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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（５月２９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２９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 50232 (+530) 4363 (+61) 29961 (+179) 373567 (+8165) 1265 (-66) 

（内 ICU患者：172 (-6)） 

(MTL) 25043 (+205) 2690 (+24) - - - 

NB 128 (+2) 0 (0) 8 (+2) 24169 (+476) *** 4 (+4) 

（内 ICU患者：2 (+2)） 

NS 1055 (0) 59 (0) 18 (-1) 40914 (+674) 8 (0) 

（内 ICU患者：3 (0)） 

PEI 27   0  0   6237 

 

0  

NL 261 (0)  3 (0)  3 (0)  11907 (+132) *** 

 

2 (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。 

 

【モントリオールアカデミー会有志によるワークショップ開催のお知らせ】  

モントリオールアカデミー会有志による COVID 邦人支援プロジェクト で下記２つのワークショップ（無料）

をオンラインで行います。ご興味のある方はそれぞれのリンクよりお申し込み下さい。尚，本セッションはモン

トリオール日本国総領事館管轄地域にお住まい（カナダ東部地域）の在留邦人及びそのご家族のみを対象として

おります。また，全ての セッションはオンライン，日本語のみで行われますのでご了承ください。 

・セッション１「不安で縮こまった身体を開放しよう！」 

日時：６月６日(土) １１：００〜１２：００ 

担当：富田紀男 整体師 全米マッサージ協会認定講師 

対象：老若男女問わず。２０家族まで 

申込フォーム：https://forms.gle/q3WKp44C6TnBs7UM8 

・セッション２「自分の声でセルフケア」 

日時：６月１３日(土) １５：００〜１５：４５ 成人向けセッション 

日時：６月１４日(日) １５：００〜１５：４５ 親子向けセッション 

担当：担当者：貫洞麻子 米国認定音楽療法士/カナダ音楽療法士協会公認音楽療法士 

対象：成人向けセッション：お一人，またはカップルで参加可能な成人の方，１５人まで 

   親子向けセッション：お子さんをお持ちの全ての邦人保護者，１０家族まで 

申込フォーム：https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8 

 

２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の報道ぶり等 

※以下の情報は，報道ベースのものであり，当館が情報自体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）（２９日）１０時３０分，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。 

●海外クルーズ客船を２０２０年１０月３１日まで禁止する。 

●黒人やアジア系に対する人種差別と闘おう。 

●（質問に対し）今秋から全ての労働者に対し１０日間の病気休暇を付与する計画は，州政府やビジネス界が費用を

理由に抵抗している。必要であれば連邦政府が費用負担することも可能である。 

（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 

Une nouvelle aide pour les communautés autochtones 

https://forms.gle/q3WKp44C6TnBs7UM8
https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://pm.gc.ca/en/videos
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https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/29/01-5275540-une-nouvelle-aide-pour-les-communautes-

autochtones.php 

 

（２）（２９日）２０２０年第一四半期のカナダのＧＤＰは８．２％減。 

Le PIB a reculé de 8,2 % au cours des trois premiers mois de 2020 

https://www.ledevoir.com/economie/579851/le-pib-a-recule-de-8-2-au-cours-des-trois-premiers-mois-de-2020 

 

【２ ケベック州】 

（１）（２８日）ケベック州保健研究所（Institut national de santé publique du Québec：INSPQ) 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新たな予測を発表。５月初めに発表された予測と比べ楽観的な

内容。隔離解除が進む中，モントリオール圏においては，対人距離確保等の措置を守ることを止めた場合は，入院者

数・死者数ともに７月に再び増加に転じる可能性がある。なお対人距離確保について，州民の１日の平均接触回数は

隔離措置前が１２回であったのに対し隔離措置実施中は４．５回であり，措置遵守を完全にやめた場合は８回になる

というモデルに基づいて予測は作成されている。 

（ＩＮＳＰＱ予測） 

Épidémiologie et modélisation de l'évolution de la COVID-19 : situation au 26 mai 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/modelisation-25-mai 

（関連報道） 

COVID-19: une deuxième vague en juillet au Québec?  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/28/01-5275422-covid-19-une-deuxieme-vague-en-juillet-au-

quebec.php 

 

（２）（２９日）モントリオール圏とジョリエットで６月１５日より美容院等が再開。 

Les salons de coiffure rouvriront le 15 juin à Montréal 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/29/les-salons-de-coiffure-rouvriront-le-15-juin-a-montreal 

 

（３）（２８日）再開から３週間となる地方部の小学校では，４０人以上の感染が確認されている。 

More than 40 COVID-19 cases identified in Quebec schools since reopening 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-more-than-40-covid-19-cases-identified-in-quebec-schools-

since/ 

 

