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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月３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３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 51884 (+291) 4794 (+81) 29992 (-85) 410793 (+5979) 1141 (-34) 

（内 ICU 患者：158 (-3)） 

(MTL) 25788 (+136) 2982 (+35) - - - 

NB 135 (+2) 0 (0) 15 (+2) 31791 (+1125) 

*** 

5 (0) 

（内 ICU 患者：1 (0)） 

NS 1058 (+1) 60 (0) 5 (0) 43340 (+479) 3 (-2) 

（内 ICU 患者：1 (-1)） 

PEI 27(0)   0(0)  0(0)   6843(+130) 

 

0(0)  

NL 261 (0)  3 (0)  2 (0)  12619 (+186) *** 

 

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】（※本日はトルドー首相による定例記者会見はありませんでした。） 

（１）（３日）連邦運輸省が，４日正午よりマスク着用義務付け対象を客室乗務員と空港職員にも拡大。 

Transport aérien: l’obligation du port du masque élargie  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/03/01-5276191-transport-aerien-lobligation-du-port-du-masque-

elargie.php 

 

（２）（２日）連邦政府は数ヶ月後に感染者数が再び増加に転じることを予想し医療用資・機材の調達を急いでいるが，

ガウンや人工呼吸器等，発注した数のほんの一部しか納品されていないケースもある。連邦政府はまた新型コロナウ

イルスワクチンができた時には全国民に接種できるよう３，７００万本の注射器を発注済みである。 

Le Canada aura besoin de plus d’équipement de protection individuel  

https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/02/01-5276089-le-canada-aura-besoin-de-plus-dequipement-de-

protection-individuel.php 

 

（３）（２日）コラム：感染経路調査について，現在州と連邦政府は情報収集・共有方法を協議中であり，数週間以内に

我々は電話に感染経路調査アプリをインストールするかどうかの決断を迫られることになるだろう。社会・経済再開は

対人距離確保措置緩和を意味するため，ワクチンが開発されるまでは検査・感染経路調査能力の強化が非常に重要

https://forms.gle/q3WKp44C6TnBs7UM8
https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/03/01-5276191-transport-aerien-lobligation-du-port-du-masque-elargie.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/03/01-5276191-transport-aerien-lobligation-du-port-du-masque-elargie.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/02/01-5276089-le-canada-aura-besoin-de-plus-dequipement-de-protection-individuel.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202006/02/01-5276089-le-canada-aura-besoin-de-plus-dequipement-de-protection-individuel.php
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となる。アプリは（何種類が採用されるか分からないが，）拡大が始まる前の段階で感染が確認された現場を辿ること

が可能であり，思ってもみなかった接触について警告してくれる。連邦政府は，アプリは国民が安心して利用できるも

のとなると言っている。それでも出てくるであろう疑問に対する答えによって，どれほど多くの国民に利用され，よって

どれほど役立つかが変わってくるだろう。 

It’s time to talk about contact tracing apps, because they are coming soon  

(Campbell Clark – columnist Globe and Mail) 

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-its-time-to-talk-about-contact-tracing-apps-because-they-are-

coming/ 

 

【２ ケベック州】（※本日はルゴ－州首相等による定例記者会見は行われませんでした。） 

（１）（３日）長期介護施設（ＣＨＳＬＤ）で働く介護職員を１万人養成するための，有給短期プログラムへの応募者が６万

人に達した。一方，ＣＨＳＬＤで既に働いている多くの亡命希望者は同プログラムに参加できない。 

Plus de 60 000 inscriptions pour les 10 000 postes de préposés en CHSLD: un «heureux problème» 

pour Québec 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/03/plus-de-60-000-inscriptions-pour-les-10-000-postes-de-

preposes-en-chsld-un-heureux-probleme-pour-quebec 

« Très grande déception » d'exclure les demandeurs d'asile de la formation aux préposés 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708613/immigration-sante-coronavirus-formation-pab-asile-chsld 

 

（２）（３日）トロワ・リヴィエールの Louis-de-France 小学校の１クラスでクラスターが発生。同クラスは６月１４日まで閉

鎖中。感染した生徒や職員の症状は軽症または無症状。 

Neuf élèves d’une même classe infectés au coronavirus 

https://www.ledevoir.com/societe/education/580048/neuf-eleves-d-un-meme-groupe-infectes-au-coronavirus 

 

（３）（３日）モントリオール島内の独立市 Côte-St-Luc が，商店と市施設におけるマスク着用義務付けを決定。猶予期

間を設けつつ即時施行。もう一つの独立市 Montréal-Est では市職員の感染が確認され市施設を閉鎖。 

Masks mandatory in Côte-St-Luc stores, city buildings 

https://montrealgazette.com/news/local-news/masks-mandatory-in-cote-st-luc-stores-city-

buildings/wcm/0e17fd29-4580-4e1b-95ff-6f011d40a6fe/ 

Cas de COVID-19 à la Ville : installations fermées à Montréal-Est 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708791/coronavirus-contagion-protection-maladie-contamination-

infection 

 

（４）（３日）モントリオール市が２回目の固定資産税支払い期限を９月１日に延期。 

Montréal reporte le paiement des taxes à septembre  

https://www.ledevoir.com/politique/montreal/580091/montreal-reporte-le-paiement-des-taxes-a-septembre 

 

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-its-time-to-talk-about-contact-tracing-apps-because-they-are-coming/
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-its-time-to-talk-about-contact-tracing-apps-because-they-are-coming/
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/03/plus-de-60-000-inscriptions-pour-les-10-000-postes-de-preposes-en-chsld-un-heureux-probleme-pour-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/03/plus-de-60-000-inscriptions-pour-les-10-000-postes-de-preposes-en-chsld-un-heureux-probleme-pour-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708613/immigration-sante-coronavirus-formation-pab-asile-chsld
https://www.ledevoir.com/societe/education/580048/neuf-eleves-d-un-meme-groupe-infectes-au-coronavirus
https://montrealgazette.com/news/local-news/masks-mandatory-in-cote-st-luc-stores-city-buildings/wcm/0e17fd29-4580-4e1b-95ff-6f011d40a6fe/
https://montrealgazette.com/news/local-news/masks-mandatory-in-cote-st-luc-stores-city-buildings/wcm/0e17fd29-4580-4e1b-95ff-6f011d40a6fe/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708791/coronavirus-contagion-protection-maladie-contamination-infection
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1708791/coronavirus-contagion-protection-maladie-contamination-infection
https://www.ledevoir.com/politique/montreal/580091/montreal-reporte-le-paiement-des-taxes-a-septembre
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（参考：６月２日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：６月２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】  

（３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 

• Today’s new case is travel-related. 

• Physical distancing and household bubble requirements will also apply to outings (at restaurants, etc.) 

as the province is opening up further on Friday, June 5. 

• If you do not feel well, it is critically important that you do not go out, and instead follow established 

procedures as stated on NS website to determine what steps you should take next. 

• With new regulations in place, additional delays/waiting times are to be expected. People should be 

patient. 

• Restaurants and other businesses selling alcohol who were offering delivery while NS was closed can 

continue to do so. 

 

【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 

（３日）Both cases are in Zone 5. One is linked to a previously identified case in the outbreak, and the other is 

linked to Manoir de la Vallée, a long-term care facility in Atholville. 

A Quebec resident has also tested positive for COVID-19 and is linked to the Atholville long-term care facility. 

This case will be counted in Quebec’s statistics. 

Two new cases of COVID-19 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0321.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 

特になし。 

（了） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0321.html

