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新型コロナウイルスの最新の動き（４月２９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２９日（水）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 26594 (+837) 1761 (+79) 2797 (+8) 183222 (+4507) 1648 (+23) 

（内 ICU 患者：222 (+5)） 

(MTL) 12811 (+324) - - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 13669 (-) ** 1 (0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

NS 935 (+20) 28 (+1) - 27486 (+584) 11 (-1) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

PEI 27 (0)  0  28 (-19)  2898 (+120)  0  

NL 258 (0)  3 (0) - 8220 (+265) ** 4 (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。 

**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 

 

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

soins_anglais.pdf?1584985885 

 

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
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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◎（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】  

（１）（２９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。 

●先週発表した学生支援措置のための９０億加ドルの支出について，学生向け補助金「Canada Emergency 

Student Benefit」の支給開始に向け，この会見の後に下院議会に向かうが早急な法案可決を目指す。 

●５月分の子供手当「Canada child benefit」を増額する。 

●昨日連邦保健省が発表した最新の感染予測によれば，カナダの多くの地域でカーブが平坦になっている。引き続き

公衆衛生ルールを守っていこう。 

●今週末よりまずはノバスコシア州上空から，カナダ空軍航空機「Snowbird」が感染拡大防止に努める国民を称える

ため国内を飛行する予定である。 

●（昨日発表された再開に向けたガイドラインにはなぜタイムラインがないのかという質問に対し）各州・準州の状況

はそれぞれ違うが，正しいやり方で再開していくという共通認識がある。 

●（質疑応答で）（従業員感染等による生産施設閉鎖により）一部の食肉生産者が直面する問題については状況を注

視している。業界従事者の安全と円滑な食品流通を維持することが重要である。 

（過去のトルドー首相記者会見映像・スクリプト一覧） https://pm.gc.ca/en/videos 

（関連報道）COVID-19 sacrifices paying off PM says, vows student supports coming soon 

https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/covid-19-sacrifices-paying-off-pm-says-vows-student-supports-

coming-soon-1.4916802 

Prestation étudiante: Trudeau lance un appel à l’adoption du projet de loi 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/29/01-5271343-prestation-etudiante-trudeau-lance-un-appel-a-

ladoption-du-projet-de-loi.php 

 

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://pm.gc.ca/en/videos
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/covid-19-sacrifices-paying-off-pm-says-vows-student-supports-coming-soon-1.4916802
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/covid-19-sacrifices-paying-off-pm-says-vows-student-supports-coming-soon-1.4916802
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/29/01-5271343-prestation-etudiante-trudeau-lance-un-appel-a-ladoption-du-projet-de-loi.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/29/01-5271343-prestation-etudiante-trudeau-lance-un-appel-a-ladoption-du-projet-de-loi.php
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（２）（２９日）感染した子供の足指にしもやけ様の変色が起こりうることが報告されている。 

What doctors and parents should watch for when COVID-19 affects children, including 'COVID toes' 

https://www.cbc.ca/news/health/covid-toes-pediatric-1.5548525 

Les « orteils COVID », un symptôme à surveiller chez les enfants 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698352/coronavirus-orteils-covid-enfants 

  

（３）（２８日）連邦・各州首相の共同声明。公衆衛生を基盤とした経済再開支援のための段階的アプローチに合意。 

Prime Minister releases joint statement by First Ministers for restarting the economy 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/28/prime-minister-releases-joint-statement-first-ministers-

restarting 

First Ministers’ statement on shared public health approach to support restarting the economy 

https://pm.gc.ca/en/news/statements/2020/04/28/first-ministers-statement-shared-public-health-approach-

support 

  

（４）（２８日）連邦保健庁が新たな予測（モデリング）を発表。５月５日までの感染者数は５．３万人～６．７万人，死者は

３，３００～３，９００人を予測。（２８日時点のカナダ国内における感染者は５０，０２６人，死者は２，８５９人。） 

Ottawa revoit à la hausse ses projections sur la progression de COVID-19 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698073/justin-trudeau-point-presse-coronavirus-mesures-

gouvernementales 

 

【２ ケベック州】 

（１）（２９日）１３時，ギルボ州副首相が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●現在，累計陽性者数は 26594 名（前日比 837 名増），死者数は 1761 名（前日比 79 名増），入院者数は 1648 名

