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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２７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２７日（月）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 24982 (+875) 1599 (+84) 2830 (+20) 175190 (+3720) 1541 (+23) 

（内 ICU患者：210 (-5)） 

(MTL) 12034 (+413) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 13196 (+170) 3 (-1) 

（内 ICU患者：0(0)） 

NS 900 (+27) 24(0) - 26231 (+616) 12 (-1) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 26  0  21  2747  0  

NL 258(0)  3 (0) - 7622 (+145) ** 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２７日）ＣＯＶＩＤ邦人支援プロジェクト 

 モントリオールアカデミー会は，第３回医療セッションを下記のとおり行います。ご興味のある方はリンクよりお申し込

みください。 

（※ 本セッションはモントリオール日本国総領事館管轄地域にお住まい（カナダ東部地域）の在留邦人及びそのご家族のみを対

象としております。また，全てのセッションはオンライン，日本語のみで行われます。） 

 

「健康な自分と家族であるために：心と関係のケア」 

日時：5/3(日) 15:00-16:30 

担当：小西千秋 マギル大学大学院人間発達心理研究科准教授 

対象：お子さんをお持ちの方対象。ご夫婦での参加可。（６名まで） 

申し込みフォーム： https://forms.gle/iDusKafpWfk9XtL1A 

 

◎（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 

 

https://forms.gle/iDusKafpWfk9XtL1A
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/coronavirus.html
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◎（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

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 

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

 

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】  

（１）（２７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。 

●企業・団体向けの最大７５％の緊急賃金補助「Canada Emergency Wage Subsidy(CEWS)」は５月７日より支給

を開始する。同補助の申請受付ポータルが今朝カナダ国税庁サイトに開設され，既に１万件の申請があった。 

●上記補助と緊急対応給付（CERB）のうち，いずれか１つを選ばなければならない。 

●（緊急賃金補助と緊急対応給付の両方が受け取れた場合について問われ，）両方受給してしまった場合どちらか一

方は返金しなければならない。 

●（職場に復帰する代わりに補助金・給付金を受け取ることを選ぶ人がいる可能性について問われ，）現在は雇用が

不足している状態である。自主隔離を余儀なくされている人，仕事を失った人向けに支給する補助金である。条件を

厳しくすれば本当に必要な人に金が届かない。 

●学生向けの補助金制度については，今週，下院議会で討議・採択・可決を目指す。また高齢者向けのさらなる支援

策は近日中に発表する。 

 

（関連報道） 

 Subvention salariale: un premier chèque dès le 7 mai 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/27/01-5271067-subvention-salariale-un-premier-cheque-des-le-7-

mai.php 

$73B wage subsidy program opens, first payments expected May 7 

https://www.cbc.ca/news/politics/wage-subsidy-business-1.5546034 

 

（２）（２６日）カナダ連邦保健省もクロロキン，ヒドロキシクロロキンを使用しないよう警告。重大な副作用を引き起こす

恐れあり。 

Santé Canada met en garde contre la chloroquine et l'hydroxychloroquine 

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
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/27/01-5271067-subvention-salariale-un-premier-cheque-des-le-7-mai.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/27/01-5271067-subvention-salariale-un-premier-cheque-des-le-7-mai.php
https://www.cbc.ca/news/politics/wage-subsidy-business-1.5546034
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697558/coronavirus-mediacaments-avertissement-sante-canada 

  

（３）（２７日）世論調査：カナダ人の約半数がコロナ流行中にメンタルヘルスが悪化したと回答。 

'That finding really jumps out': Half of Canadians say mental health has worsened during COVID-19 

pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/canadians-angus-reid-pandemic-survey-1.5545594 

Santé mentale : le confinement, un sérieux défi pour la moitié des Canadiens 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697715/sante-mentale-confinement-defi-canadiens 

 

