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新型コロナウイルスの最新の動き（５月１９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等の現状（５月１９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 44197 (+570) 3647 (+51) 28053 (+67) 302358 (+5367) 1784 (+13) 

（内 ICU患者：180 (+1)） 

(MTL) 22317 (+289) 2323 (+27) - - - 

NB 120 (0) 0 (0) 0 (0) 20791 (+218) *** 0 (0) 

 

NS 1044 (+10) 56 (+1) 32 (-29) 36438 (+1063) 9 (0) 

（内 ICU患者：5 (0)） 

PEI 27 (0)(15日) 0 (0)(15日) 0 (0)(15日) 4529(15日) 

 

0 (0)(15日) 

NL 260 (0)  3 (0) 7 (-1) 10747 (+71) *** 3 (0) 

（内 ICU患者：1 (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。但，ケベック州は確定数。 

**「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１９日）モントリオールの空港から日本帰国までの実際の流れ（ある帰国者の経験談） 

日本帰国までの空港，機内，日本到着直後の様子等について経験談を掲載しましたので，ご参考ください。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/20200516_arrival_in_Japan.pdf 

 

◎（５月１８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１０回：概要） 

https://www.youtube.com/watch?v=tnzv8kU_tz8 

 

◎（５月１４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）ケベック州保健研究所 (INSPQ)による「ケベック州における隔離解除戦略：予測」 

（https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/deconfinement） 

ケベック州保健研究所が，同州における隔離解除の影響について，ラヴァル大学と共同で行った予測（「ケベック州に

おける隔離解除戦略：予測(Stratégies de déconfinement au Québec : projections）」)を発表。 

いずれのシナリオでも，モントリオール圏では今後数カ月感染が継続する見通しであり，モントリオール圏でのウイル

ス感染収束が見通せない状況にあると予測。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/20200516_arrival_in_Japan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tnzv8kU_tz8
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/recovery_plans.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/deconfinement
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※ 当該予測値には未確認のケース（検査をしていない，症状があらわれない等）も含まれていることから，州政府が公式に発表

している統計上の確定値よりも，数値が５倍程度高くなっていることに留意が必要（例えば，現在隔離措置の下にあるモントリ

オール圏の５月１２日付（確定）新規感染者数は約６００人であるが，当該予測値では同じ状況で５月の一日平均は２４００～３

５００人と算出している）。 

【ポイント】（当館作成概要：https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf） 

 モントリオール圏では，いずれのシナリオでも，今後数カ月感染が継続していく。 

 当該モデルは「モントリオール圏（Grand Montreal：モントリオール，ラヴァル，モンテレジ，ラノディエール，ロレン

シャン）」と「その他の地域」に分けて予測。 

 モントリオール圏において，現時点で隔離解除した場合，新規感染者数・入院者数・死亡者数ともに急激に増加

する可能性があり，感染者数は６月初めから一日１万人以上になる等と予測。 

 また，同圏で隔離を継続した場合でも，悲観的シナリオでは新規感染者数・入院者数・死亡者数ともに増加を続

け，８月には一日の新規感染者数は平均９千人に達すると予測。（楽観的シナリオでは４月～５月に頭打ちとな

り，以後徐々に減少。それでも 8月を越えて感染は継続していく。） 

 その他の地域については，隔離措置を継続した場合減少し，隔離解除した場合でも一定か，増えても僅か。 

 

◎（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。 

 

◎（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。 

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） 

 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf
https://www.montreal-academy.com/covid-19
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（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８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。 

５月８日現在（ケベック州のみ）https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf 

４月２０日現在 https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.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 

 

◎（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 

 

◎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/0512_Modeling.pdf
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.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
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】 

（１９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。 

●カナダ・米国間の国境閉鎖措置を３０日間延長する。（６月２１日まで） 

●カナダ緊急ビジネス勘定（ＣＥＢＡ）への資格対象を拡大する。これまでに６０万以上の企業がこの支援プログラムに

よって４万加ドルの無利子融資を受けた。 

 

