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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（５月２７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２７日（水）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 49139 (+541) 4228 (+89) 29592 (+132) 358822 (+5786) 1378 (-25) 

（内 ICU患者：184 (+3)） 

(MTL) 24611 (+223) 2624 (+40) - - - 

NB 123 (+1) 0 (0) 3 (+1) 23296 (+376) *** 0 (0) 

 

NS 1053 (+1) 59 (0) 19 (+2) 39441 (+442) 7 (0) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 27 (0) (26日) 0 (0)(26日)  0 (0)(26日)  5705 (+376)(26日)  

 

0 (0) (26日) 

NL 260 (0)  3 (0)  2 (0)  11617 (+122) *** 

 

1 (0)  

（内 ICU患者：1 (+1)） 

（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２７日）総領事館からのメッセージ 

３月以来，当館はケベック州及び大西洋諸州の感染状況や各州の動きについて取り纏め，領事メールにて在留邦

人の皆様に関連情報をお届けしてきましたが，最近大西洋諸州では状況がかなり改善し，またケベック州でも安定し

た状況が見られるようになりました。このため本件領事メールにつきましては，５月２９日（金）をもちまして御送付を停

止させていただきたいと思います。一方，当館ＨＰへの関連情報の掲載は続けますので，各州の感染状況や動きにつ

きましては，引き続きＨＰを閲覧いただければ幸いです。皆様におかれては引き続き感染にどうぞご注意ください。 

 

◎（５月２２日）伊澤総領事からのメッセージ 

気候も快適になり，カナダは一年で一番良い季節を迎えつつありますが，皆様如何お過ごしでしょうか。依然として

感染拡大が続くモントリオールですが，ケベック州政府は，来週以降，徐々に社会経済活動を再開させて行きます。

来週からは通りに面した商店も再開されます。既にここ数日，以前よりも多くの市民が街に出てきているように感じま

す。自主隔離生活も長期になり，閉塞感のあるこの不便な状況から解放されたい気持ちは理解できますし，街に活気

が戻ってくるのも楽しみです。既に感染が落ちついている大西洋州で制限解除が進むのも当然でしょう。その一方，抑

制されつつあるとはいえ，依然として毎日数百名の感染者が出ているモントリオールにおいて，この時点で活動制限

を緩めていくことが，感染にどのような影響を及ぼしていくのか見極めが必要だと思います。 
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今後感染がどのようなっていくのか予断は難しいですが，ケベックについて言えば，先般州の研究所が公表した見

通しにもある通り，残念ながら感染が早期に収束する見通しは少なさそうです。しかも制限解除によって市民間の接

触も格段に増えることになります。従って，今後しばらくの間，日常生活において，私たちはウィルスとの共生を余儀な

くされることになると思います。その期間がどれ程になるのか分かりません。ケベックに住む私たちは，長期戦の覚悟

で，ビジネスの仕方やお子様の就学等様々な面で，今後の生活を考えていく必要がありそうです。 

総領事館の活動は従来通りですが，先ずは，来週以降の制限の段階的解除がどのような状況になるのか集中して

フォローしていきます。これまで以上に街に市民が出てきますので，皆様におかれましても，十分な予防措置を講じて

頂きたいと思います。 

 

◎（随時更新）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２１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１１回：概要） 

https://www.youtube.com/watch?v=NZ5avMbOUTw 

 

◎（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２４００～３５００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。 

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.youtube.com/watch?v=NZ5avMbOUTw
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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 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。 

 

◎（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 

 

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）（２７日）１１時，トルドー首相が定例記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。 

●長期介護施設（ＣＨＳＬＤ）に派遣したカナダ軍が作成した報告書をケベック州政府に提出した。同様の報告書を提

出済みのオンタリオ州とケベック州とは，カナダ軍の派遣延長について協議中である。（質問に対し）感染が収まった

時には，州政府とは高齢者介護についての話し合いが持たれるだろう。 

（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 

 

（２）（２７日）カナダ統計局による調査：１）回答者の半数以上が対人距離確保措置が３月に始まってからメンタルヘル

スが悪化した。２）回答者の８８％が過去２週間で少なくとも一度は不安を感じた。 

Sondage: la pandémie a des effets sur la santé mentale des Canadiens  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/27/01-5275205-sondage-la-pandemie-a-des-effets-sur-la-sante-

mentale-des-canadiens.php 

 

https://www.montreal-academy.com/covid-19
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://pm.gc.ca/en/videos
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/27/01-5275205-sondage-la-pandemie-a-des-effets-sur-la-sante-mentale-des-canadiens.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/27/01-5275205-sondage-la-pandemie-a-des-effets-sur-la-sante-mentale-des-canadiens.php
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【２ ケベック州】 

（１）（２７日）１３時，ルゴー州首相他が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。  

●カナダ軍の長期介護施設（ＣＨＳＬＤ）派遣の９月１５日までの延長を本日トルドー連邦首相に依頼した。またカナダ

軍が同施設の状況について作成した報告書では，人員不足による感染拡大，経験不足の人員による医療用防具の

不適切な使い方について指摘してあったことが注目される。 

●長期介護施設の１万ポストを埋めるため，６月中旬～９月中旬の３ヶ月間養成プログラム付きの採用活動を近日中

に開始する。（質問に対し）第２波に備え１万人を採用できるであろうという希望を持っている。 

●１００万人あたりの死亡率ではケベック州はニューヨーク，ボストン，ワシントンＤＣ，デトロイト，シカゴ，ロンドン，リス

ボン，パリ等と比べ低い。トロントだけがケベック州よりも死亡率が低く，その理由を専門家に求めたところである。 

●さらなる再開を求める州民の焦りは承知しているが，まずはパンデミックを改めて制御し院内感染を抑える必要が

ある。モントリオール圏の感染は抑えられつつあり，それ以外の地域では抑えられている。 

（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 

 

