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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月４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４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 52143 (+259) 4885 (+91) 29922 (-70) 417256 (+6463) 1076 (-65) 

（内 ICU患者：146 (-12)） 

(MTL) 25900 (+112) 3016 (+34) - - - 

NB 136 (+1) 1 (+1) 15 (0) 32299 (+508) *** 5 (0) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 1058 (0) 61 (+1) 2 (-3) 43911 (+571) 3 (0) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

PEI 27   0  0   6991 

 

0  

NL 261 (0)  3 (0)  2 (0)  12819 (-200) *** 

 

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）（４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。 

●本日，連邦の新モデリングを発表する。 

●カナダで状況の好転は認められるものの，未だ完全に抜け出した訳ではない。特に長期介護施設等で深刻な状況

が継続。引き続き，社会的距離の確保，手洗い，マスク着用等の対策や検査が重要。 

●高齢者は出来る限り自宅待機が望ましい。高齢者向け追加支援策を発表 

 → 首相府発表：https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/06/04/canadian-seniors-receive-special-

payment-early-july 

● 今夜，各州首相と経済再開や地方自治体への支援策等について協議予定。 

●（カナダ軍のケベック州長期介護施設への派遣について問われ，）現在，州と協議中。 

 

（２）（４日）連邦政府が新たに発表したデータでは，感染者はオンタリオ州とケベック州でカナダ全体の９０％以上を占

める。いくつかの地域で増加の減速が見られるが流行は続いており，６月１５日までにカナダ全体で感染者数は９７，

９９０～１０７，４５４人，死者数は７，７００～９，４００人になると見込まれる。 

Ontario, Quebec account for more than 90% of national COVID-19 cases: federal data 

https://www.cbc.ca/news/politics/covid-projections-update-1.5598219 

https://forms.gle/q3WKp44C6TnBs7UM8
https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/06/04/canadian-seniors-receive-special-payment-early-july
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/06/04/canadian-seniors-receive-special-payment-early-july
https://www.cbc.ca/news/politics/covid-projections-update-1.5598219
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【２ ケベック州】 

（１）（４日）ルゴー州首相，シャレ教育担当大臣他が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。 

［ルゴー首相］ 

●モントリオールで気の緩みが見られるが，引き続き３つの原則（２メートル，手洗い，マスク着用）等の順守が必要。過去１

週間，１日に平均１２５２５件の検査を実施。 

●（質問され，）カナダ軍の当州介護施設への派遣については９月１５日まで派遣が維持されるよう連邦政府と目下協

議中。 

［シャレ大臣］ 

●州保健当局から，屋外での集団スポーツ再開の許可が得られた。再開は漸進的に行われる。 

（６月８日から再開可能） 

- 各チームは対人距離を保ちつつ練習を開始できる。（試合は不可） 

- 一般に開放された私営プール，屋外でのヨガのレッスンなど 

（６月末：追って確認） 

スポーツの試合（但し，試合のやり方については各スポーツ連盟で検討） 

［アルダ州保健局長］ 

●第２波に備え，一日当たりの検査数を３万５千まで引き上げていきたい。唾液を用いた新たな検査方法の導入によ

り，加速化を目指す。 

 

（２）（４日）６月１５日からケベック州の一部地域のレストランが再開。８日に州政府より発表される予定。しかし，バー

はこの中に含まれていない。 

Réouverture graduelle des restaurants dès le 15 juin  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-04/reouverture-graduelle-des-restaurants-des-le-15-juin 

 

（３）（４日）長期介護施設で亡くなっていた２００人について保健当局へ報告漏れ。施設での死亡者は未だにＦＡＸや郵

便で報告されているが，施設職員がそれを失念したがために州保健当局が把握できなかった。 

200 morts de la COVID-19 «oubliés» par télécopieur 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/04/200-morts-de-la-covid-19-oublies-par-telecopieur 

 

（４）（４日）今夏から中等教育学校における補習授業の実施が認められる。７月初めからも始まるが，対人距離２メー

トルの確保や１グループ１５人までの決まりが適用される。 

Feu vert au retour en classe pour les cours d’été au secondaire 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/03/feu-vert-au-retour-en-classe-pour-les-cours-dete-au-

secondaire 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-04/reouverture-graduelle-des-restaurants-des-le-15-juin
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/04/200-morts-de-la-covid-19-oublies-par-telecopieur
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/03/feu-vert-au-retour-en-classe-pour-les-cours-dete-au-secondaire
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/03/feu-vert-au-retour-en-classe-pour-les-cours-dete-au-secondaire
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（参考：６月３日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：６月３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）州政府発表 

Free Fishing June 6 and 7 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200604001 

Support for Agriculture Sector Dealing with COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200604002 

 

（２）（４日）The death involved a male in his 70’s with underlying medical conditions in the Central Zone; he was 

not a resident of a long-term care home. 

Nova Scotia Reports One More Death, No New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200604003 

 

【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 

（４日）（４日） Manoir de la Vallée（Atholville）の長期介護施設で，１名の死亡者（８４歳・男性）を確認。同州でコロナ

による初の死者が発生。 

 Long-term care home resident first New Brunswicker to die of COVID-19, says family 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-death-long-term-care-home-campbellton-

1.5597992 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（６月３日）Flair Airlinesは，５月中旬に予定されていた沿岸州への路線拡大を中止すると発表。ハリファックスやセン

ト・ジョン，オタワなどが対象。予約済みの航空券は全額返金される。 

Flair Airlines postpones Maritimes expansion 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-flair-airlines-maritimes-cancelled-1.5596229 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（６月３日）オスボーン財務大臣は Residential Construction Rebate Program を発表。コロナ危機で停滞している建

設関連の職の増加と，家屋所有者への優遇装置を図る。改築にはコストの２５％の補償（上限１万加ドル），新規建設

には 1万加ドルの補償（35万加ドルまでの計画が上限）をする。 

$30M in rebates for new homes and repairs aims to kick-start economy: finance minister 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-residential-construction-rebate-1.5596564 

 政府発表 

Minister Osborne Announces Residential Construction Rebate 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0603n03/ 

 

（了） 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200604001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200604002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200604003
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-death-long-term-care-home-campbellton-1.5597992
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-death-long-term-care-home-campbellton-1.5597992
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-flair-airlines-maritimes-cancelled-1.5596229
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-residential-construction-rebate-1.5596564
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0603n03/

