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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月２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（６月２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 51593 (+239) 4713 (+52) 30077 (-19) 404814 (+5317) 1175 (-10) 

（内 ICU患者：161 (-2)） 

(MTL) 25652 (+107) 2947 (+20) - - - 

NB 133 (+1) 0 (0) 13 (+1) 30666 (+2204) 

*** 

5 (+1) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 1057 (0) 60 (0) 5 (-8) 42861 (+435) 5 (-1) 

（内 ICU患者：2 (0)） 

PEI 27(0)   0(0)  0(0)   6713(+113) 

 

0(0)  

NL 261 (0)  3 (0)  2 (-1)  12433 (+180) *** 

 

1 (0)  

（内 ICU患者：0 (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。 

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。 
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【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）（２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，要旨以下のとおり。 

●経済再開に沿って医療防護品の備えを増やしていきたい。現時点でカナダは，外科用マスクを１億個，手袋を４千

万個受け取っている。迅速な検査装置の生産についても連邦政府はカナダの４つの企業と契約を行っている。 

 

（２）（２日）トロント所在 St. Michael’s 病院のグローバル・ヘルス・リサーチ・センターが，カナダ人 1万人の抗体血液

検査を今週から実施。 

Blood kits to be sent to 10,000 Canadians to survey extent of COVID-19 in Canada 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-blood-kits-to-be-sent-to-10000-canadians-to-survey-extent-

of-covid-1/ 

 

【２ ケベック州】 

（１）（２日）１１時半，ルゴー州首相，ロベルジュ教育大臣，ブレ高齢者・介護担当大臣が記者会見を行ったところ，要

旨以下のとおり。 

［首相］ 

https://forms.gle/q3WKp44C6TnBs7UM8
https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-blood-kits-to-be-sent-to-10000-canadians-to-survey-extent-of-covid-1/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-blood-kits-to-be-sent-to-10000-canadians-to-survey-extent-of-covid-1/
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●６月１５日から３ヶ月間に亘る介護要員育成プログラムを実施する。これにより１万人の介護要員を確保し，今秋か

らの第２波に備えるとともに，長期介護施設における介護士の不足問題を一気に解決したい。 

●プログラムに志願できるのはカナダ市民又は既に受け入れられている移民。（亡命希望者は不可。） 

［ロベルジュ教育大臣］ 

●本育成プログラム（Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé）はケベック全土５２センターで実

施。３ヶ月間（計３７５時間）の履修後に長期介護施設に配属される。 

［ブレ高齢者・介護担当大臣］ 

●履修期間中，週７６０ドルの報酬がある。 

 

（２）（２日）１日に保育施設が再開したが，モントリオール島では施設関係者や保護者が神経質になっている。一旦は

子供を預けるとするも直前になってキャンセルした親もいる。施設関係者によると対人距離の確保は困難な状況。

Rivière-des-Prairiesのある施設では４０人まで受け入れが認められるが，１日には５人の児童しか来なかった。 

Des garderies de Montréal boudées à leur réouverture  

https://www.ledevoir.com/societe/education/580011/les-garderies-de-montreal-en-bonne-partie-boudees-a-

leur-reouverture 

 

（３）（２日）ケベック州の高校や小学校で卒業式の実施が許可。教育大臣が１日発表。但し，感染予防措置を引き続き

順守する必要あり。 

Quebec schools given go-ahead for amended grad ceremonies 

https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-schools-given-go-ahead-for-amended-grad-

ceremonies/wcm/c9d0510b-ddff-4e4f-bdde-a7b46d3659f4/ 

 

（参考：６月１日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

https://www.ledevoir.com/societe/education/580011/les-garderies-de-montreal-en-bonne-partie-boudees-a-leur-reouverture
https://www.ledevoir.com/societe/education/580011/les-garderies-de-montreal-en-bonne-partie-boudees-a-leur-reouverture
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-schools-given-go-ahead-for-amended-grad-ceremonies/wcm/c9d0510b-ddff-4e4f-bdde-a7b46d3659f4/
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-schools-given-go-ahead-for-amended-grad-ceremonies/wcm/c9d0510b-ddff-4e4f-bdde-a7b46d3659f4/
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（参考：６月１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）（２日） Licensed Child Care Reopens June 15 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200602005 

 Emergency order: continuing for at least another 2 weeks. 

 Daycares: June 15 open confirmed, prioritizing health and safety of children. Licensed centres to start at 

50% and family daycare homes at 100% capacity. Daycares will communicate directly with families about 

reopening plans. Families not ready to send their children back, will have their spots held for them, and 

they will not be charged. Operators will receive government funding to cover empty spaces. 

 New testing feature: NS Health Authority now offers the option to have negative test results sent by email 

to tested persons who have a NS health card. If this option is not selected, tested persons will get result 

by telephone. Positive cases will always be done by telephone (calls come in from an "Unknown 

Number"). 

 Economy: Reminder to reopening businesses to check https://novascotia.ca/reopening-nova-scotia/ for 

procedures ahead of planned June 5 (or later) reopening. 

 

（２）（２日）A final decision about what will happen in September hasn't been made, but more information is 

expected to be announced later this month. 

Acadia University students could return to campus this fall 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/acadia-university-covid-19-students-campus-1.5594188 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200602005
https://novascotia.ca/reopening-nova-scotia/
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/acadia-university-covid-19-students-campus-1.5594188
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【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 

特になし。 

 

 プリンスエドワードアイランド州 

（１）（２日）PEI has begun accepting on Monday applications from seasonal residents to come to their summer 

homes and essential workers travelling between NB and P.E.I. are having to self-isolate again (while not at 

work). Phase 4 is anticipated to begin in approximately a month. 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Tuesday, June 2  

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-tuesday-june-2-1.5594481 

 

（２）（２日)）Health PEI eases visitor restrictions, allowing visitors in all facilities 

https://www.princeedwardisland.ca/en/alert/health-pei-eases-visitor-restrictions-allowing-visitors-all-

facilities?fbclid=IwAR2gdqXNUj7XjT1l8ldqIm1iwbp9y2Lts3pyPDCx1a_dqLF7O6j6S13cpIY 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（２日）Effective June 8, NL will decrease the COVID-19 alert level to 3 (https://www.gov.nl.ca/covid-19/alert-

system/). 

(Tweet) Beginning June 8 we’re taking it down a level. Alert level 3. 

https://twitter.com/GovNL/status/1267810747012259841/photo/1 

  

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-tuesday-june-2-1.5594481
https://www.princeedwardisland.ca/en/alert/health-pei-eases-visitor-restrictions-allowing-visitors-all-facilities?fbclid=IwAR2gdqXNUj7XjT1l8ldqIm1iwbp9y2Lts3pyPDCx1a_dqLF7O6j6S13cpIY
https://www.princeedwardisland.ca/en/alert/health-pei-eases-visitor-restrictions-allowing-visitors-all-facilities?fbclid=IwAR2gdqXNUj7XjT1l8ldqIm1iwbp9y2Lts3pyPDCx1a_dqLF7O6j6S13cpIY
https://www.gov.nl.ca/covid-19/alert-system/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/alert-system/
https://twitter.com/GovNL/status/1267810747012259841/photo/1

