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新型コロナウイルスの最新の動き（５月７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７日（木）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 35238 (+911) 2631 (+121) 24024 (+491) 228905 (+8301) 1836 (-4) 

（内 ICU 患者：224 (+11)） 

(MTL) 17918 (+476) 1666 (+104) - - - 

NB 120 (0) 0 (0) 2 (0) 16625 (+379) *** 0 (0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

NS 1007 (+9) 44 (+3) 255 (-41) 31541 (+748) 3 (0) 

（内 ICU 患者：2 (0)） 

PEI 27 (0) （6 日現在） 0（6 日現在）  1 (-1)（6 日現在） 3556 (+227) 

（6 日現在）  

0 （6 日現在） 

NL 261 (+2)  3 (0) 14 (+2) 9458 (+162) *** 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６日）モントリオール・アカデミー会による COVID-19 関連情報 

当会有志による COVID-19 パンデミックにおける邦人支援プロジェクトの一環として，当会に所属している様々な分

野のエキスパートが，COVID-19 に関する医療健康情報を日本語で随時発信しています。以下をご参考いただけれ

ば幸いです。 

URL: https://www.montreal-academy.com/covid-19 （モントリオール・アカデミー会幹事 佐藤宏明） 

 

（注）COVID-19 に関する研究は日々更新しております。当サイトの記事については，できる限りの努力をしていますが，その正確

性，最新性，適切性に関して第三者に担保されるものではありません。また利用者の皆様が当サイトの情報を用いて行う一切の行

為について，記事の投稿者と所属施設，アカデミー会，及び在モントリオール総領事館は，いかなる責任も負いません。 

 

◎（５月７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 

https://www.montreal-academy.com/covid-19
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
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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 

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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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）（７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。 

必要不可欠事業従事者の給与増額のため４０億加ドルを支出することで全ての州・準州と合意した。支出額のうち連

邦政府が３０億加ドル，州・準州が残りを負担する。受給資格者や支給額等の詳細は各州・準州政府が決定する。 

（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 

 

（政府発表） 

Prime Minister announces agreements to boost wages for essential workers 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/07/prime-minister-announces-agreements-boost-wages-

essential-workers 

（関連報道） 

'You deserve a raise': PM says deal reached to top up wages for essential COVID-19 workers 

https://www.ctvnews.ca/canada/you-deserve-a-raise-pm-says-deal-reached-to-top-up-wages-for-essential-

covid-19-workers-1.4928611 

Des travailleurs essentiels mieux payés d'un océan à l'autre 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700808/trudeau-point-presse-coronavirus-salaires-travailleurs-essentiels 

 

（２）（７日）連邦政府が来週中に１，３５０人のカナダ軍兵士をモントリオール圏の介護施設に派遣予定。本日７日現在

既に１，０２０人が２０施設に動員済みであるとのこと。 

Jusqu'à 1350 militaires au Québec d'ici la mi-mai 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700815/forces-armees-canadiennes-fac-defense-foyers-coronavirus-

covid-19 

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://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/07/prime-minister-announces-agreements-boost-wages-essential-workers
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/07/prime-minister-announces-agreements-boost-wages-essential-workers
https://www.ctvnews.ca/canada/you-deserve-a-raise-pm-says-deal-reached-to-top-up-wages-for-essential-covid-19-workers-1.4928611#_gus&_gucid=&_gup=twitter&_gsc=o6fHFSk
https://www.ctvnews.ca/canada/you-deserve-a-raise-pm-says-deal-reached-to-top-up-wages-for-essential-covid-19-workers-1.4928611#_gus&_gucid=&_gup=twitter&_gsc=o6fHFSk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700808/trudeau-point-presse-coronavirus-salaires-travailleurs-essentiels
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700815/forces-armees-canadiennes-fac-defense-foyers-coronavirus-covid-19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700815/forces-armees-canadiennes-fac-defense-foyers-coronavirus-covid-19


4 

 

【２ ケベック州】 

（１）（７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。（デュベ州財務委員会議

長，アルダ州保健局長同席） 

●モントリオール圏の商業・小学校・保育園の再開時期を５月２５日に延期する。理由は感染が収まっていないこと

と，医療現場が人手不足であることであり，新しい再開時期も右の状況が改善されればの話である(…si, et 

seulement si, la situation s'améliore, entre autres, du côté du personnel d'ici le 25 mai.)。 

