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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２８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２８日（火）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 25757 (+775) 1682 (+83) 2789 (-41) 178715 (+3525) 1625 (+84) 

（内 ICU患者：217 (+7)） 

(MTL) 12487 (+453) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 12736 (+255) 1(-2) 

（内 ICU患者：0(0)） 

NS 915 (+15) 27(+3) - 26902 (+671) 12 (0) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 27(+1)  0  47(+26)  2778(+31)  0  

NL 258(0)  3 (0) - 7955 (+333) ** 4 (-1) 

（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２８日）ケベック州の経済活動や学校等の再開に係る特設ページがケベック州 HPに掲載されました。 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/#c57355 

 

◎（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 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://forms.gle/iDusKafpWfk9XtL1A
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◎（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

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

 

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】  

（２８日）１１時，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。 

●カナダは感染カーブを平坦なものとすることに成功し，いくつかの州は一部業種の再開を検討している。しかし，こ

れを性急に進めた場合には，これまで得られた成果が台無しになる危険性があることを指摘したい。 

●今般，隔離解除に当たってのガイドラインと，学校や業界によって遵守されなければならない原則を，各州との協働

で策定した。（質問に対し，）このガイドラインは本日午後に公開される。ガイドラインは，各州によって隔離解除を進め

る前に遵守されなければならない基本原則を定めている。 

●州境の移動は各州が管理するが，仮に新型コロナウイルスの蔓延等が起こる場合には，連邦政府は介入する権

利を留保する。 

●（父親として自分の子供を学校に送るのかとの質問に対し，）ルゴー・ケベック州首相に同意したわけではない。ま

だ２週間あるので，きちんと対人距離などの規制が守られるのか，現場で執られる措置を確認したい。 

●我々はこれまで以上にアジア系カナダ人への差別や反ユダヤ主義と闘わなければならない。この国において憎悪

は許されない。 

  

【２ ケベック州】 

（１）（２８日）１３時，ルゴー州首相，フィッツギボン経済大臣他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

［ルゴー首相］ 

●新型コロナウイルス感染による死亡者のうち，９７％は６０歳以上であり，また，高齢者施設とそれ以外（例えば一般

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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家庭）で感染カーブは２分化し，高齢者施設以外ではカーブは過去２週間，比較的安定している。高齢者施設以外で

状況は制御できているので，漸進的な経済の再開を行っていく。 

●再開を行う業種は，①外へのアクセスのある小売業，②土木・建設業，③製造業である。仮に再開後に集団感染が

起こる場合には，公衆衛生局は再度閉鎖することも命令できる。 

●（質問に対し，）レストラン，観劇等の観光業種については，現時点で再開計画はない。 

●（集団免疫の考え方に関する質問に対し，）集団免疫の考え方には基づかない。それが効くとの確証は得られてい

ない。これは昨日，学校再開についての検討基準に含まれていない旨説明したことと同じである。 

●（アルーダ公衆衛生局長）時に我々の立場がＷＨＯやカナダ連邦政府に反しているかのように言われるが，我々の

考え方は彼らと軌を一にしている。我々はＷＨＯが推奨する同じ基準を適用して検討する。 

 

［フィッツギボン経済・イノベーション大臣］ 

●現在，約１２０万人が一時休業している。保健省の許可を得たので経済省は段階を追って経済再開を行う。しかし，

全ての業種について，引き続き可能であればテレワークを継続してほしい。 

５月４日 

・外への直接の出入口を有する小売業（モントリオール大都市圏以外） 

・卸売業（モントリオール大都市圏以外） 

５月１１日 

・外への直接の出入口を有するモントリオール大都市圏の小売業  

（但し，モントリオール内外に拘わらず，空間を共有するモール等の商業施設は閉鎖を継続） 

・卸売業（モントリオール大都市圏） 

・建設業（既に住宅建設は再開済み） 

・製造業（モントリオール大都市圏を含む。但し，工場であれば５０人＋それを超える従業員の５０％まで。） 

５月２５日 

・全ての製造業（人数制限なし）  

●商業・物流セクターで１９万６千人，製造業で１７万６千人，建設業で８万５千人，合計で約５０万人が復帰する。 

しかし，全ての業種において，従業員は規制措置を引き続き遵守しなければならない。 

●日曜日に小売業が閉鎖される措置は，５月３１日まで延長される。（但し，薬局，ガソリンスタンド，ガレージ，テーク

アウトレストラン，食料店は除く） 

●歯科，検眼医，理髪業等について再開は決まっていない。 

 

