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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月８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８日（月）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 53047 (+198) 4984 (+6) 29069 (-88) 443016 (+4720) 979 (+7) 

（内 ICU 患者：121 (-7)） 

(MTL) 26288 (+83) 3068 (+1) - - - 

NB 146 (+10) 1 (0) 24 (+10) 34400 (+1446) 

*** 

5 (0) 

（内 ICU 患者：0 (-1)） 

NS 1059 (0) 61 (0) 1 (0) （７日） 45466 （７日） 3 （７日） 

（内 ICU 患者：2）（７日） 

PEI 27 0 0 7557 (+345) 

 

0 

NL 261 (0)  3 (0)  2 (0)  13335 (+383) *** 

 

0 (-1)  

（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！」 ※ 終了） 

・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）（８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。 

●国境閉鎖のために離ればなれになっているアメリカ側の家族（配偶者，子，親）の入国を許可するため，制限付き例

外措置を設ける。 

（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 

 

（２）（８日）世論調査：バーチャル診療を経験した患者の９１％が満足と回答。 

La télémédecine connait un franc succès au Canada, selon un sondage 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/la-telemedecine-connait-un-franc-succes-au-canada-selon-un-

sondage-24b52cc1fcbd701cb7b6bb59fb603bab 

 

【２ ケベック州】 

（１）（８日）１３時，ルゴー州首相他がモントリオールで記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。  

●屋内の集まり，レストラン再開（バーは含まれず）について，本日午後に担当大臣から詳細を発表する。 

●（質問に対し，）第一波は終わっていない。規制緩和後１４日間は様子を見る必要がある。ウイルスは夏の到来と共

に収まりつつあるようだが，引き続き衛生措置を順守してほしい。 

 

（２）（８日）１５時半，ラモンターニュ農業大臣及びブレ労働・雇用大臣が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。

［レストラン］（※バーは不可） 

●再開日程は次のとおり。 

 - ６月１５日～ ケベック州（モントリオール圏・ジョリエット・エピファニ市以外） 

https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://pm.gc.ca/en/videos
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/la-telemedecine-connait-un-franc-succes-au-canada-selon-un-sondage-24b52cc1fcbd701cb7b6bb59fb603bab
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/la-telemedecine-connait-un-franc-succes-au-canada-selon-un-sondage-24b52cc1fcbd701cb7b6bb59fb603bab
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 - ６月２２日～ モントリオール圏・ジョリエット・エピファニ市 

 ●但し，次の条件。（飲食店関係者用の衛生ガイドは CNESST のサイトで入手可能） 

- 客の間の距離２メートルの確保（屋外／屋内） 

- ２メートルの確保が困難な場合は，サーバー及び客はマスクの着用や目の保護が必要。 

- 客との接触を最小限にするため，注文時にはメニュー掲示板やスクリーンの活用を推奨。 

- 客の入替え毎にテーブルや椅子等を消毒。カウンターやドアノブ等も頻繁に消毒。 

- ブッフェでは（客ではなく）サーバーがサービスを行う。 

 

［屋内集会］ 

●屋内集会の許可：６月２２日～，屋内における最大１０人（３家族以下）までの集まり 

●但し，引き続き対人距離２メートルの確保，ドアノブやトイレ等共用場所を良く洗う必要あり。また，万一感染が発生

した場合に追跡が可能となるよう参加した人，日時，場所等を記録すること。 

 

（３）（８日）７日には州内の１日の死者数が１ケタ台の８人に。規制緩和によりモントリオール圏で再び感染者が増加

するかどうかは今後２週間で判明すると専門家。 

Un bilan sous la barre des dix décès au Québec 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/580362/bilan-coronavirus-quebec-7-juin-2020 

 

（４）（７日）連邦・州政府が，モントリオールの中小企業向け支援のため５，０００万加ドルを支出。 

50 M$ de plus pour les PME de Montréal 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/07/aide-supplementaire-de-50-millions--pour-les-pme-de-montreal 

 

（５）世論調査：州民の６２％がルゴー政権の高齢者ケアに関する取り組みを悪いと回答。また新型コロナ対策につい

ては７８％が良いと回答し，５６％が経済再開のペースは正しいと回答。政党支持率は与党ケベック未来連合（ＣＡＱ）

５０％，自由党（ＰＬＱ）２２％，ケベック党（ＰＱ）１１％，ケベック連帯（ＱＳ）１０％。 

Most Quebecers think Legault has failed on senior care, poll finds 

https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-4/wcm/3bb44764-e3b5-43ae-aceb-

8fc169b88bb2/ 

（世論調査はＮＢ・ＮＳ・ＮＬ州についても実施。） 

Angus Reid: Provincial Spotlight: COVID-19 creates comfort zone for incumbent governments coast to 

coast 

http://angusreid.org/provincial-outlook-june2020/ 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/580362/bilan-coronavirus-quebec-7-juin-2020
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/07/aide-supplementaire-de-50-millions--pour-les-pme-de-montreal
https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-4/wcm/3bb44764-e3b5-43ae-aceb-8fc169b88bb2/
https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-4/wcm/3bb44764-e3b5-43ae-aceb-8fc169b88bb2/
http://angusreid.org/provincial-outlook-june2020/
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（参考：６月７日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：６月７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】  

特になし。 
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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 

（１）（８日）Eight of the cases are linked to the outbreak at Manoir de la Vallée, a long-term care facility in Atholville. 

The other case is a close contact of a previously identified confirmed case. 

Nine new cases of COVID-19; Zone 5 remains orange 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0329.html 

 

（２）（６日）REVISED / face coverings required in buildings open to the public; Zone 5 remains orange 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0325.html 

The new rule was set to come into effect on Tuesday, but the province has scrapped the precaution just one 

day after the rule was announced. 

Province reverses decision to make masks mandatory in public buildings 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid19-nb-campbellton-no-new-cases-1.5601753 

 

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 

（７日）Details about Alert Level 3 beginning June 8. 

Public Advisory: Newfoundland and Labrador to Enter Alert Level 3 Tomorrow 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0607n02/ 

 

（了） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0329.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0325.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid19-nb-campbellton-no-new-cases-1.5601753
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0607n02/

