

（１）（２５日） Seventh consecutive day without a new case of COVID-19; no patients in intensive care 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0229.html 

 

（２）（２５日）Important points of consideration according to expert in the context of NB entering a recovery 

phase with loosened restrictions 

Déconfiner sans surveillance : un pari risqué, croit un expert 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697038/deconfinement-coronavirus-risques-dangers-nouveau-brunswick-

covid 

  

（３）（２４日）Follow-up article following the first recovery phase announced yesterday, April 24 

COVID-19 recovery plan for N.B. begins with 2-household 'bubbles' but mass gatherings may wait a 

year 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-recovery-plan-new-brunswick-blaine-higgs-

1.5543682 

 

【４ ノバスコシア州】 ※今週末，定例記者会見は無い見込み。 

（１）（２５日）陽性 865(+15)，死亡 22(+6)，陰性 25119(+598)，入院 11(0) 内 ICU3(0)。死亡した６人のうち５人がハ

リファックスの長期介護施設 Northwood入居者。 

（州政府発表）Nova Scotia Reports Six More Deaths, Fifteen New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200425001 

（州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。） 

https://novascotia.ca/coronavirus/ 

 

【５ プリンスエドワードアイランド州】 ※今週末，定例記者会見は無い見込み。 

（１）（２４日）今夏観光シーズンの先行きは不明だが，夏季後半には観光客を受け入れたいとの意向。規制緩和の鍵

となるのはテストの増強で，近日中に週２０００件のテストを行えるようになる。 

PEI wants to welcoming, but tourism season uncertain, says Premier 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-tourist-season-covid-19-pandemic-1.5543575 

  

（２）（２４日）キング州首相のインタビュー。来週中旬にも，今後の再開プランについて発表予定。今夏の観光シーズン

にも触れている。 

PEI Premier Dennis King talks tourism season and looks back on 1st year in office 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-premier-question-answer-tourism-1.5544378 

  

（３）（２４日）野党は緊急支援金の審査のため，議会の再開を要求。キング首相は，議員全員で議会を行うべきとし，

召集可能な代替場所を思案している。 

‘Essential for PEI Legislature to sit, says Opposition 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0229.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697038/deconfinement-coronavirus-risques-dangers-nouveau-brunswick-covid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697038/deconfinement-coronavirus-risques-dangers-nouveau-brunswick-covid
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-recovery-plan-new-brunswick-blaine-higgs-1.5543682
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-recovery-plan-new-brunswick-blaine-higgs-1.5543682
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200425001
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-tourist-season-covid-19-pandemic-1.5543575
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-premier-question-answer-tourism-1.5544378
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https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-legislature-sitting-covid-1.5543780 

  

（４）（２４日）コンプトン財務大臣は，緊急支援金や今後のビジネス再開予定に触れた。 

Government provides further financial updates 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/government-provides-further-financial-updates 

 

【６ ニューファンドランド・ラブラドール州】 ※今週末，定例記者会見は無い見込み。 

（１）現在５名が入院，２名が ICU治療，２０８名が治癒。東部医療地区:２３９名，中部医療地区:８名，西部医療地区:

４名，ラブラドール・グレンフェル医療地区:６名 

Public Advisory: One New Case of COVID-19 in Newfoundland Labrador 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0425n01/ 

 

（２）（２４日）州政府は，連邦政府による企業向け支援プログラム CEBA（Canada Emergency Business Account）

の受給資格を得るため，信用組合規則を変更。州内企業は，各信用組合より CEBAの申し込みが可能になる。 

Changes to Credit Union Regulations Help Businesses Access Federal Relief 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/servicenl/0424n02/  

  

（３）（２４日）保健・社会福祉省は，「人体への消毒剤や漂白剤などの注射はコロナに有効だ」とする一部のソーシャル

メディアの憶測に対し，注意を促した。そのような事実はなく，危険なので絶対にしないように忠告。 

Public Advisory: Public Urged to Not Consume or Inject Cleaning Products 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0424n03/ 

（了） 

 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-legislature-sitting-covid-1.5543780
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/government-provides-further-financial-updates
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0425n01/
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/servicenl/0424n02/
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0424n03/

