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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月５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５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 52398 (+255) 4935 (+50) 29699 (-223) 424619 (+7363) 1030 (-46) 

（内 ICU患者：131 (-15)） 

(MTL) 26025 (+125) 3047 (+31) - - - 

NB 136 (+1) 1 (0) 14 (-1) 32954 (+655) *** 5 (0) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 1058 (0) 61 (0) 2 (0) 44477 (+566) 3 (0) 

（内 ICU患者：2 (+1)） 

PEI 27（４日） 0 （４日） 0  （４日） 7212（+221） 

 

0 （４日） 

NL 261 (0)  3 (0)  2 (0)  12952 (+133) *** 

 

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）（５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。 

●障がい者向け支援プログラムを発表（非課税の６００加ドルの補助金と雇用支援）。 

●経済再開，職場復帰にともない１２０万人のカナダ人が収入補助金プログラム（CERB/PCU）申請を打ち切ってい

る。同プログラム自体の終了時期については近日中に発表する。 

●昨夜の州政府との協議を受け，規制措置緩和プロセス支援のため州に対して総額１４０億加ドルを交付金のかたち

で支出する。 

（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 

（連邦政府発表） 

Prime Minister announces supports for Canadians with disabilities to address challenges from 

COVID-19 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/06/05/prime-minister-announces-supports-canadians-

disabilities-address 

 

（２）（５日）帰国を希望する８，０００～９０００人のカナダ人が未だに海外で足止めされており，支援団体は連邦外務省

の対応の悪さを批判。 

https://forms.gle/q3WKp44C6TnBs7UM8
https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://pm.gc.ca/en/videos
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/06/05/prime-minister-announces-supports-canadians-disabilities-address
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/06/05/prime-minister-announces-supports-canadians-disabilities-address
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Des milliers de Canadiens «abandonnés» à l’étranger en pleine pandémie 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/05/des-milliers-de-canadiens-abandonnes-a-letranger 

 

【２ ケベック州】 

（１）（４日）新型コロナウイルスの影響で，がん治療・手術の遅延が危機的なレベルに達していると専門家が警告。が

ん手術は２４，０００件が未実施である可能性がある。州保健省が発表した最新の数字によると，３０％の化学・放射

線治療が実施できず，未実施の待機的手術は今週７２，０００件に増加した。 

Quebec is facing a 'disaster' in cancer care, experts warn 

https://montrealgazette.com/news/local-news/analysis-quebec-is-facing-a-disaster-in-cancer-care-experts-

warn/wcm/c2dab878-17be-4e51-a0b4-904be96be017/ 

 

（２）（４日）集会禁止のため，６月２４日の州祝日イベントはテレビ放送でのみ鑑賞可能。 

Fête nationale: uniquement à la télé 

https://www.lapresse.ca/arts/television/2020-06-04/fete-nationale-uniquement-a-la-tele 

 

 

（参考：６月４日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/05/des-milliers-de-canadiens-abandonnes-a-letranger
https://montrealgazette.com/news/local-news/analysis-quebec-is-facing-a-disaster-in-cancer-care-experts-warn/wcm/c2dab878-17be-4e51-a0b4-904be96be017/
https://montrealgazette.com/news/local-news/analysis-quebec-is-facing-a-disaster-in-cancer-care-experts-warn/wcm/c2dab878-17be-4e51-a0b4-904be96be017/
https://www.lapresse.ca/arts/television/2020-06-04/fete-nationale-uniquement-a-la-tele
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（参考：６月４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）（５日）マクニール州首相他による記者会見の要旨，以下のとおり。 

- (1) Community graduation celebrations: exemption granted with a strict set of public health guidelines, 

effective from June 8 to June 30, 2020.All non-school based, community celebrations of graduates 

must be held by a recognized business, municipality or community organization (like a club, 

association, society, volunteer group, faith-based group), and the local municipality, police and fire 

departments and EHS must be informed and supportive of the planned event. 

- Conditions under the exemption include: 

 attendees must arrive in a vehicle. all passengers in the vehicle must be from a single 

household or household bubble 

 graduates can be out of their vehicle to do things like cross a stage or take part in a 

parade of graduates as long as physical distance (two metres or six feet) is 

maintained between all graduates while they are out of their vehicle 

 organizers must communicate clearly with attendees in advance and ensure other 

public health protocols, like physical distancing, are followed 

- Press Release: https://novascotia.ca/news/release/?id=20200605004  

- More details: https://novascotia.ca/coronavirus/community-celebration-graduates/ 

- (2) Protests/public demonstrations: Any participants should respect social distancing guidelines and 

refrain from exhibiting any type of behavior that may heighten the risk of spreading COVID-19; 

wearing masks/face coverings is highly recommended 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200605004
https://novascotia.ca/coronavirus/community-celebration-graduates/
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- (3) Long-term care facilities and visits to family/loved ones: restrictions for visiting are still in place at 

this time; but possible future options are being discussed and new procedures should be announced 

sometime next week.  

 

（２）（５日） SMU fall semester courses will move online, but on-campus 'enriched learning' or other activities 

might take place + info on what other NS universities are doing 

Saint Mary's University moves fall semester online 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/saint-marys-university-fall-semester-online-coronavirus-

1.5599894 

 

【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）（４日）州政府は，キャンベルトン地区を除き，５日付で，次の再開フェーズ３（黄色）に移行。個人宅での１０名以

下の集まりや，５０名以下の結婚式や葬式，２名までの長期介護施設居住者の訪問（屋外）の許可などが含まれる。 

Revised: Province records first COVID-19 death; takes next step in recovery; one new case reported 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0324.html 

  

（２）（４日）ヒッグズ首相は，近親者（父母兄弟）が当州に居住するカナダ人，または当州に不動産を持つカナダ人を対

象に，６月１９日から入州を許可すると発表した（１４日間の自主隔離を義務付け）。また，近親者の葬式や埋葬行事

への出席も，必要不可欠な理由とみなすとした。 

N.B. to welcome Canadians with immediate family, property in province 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-death-atholville-campbellton-

outbreak-1.5598239 

 

（３）（５日）州政府が，６月９日（火）より，公共の建物内でのマスク着用義務付けを発表。 

Le port du masque sera obligatoire dans les édifices publics au Nouveau-Brunswick 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709571/masque-couvre-visage-obligatoire-nouveau-brunswick-9-juin-

lieu-public 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（５日）５月，２６００の雇用を追加，労働力人口は４月比６０００名増加の８万３５００人と経済復興の兆しを示している。 

Islanders pour back into labour market as jobs start to reappear 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-jobs-may-2020-1.5599796 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

特になし。 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/saint-marys-university-fall-semester-online-coronavirus-1.5599894
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/saint-marys-university-fall-semester-online-coronavirus-1.5599894
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0324.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-death-atholville-campbellton-outbreak-1.5598239
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-death-atholville-campbellton-outbreak-1.5598239
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709571/masque-couvre-visage-obligatoire-nouveau-brunswick-9-juin-lieu-public
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709571/masque-couvre-visage-obligatoire-nouveau-brunswick-9-juin-lieu-public
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-jobs-may-2020-1.5599796

