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新型コロナウイルスの最新の動き（５月２１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２１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 45495 (+720) 3800 (+82) 28368 (+133) 314247 (+6810) 1504 (-12) 

（内 ICU患者：176 (-7)） 

(MTL) 23064 (+428) 2411 (+44) - - - 

NB 121 (+1) 0 (0) 1 (+1) 21474 (+360) *** 0 (0) 

 

NS 1046 (+1) 58 (+1) 29 (-3) 37078 (+422) 9 (+1) 

（内 ICU患者：4 (0)） 

PEI 27 (0) 0 (0) 0 (0) 5109  

(15日比+580) 

0 (0) 

NL 260 (0)  3 (0) 4 (0) 10983 (+142) *** 4 (+1) 

（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２１日）エアカナダ社ＨＰによれば，モントリオール・成田間の同社直行便の運休を，７月３０日まで延長すると

のことですので，ご留意ください。 

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/china-travel.html#/pacific-4 

（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 

 

◎（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 

https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/china-travel.html#/pacific-4
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
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
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◎（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。 

※ 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。 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/deconfinement
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0512_Modeling.pdf
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◎（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） 

 

（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）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。 

 

https://www.montreal-academy.com/covid-19
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.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
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■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）（２１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，要旨は以下のとおり。 

●リザーブ外や都市部に住む先住民族の緊急支援のため７，５００万加ドルを支出する。 

●外出時や２メートルの対人距離確保ができない時はマスク着用を要請。 

●（一部の消費者がキャンセルになった航空券のクレジットではなく払い戻しを要求する動きについて，）他国がどの

ように対応しているのかを調査中である。消費者の不満は承知しているが，航空業界が再開できることも望んでいる。 

（過去のトルドー首相記者会見映像・トランスクリプト一覧） https://pm.gc.ca/en/videos 

（連邦政府発表） 

Prime Minister announces additional support for Indigenous peoples living in urban centres and off 

reserve 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/21/prime-minister-announces-additional-support-indigenous-

peoples-living 

 

（２）（２０日）現在国際便が発着できる国内４空港では，５月１９日までの７週間で昨年比９０％減とはいえ２６９，５０１

人が到着した。誰が入国しているのかについてカナダ国境庁は明らかにしていないが，国外から帰国するカナダ国

民，一時的外国人労働者，留学生，カナダ国民やカナダ永住者の家族といった人たちは入国制限の対象外である。 

Why are travellers from abroad still landing at Canada's airports during COVID-19 lockdown? 

https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-why-are-travellers-from-abroad-still-landing-at-canadas-airports-

during-covid-19-lockdown 

 

【２ ケベック州】 

（１）（２１日）１３時，ルゴー州首相他がラヴァルにて記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。  

●州政府はラヴァル市と同市公共交通機関公社にマスク２５万枚を提供した。 

●６月２２日より夏のデイキャンプを実施する。より小さなグループで，対人距離確保を行いながらとなる。より多くの

指導員を雇用したい。（質問に対し，）泊まりがけのキャンプは，６月いっぱいは閉鎖継続となるであろう。 

●（デイキャンプのグループの人数について，）指導員１人につき最大で３～４歳児は４人，５～６歳児は５人，７～８歳

児は７人，９～１７歳は１０人とする。 

●（質問に対し，）プールの開放時期を検討中である。 

●（デイキャンプを実施する理由について，）若者は低リスクであり，感染した場合の経路調査も容易である。またデイ

キャンプを実施しない場合のソーシャルスキル発達への悪影響も考えた。 

●（質問に対し，）地方部の学校再開について問題があるとは聞いていない。入院者も出ていない。 

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/2020/05/21/prime-minister-announces-additional-support-indigenous-peoples-living
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/05/21/prime-minister-announces-additional-support-indigenous-peoples-living
https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-why-are-travellers-from-abroad-still-landing-at-canadas-airports-during-covid-19-lockdown
https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-why-are-travellers-from-abroad-still-landing-at-canadas-airports-during-covid-19-lockdown
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（２）（２１日）州内の観光業団体やトレーニングジムが，同セクターの再開を州政府に要求。ケベック党は飲食業界の

緊急財政支援を州政府に要求。 

Quatre associations touristiques réclament un calendrier de réouverture 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/quatre-associations-touristiques-reclament-un-calendrier-de-

reouverture-4bc926993abd7408d4172d19838042d9 

Le PQ réclame une aide d'urgence pour les restaurateurs 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/21/01-5274405-le-pq-reclame-une-aide-durgence-pour-les-

restaurateurs.php 

COVID-19: le déconfinement réclamé pour les studios d'entraînement privés 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/21/covid-19-le-deconfinement-reclame-pour-les-studios-dentrainement-

prives-1 

 

（３）（２０日）州政府が，６月１日より，民間の口腔ケア，歯科治療，セラピーケア，ペットグルーミング，美容業の再開

を許可すると発表。ただしモントリオール圏とジョリエット地域については，歯科治療，セラピーケア，ペットグルーミン

グのみ再開を許可。 

Les Montréalais devront attendre pour le coiffeur 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/20/01-5274325-les-montrealais-devront-attendre-pour-le-

coiffeur.php 

（再開に関する州政府ページ） 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/#c57355 （仏語） 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/gradual-resumption-activities-covid19-

related-pause/ （英語） 

 

