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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月９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９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 53185 (+138) 5029 (+45) 28799 (-274) 446726 (+3710) 961 (-18) 

（内 ICU患者：117 (-4)） 

(MTL) 26351 (+63) 3088 (+20) - - - 

NB 147 (+1) 1 (0) 25 (+1) 34814 (+414) *** 5 (0) 

（内 ICU患者：1 (+1)） 

NS 1060 (+1) 62 (+1) 1 (0) （７日） 45466 （７日） 3 （７日） 

（内 ICU患者：2）（７日） 

PEI 27(0) 0(0) 0(0) 7873 (+316) 

 

0(0) 

NL 261 (0)  3 (0)  2 (0)  13755 (+306) *** 
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（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】 

特になし。 

 

【２ ケベック州】 

（１）（９日）１１時半，ルゴー州首相及びマッカン保健大臣他が記者会見を行ったところ，要旨は以下のとおり。  

［ルゴー首相］ 

●ケベック州は死者が５０００人を超えた。９０％以上は長期介護施設での居住者であった。主な原因は介護従業者

不足であり，これを教訓としなければならない。発表のとおり６月１５日より１万人の従業員養成を進める。 

●失業率が１３．７％に達しており経済・民間セクターを再興しなければならない。企業支援のため「ケベック投資

(Investissement Quebec)」に２６億加ドルを拠出。これによりインフラプロジェクトを早期に実施していく。 

●（バー関係者からの批判について問われ，）まだ再開は認められない。法令を順守してもらう必要がある。 

●（質問に答え，）今秋の学期再開はすべての学年で，またクラスで授業が行われることを現在念頭に置いている。 

［マッカン保健大臣］ 

●（第２波への備えについて問われ，）コロナの第２波，それにインフルエンザに備えなければならない。この２点が今

夏の最優先事項である。 

 

（２）（９日）バー経営者はアルダ州保健局長がえこ贔屓しているとして非難。禁止されても開店すると言い張る経営者

も。 

Des bars accusent Arruda de favoritisme et pourraient rouvrir malgré l’interdiction 

とう https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/des-bars-accusent-arruda-de-favoritisme-et-pourraient-rouvrir-

malgre-linterdiction-4b9a35f2ab19b960f11db7e5cea821b2 

https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/des-bars-accusent-arruda-de-favoritisme-et-pourraient-rouvrir-malgre-linterdiction-4b9a35f2ab19b960f11db7e5cea821b2
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/des-bars-accusent-arruda-de-favoritisme-et-pourraient-rouvrir-malgre-linterdiction-4b9a35f2ab19b960f11db7e5cea821b2
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Financièrement à «bout de souffle» et se sentant victimes d’une injustice, les tenanciers de bars préviennent 

Québec que certains d’entre eux pourraient être poussés à la «désobéissance civile» si le gouvernement 

maintient son refus de leur permettre de rouvrir en même temps que les restaurants. 

 

（３）（９日）レストランが開店しても感染を避けるため５０％の州民は直ぐにはレストランに行かないと回答。 

Un Québécois sur deux n’ira pas au resto de sitôt 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/08/un-quebecois-sur-deux-nira-pas-au-resto-de-sitot 

 

（４）（９日）初夏のレストラン再開が認められたが，レストラン経営者にとって収益を出すことは難しそうな状況。 

Restauration: «Ça va être difficile d’être rentable»  

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-06-09/restauration-ca-va-etre-difficile-d-etre-rentable 

 

 

（参考：６月８日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/08/un-quebecois-sur-deux-nira-pas-au-resto-de-sitot
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-06-09/restauration-ca-va-etre-difficile-d-etre-rentable
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（参考：６月８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）州政府関係者による記者会見の要旨，以下のとおり。 

 Dr. Strang explained that NS has finally integrated its lab information data into the Panorama (national 

public health electronic information system) data system (first province to do so). This means that starting 

tomorrow (June 10), NS will reconcile inconsistencies and publish complete and accurate data. 

 Travel was the other major point of discussion; staycation within NS and supporting the NS economy will 

be prioritized. Cottages, fishing, campgrounds, restaurants, but remember social distancing and staying 

away from those outside the household bubble. 

 Businesses are reopening and numbers remain low, but there are still cases where the origin is unclear 

(community transmission) so NS must remain cautious at this time, prior to further reopening. 

 As regards an eventual Atlantic bubble, NS will need a few more weeks before making a decision on this. 

 

（２）（９日） Nova Scotia Reports One More Death, One New Case of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200609001 

 

（３）（８日）The Nova Scotia Community College's network of 14 campuses announced Monday there will be no 

fully on-campus programs for the 2020-21 academic year. Programs will be offered fully online or with a mix of 

online and on-campus learning. 

NSCC to shift many fall courses online because of COVID-19 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nscc-to-shift-many-courses-online-in-the-fall-1.5603494 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200609001
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nscc-to-shift-many-courses-online-in-the-fall-1.5603494
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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 

（９日）Courts are in session - Non-urgent matters have now resumed 

Most New Brunswick courts have resumed full dockets 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0331.html 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（９日）Mental health and addictions walk-in clinics have resumed; more elective procedures/surgeries are being 

performed. 

COVID-19 on P.E.I.: What's happening Tuesday, June 9 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-tuesday-june-9-1.5604194 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（１）（８日）Overview of NL situation as restrictions are eased further as per newly-announced Alert Level 3 

Alert Level 3 is here. What does the reopening look like?  

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/level-3-arrives-newfoundland-labrador-1.5602709 

 

（２）（８日）To provide continued support to businesses dealing with the COVID-19 pandemic, a further two-month 

extension of tax return filing deadlines is being provided to August 20, 2020. 

Further Extension of Tax Return Filing Deadlines 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0608n06/ 

 

 

（了） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0331.html
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-covid-19-tuesday-june-9-1.5604194
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/level-3-arrives-newfoundland-labrador-1.5602709
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/fin/0608n06/