【２ ケベック州】 

（１）（１９日）１３時，ルゴ－州首相他が記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。  

●全般的に状況は改善されつつある。新規感染者数は４月１１日以来最低の数字。入院者数は安定し，死者数も減

少している。 

●介護・保健従業員が１４５人職務復帰した。他方，人員は未だ不足しており，厳しい状況が続いている。 

●本日首相府前で行われた看護師達によるデモに失望している。彼らは看護師の数を増やすよう主張している。欠

員を埋めるための提案を行って欲しい。 

●（質問に答え，）対人サービス業（注：開業医・町医者，床屋・美容院やマッサージ師など）の隔離解除についても検

討しており，近く今後の予定について発表する。 

●（質問に答え，）カナダ・米国間の国境閉鎖措置の延長に満足。更に一か月延長し７月末まで閉鎖すべき。 

●（アルダ州保健局長）モントリオール圏以外，隔離解除が始まった地域においては状況を制御できている。 

 

（２）（１８日）１３時，ルゴ－首相他が記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。 

●５月２５日から予定どおりモントリオール圏でも商業施設（小売り業は路面店のみ）を再開する。 

●再開を判断するに至った理由は次のとおり。 

①一日の死者数が４月１２日以来最低となった。 

②入院者数も一週間で７０人減少した。 

③介護・保健従業員が６０８人職場復帰した（2週間の隔離が終了したもの）。 

●一方で，商店内や公共交通施設ではマスクを着用するよう強く勧奨する。また再開は慎重且つ徐々に進める。社

会的距離の確保等も引き続き遵守する必要がある。 

●また，モントリオール圏内の保育施設も予定どおり６月１日から再開を認める。 

●（マッカン州保健大臣）医療施設において選択的に徐々に手術も再開していく。これまでコロナのため６万８千件の

手術が延期されてきた。コロナ感染度の低い地域から始まる。 

●（質問に対し，アルダ州保健局長）おそらく，現在ケベックにおいて３～５％の人が免疫をもっているのではないか。

長期介護施設での問題がなければケベックでも感染カーブは平坦化できていたであろう。 

 

https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
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（３）（１９日）モントリオール圏で商店等が次の日曜からにも開店へ。 

Les commerces pourront rouvrir le dimanche  

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579168/les-commerces-pourront-rouvrir-le-dimanche 

 

（４）（１９日）ルゴ－首相は，隔離解除は時期尚早ではないかとの懸念の声があるにも拘わらず，５月２５日にモントリ

オール圏の商業施設再開を認める賭けにでた。保育施設も６月１日から再開する。また，緊急を要さない手術もケベ

ック州の全ての病院において徐々に再開される。 

Le déconfinement passe en deuxième vitesse au Québec  

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579144/feu-vert-pour-la-reouverture-des-commerces-a-montreal 

 

（５）（１９日）商店関係者はモントリオール圏で再開の発表を喜び，更に政府が店内での顧客によるマスク着用を義務

化することを期待。 

Les masques exigés par des commerçants au détail (Ils demandent l’obligation) 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/19/les-masques-exiges-par-des-commercants-au-detail-1 

 

（６）（１９日）【コラム／分析記事】Francis Vailles – La Presse, journaliste économie 

ようやくピークに達したか。ここ数日，ケベック州でもようやくピークを越え，徐々に山を下り始めたように感じられる。 

１． この現状認識は次の指標によって支えられるが，ウイルスによって台無しにならないことを期待する。 

－4月 30日をピークに発表される一日の死者数が目に見えて減ってきている。 

－入院者数も 5日連続減ってきている。同様に集中治療室の入院患者数も減っている。 

－検査数が増えているにも拘わらず新規感染者数は一定である。 

２．他方，懸念される点もある。 

－モントリオール北部の地区で集団感染が見られる。 

－公園などで油断がみられる。（２メートルの距離を守っていない。） 

－商店などでマスクを着用している人の割合は未だ低い。 

－社会的距離の確保などについて多くの人々が嘘をついている。（隠れて親戚や友人と集まっていたりする。） 

 

Enfin, l’après-pic ?  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/19/01-5274080-enfin-lapres-pic-.php 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579168/les-commerces-pourront-rouvrir-le-dimanche
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579144/feu-vert-pour-la-reouverture-des-commerces-a-montreal
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/19/les-masques-exiges-par-des-commercants-au-detail-1
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/19/01-5274080-enfin-lapres-pic-.php
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（参考：５月１８日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月１８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・金のみ開催の模様。） 

（１）（１９日）州政府関係者による記者会見の要旨は以下のとおり。 

 Premier McNeil  

A) He offered condolences for the new COVID-19 death, and offered support to Northwood workers. 

