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新型コロナウイルスの最新の動き（５月８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８日（金）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 36150 (+912) 2725 (+94) 24497 (+473) 234769 (+5864) 1827 (-9) 

（内 ICU患者：207 (-17)） 

(MTL) 18435 (+517) 1727 (+61) - - - 

NB 120 (0) 0 (0) 2 (0) 17029 (+404) *** 0 (0) 

（内 ICU患者：0 (0)） 

NS 1008 (+1) 46 (+2) 240 (-15) 32835 (+546) 5(0) 

（内 ICU患者：2 (0)） 

PEI 27 (0)  0 0 3556  

 

0 

NL 261 (0)  3 (0) 14 (0) 9592 (+134) *** 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８日）伊澤総領事からのメッセージ 

ケベック州および大西洋州の皆様へ 

プリンスエドワードアイランド，ニューブランズウィック，ニューファンドランド・ラブラドール州では感染拡大がみられず，

状況が落ち着いていることは大変結構なことです。ノバスコシアでも，感染拡大が続いていますが，スピードは緩やか

になっています。今後，これらの地域では徐々に様々な活動が再開されていきますので，そうした動きについて随時

報告させて頂きます。 

先週，ケベック州政府も州内の経済活動等の段階的再開の方針を発表しました。徹底した自主隔離・都市封鎖が始

まって２ヶ月になり，都市活動を徐々に再開する必要があることは理解できます。他方，問題はモントリオール圏の感

染状況です。残念ながらモントリオールでは，毎日数百名の新規感染が報告されており，依然として感染が抑え込ま

れていません。そのような中で，５月の後半から，モントリオールでも小学校や幼稚園の再開等，徐々に社会経済活

動が再開される予定ですが，限定的な制限解除とはいえ，感染が依然として続いている状況下活動を再開して行く場

合，それがどのような影響をもたらすことになるか心配です。こうした不安も考慮してのことと思われますが，昨日，ケ

ベック政府もモントリオールにおける商業や学校の再開時期を更に１週間延期を発表しました。感染状況とともに，モ

ントリオール圏において規制緩和がどのように進んで行くのか注視していきます。 

総領事館の活動は今まで通りです。皆様におかれましても，今後も緊張した不自由な日々が続きますが，感染を避け

るために，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。 
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◎（５月８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 

 

◎（５月８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９回：概要） 

https://www.youtube.com/watch?v=g9b0Zo_qbuY 

 

◎（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。 

 

◎（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 

 

◎（随時更新）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「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 

 

◎（随時更新）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。 

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

 

◎（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.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/recovery_plans.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g9b0Zo_qbuY
https://www.montreal-academy.com/covid-19
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
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】 

（８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。 

●緊急賃金補助（ＣＥＷＳ）を６月以降も実施。 

●文化芸術，スポーツ支援のために，５億ドルの支援を行う。 

●学生向け緊急給付（ＣＥＳＢ）については８月まで実施を維持。 

 

【２ ケベック州】 

（１）（８日）１３時，ルロー・モントリオール地域担当大臣，プラント・モントリオール市長，アルダ州保健局長が記者会

見を行ったところ，要旨以下のとおり。 

［モントリオール市長］ 

●モントリオール市とモントリオール圏が目下カナダにおけるコロナウイルス流行の震源になっている。モントリオール

の人々は忍耐強く，連帯した対応が必要。 

［アルダ保健局長］ 

●モントリオール圏以外の状況は制御できている。モントリオール圏について，いつになれば制御できるのかについて

は現状言えない。モントリオール圏において市中感染の検査・追跡戦略計画を策定。 

●ケベック州で現在１日１万の検査をしているが，数日後に１万４千が目標。週に１０万件の検査を実施する。 

［ルロー・モントリオール地域担当大臣］ 

●モントリオール圏での商業・学校再開を５月２５日に延期にしたことは，公衆衛生上の必要性があった。 

 