●７０歳以上の死亡リスクが格段に上がる。健康状態に問題のない６９歳までは例えば教育現場に戻ってよいし，孫

を預かることも可能である。 

●２メートルの対人距離確保が不可能な場合はマスクを着用するべきである。 

●現在医療現場（長期介護施設ＣＨＳＬＤ，民間高齢者住宅ＲＰＡ，病院）で働く人の５０％が，ＣＨＳＬＤに限れば６０％

がパートタイム。フルタイム（週 36.25 時間）人員を増やすため，フルタイムで働ける人への追加ボーナスを支給すべ

く，７千万加ドルを支出する。感染が発生しているＣＨＳＬＤにおいてフルタイムで働く人には更にボーナスを追加。 

●明日までに１日１４，０００件の検査実施目標は達成できないかもしれないが，それに向け日夜取り組んでいる。 

（ケベック州政府記者会見映像・トランスクリプト一覧） 

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

（関連報道） 

Reopening of Montreal-area schools, daycares and businesses pushed back until May 25 

https://montreal.ctvnews.ca/reopening-of-montreal-area-schools-daycares-and-businesses-pushed-back-until-

may-25-1.4929240 

 

（２）（７日）モントリオール市が非常事態宣言を５月１１日まで延長。 

Montréal prolonge l'état d'urgence jusqu'au 11 mai 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/07/01-5272545-montreal-prolonge-letat-durgence-jusquau-11-

mai.php 

 

（３）（７日）ケベック州は今週末までに１日の検査数を１４，０００まで増やすと発表したが，昨日６日時点で１日７，０００

にとどまっている。州保健局長は検査希望者が少ないと説明したが，州政府筋は検査所の人員不足を指摘。 

Le dépistage massif tarde 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/07/01-5272531-le-depistage-massif-tarde.php 

 

（４）（６日）［コラム］：モントリオールの感染率は 10 万人当たり 822 人であり，カナダ全体 164 人と比べ 5 倍高い。 

カナダでは新型コロナ感染曲線が平坦になりつつある中，なぜモントリオールでは感染拡大が止まらないのか。筆者

によると，2 月 28 日から始まった春休み期間には移動制限はされておらず多くのケベック人が後にホットスポットとな

るＮＹ，フロリダ，フランス，イタリアを訪れたこと，モントリオールがカナダ他都市と比較して貧しく自主隔離する生活的

余裕のない人が多かったこと（最も感染率が高いのは Montreal-Nord や St-Michel であり，社会経済的地位と感染率

に相関関係），多くが１９６０年代に建てられた介護施設は相部屋，バス・トイレ共同が普通であり，感染が進みやす

く，また労働条件も悪いため人員不足も深刻であること等が原因であるとしている。そんな中ケベック政府は経済再開

を積極的に進める考えであり，危険性のあるギャンブルであることは当局も認めている。モントリオールの人口はカナ

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html
https://montreal.ctvnews.ca/reopening-of-montreal-area-schools-daycares-and-businesses-pushed-back-until-may-25-1.4929240
https://montreal.ctvnews.ca/reopening-of-montreal-area-schools-daycares-and-businesses-pushed-back-until-may-25-1.4929240
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/07/01-5272545-montreal-prolonge-letat-durgence-jusquau-11-mai.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/07/01-5272545-montreal-prolonge-letat-durgence-jusquau-11-mai.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/07/01-5272531-le-depistage-massif-tarde.php
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ダの 5％であるが，感染については 30％を占め，他のどの町よりも注意深く取り組むべきである。 

As Canada begins to flatten the curve, Montreal’s high COVID-19 rates make the city a tragic anomaly 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-montreal-stands-out-as-canada-begins-to-flatten-the-covid-

19-curve/ 

 

（５）（７日）新型コロナ危機以来州政府がレジェ社に委託している世論調査によると，モントリオール圏外のケベック州

民１０人に８人，同圏内でも１０人に６人がモントリオール圏の隔離を支持。 

Une majorité de Québécois souhaitent confiner Montréal 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/06/01-5272514-une-majorite-de-quebecois-souhaitent-confiner-

montreal.php 

 

（６）（７日）ラノディエール地域ジョリエットの小学校と保育園の再開時期は５月１９日に延期。 

La réouverture des écoles repoussée dans la MRC de Joliette 

https://www.journaldemontreal.com/2020/05/06/la-reouverture-des-ecoles-repoussee-dans-la-mrc-de-joliette-

1 

（関連ニュース） 

ラノディエール地域マスクーシュの保育園でクラスター発生。職員数人と保育園児の半数近くが感染。同園は必要不

可欠事業従事者向けに園児を受け入れていたが現在閉鎖中。 

Un premier foyer d’éclosion de coronavirus dans une garderie au Québec 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578420/un-premier-foyer-d-eclosion-de-coronavirus-dans-une-

garderie-au-quebec 

 

