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新型コロナウイルスの最新の動き（５月５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５日（火）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 現状の感染者数** 検査済（陰性） 入院者数 

QC 33417 (+794) 2398 (+118) 23096 (-) 209946 (+3395) 1821 (+49) 

（内 ICU患者：218 (0)） 

(MTL) 16991 (+386) 1488 (+78) - - - 

NB 119 (+1) 0 (0) 1 (-) 15756 (+171) *** 0 (0) 

（内 ICU患者：0 (0)） 

NS 991 (+6) 41 (+3) 298 (-) 30984 (+543) 6 (0) 

（内 ICU患者：2 (0)） 

PEI 27 (４日)  0  2 (４日) 3329 (４日)  0  

NL 259 (0)  3 (0) 15 (-) 9139 (+178) *** 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。 

**「現状の感染者数」は，「累計陽性者数」から「治癒者数」と「死亡者数」を差し引いた数（＝Active cases）。 

***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。 

 

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】 

（５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。 

●アグリフード業界支援のため２．５２億加ドルを支出する。すなわち，①衛生措置導入・強化，労働者保護のため，

食品加工業者向けに７，７００万加ドルを支出。②飼育期間が長くなり費用がかさんでいる豚・牛肉生産者支援のため

１．２５億加ドルを支出(AgriRecovery initiative/Agri-relance)。③食品ロスと生産者の減収を補うためにじゃがいも，

家禽等を大量に買い取って食糧不足問題に取り組む組織に送るため５，０００万加ドルの基金設立。 

●生産過剰となっている乳製品を酪農家から買い取っているものの，買い取り能力の限界に近付きつつある

Canadian Dairy Commission のクレジット上限を２億加ドル引き上げることを下院議会で協議する。 

これらは同業界に向けた最初の支出であり，必要であればより多くの支出を行う。 

●（Canadian Federation of Agriculture は，先週２６億加ドルの緊急支援を要求していたことを問われ，）今日の発

表は最初の支出であり，他のニーズについては同連盟と取り組んでいく。 

●（臨時外国人労働者について問われ，）既に例年の約９０％の外国人労働者がカナダに到着済みである。果物や野

菜の収穫時期に向けてより多くの外国人労働者が必要となるであろうが，それについては業界と協議している。 

（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）$252M emergency aid package coming for farmers, food plants hit by COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/politics/agri-food-covid-liberals-1.5555591 

Une aide fédérale de 252 M$ pour les agriculteurs canadiens 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700172/justin-trudeau-industrie-agroalimentaire-agriculteurs-

transformateurs 

 

【２ ケベック州】 

（１）（５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（ブレ州高齢者・介護者大臣

とアルダ州保健局長同席）。 

●感染や感染リスク等の理由で長期介護施設（CHSLD）と病院で１１，２００名が休んでおり，特にフルタイム人員が

不足している。休んでいて復帰可能な者も含め働きに来てほしい。現在，フルタイム人員に対する新たなボーナスを

検討しており，近日中に発表できる見込み。 

●昨４日のモントリオール以外の地域における商業一部再開は大変うまくいったと聞いている。 

●小学校・保育園再開に向け，粗探しをするのではなく解決に向けた姿勢を持つことを全ての人にお願いしたい。 

●本日より，自立した民間高齢者施設（résidences privées pour aînés (RPA)）住民には監視なしの外出，屋外での

近親者との面会や屋内外でのアクティビティを許可する。 

●５月１１日より，スーパー，ドラッグストア等必要不可欠商店では高齢者専用時間帯を設定する。 

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.cbc.ca/news/politics/agri-food-covid-liberals-1.5555591
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700172/justin-trudeau-industrie-agroalimentaire-agriculteurs-transformateurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700172/justin-trudeau-industrie-agroalimentaire-agriculteurs-transformateurs
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●５月１１日より「重要な介護者（proches aidants significatifs）」は RSA及び CHSLDの訪問が可能になる。介護施

設が上記介護者の訪問を拒否する場合は，州保健省に対し正当な理由を示すことを義務付ける。また，最期の面会

ができるように終末期患者に対する訪問を許可する。 

●（ラノディエール地域のジョリエットの感染拡大が報じられているが，）疫学的な判断によりモントリオール圏に合わ

せて再開時期を延期する可能性がある。 

（ケベック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） 

COVID-19 : la région de Joliette préoccupe la santé publique 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699917/covid-region-joliette-sante-publique-lanaudiere-deconfinement 

Une bouffée d'air frais pour les résidences privées pour aînés 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700128/coronavirus-allegement-deconfinement-rpa-visites-sortie 

 

（２）（５日）ケベックシティのメディカゴ（田辺三菱製薬子会社）が，人工知能を使った１２０万加ドルのワクチン製造プロ

ジェクトで研究コンソーシアム CQDM と提携。CQDMを通じて州経済イノベーション省がその内５０万加ドルを支出。 

Un projet collaboratif de plus de 1,2 M$ ayant recours à l’intelligence artificielle afin d’optimiser la 

production de vaccins, annoncé par CQDM et Medicago R&D 

https://cqdm.org/fr/news-and-events/vaccins-cqdm-medicago/ 

 

（３）（４日）モントリオール警察，州警察ともに，対人距離確保義務違反に対する罰金チケット発行数が先週は減少。

モントリオール警察は，好天のため人出が多かったが市民は規則を尊重していたとのこと。 

Soleil en hausse, constats d'infraction en baisse 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/04/01-5272067-soleil-en-hausse-constats-dinfraction-en-baisse.php 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html#_blank
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699917/covid-region-joliette-sante-publique-lanaudiere-deconfinement#_blank
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700128/coronavirus-allegement-deconfinement-rpa-visites-sortie#_blank
https://cqdm.org/fr/news-and-events/vaccins-cqdm-medicago/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/04/01-5272067-soleil-en-hausse-constats-dinfraction-en-baisse.php
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（参考：５月４日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月４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】 ※定例記者会見は火・水・金のみ開催される模様。 

（１）（５日）現地１５時，州政府による定例記者会見が行われたところ，同要旨は以下のとおり。 
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A) Premier McNeil thanked front-line health workers for their efforts, and reassured Nova Scotians that 

everything is being done to fight COVID-19 to get it out of Northwood. 