（前日比 23 名増，その内集中治療者数は 222 名（前日比 5 名増））。 

●新たに８長期介護施設支援のため４００人のカナダ軍兵士が到着予定である。 

●今後，引き続き状況が安定していることを条件に，以下地域の移動制限を解除する（nous allons rouvrir 

progressivement, sous toutes réserves et si la situation continue de bien aller, certaines régions… les contrôles 

policiers des déplacements seront retirés…）。 

・５月４日： Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches（注：Bellechase, Islet, Montmagny 地区）, Ville de Rouyn 

・５月１１日： Outaouais (Gatineau 除く), Abitibi, La Tuque（注：Mauricie-et-Centre-du-Québec）, Saguenay-Lac-St-

Jean 

・５月１８日： Bas-St-Laurent, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Charlevoix 

●以上の地域に現在配備中の警察による取締まりを終了する。その他地域の解除時期については様子を引き続き

注視する必要があるので具体的な解除時期を本日は発表できない。（記者の質問に対して，）オタワ～ガティノー間の

ランダムな取締りは，引き続き継続する。 

●解除に向けた準備ができるように前もって上記の予定を発表しているのであり，状況が悪化すれば解除しない。引

き続き不必要な移動は避けてほしい。 

●（質疑応答で院内感染が起きている病院について，マッカン州保健大臣より，）モントリオールの Maisonneuve-

https://www.cbc.ca/news/health/covid-toes-pediatric-1.5548525
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698352/coronavirus-orteils-covid-enfants
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/28/prime-minister-releases-joint-statement-first-ministers-restarting
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/28/prime-minister-releases-joint-statement-first-ministers-restarting
https://pm.gc.ca/en/news/statements/2020/04/28/first-ministers-statement-shared-public-health-approach-support
https://pm.gc.ca/en/news/statements/2020/04/28/first-ministers-statement-shared-public-health-approach-support
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698073/justin-trudeau-point-presse-coronavirus-mesures-gouvernementales
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698073/justin-trudeau-point-presse-coronavirus-mesures-gouvernementales
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Rosemont 病院では緊急・準緊急・がん手術は継続している。同院と Sacré-Coeur 病院における感染拡大を抑えるた

めの措置は取られている。モントリオールの状況は心配なのは確かであるが，欠員の状況は改善されつつある。 

（過去の州政府記者会見映像・スクリプト一覧） 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html 

（関連報道）Réouverture progressive des régions à partir du 4 mai 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/29/01-5271384-reouverture-progressive-des-regions-a-partir-du-4-

mai.php 

COVID-19 in Quebec: Travel restrictions to be lifted in most regions over month of May 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/covid-19-quebec-april-29-1.5548806 

 

（２）（２９日）複数の先住民族コミュニティが９月まで学校閉鎖を決定。 

Les écoles resteront fermées dans les communautés autochtones 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1698227/coronavirus-covid-education-ecoles-cpe-rouverture-

fermeture 

  

（３）（２８日）新型コロナ患者受け入れ病院の一つであるモントリオールの Maisonneuve-Rosemont 病院のほぼ全施

設で感染が確認され，入院を伴う手術が中止に（注：本日の州政府記者会見の中で緊急・準緊急・がん手術は同病院

で継続されている旨説明がなされた）。 

Dépassé par le virus, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont annule des chirurgies 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698114/eclosions-covid-hopital-maisonneuve-rosemont 

 

（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） 

 

本２９日１７時半現在，モントリオール保健当局によるモントリオール島地区別

感染者数のデータ更新はなされなかった。 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/29/01-5271384-reouverture-progressive-des-regions-a-partir-du-4-mai.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/29/01-5271384-reouverture-progressive-des-regions-a-partir-du-4-mai.php
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/covid-19-quebec-april-29-1.5548806
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1698227/coronavirus-covid-education-ecoles-cpe-rouverture-fermeture
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1698227/coronavirus-covid-education-ecoles-cpe-rouverture-fermeture
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698114/eclosions-covid-hopital-maisonneuve-rosemont
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（参考：４月２８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）（２９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。なお，今後，定例