（７）（６日）１１日から再開する保育園では，受け入れ人数制限のため登園を希望する数万人の子供が受け入れても

らえないとみられる。ラコンブ州家族大臣は，可能であれば引き続き子供を自宅で預かることを推奨。 

Des milliers d'enfants n'auront pas de place en garderie lundi 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700479/places-cpe-garderies-coronavirus-educatrices-gouvernement-

reprise 

 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-montreal-stands-out-as-canada-begins-to-flatten-the-covid-19-curve/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-montreal-stands-out-as-canada-begins-to-flatten-the-covid-19-curve/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/06/01-5272514-une-majorite-de-quebecois-souhaitent-confiner-montreal.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/06/01-5272514-une-majorite-de-quebecois-souhaitent-confiner-montreal.php
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/06/la-reouverture-des-ecoles-repoussee-dans-la-mrc-de-joliette-1
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/06/la-reouverture-des-ecoles-repoussee-dans-la-mrc-de-joliette-1
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578420/un-premier-foyer-d-eclosion-de-coronavirus-dans-une-garderie-au-quebec
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578420/un-premier-foyer-d-eclosion-de-coronavirus-dans-une-garderie-au-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700479/places-cpe-garderies-coronavirus-educatrices-gouvernement-reprise
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1700479/places-cpe-garderies-coronavirus-educatrices-gouvernement-reprise
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（参考：５月６日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月６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）（６日）Via Rail’s Ocean route won't start up again until at least Nov. 1. Anyone with a reservation that has 

been affected by the service suspension will be contacted and automatically reimbursed. 

Via Rail service between Halifax and Montreal cancelled until November 

https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/via-rail-service-between-halifax-and-montreal-

cancelled-until-november-2331450 

  

（２）（６日）Thanks to generous donations, Virtual Mental Health Care at the IWK (Izaak Walton Killam) Health 

Centre in Halifax will now help ensure that NS children, youth and families have increased access to quality 

mental health and addictions care during COVID-19 and beyond. 

IWK providing virtual mental health care 

https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/iwk-providing-virtual-mental-health-care-

2331493 

 

【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）（７日）州政府はケベック州やニューイングランドでの高い感染者数を受け州境の規制を強固にする方針。 

Virus problems in Quebec, New England entrench strict border measures in N.B. 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-covid-19-strict-border-restrictions-1.5558770 

 

（２）（６日）教育省は８６万ドルの予算で，iPad などのモバイル機器を生徒に配布すると発表。 

１０００の iPad，５００のラップトップなどが含まれ，全ての生徒に平等なオンライン教育を促す狙い。 

Province buys internet-ready iPads, laptops to support students learning at home 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dominic-cardy-department-of-education-learning-1.5557575 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（６日）キング州首相は，ビジネス再開（５月２２日）のための４つの指針を発表した。同業種の協会との連携や具体的

なオペレーション・プランの作成が含まれる。州保険庁（Chief Public Health Office）の視察の際に，プランの提示が

求められる。 

PEI premier outlines steps Island businesses must take in preparing to reopen 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ease-back-plan-steps-preparedness-island-

businesses-1.5557902 

 

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）（６日）５月１１日から再開される，認可子供保育施設は，州政府の助成金を得て３０日まで無料となる。既存の顧

客や必要不可欠事業従事者の子供が対象で，スクリーニングや対人確保などが強化される。 

Regulated child-care operators free until May 30, with list of rules for expansion 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/regulated-child-care-expands-covid19-1.5557596 

https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/via-rail-service-between-halifax-and-montreal-cancelled-until-november-2331450
https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/via-rail-service-between-halifax-and-montreal-cancelled-until-november-2331450
https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/iwk-providing-virtual-mental-health-care-2331493
https://www.halifaxtoday.ca/coronavirus-covid-19-local-news/iwk-providing-virtual-mental-health-care-2331493
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-covid-19-strict-border-restrictions-1.5558770
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dominic-cardy-department-of-education-learning-1.5557575
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ease-back-plan-steps-preparedness-island-businesses-1.5557902
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-ease-back-plan-steps-preparedness-island-businesses-1.5557902
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/regulated-child-care-expands-covid19-1.5557596
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（２）（６日）５日の会見と主な決定事項の要旨。感染の懸念があった Health Sciences Centre のスタッフは１名の結

果待ちを除き，全て陰性が判明。また議会は５日，旅行制限の法的執行権限を州警察に与える決議を可決。 

Almost all COVID-19 tests for self-isolated Health Sciences staff negative, 1 still to come 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-may-6-1.5557543 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid19-newfoundland-labrador-may-6-1.5557543