ケベック州の経済活動や学校等の再開に係る同州特設ページ 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/#c57355 

 

（２）２７日午後に行われたロベルジュ州教育大臣による記者会見の要旨は以下のとおり。 

●小学校と保育園は，モントリオール大都市圏外は５月１１日，同大都市圏は状況が許せば５月１９日に再開する。中

等・高等教育施設は引き続き８月末まで閉鎖する。 

●成人向け一般教育施設は引き続き閉鎖し，遠隔学習を行うが，職業訓練についてはグループを半分にし，対人距

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
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離を確保した上で実技を許可する。 

●２メートルの対人距離確保のためクラス当たりの生徒数は最大で１５人とする。 

●登校・登園は義務ではないが，特に成績が芳しくない子供や，特別な学習支援が必要な子供は可能であれば学校

に戻ってほしい。現在提供しているポータルや毎週 E メールで送付する教育キットは継続する。 

●今週より，学校と確認した上で，保護者は生徒が学校に置き去りにしている荷物を取りに行くことができる。 

●州政府は Telus と Apple と提携し，ネット環境へのアクセスがない生徒に対して携帯電話ネットワークに接続された

１．５万台のタブレットを貸与する。州政府はまたケベック大学通信課程 TELUQ と提携し，５月４日より教員が遠隔学

習・通信教育のスキルアップができるようにする。 

●保健局勧告遵守，対人距離確保，最大１５人クラスを実現するためには様々なロジスティック上の準備が必要であ

る。保護者は学校再開１週間前までに子供を登校させるか否かを学校に連絡してほしい。 

●保育園で保育士１人が受け持てる人数は通常の半数とする。園の受け入れ人数は稼働率の最大３０％とする。 

 

（３）（２８日）本日，建設業者，製造業者，屋外へのアクセスを持つ小売業者が，５月より活動再開を認められる最初

の業種となろう。しかし，モントリオール大都市圏（CMM）については次の段階までもう暫く待たなければならない。経

済の再開は７月初めまで２か月に亘って行われる模様。 

Redémarrage de l’économie: les chantiers, manufacturiers et magasins d'abord 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/28/les-chantiers-les-manufacturiers-et-les-magasins-en-premier-

lieu 

 

（４）（２８日）幼児・児童との対人距離を確保することができない保育所・児童養護施設の保育士らは漸進的な再開に

進む前に検査へのアクセスが認められるよう主張。 

Les éducatrices veulent des tests  

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/577820/service-de-garde-des-tests-reclames 

 

（５）（２８日）一クラス１５人が小学校で認められる最大人数となる。州政府は１５人であれば２メートルの対人距離を

確保できると判断。しかし，仮に人々の間で１０～２０％接触が増加すれば，悲観的な観測で新規感染と死亡者が急

激に増えると警鐘を鳴らすラバル大学のある研究グループのデータもある。 

Québec mise sur un taux de présence à l’école de 50 %  

https://www.ledevoir.com/societe/education/577801/les-ecoles-secondaires-fermees-jusqu-en-septembre-

ouverture-des-ecoles-primaires-et-garderies-en-mai 

 

（６）（２８日）州政府のクラス再開計画を前に，多くの父兄はどのような選択をすべきか難題を抱えることとなった。 

Des parents déchirés sur le retour en classe  

https://www.ledevoir.com/societe/education/577837/des-parents-dechires 

 