（２）（８日）重度の身障者等以外，中等教育の再開は今秋以降。 

Retour en classe au secondaire pour élèves handicapés seulement  

https://www.ledevoir.com/societe/education/578576/retour-en-classe-au-secondaire-pour-eleves-handicapes-

seulement 

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://www.ledevoir.com/societe/education/578576/retour-en-classe-au-secondaire-pour-eleves-handicapes-seulement
https://www.ledevoir.com/societe/education/578576/retour-en-classe-au-secondaire-pour-eleves-handicapes-seulement


4 

 

 

（３）地下鉄やバスでマスク着用は強く奨励されるが，モントリオール交通社（ＳＴＭ）は乗客に対し義務化しない考え。 

Pas de «police du masque» dans l'autobus et le métro  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/08/01-5272743-pas-de-police-du-masque-dans-lautobus-et-le-

metro.php 

 

（４）（８日）４月のケベック州の失業率は１７％に上昇（3月は 8.1％）。カナダの各州で最も高い上昇を記録。１９７６年

以来の最悪の数値。 

Le taux de chômage bondit à 17% au Québec  

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/08/01-5272718-le-taux-de-chomage-bondit-a-17-au-

quebec.php 

（関連記事） 

カナダ全体の失業率は１３％ 

3 millions d'emplois perdus au Canada depuis le début de la pandémie 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1701093/coronavirus-chomage-avril-canada-perte-emplois 

L'épidémie de coronavirus a entraîné la perte de 2 millions d'emplois au Canada en avril, faisant bondir le 

taux de chômage au Canada à 13 %, révèle vendredi Statistique Canada. 

  

 

 

 

（参考：５月７日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/08/01-5272743-pas-de-police-du-masque-dans-lautobus-et-le-metro.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/08/01-5272743-pas-de-police-du-masque-dans-lautobus-et-le-metro.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/08/01-5272718-le-taux-de-chomage-bondit-a-17-au-quebec.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/08/01-5272718-le-taux-de-chomage-bondit-a-17-au-quebec.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1701093/coronavirus-chomage-avril-canada-perte-emplois
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（参考：５月７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。） 

※Note: In yesterday’s document, the number of negative tests had not been updated (to 32,289) and the total 

number of hospitalisations should have been 5 (3 is the number of non-ICU hospitalisations). 

 

（１） （８日）州政府関係者による記者会見の要旨，以下のとおり。 

 Chief Medical Officer of Health Dr. Robert Strang 

- Death toll in NS now at 46; today’s additional two deaths are from the Northwood long-term care 

home 

- Reminder to respect restrictions despite the weekend and Mother’s Day on Sunday. 

- PowerPoint presentation discussed in the news: based on the outline of the national plan/framework 

(public health advice) and used to consult with different sectors/stakeholders to eventually release a 

NS plan; the presentation in question is not NS’s plan, no final decision has been made on this at this 

time. 

- NS is at the end of the first wave of COVID-19; will have to wait for 2 incubation periods (28 days) 

with low-to-no new cases to make sure the measures in place are appropriate. Peaks and valleys, a 

second –possibly a third – wave are to be expected. Might take from 12 to 18 months before there is 

good immunity within the community. 

- Future NS plan will need to allow for the right balance between the risk of increased transmission with 

the reopening sectors of society and the need to increase economic and social activity. 

- The plan will be one of reopening sector by sector, province-wide (no regional distinctions). 
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- What was announced last weekend was a necessary pre-phase; an announcement on phase one will 

come once the plan is complete. 

 

 NS Premier Stephen McNeil 

- When consultations are complete, the plan on how to start reopening the province will be shared with 

the public. 

- No student will go back to school this school year; at-home learning will continue until June 5th (end of 

the school year) 

- NS goal to reopen daycares on June 8th; to be confirmed. 