B) He also mentioned that consultations about reopening the economy should wrap up by the end of this 

week, so that businesses can be ready to reopen knowledgeably and welcome customers back safely; 

businesses reopening could happen as early as early-June. 

 

 Dr. Strang  

A) He spoke of the 10 new cases over the long weekend (all in Central zone). Of these, 5 were from 

Northwood, 3 were contacts of known cases, 1 is travel-related (essential), and 1 is community spread. 

B) He spoke of the loosening of restrictions that began over the weekend, including the household bubble 

with either family or friends, highlighting key questions to ask before forming a bubble with either family or 

friends: 1) is anyone at risk of severe COVID-19 complications, 2) do any of them have frequent contact 

with the general public (ongoing risk of exposure), and 3) does anyone have any symptoms of COVID-

19? 

C) He encouraged people to interact and have social gatherings with friends or neighbors so long as social 

distancing is maintained outside and no food/beverages/utensils etc. are shared (up to 5 people). 

D) Dr. Strang was challenged about the situation outside of Halifax Regional Municipality which is much less 

affected, and he reiterated that restrictions are being maintained to avoid cross-contamination from HRM 

to outlying areas. 

 

New COVID-19 death in Nova Scotia brings total to 50 at Northwood 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-one-new-death-tuesday-1.5575290 

 

（２）（１９日） The death occurred at the Northwood long-term care home in Halifax Regional Municipality. 

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

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200519002 

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

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200519001 

 

（３）（１８日）There are 42 active cases of COVID-19 in Nova Scotia, most of which are at two licensed long-

term care homes and unlicensed seniors facilities. 

3 new COVID-19 cases reported in Nova Scotia, no additional deaths 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-three-cases-monday-1.5574421 

 

【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 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-one-new-death-tuesday-1.5575290
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200519002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200519001
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-three-cases-monday-1.5574421
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（１８日）Positions and restrictions of PEI, NB on Quebeckers traveling to Magdalen Islands 

2 provinces, 2 approaches for 'travel corridor' to Magdalen Islands 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-two-approaches-dilemma-magdalen-islands-1.5572683 

  

 プリンスエドワードアイランド州 

（１）（１５日）Province outlines plans for child care 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-outlines-plans-child-care 

“As the province prepares to enter Phase 2 of Renew PEI, Together on May 22, the provincial government 

released its plan for expanded child care, which includes:  

 increasing the number of licensed child care centres operating from 22 to 155;  

 providing child care at licensed centres in groups of 5 people, with no more than 20 people in a 

centre;  

 allowing private home-based child care centres to re-open to their full capacity (up to 7 children); and,  

 providing a new childcare allowance to support families using either licensed of private child care 

services.” 

 （２）（１５日）PEI announced phase three, which allows additional businesses to reopen will begin on June 1, 

providing there is not broad community transmission detected in the coming weeks.  

No new COVID-19 cases in P.E.I.; phase 3 of reopening could begin June 1 

https://atlantic.ctvnews.ca/no-new-covid-19-cases-in-p-e-i-phase-3-of-reopening-could-begin-june-1-

1.4941208 

 This would include restaurants and patios, child-care centres and day camps, gyms and fitness 

centres, nail salons and spas, tattoo and piercing studios, restaurants, campgrounds, hospitality 

homes, inns and bed and breakfasts. 

 Phase three also allows gatherings of no more than 15 people indoors and 20 people outdoors, 

including religious gatherings, and organized recreation activities including outdoor sports, day 

camps, swimming pools, hot tubs and outdoor spaces, bowling alleys, gym and fitness facilities, yoga 

and pilates studios, arenas and wellness centres, art galleries, libraries, youth and community 

centres. 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（１６日）Can you travel within Labrador? Hodgepodge of restrictions slowly lifted           

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/labrador-easing-restrictions-1.5571862 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-two-approaches-dilemma-magdalen-islands-1.5572683#_blank
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/province-outlines-plans-child-care#_blank
https://atlantic.ctvnews.ca/no-new-covid-19-cases-in-p-e-i-phase-3-of-reopening-could-begin-june-1-1.4941208#_blank
https://atlantic.ctvnews.ca/no-new-covid-19-cases-in-p-e-i-phase-3-of-reopening-could-begin-june-1-1.4941208#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/labrador-easing-restrictions-1.5571862#_blank