（２）（２７日）モントリオール保健局が市内公園の水遊び場再開を許可。 

Montréal rouvre ses jeux d'eau malgré la pandémie  

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/579624/une-canicule-sans-jeux-d-eau 

 

（３）（２７日）野党各党はケベック州が新型コロナ感染が深刻な世界でも「最悪」の地域の一つとなったことを懸念，第

２波到来に向けた戦略策定を州政府に要求。ルゴー州首相は短期的に１万人の介護職員（préposés aux 

bénéficiaires）を採用することを約束。 

Une stratégie en vue de la seconde vague de COVID-19, demandent les partis d’opposition 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579669/une-strategie-en-vue-de-la-seconde-vague-demandent-

les-partis-d-opposition 

 

（４）（２７日）派遣先のケベック州の長期介護施設（ＣＨＳＬＤ）についてカナダ軍がまとめた報告書を州政府が公表。報

告書は多くの施設について人員と医療用防具不足，感染防止対策と管理体制の欠陥を指摘している。 

CHSLD: manque de personnel et d’équipement, dénonce l’armée 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/27/01-5275229-chsld-manque-de-personnel-et-dequipement-

denonce-larmee.php 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/579624/une-canicule-sans-jeux-d-eau
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579669/une-strategie-en-vue-de-la-seconde-vague-demandent-les-partis-d-opposition
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/579669/une-strategie-en-vue-de-la-seconde-vague-demandent-les-partis-d-opposition
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/27/01-5275229-chsld-manque-de-personnel-et-dequipement-denonce-larmee.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/27/01-5275229-chsld-manque-de-personnel-et-dequipement-denonce-larmee.php
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（参考：５月２６日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月２６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】  

（１）（２７日）州政府関係者が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。 
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●1名の新規感染者を確認，ノースウッド長期介護施設に関連。 

●6月 5日に，規制対象となっていたビジネスのほとんどが再開。飲食（イートイン含む），バー，スパ，ネイルサロン，

眼科などが含まれる。対象企業は業界団体によるオペレーション・プランの提示が求められる。 

●チャイルド・ケア再開に関しては、６月１５日を目途に協議中である。 

●政府は新たに，２５００万カナダドルの中小企業再開支援金（Small Business Reopening and Support Grant）を

発表。６月１日からオンラインで申し込みを開始。 

 

（政府発表） 

Next steps to reopen Nova Scotia, Support for Businesses Announced 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200527003 

Province Invests $230 Million to stimulate the Economy and Create Jobs 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200527005 

（関連報道） 

Parts of N.S. economy, like hair salons, bars, gyms, can reopen if ready June5 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-case-nova-scotia-may-27-1.5586619 

 

（２）（２６日）州政府は６月初旬の経済再開に向けて，ビジネスや NPO組織のための，規制緩和ガイダンス専門のペ

ージを開設。 

Preparing to open Nova Scotia   

https://novascotia.ca/reopening-nova-

scotia/?utm_source=halifaxtoday.ca&utm_campaign=halifaxtoday.ca&utm_medium=referral 

 

【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） 州関係者記者会見の要旨 

A) Premier Higgs announced that one of the now 3 active cases, a NB healthcare professional, traveled to 

QC for personal reasons, was not forthcoming about their reasons for travel upon returning, and they did 

not self-isolate. They saw numerous patients in the two weeks since their return. Therefore, there is a 

likelihood that contacts of this case may have been infected. 

B) As a result, Zone 5 will move back to the Orange Level, and restrictions lifted last week will be reinstated 

(personal service businesses will have to close again, two-family bubble only). 

C) Premier Higgs also reminded everyone wearing a mask (at the grocery store, the pharmacy, communal 

areas in the office, anywhere close contact with others is inevitable) is not a suggestion, it is a part of the 

emergency order. 

D) During Q&A Premier Higgs mentioned that they are considering roadblocks as a possible way to prevent 

movement between zones, but trusts NBers will do what is appropriate to contain the spread within the 

zone and within the province. 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200527003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200527005
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/covid-19-case-nova-scotia-may-27-1.5586619
https://novascotia.ca/reopening-nova-scotia/?utm_source=halifaxtoday.ca&utm_campaign=halifaxtoday.ca&utm_medium=referral
https://novascotia.ca/reopening-nova-scotia/?utm_source=halifaxtoday.ca&utm_campaign=halifaxtoday.ca&utm_medium=referral
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（２）（２７日）Campbellton region has 3rd case of COVID-19, returns to orange phase 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-campbellton-nursing-home-daycare-1.5586356 

（州政府発表） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/maps_graphs.html 

 

 プリンスエドワードアイランド州 

特になし。 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（２７日）Alert Level 3, guidance for campgrounds and personal service establishments (hair salons, barbershops, 

spa/esthetic services, tattoo parlors) and for outdoor tennis courts is available:  

https://www.gov.nl.ca/covid-19/information-sheets-for-businesses-and-workplaces/ 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-campbellton-nursing-home-daycare-1.5586356
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/maps_graphs.html
https://www.gov.nl.ca/covid-19/information-sheets-for-businesses-and-workplaces/

