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新型コロナウイルスの最新の動き（５月１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（５月１日（金）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 28648 (+1110) 2022 (+163) 1054 (+24) 190719 (+4210) 1716 (+32) 

（内 ICU患者：218 (+2)） 

(MTL) 13979 (+655) 1245(+99) - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 14642 (+525) ** 0 (0) 

（内 ICU患者：0 (0)） 

NS 959 (+12) 29 (+1) - 28883 (+674) 10 (0) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 27 (0)  0  15 (-5)  3084 (+75)  0  

NL 259 (+1)  3 (0) - 8552 (+176) ** 4 (0) 

（内 ICU患者：1 (-1)） 

（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３０日）当館管轄州が発表した規制緩和プランの概要を当館 HPに掲載しています。 

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

 

◎（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.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/recovery_plans.pdf
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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◎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 

 

◎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，ご参照ください（随時更新）。 

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 

 

◎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.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.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://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】（※本日のトルドー首相による記者会見では新型コロナウイルスに関連した新たな発表はありませんでした。） 

（１日）連邦・各州政府のデータによると，感染したカナダ人の１０％以上が入院，５％以下が ICU治療を要した。連邦

政府によると感染者の１７％が入院，そのうちの約２５％が ICU治療を，ケベック州によると同州内の４月３０日付入

院者の１２．７％が ICU治療を受けている。 

Plus de 10 % des cas de COVID-19 ont nécessité une hospitalisation au Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698879/hospitalisations-soins-intensifs-canada-covid19-coronavirus 

 

【２ ケベック州】 （※今後，ルゴー首相による記者会見は月・水・金の週３回行われる模様です。） 

（１）（１日）１３時，アルーダ州保健局長他が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●検査体制強化を発表。来週末までに検査実施数を１日６，０００件から１４，０００件に増加させる。 

●クラスターの早期発見と規制緩和措置の効果を見極められるよう，医療従事者・入院患者・介護施設入居者以外に

も検査対象を拡大する。 

●本日の１６３人の死者数は昨日１日だけのものではない。実際の死者数は１日平均では約８５人である。 

 

Déconfinement : Québec change sa stratégie de dépistage 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699145/coronavirus-tests-pandemie-cliniques-arruda-immunite-anticorps 

Plus de tests de dépistage en vue du déconfinement 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/01/01-5271703-plus-de-tests-de-depistage-en-vue-du-

deconfinement.php 

Le Québec franchit le cap des 2000 morts 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/01/01-5271733-le-quebec-franchit-le-cap-des-2000-morts.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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698879/hospitalisations-soins-intensifs-canada-covid19-coronavirus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699145/coronavirus-tests-pandemie-cliniques-arruda-immunite-anticorps
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/01/01-5271703-plus-de-tests-de-depistage-en-vue-du-deconfinement.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/01/01-5271703-plus-de-tests-de-depistage-en-vue-du-deconfinement.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/01/01-5271733-le-quebec-franchit-le-cap-des-2000-morts.php
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（２）（１日）再開に向けた小学校の現場での取り組み。ロングイユの Saint-Romain小学校では，全校生徒６００人の

うち半数が１１日から登校するとみている。 

Les écoles québécoises se préparent au retour des élèves 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699071/pandemie-coronavirus-education-ecole-distanciation-desinfection 

  

（３）（３０日）州教育省が，小学校は登校を希望する全生徒を受け入れると明言。１クラス１５人の制限を超える場合は

クラスを再編成する。また保護者は学校再開後しばらくしてからでも，事前連絡の上子供を登校させることも可能。 

Aucun enfant ne sera refusé à l’école, dit Québec 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271536-aucun-enfant-ne-sera-refuse-a-lecole-dit-

quebec.php 

Réouverture des écoles: les parents pourront changer d’idée 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271654-reouverture-des-ecoles-les-parents-pourront-

changer-didee.php 

  

（４）（３０日）一部地域の教育委員会が小学校教職員にマスク配布予定。着用は任意。 

Rentrée scolaire: des enseignants auront accès à des masques 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271524-rentree-scolaire-des-enseignants-auront-acces-a-

des-masques.php 

  

（５）（３０日）州自治体関係大臣が，小学校再開が順調であれば夏のデイキャンプ実施も可能であるとの見解を表明。 

Québec prévoit ouvrir les camps de jour cet été 

https://www.lapresse.ca/societe/famille/202004/30/01-5271612-quebec-prevoit-ouvrir-les-camps-de-jour-cet-

ete.php 

  

（６）（１日）路面店でなくとも，荷物搬出入口を使用すればショッピングセンター内の店舗も再開許可。時期は先日発表

された再開計画に準ずる。 

Centres commerciaux: l'accès par la porte arrière des commerces autorisé  

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202005/01/01-5271713-centres-commerciaux-lacces-par-la-

porte-arriere-des-commerces-autorise.php 

 

