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新型コロナウイルスの最新の動き（５月４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４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 32623 (+758) 2280 (+75) 826 (+2) 206551 (+3611) 1772 (+18) 

（内 ICU患者：218 (0)） 

(MTL) 16606 (+355) 1410(+45) - - - 

NB 118 (0) 0 (0) - 15585 (+219) ** 0 (0) 

（内 ICU患者：0 (0)） 

NS 985 (+14) 38 (+1) - 30441 (+496) 6 (0) 

（内 ICU患者：2 (-1)） 

PEI 27 (0)  0  31 (+16)  3329 (+245)  0  

NL 259 (0)  3 (0) - 8961 (+128) ** 4 (0) 

（内 ICU患者：2 (+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 

◎（５月４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 

 

◎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 

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

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/ ） 

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
https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
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・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】 

（４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。 

●カナダは新型コロナウイルスの検査・治療・ワクチン開発のため８億５千万ドルの支援を行う。この中には，ＷＨＯや

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)への拠出も含まれる。また，カナダ人研究者も新型コロナウイ

ルスとの闘いに参加する。 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/04/canada-and-international-partners-launch-coronavirus-

global-response 

●（航空業界への支援について問われ，）運輸・観光・エネルギー業界などは特に打撃を受けている。近日中に，特に

影響が大きかった特定の業種への支援を発表する予定。 

 

【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回の模様。） 

（１）（４日）１３時，ルゴー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。 

●長期介護施設の状況は厳しい。入院状況については，モントリオール以外では十分なベッドはあるが，モントリオー

ルでは状況は苦しくなっている。  

●モントリオール大都市圏における商業施設（小売業・卸売業）の再開を 5月 18日（当初 11日予定）まで延期す

る。他方，小学校・保育施設については当初予定どおり 5月 19日再開を維持する。 

●モントリオール以外のケベック州では状況を制御できており，本日の商業（小売業・卸売業）の再開も順調に進んで

いる。他方で，従業員と顧客との間で 2 メートルの対人距離を維持することが重要。 

●ケベック州（モントリオール除く）の小学校・保育所の再開は予定どおり 5月 11日。建設業・製造業の再開も目下

予定どおり（5月 11日）。 

●学校の再開については想定外も起こりえる。臨機応変な対応をお願いするとともに，状況に応じ再調整も行う。 

●（移動制限の緩和・解除を受けたモントリオールからの来訪者に対する他地域の懸念について問われ，アルーダ公

衆衛生局長）必要不可欠な事案に関係がなければ地域間の移動は引き続き認められない。他方，全ての交通を禁止

することもできない。 

 

（２）（３日）ケベック州の５月３日の感染者数は，前日比 2,209（累計 31,865）と急激な増加を記録したが，保健省によ

れば，これは情報処理上の問題で集計されていなかった事例を遡及して追加したことが理由。同省によれば 4月 2

日～30日の間，少なくとも 1317件が集計されていなかった（大多数は Montréal, Laval，Montérégieの事例）。 

Le nombre de cas d’infection bondit au Québec, un problème informatique en cause 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578200/coronavirus-bilan-quebec-3-mai 

 

（３）（４日）ケベック自由党アルカン党首は，モントリオール大都市圏の段階的な隔離解除を遅らせるよう要求。 

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/news/news-releases/2020/05/04/canada-and-international-partners-launch-coronavirus-global-response
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/04/canada-and-international-partners-launch-coronavirus-global-response
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578200/coronavirus-bilan-quebec-3-mai
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« Trop tôt » pour commencer à déconfiner Montréal, selon le PLQ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699863/parti-liberal-quebec-deconfinement-region-metropolitaine-

coronavirus 

 

（４）（４日）最近のネット上における過激主義に関する英国調査機関（Moonshot CVE）によれば,新型コロナウイルス

問題は中国・中国人に対するメッセージ増加をもたらした。ケベック州も例外ではない。このためアジア系の人々は人

種差別を糾弾すべくネット上で運動を起こしている。モントリオールの Laura Luuは，フェースブック上に« Groupe 

d’Entraide contre le racisme envers les asiatiques au Québec »を結成。4000人がメンバーに。  

Des Québécois s'unissent pour dénoncer le racisme anti-asiatique 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/04/01-5272011-des-quebecois-sunissent-pour-denoncer-le-

racisme-anti-asiatique.php 

 

（５）（４日）Le Devoir紙が保健省から入手したデータによれば，ケベックにもたらされた新型コロナウイルス感染者の

多くは米国からの帰国者。陽性となった 1620人を調べたところ，25％が米国滞在から戻ってきた人々であった。これ

に対し，中国から戻ってきた人は１人。（18％は他のカナダ地域，16％は仏，西など欧州諸国） 

Un quart des voyageurs malades de la COVID-19 au Québec venaient des États-Unis  

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578234/quebec-un-quart-des-voyageurs-malades-venaient-des-etats-

unis 

 