（４）（２０日）分析：モントリオールの救急病棟が再び混雑し始めたことにより感染拡大の懸念も高まっている。Cotes-

des-Neiges区の St. Mary’s病院では救急患者の５人に１人が新型コロナウイルスに感染しているという統計がある

が，この数字はモントリオールの状況は制御下にあるという保健当局のメッセージとは相容れないものである。 

In midst of crisis, Montreal's ER overcrowding rears ugly head 

https://montrealgazette.com/news/local-news/analysis-in-midst-of-crisis-montreals-er-overcrowding-rears-

ugly-head 

（モントリオール救急病棟の混雑状況） 

https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/donnees-urgences-et-chirurgies/releve-quotidien-de-la-

situation-des-salles-durgence/ 

 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/quatre-associations-touristiques-reclament-un-calendrier-de-reouverture-4bc926993abd7408d4172d19838042d9
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/quatre-associations-touristiques-reclament-un-calendrier-de-reouverture-4bc926993abd7408d4172d19838042d9
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/21/01-5274405-le-pq-reclame-une-aide-durgence-pour-les-restaurateurs.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/21/01-5274405-le-pq-reclame-une-aide-durgence-pour-les-restaurateurs.php
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/21/covid-19-le-deconfinement-reclame-pour-les-studios-dentrainement-prives-1
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/21/covid-19-le-deconfinement-reclame-pour-les-studios-dentrainement-prives-1
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/20/01-5274325-les-montrealais-devront-attendre-pour-le-coiffeur.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/20/01-5274325-les-montrealais-devront-attendre-pour-le-coiffeur.php
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.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/gradual-resumption-activities-covid19-related-pause/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/gradual-resumption-activities-covid19-related-pause/
https://montrealgazette.com/news/local-news/analysis-in-midst-of-crisis-montreals-er-overcrowding-rears-ugly-head
https://montrealgazette.com/news/local-news/analysis-in-midst-of-crisis-montreals-er-overcrowding-rears-ugly-head
https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/donnees-urgences-et-chirurgies/releve-quotidien-de-la-situation-des-salles-durgence/
https://santemontreal.qc.ca/en/professionnels/donnees-urgences-et-chirurgies/releve-quotidien-de-la-situation-des-salles-durgence/
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（参考：５月２０日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月２０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）（２１日）（州政府発表）The death occurred at Northwood long-term care facility. 

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

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200521001 

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

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200521002 

 

（２）（２１日）Researchers based out of Halifax are in the pre-clinical trial stage, and are waiting for ethics board 

approval to move on. The team will continue work started by their partners at the Chinese manufacturer 

CanSino Biologics, which has already begun human vaccine trials in China. 

Human clinical trials in Halifax for COVID-19 vaccine could begin within a week 

https://www.halifaxtoday.ca/local-news/human-clinical-trials-in-halifax-for-covid-19-vaccine-could-begin-within-

a-week-2365926 

 

（３）（２０日）During the May 20 press briefing, Premier McNeil said people who had pending appointments 

would be hearing from their health-care providers in the near future (includes video link to briefing). 

Short-stay, day surgeries to resume in Nova Scotia on Monday 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/additional-covid-19-death-at-northwood-brings-nova-scotia-total-

to-57-1.5576802 

  

（４）（２０日）In-person classes will not resume before January 2021, with some exceptions (e.g. medicine, 

dentistry and agriculture will be completed offline while respecting public health protocols). 

Dalhousie University moving most courses online this fall amid COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/dalhousie-university-to-move-courses-online-this-fall-1.5577852 

 

（５）（２０日）June 8 is the current target date, but reopening decision will depend on whether community 

spread has stopped. 

Nova Scotia daycares prepare to reopen as target date draws near 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-daycares-prepare-to-reopen-as-target-date-draws-

near-1.5577253 

 

【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 

（２０日）州政府は，必要不可欠事業者への追加報酬を可能にするよう連邦政府へ依頼したと発表。ケアホームやフ

ードバンク等の従業員が対象となり，過去１６週間に遡って受給できる仕組み。 

No new cases of COVID-19; top up funding for front-line workers 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.05.0290.html 

   

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200521001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200521002
https://www.halifaxtoday.ca/local-news/human-clinical-trials-in-halifax-for-covid-19-vaccine-could-begin-within-a-week-2365926
https://www.halifaxtoday.ca/local-news/human-clinical-trials-in-halifax-for-covid-19-vaccine-could-begin-within-a-week-2365926
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/additional-covid-19-death-at-northwood-brings-nova-scotia-total-to-57-1.5576802
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/additional-covid-19-death-at-northwood-brings-nova-scotia-total-to-57-1.5576802
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/dalhousie-university-to-move-courses-online-this-fall-1.5577852
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-daycares-prepare-to-reopen-as-target-date-draws-near-1.5577253
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-daycares-prepare-to-reopen-as-target-date-draws-near-1.5577253
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.05.0290.html
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 プリンスエドワードアイランド州 

なし 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

なし 

（了） 