 

（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/ 

（本日分を含むこれまでの州政府記者会見ビデオ一覧） https://www.youtube.com/user/nsgov/videos 

 

Nova Scotia Reports Two More Deaths, One New Case of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508002 

La Nouvelle-Écosse annonce deux autres décès et un nouveau cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508001 

New Program Gives Health-care Workers Up to $2,000 Bonus 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200507004  

  

（２）（８日）Students Finish School June 5, Plan for Reopening Nova Scotia Under Development 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508005 

Fin de l'année scolaire le 5 juin, plan de reprise des activités en Nouvelle-Écosse en cours 

d'élaboration 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508004 

 

（３）（８日） On the reopening and future of the NS health system 

Reopening of Nova Scotia's health system will take months, says health authority CEO 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/health-care-nsha-dr-brendan-carr-covid-19-government-

1.5560272  

 

（４）（７日） (Unofficial) Overview of NS 5-step plan to lift restrictions, based on a PowerPoint presentation 

obtained by CBC from an unnamed source 

Nova Scotia's proposed 5-step plan to lift restrictions could take years to complete 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-plan-business-restrictions-1.5559947 

 

【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】 

 

https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200507004
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508005
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200508004
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/health-care-nsha-dr-brendan-carr-covid-19-government-1.5560272
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/health-care-nsha-dr-brendan-carr-covid-19-government-1.5560272
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-plan-business-restrictions-1.5559947


7 

 

ニューブランズウィック州 

（１）NB州は本日，規制緩和の第二段階に移行することを発表 

（理由）２週間で新規感染者は２名のみ，死亡者がゼロ，現状感染者が２名のみ。規制緩和のリスクと精神的健康・経

済復興のバランスである（ラッセル主任医療局長） 

●再開内容： 

*待機手術・歯科・眼科・マッサージ業等の再開 

*非認可デイケア・保育施設の再開（認可デイケアは５月１９日再開予定） 

*小売業やその他ビジネスの再開 

*美術館・図書館等の文化施設・ショッピングモール等の非必要不可欠事業の再開 

*大学教育の再開（バーチャル教育のオプションも可） 

*レストランの再開 

*１０名以下の屋外での集会（葬式・結婚式・宗教行事） 

●ビジネスやレストランは，PPEの装着，対人距離確保，オペレーション・プランの作成が求められる。 

●PPEのサプライヤー・リストは来週初めに政府公式サイトで公開される 

 

政府公式サイト 

Province moves to Phase2 (Orange) of recovery plan; no new cases of COVID-19 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.05.0261.html 

 

（２）（８日）NB州は，３月から４月までの 1 ヶ月で 3万近くのフルタイム雇用を失った。４月失業率は１３.２％で，前月

比４.４％アップ。ヒッグズ首相は，ここ２週間の低い新規感染者を踏まえ，８日，フェーズ２を発表する予定。 

N.B. jobless rate at 13.2 % as province moves to ease restrictions on business 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/phase-two-higgs-province-1.5560963 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（８日）マッケー経済発展・観光・文化大臣は，規制緩和に伴い，州立公園（６月５日），州立ゴルフコース（５月１５日・２２

日），キャンプ場（６月２６日）の再開を発表。また，予定されていたインフラ工事もそれに伴い再開するとし，予定されて

いた雇用は保証されるとした。 

When islanders can expect provincial parks, campgrounds to open 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-provincial-parks-campgrounds-golf-courses-

reopen-1.5560613 

 

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）（７日）５月１１日に市立公園の封鎖が解除される。住民は対人距離を保ち，散歩することができるが、遊び場は継

続して立ち入り禁止となる。 

Walkers, rejoice! City of St. John’s Parks reopen for strolls on Monday 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/st-johns-parks-walk-through-1.5559431 

  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.05.0261.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/phase-two-higgs-province-1.5560963
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-provincial-parks-campgrounds-golf-courses-reopen-1.5560613
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-provincial-parks-campgrounds-golf-courses-reopen-1.5560613
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/st-johns-parks-walk-through-1.5559431
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（２）（７日）６日の会見の要旨。昨日の新規患者２名で，4月６日以来の高い現状感染者（１４名）を記録。5月 11日に

警戒レベル４に移行し，各医療区域は保留になっていた５５００の手術を行うことができる。 

2 new cases of COVID-19 in N.L., bringing total to 261 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-may-7-1.5559157 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/newfoundland-labrador-covid19-may-7-1.5559157