（７）（３０日）プラント・モントリオール市長が，新型コロナからの回復支援に向けた C40 タスクフォースメンバーに任

命。C40は気候変動対策に取り組む世界の大都市によって構成された都市のネットワーク。 

Mayor Valerie Plante named to global task force aimed at helping cities recover from COVID-19 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-montreals-mayor-named-to-global-task-force-aimed-at-

helping-cities/ 

11 Mayors Unite to Lead Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force 

https://www.c40.org/press_releases/11-mayors-unite-global-mayors-covid-19-task-force 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699071/pandemie-coronavirus-education-ecole-distanciation-desinfection
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271536-aucun-enfant-ne-sera-refuse-a-lecole-dit-quebec.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271536-aucun-enfant-ne-sera-refuse-a-lecole-dit-quebec.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271654-reouverture-des-ecoles-les-parents-pourront-changer-didee.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271654-reouverture-des-ecoles-les-parents-pourront-changer-didee.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271524-rentree-scolaire-des-enseignants-auront-acces-a-des-masques.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/30/01-5271524-rentree-scolaire-des-enseignants-auront-acces-a-des-masques.php
https://www.lapresse.ca/societe/famille/202004/30/01-5271612-quebec-prevoit-ouvrir-les-camps-de-jour-cet-ete.php
https://www.lapresse.ca/societe/famille/202004/30/01-5271612-quebec-prevoit-ouvrir-les-camps-de-jour-cet-ete.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202005/01/01-5271713-centres-commerciaux-lacces-par-la-porte-arriere-des-commerces-autorise.php
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202005/01/01-5271713-centres-commerciaux-lacces-par-la-porte-arriere-des-commerces-autorise.php
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-montreals-mayor-named-to-global-task-force-aimed-at-helping-cities/#_blank
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-montreals-mayor-named-to-global-task-force-aimed-at-helping-cities/#_blank
https://www.c40.org/press_releases/11-mayors-unite-global-mayors-covid-19-task-force#_blank
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（参考：４月３０日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

（参考：４月３０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】 ※定例記者会見は火・水・金のみ開催される模様。 

（１）５月１日，ノバスコシア州は，規制緩和計画の第一段階を発表。すなわち，（１）対人距離の確保，（２）緊急のも

のであっても５人以上の集会禁止，（３）屋外活動をする場合でも同一家族内に限定，という要請事項の継続を条件に

下記の緩和措置を５月１日現地１５時から適用。なお，第二段階以降の緩和措置は現在検討中とされており，マクニ

ール州首相は各セクターと経済再開に関する議論を開始したと発言。 

● 州営・市営公園の開放（スポーツグラウンドや校庭含む） 

● トレイルの開放 

● コミュニティ広場の開放 

● ガーデンセンター，託児所及び類似の小規模事業の再開 

● スポーツフィッシングの解禁（フィッシングイベントの開催は禁止） 

● ボートのメンテナンスを目的としたボート，ヨット及びセーリングクラブの再開 

● ゴルフ練習場の再開（ゴルフコースは継続して閉鎖） 

● プライベートコテージの使用解禁 

● 公営・私営キャンプ場の再開に向けたメンテナンスの再開 

● ドライブインでの宗教サービスの提供再開（車外に出ることは禁止） 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501006 

 

（２）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。 

 NS Premier Stephen McNeil 

A) 1 new death due to COVID-19: Northwood long-term care home resident; there is an emergency plan 

with extra health staff, infectious disease experts and extra cleaning staff in place to protect the 

residents. A growing number have recovered and are being moved to hotels. 

B) The possibility of opening up short-stay or day surgeries as well as clinics is currently being 

discussed. 

C) Conservations with various sectors (restaurants, cosmetology, small businesses, sports, and 

recreation) has begun on how to reopen and relaunch the economy. 

 

（３） (１日) State of Emergency renewed for an additional two weeks, effective at noon Sunday, May 3 and 

extending to noon Sunday, May 17, unless terminated or extended. 

State of Emergency to be Extended 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501002 

 

(４) (１日) Nova Scotia Reports One More Death, Twelve New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501005 

La Nouvelle-Écosse annonce un nouveau décès et 12 nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501004 

（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/ 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501006
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501005
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200501004
https://novascotia.ca/coronavirus/
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【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】 

 

ニューブランズウィック州 

（１）（１日）ヒッグズ首相は，コロナ感染が安定している PEI州は州境規制の例外になるかもしれないと発言。次期は

7月以降。 

N.B. COVID-19 roundup: Province won’t open border to P.E.I. before July 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-outbreak-roundup-pandemic-1.5551990 

 

（２）（３０日）州政府は，コロナ危機で働くことが難しい者（感染者の介護，自己隔離義務，子供の世話等）の雇用保証

を約束する規制を導入する。労働者の心理的負担を軽減する狙いで，雇用主に緊急休暇の申請をすることとしてい

る。なお雇用主はその間の支払い義務はない。 

COVID-19 job protection measures put in place; no active cases in hospital 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0240.html 

  

プリンスエドワードアイランド州 

（１）（３０日）州政府は個別サポートを必要とする特殊学級の再開（5月 11日），高校３年生（K−12）全員の個別面談

の実施（6月 15日），小・中学校の卒業式の開催（6月 22日の週）を発表した。 

Province announces next steps for education 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-announces-next-steps-education 

（関連報道記事） 

Some schools reopening to help P.E.I. students who need individualized support, give respite to families 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-respite-care-covid-19-1.5551198 

  

（２）（３０日）キング首相は，6月 1日に延期されたノバスコシア州間との Northumberland フェリーの再開を早めたい

意向。必要不可欠なビジネスの移動を円滑にするため，ノバスコシア州への検問員の派遣も検討。 

PEI premier wants Island to N.S. ferry service started earlier than planned 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ns-northumberland-ferries-opening-covid-

1.5551177 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（３０日）再開プランの記者会見要旨。５つの警戒レベル，２家庭の交流許可など。 

Double bubble: 2 households links allowed as NL moves to ease COVID-19 restrictions 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-covid-april-30-1.5550638 

 

（了） 

 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-outbreak-roundup-pandemic-1.5551990
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.04.0240.html
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-announces-next-steps-education
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-respite-care-covid-19-1.5551198
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ns-northumberland-ferries-opening-covid-1.5551177
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ns-northumberland-ferries-opening-covid-1.5551177
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-covid-april-30-1.5550638