（７）（２８日）ケベック州保健省は２７日，ファーウェイ社から１００万個のマスク供与を受けていたことを明らかにした。 

ラカス同省報道官によれば，同マスクは既に各保健機関に配布済みであり，ファーウェイ社は４月上旬にケベック州

政府に接触し，４月１０～１２日にはマスクが到着した。同社は，３月下旬に当地主要コミュニケーション企業

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/28/les-chantiers-les-manufacturiers-et-les-magasins-en-premier-lieu
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/28/les-chantiers-les-manufacturiers-et-les-magasins-en-premier-lieu
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/577820/service-de-garde-des-tests-reclames
https://www.ledevoir.com/societe/education/577801/les-ecoles-secondaires-fermees-jusqu-en-septembre-ouverture-des-ecoles-primaires-et-garderies-en-mai
https://www.ledevoir.com/societe/education/577801/les-ecoles-secondaires-fermees-jusqu-en-septembre-ouverture-des-ecoles-primaires-et-garderies-en-mai
https://www.ledevoir.com/societe/education/577837/des-parents-dechires
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Videotron にマスク供与を打診。しかし，同グループの親会社である Quebecor 社が州保健省に本件を繋いだため，

ケベック州政府が一括して受け取りを行ったと思われる。 

Huawei fait don d’un million de masques au Québec. L’entreprise chinoise soupçonnée d’espionnage 

assure vouloir aider 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/28/huawei-fait-don-dun-million-de-masques-au-quebec 

 

 

 

（参考：４月２７日１８時半現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/28/huawei-fait-don-dun-million-de-masques-au-quebec
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（参考：４月２７日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ノバスコシア州】 

（１）（２８日）現地１５時，マクニール州首相他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

A) The Premier acknowledged the COVID-19 deaths which occurred over the weekend and today, and 

highlighted the National Day of Mourning. 

B) Dr. Strang updated the statistics of the day, 15 new cases, and 3 new deaths (at least 4 of the 15 new 

cases are from Northwood per Q&A). He highlighted the good news that 57% of cases (522 cases) have 

recovered. NS is making progress, there is a reduction of community spread. Most are in HRM, but all 

regions are at risk. 

C) Currently 10 long-term care facilities have declared COVID-19 cases, involving 218 residents and 95 

staff, the majority of which are at the Northwood facility (199 residents and  78 staff per Q&A). 

D) He addressed where NS is as regards easing back measures. NS is, like other provinces, using the 

national guideline to develop its plan. There is still a significant amount of virus activity in NS, so still 

premature for several more weeks, but they are working on it. This will be a slow, deliberate, and phased 

process, while watching the impact on COVID-19 spread carefully. 

E) He highlighted that regardless of any easing back of restrictions, social distancing, proper hand hygiene, 

and restrictions on gatherings will still be in place for months. 

F) The Premier addressed the situation of schools and daycares, stating they will stay closed until after the 

long weekend in May (Victoria Day weekend, May 16-18). During Q&A, he added that this situation will 

be re-evaluated closer to Victoria Day weekend and a decision would be taken then. 

G) Dr. Strang said the epidemiology shows it was likely reached in the last week or two; however, it may not 
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just be one distinct peak, it can have ups and downs over time. 

Nova Scotia Reports Three More Deaths, Fifteen New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428003 

La Nouvelle-Écosse annonce 3 nouveaux décès et 15 nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428002 

 

（２）（２８日）NS is flattening the COVID-19 curve, but not enough to reopen restaurants and parks or ease the 

other restrictions, according to the province's chief medical officer of health. 

New COVID-19 cases dropping, but Strang says it's too early to ease restrictions 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-restrictions-government-health-pandemic-1.5547457 

 

（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 

(２７日) Clarifications regarding some of the new directives in the context of the 1st phase of the NB recovery 

plan 

What the COVID-19 recovery plan means for masks, ATVs, universities and playgrounds 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-covid-19-recovery-plan-1.5546932 

 

※ プリンスエドワードアイランド州 

(２８日) Province outlines plans to “Renew PEI, Together” 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-outlines-plans-renew-pei-together 

 Plan to ease public health restrictions announced 

 To be implemented in four distinct phases with a progressive lifting of public health measures on 

individuals, communities and organizations over three-week periods: Phase 1 (starting May 1, 2020); 

Phase 2 (starting May 22, 2020); Phase 3 (potential June 12, 2020); Phase 4 (looking ahead) 

 

（了） 

 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428002
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-restrictions-government-health-pandemic-1.5547457
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-covid-19-recovery-plan-1.5546932#_blank
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-outlines-plans-renew-pei-together#_blank