（４）（２９日）ドルーアン・モントリオール保健局長が，新型コロナウイルスの危機管理は州政府が位置するケベックシ

ティではなくモントリオールで行われるべきであったと発言。また前自由党政権時代の予算削減や組織改革がモントリ

オール圏の危機管理を非常に困難なものにしたと指摘。第２波到来に向けより円滑な体制を作るべく準備していると

のこと。 

Au front les jambes coupées 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/29/01-5275485-au-front-les-jambes-coupees.php 

  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/29/01-5275540-une-nouvelle-aide-pour-les-communautes-autochtones.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/29/01-5275540-une-nouvelle-aide-pour-les-communautes-autochtones.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.ledevoir.com/economie/579851/le-pib-a-recule-de-8-2-au-cours-des-trois-premiers-mois-de-2020
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/modelisation-25-mai
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/28/01-5275422-covid-19-une-deuxieme-vague-en-juillet-au-quebec.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/28/01-5275422-covid-19-une-deuxieme-vague-en-juillet-au-quebec.php
https://www.tvanouvelles.ca/2020/05/29/les-salons-de-coiffure-rouvriront-le-15-juin-a-montreal
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-more-than-40-covid-19-cases-identified-in-quebec-schools-since/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-more-than-40-covid-19-cases-identified-in-quebec-schools-since/
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/29/01-5275485-au-front-les-jambes-coupees.php
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（参考：５月２８日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

（参考：５月２８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】  

（１）（２９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。 

 First day with no new cases since the beginning of the pandemic. 

 Increasing limit for social gatherings from 5 to 10 people; the two-meter distance remains unless 

within the same family household bubble. 

 Funerals and weddings : gatherings of 15 people allowed (not including those performing the service) 

 Camping: private camping grounds can reopen for all types of campers starting June 5 with a capacity 

limited to 50% of maximum capacity to respect social distancing measures and restrictions; provincial 

camping grounds will reopen on June 15, also operating at reduced capacity (the reservation line will 

open on June 8) 

 Restrictions maintained: Individuals entering NS must still self-isolate for 14 days, and the household 

bubble will not be extended at this time. 

 Reopening daycares: still being discussed, projected date is June 15, but the priority is the health and 

safety of children. 

 

New Gathering Limit, More Steps to Reopen Nova Scotia 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200529006 

Augmentation du nombre de personnes pouvant se rassembler, mesures supplémentaires pour la 

reprise des activités 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200529007 

Preparing to reopen Nova Scotia 

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

 

（２）（２９日）Shubenacadie Wildlife Park, Camping Season Opening in June With Safety Measures In 

Place 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200529008 

 

【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 

（２８日）ケベック州から帰州した医師が，１４日間の自主隔離義務を怠り，キャンベルトン（北部）は 6名の新規感染者

のクラスターとなった。保健局は，感染経路追跡に基づき，今後クラスターは拡大すると発言。当地域の再開フェーズ

は第２フェーズ（オレンジ）に戻され，州全体も，追加の規制緩和が６月５日まで延期される。 

3 more Campbellton COVID-19 cases linked to doctor who did not self-isolate 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/health-care-worker-border-campbellton-covid-19-cases-

1.5588168 

COVID-19 recovery phase put on hold after discovery of 6 new cases 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-recovery-phase-yellow-1.5588987 

 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200529006#_blank
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200529007#_blank
https://novascotia.ca/reopening-nova-scotia/#_blank
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200529008#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/health-care-worker-border-campbellton-covid-19-cases-1.5588168
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/health-care-worker-border-campbellton-covid-19-cases-1.5588168
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-recovery-phase-yellow-1.5588987
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 プリンスエドワードアイランド州 

（１）（２８日）州は６月１日に，第３フェーズに移行する。第３フェーズに入り，チャイルドケアの規制が緩和される。認可

施設での２０名の人数制限が解除され，未就学児童のグループは５名から８名，就学児童のグループは５名から１５

名に拡張される。乳児の受け入れも再開。 

Prince Edward Island prepares for Phase 3 of Renew PEI Together Plan 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-prepares-for-phase-3-of-renew-pei-

together-plan 

Education and child care services to expand in June  

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/education-and-child-care-services-expand-june 

 

（２）（２８日） 州政府は，６月１５日に開始する州外からのサマーレジデンス保有者の訪問について，詳細を発表し

た。６月１日からの事前申し込み・政府による承認が必要となり，入州後１４日間の隔離終了までにテストが実施され

る。週に最大で５００件の申請を審査し，大西洋州からの申し込みが優先される。 

Seasonal residents could arrive on PEI starting June 15 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-seasonal-residents-arrive-testing-1.5588308 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

特になし。 

（了） 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-prepares-for-phase-3-of-renew-pei-together-plan
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-prepares-for-phase-3-of-renew-pei-together-plan
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/education-and-child-care-services-expand-june
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-seasonal-residents-arrive-testing-1.5588308