記者会見は火・水・金のみ開催となる見込み。 

●新たに Northwood 長期介護施設から１名の死亡者確認。総数は２２名。 

●１０の認可長期介護施設とその他のケア施設合計で２２７名の患者の感染と９７名のスタッフの感染を確認。 

●Northwood の施設だけで，２１１名の感染者を確認しているが，事態は安定化してきている。全ての患者とスタッフ

の検査が終わり，感染の規模が確認できていること，２週間の自主隔離から戻ってきたスタッフが増強されたことが挙

げられる。他施設のケアワーカーや医学生をはじめとするボランティアのサポートにも感謝したい。 

●残りの９つの認可長期介護施設は、新たな感染者が確認されておらず，感染をコントロールしたといえる。しかし，

厳密に２８日間のインキュベーション期間は完了していない。 

●テスト数がまだ少なく，キャパシティを下回っているので，コロナ感染の疑いがあるものは８１１に相談の上，必要で

あればテストを受けるように奨励。早期発見で感染を早く断ち切ることができる。 

COVID-19 outbreaks have ‘stabilized’ at N.S. long-term care homes, says province 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/northwood-death-covid-19-28-deaths-province-1.5549140 

 

（２）（２９日）コロナ危機中の車運転量の減少を受けて，多くの自動車保険会社が掛け金の減額を提供。該当者は各

保険会社に問い合わせること。 

Drivers in Atlantic Canada could save $44M total as insurers offer pandemic discounts 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/insurance-companies-cut-rates-covid-19-1.5548294 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/northwood-death-covid-19-28-deaths-province-1.5549140
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/insurance-companies-cut-rates-covid-19-1.5548294
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（３）（２８日）州政府は，資産税の一時的減収のギャップを埋めるため，各自治体に最大で$380M の貸出を決定。 

Nova Scotia offers $380M in loan to municipalities squeezed by COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/38-million-dollars-municipalities-loan-covid-19-1.5548256 

Loan Program Available to Municipalities 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428004 

 

（４）（２８日）マクニール首相は，公立学校と認可保育施設の再開を５月１９日（Victoria Day の週末）まで延期とした。 

Nova Scotia extends school closures until at least May 19 due to COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/3-new-covid-19-deaths-in-n-s-bring-total-to-27-1.5547697 

Schools and Licensed Child Care to Remain Closed until after May Long Weekend 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428005 

 

【４ 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】 

プリンスエドワードアイランド州 

（１）（２８日）Video interview with Premier King about the public health measures ease-back plan “Renew PEI, 

Together”, noting that schools will not be opening on May 11, education will continue from home/online. 

Province outlines 'carefully constructed' 1st phase of COVID-19 ease back plan 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-updates-april-28-1.5547855 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（１）（２９日）The numbers may be encouraging, but there are no details yet on a plan for loosening some of the 

public health regulations. 

Health officials working 'non-stop' on plan to relax restrictions, but no timeline yet 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-29-

1.5548818 

 

（２）（２９日）Premier Dwight Ball said the provincial government has not made a final decision, but in-class 

instruction is unlikely to resume this year. "That doesn't mean education stops," he said. 

Differences between English and French schools irks parent 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/french-english-schools-parents-frustrated-covid19-

1.5547980 

 

（３）（２８日）NL Government enacted border stops between Blanc Sablon, QC. and communities along 

Labrador's south coast starting Monday, mirroring measures already in place along the northern land route. 

Border patrols close off last road to Labrador — but protection comes at a cost 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/quebec-labrador-border-covid-1.5547762 

 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/38-million-dollars-municipalities-loan-covid-19-1.5548256
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428004
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/3-new-covid-19-deaths-in-n-s-bring-total-to-27-1.5547697
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200428005
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-updates-april-28-1.5547855
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-29-1.5548818
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-update-april-29-1.5548818
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/french-english-schools-parents-frustrated-covid19-1.5547980
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/french-english-schools-parents-frustrated-covid19-1.5547980
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/quebec-labrador-border-covid-1.5547762
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ニューブランズウィック州 

（１）（２９日）If an app user is diagnosed with COVID-19, Public Health would be able to check the infected 

person's app log to identify other app users who were in recent close contact with that person. 

Province considers launch of COVID-19 contact-tracing app, says Higgs 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-contact-tracing-app-new-brunswick-1.5548334 

（了） 

 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-contact-tracing-app-new-brunswick-1.5548334