【２ ケベック州】 

（２７日）１３時，ルゴー州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。 

●現状が保たれるのであれば，モントリオール大都市圏以外は５月１１日，モントリオール大都市圏（CMM：モントリオ

ール島，ラヴァル市，モンテレジ，ラノディエール，ロレンシャンの一部）は５月１９日に小学校と保育園を再開する。 

●子供を登校・登園させるかは保護者の判断に任せる。登校・登園させないことによる罰則はない。また健康状態に

不安のある子供は引き続き家にいるようにしてほしい。 

●この決定理由は次のとおり：①特に学習困難な子供は学校で学ぶことが重要。②子供であればリスクは小さい。③

病院では状況を制御できている（仮に感染しても手当が可能）。④科学的根拠にもとづき州保健局から了解が得られ

た。⑤ワクチンができるまでの１２～１８ヶ月間も小さな子供たちが家にいることは考えられない。 

●上述の５つの理由に基づいており，「集団免疫」については含まれていない。この考え方は証明されていないため，

これに基づいて我々は決定することはできない。 

●対人距離確保のため１クラス１５人までとする。本日さらなる詳細は教育大臣より発表する。 

●中等教育，CEGEPS，大学については９月まで再開しない。これら教育課程では公共交通機関を多く利用し移動

範囲が大きいし，遠隔学習もやりやすい面がある。 

●明日２８日に州経済の再開計画を発表する。 

  

（関連報道） 

Les écoles primaires du Québec rouvriront graduellement à compter du 11 mai 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697763/plan-deconfinement-quebec-ecoles-garderies 

La réouverture des écoles «si et seulement si» la situation demeure stable 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/27/01-5271076-la-reouverture-des-ecoles-si-et-seulement-si-la-

situation-demeure-stable.php 

Retour en classe en mai au primaire, pas avant septembre au secondaire 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/577795/le-gouvernement-legault-presente-son-plan-de-

reouverture-des-ecoles 

Premier Legault says Montreal elementary schools will re-open May 19 

https://montrealgazette.com/news/quebec/legault-to-outline-plan-for-ending-school-closures/wcm/ef323f67-

4f86-4dba-bc40-18b6c4161077/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697558/coronavirus-mediacaments-avertissement-sante-canada
https://www.cbc.ca/news/canada/canadians-angus-reid-pandemic-survey-1.5545594
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697715/sante-mentale-confinement-defi-canadiens
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1697763/plan-deconfinement-quebec-ecoles-garderies
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/27/01-5271076-la-reouverture-des-ecoles-si-et-seulement-si-la-situation-demeure-stable.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/27/01-5271076-la-reouverture-des-ecoles-si-et-seulement-si-la-situation-demeure-stable.php
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/577795/le-gouvernement-legault-presente-son-plan-de-reouverture-des-ecoles
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/577795/le-gouvernement-legault-presente-son-plan-de-reouverture-des-ecoles
https://montrealgazette.com/news/quebec/legault-to-outline-plan-for-ending-school-closures/wcm/ef323f67-4f86-4dba-bc40-18b6c4161077/
https://montrealgazette.com/news/quebec/legault-to-outline-plan-for-ending-school-closures/wcm/ef323f67-4f86-4dba-bc40-18b6c4161077/
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（参考：４月２６日１８時半現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

 

（参考：４月２６日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 
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【３ ノバスコシア州】（※２７日は州政府関係者による定例記者会見は行われませんでした。） 

 

（１）(２７日) 27 new confirmed cases, for a new total of 900 confirmed cases to date in NS; total number of deaths 

remain 24; 12 individuals are currently hospitalized with 3 of them in ICU; 509 cases are considered resolved. 

Twenty-seven New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200427003 

Vingt-sept nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200427002 

 

(２) (２６日) 2 additional deaths reported (total to date of 24); both individuals were Northwood long-term care 

home residents. 

Nova Scotia Reports Two More Deaths, Eight New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200426001 

La Nouvelle-Écosse annonce deux autres décès et huit nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200426002 

（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/ 

 

 

（ニューブランズウィック州，プリンスエドワードアイランド州，ニューファンドランド・ラブラドール州）  

※ ニューブランズウィック州 

（２４日）New Brunswick Guidance Document of General Public Health Measures During COVID-19 

Recovery  

（新型コロナウイルスからの回復 第１段階で再開が許可される事項をガイダンスの７～８ページ目に記載。） 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-guidance_document-

e.pdf 

 

（了） 

 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200427003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200427002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200426001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200426002
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-guidance_document-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-guidance_document-e.pdf