B) Dr. Strang reminded all Nova Scotians to get tested if they have any two symptoms, using the self-

assessment tool and calling 811 for an appointment. 

C) He went over in detail the COVID-19 response timeline that NS applied to long-term care facilities since 

the start of the pandemic. He confirmed that PPE stock (including masks) is in good supply, and that 

long-term care homes are also being stocked. 

D) To explain the outbreak at Northwood, he said it is the largest such facility east of Montreal, it has a frail 

and elderly population with underlying health conditions, uses several shared rooms, and is located in a 

large urban center, all of which factors that facilitated the spread of the virus. 

E) He gave Northwood credit for their initial pandemic plan and their swift/early implementation of health 

measures, as well as their response to the outbreak once it began. The situation is tragic, but the health 

care system has taken this very seriously and is doing what can be done. 

F) There was a question about whether NS would use an app for contact tracing (Alberta was given as an 

example). Dr. Strang responded that they are looking at several different apps of that type, what the 

advantages and disadvantages would be, and he noted that Alberta has had hiccups with their app, so it 

is an ongoing process. 

G) To a question about increasing power of screening at NS borders per what is being done in NB and NL, 

Premier McNeil said it was not being considered at this time. Dr. Strang said that community transmission 

is now low (household transmissions and long-term care transmissions are exempt from this number). 

 Three more Northwood residents die of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/three-more-northwood-residents-die-of-covid-19-1.5555889 

 

（２）（５日）The deaths occurred at Northwood long-term care home 

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

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200505002 

La Nouvelle-Écosse annonce trois autres décès et six nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200505001 

  

（３）（５日）A new drive-thru testing site for COVID-19 developed in Truro, is allowing health-care workers to 

swab more people, while using a fraction of the gowns, gloves and masks the process would use in a 

traditional indoor setting. 

Drive-thru testing for COVID-19 in Nova Scotia leads to big reduction in PPE use 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/drive-thru-testing-covid-19-nova-scotia-ppe-use-1.5554913 

  

（４）（５日）Details of parks and greenspaces reopening in the Halifax Regional Municipality. Residents are 

reminded that police are still authorized to issue tickets for violations under the Emergency Management Act 

and Health Protection Act. 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/three-more-northwood-residents-die-of-covid-19-1.5555889
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200505002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200505001
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/drive-thru-testing-covid-19-nova-scotia-ppe-use-1.5554913
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With the easing of restrictions, where can you and can't you go in HRM? 

https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/with-the-easing-of-restrictions-where-can-you-

and-cant-you-go-in-hrm-2325073 

  

（５）（４日）People in Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island can call their nearest Salvation 

Army, place an order and wait for the items to be delivered. 

Salvation Army bringing its food bank to people stuck home during pandemic 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/salvation-army-food-bank-pandemic-1.5554854 

 

【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）（５日）New COVID-19 case is province’s first in 17 days 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.05.0252.html 

 

（２）（４日）An individual travelling on April 27 WestJet flight 3456 from Toronto and to Moncton (arrival at 1:52 

p.m.) has tested positive; airport says, anyone who has been in close contact with any passenger on this flight 

should self-isolate for 14 days, and if they develop symptoms, they should call 811. 

N.B. COVID-19 roundup: Moncton airport passenger tests positive for coronavirus 

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）Dentists on P.E.I. to be allowed to reopen for business on May 22; services will be limited to 

emergency procedures and dentists will be wearing extra PPE. 

P.E.I. dentists prepare to see patients — but emergencies only 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-dentist-back-ppe-personal-protective-equipment-

emergencies-covid-1.5554892 

  

（２）（４日）With physiotherapists, optometrists, chiropractors, and other types of non-essential healthcare 

providers now allowed to reopen, new measuresare being put into place 

Some non-essential health-care providers reopen under P.E.I.'s ease-back plan 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-clinics-reopen-covid-19-1.5554894 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州（※新型コロナウイルス関連の記者会見は月・水・金） 

（１）（５日）Article in response to today’s (May 5) press conference with various information on the current NL 

situation 

4th straight day without a new case of COVID-19 in N.L. 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-may-5-1.5555711 

（了） 

https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/with-the-easing-of-restrictions-where-can-you-and-cant-you-go-in-hrm-2325073
https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/with-the-easing-of-restrictions-where-can-you-and-cant-you-go-in-hrm-2325073
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/salvation-army-food-bank-pandemic-1.5554854
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.05.0252.html
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-dentist-back-ppe-personal-protective-equipment-emergencies-covid-1.5554892
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-dentist-back-ppe-personal-protective-equipment-emergencies-covid-1.5554892
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-clinics-reopen-covid-19-1.5554894
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-may-5-1.5555711