（６）（４日）移民省 (MIFI)は，今年４月３０日から１２月３１日までに Certificat d'acceptation du Québec (CAQ)の期

限が切れる学生に対する同省の認可手続き期限を，１２月３１日までに延長。 

Une mesure pour faciliter les démarches administratives de certains étudiants étrangers 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-une-mesure-pour-faciliter-les-demarches-administratives-

de-certains-etudiants-etrangers-810812425.html 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699863/parti-liberal-quebec-deconfinement-region-metropolitaine-coronavirus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699863/parti-liberal-quebec-deconfinement-region-metropolitaine-coronavirus
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/04/01-5272011-des-quebecois-sunissent-pour-denoncer-le-racisme-anti-asiatique.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/04/01-5272011-des-quebecois-sunissent-pour-denoncer-le-racisme-anti-asiatique.php
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578234/quebec-un-quart-des-voyageurs-malades-venaient-des-etats-unis
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578234/quebec-un-quart-des-voyageurs-malades-venaient-des-etats-unis
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-une-mesure-pour-faciliter-les-demarches-administratives-de-certains-etudiants-etrangers-810812425.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/covid-19-une-mesure-pour-faciliter-les-demarches-administratives-de-certains-etudiants-etrangers-810812425.html
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（参考：５月３日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

（参考：５月３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)(３日) The death occurred at the Northwood long-term care home in Halifax Regional Municipality. 

Nova Scotia Reports One More Death, Fourteen New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200504002 

La Nouvelle-Écosse annonce un autre décès et quatorze nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200504001 

 

（２）（４日） Drive-thru COVID-19 testing arrives in Dartmouth 

https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/drive-thru-covid-19-testing-arrives-in-dartmouth-

2322838 

 

【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）（２日）州政府は１１８名の陽性患者の全てが治癒したと発表，ヒッグズ首相は大きな金字塔を打ち立てたと歓迎。

All those with COVID-19 have recovered; two weeks without any new cases 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid19/news/news_release.2020.05.0247.html 

関連記事 

N.B. reports no new Covid-19 cases for 15 days in a row 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/no-new-cases-1.5553962 

 

（２）（４日）カーディー教育相は，今週にも遠隔授業の強化プランを発表すると発言。同州は秋に学校再開の予定だ

が，９月以降も実地授業と遠隔授業の両方を行き来するようになる可能性は十分あると発言。 

N.B. COVID-19 roundup: Distance learning plan coming, also aimed at future school disruptions 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-pandemic-outbreak-1.5554320 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（１）（４日）廃棄物管理公社は，フェーズ１の規制緩和に伴い，３月～４月に閉鎖されていた粗大ごみ廃棄所が再開さ

れると発表。家具やタイヤ，庭の瓦礫などが対象になる。 

PEI waste management sites opened up for some items 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-waste-management-restrictions-ease-back-

1.5554330 

 

（２）（３日）規制緩和を受け，１日にゴルフ場が再開された。Golf PEIは，５月２２日までに，ほとんどのゴルフ場が再

開される見込みと発表。野球やサッカーなども，６月１２日を目途に再開予定。 

Sports will happen on PEI this summer, but they may look different 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-sports-resume-covid-19-1.5553667 

 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200504002#_blank
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200504001#_blank
https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/drive-thru-covid-19-testing-arrives-in-dartmouth-2322838#_blank
https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/drive-thru-covid-19-testing-arrives-in-dartmouth-2322838#_blank
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid19/news/news_release.2020.05.0247.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/no-new-cases-1.5553962
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-coronavirus-pandemic-outbreak-1.5554320
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-waste-management-restrictions-ease-back-1.5554330
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-waste-management-restrictions-ease-back-1.5554330
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-sports-resume-covid-19-1.5553667
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ニューファンドランド・ラブラドール州（※コロナ関連の記者会見は月・水・金） 

（１）（４日）本日付で以下の者を除き入州は禁止される。 

NL州の住民，または，４月２２日発行の命令で，一部の例外に入る必要不可欠事業者，主任医療局長による情状酌

量により特殊な事情が認められた者。 

Public Order Amendment No.11 (effective May 4th) 

https://www.gov.nl.ca/covid-19/files/Special-Measures-Order-Amendment-No.-11-April-29-2020.pdf 

 

（２）（２日）緊急事態宣言は５月２日から，更に２週間延長。 

https://www.gov.nl.ca/covid-19/files/Public-Health-Emergency-Extension-Declaration-April-29-2020.pdf 

 

（了） 

 

https://www.gov.nl.ca/covid-19/files/Special-Measures-Order-Amendment-No.-11-April-29-2020.pdf
https://www.gov.nl.ca/covid-19/files/Public-Health-Emergency-Extension-Declaration-April-29-2020.pdf

