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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月１０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１０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 53341 (+156) 5081 (+52) 28419 (-380) 451406 (+4680) 914 (-47) 

（内 ICU患者：117 (0)） 

(MTL) 26412 (+61) 3117 (+29) - - - 

NB 151 (+4) 1 (0) 29 (+4) 35263 (+449) *** 5 (0) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 1061 (+1) 62 (0) 5 (+4) （７日比） 46668 (+1202) 

（７日比） 

2 (-1) （７日比） 

（内 ICU患者：2(0)（７日比）） 

PEI 27(0) （９日） 0(0) （９日） 0(0) （９日） 7873 (+316)  

（９日） 

0(0) （９日） 

NL 261 (0)  3 (0)  2 (0)  13892 (+137) *** 
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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】 

（１）（１０日）アメリカとの国境閉鎖措置は６月２１日以降も継続する見込み。 

La fermeture de la frontière canado-américaine sera prolongée au-delà du 21 juin 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710636/canada-etats-unis-fermeture-frontiere-prolongation 

 

（２）（１０日）野党ＮＤＰとブロック・ケベコワが政府に対し，緊急給付金(CERB)プログラム延長を要求。トルドー首相は

同プログラム終了に向け移行措置の近日中の発表を約束。一方カナダ歳入庁は同給付金の不正受給対策を強化。 

Le NPD et le Bloc réclament un prolongement de la PCU 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/580466/le-npd-reclame-un-prolongement-d-au-moins-quatre-mois-

de-la-pcu 

Ottawa se lance dans la chasse aux fraudeurs de la PCU 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/580464/coronavirus-point-de-presse-trudeau-9-juin 

 

（３）（９日）シーズン到来に向け，観光業界が連邦・州政府に対し，州をまたぐ移動の規制緩和と明確化を要求。 

Le flou demeure sur les voyages entre provinces 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/580476/le-flou-demeure-sur-les-voyages-entre-provinces 

 

（４）（１０日）モントリオールの研究グループの発表によると，新型コロナウイルスに対する免疫はすぐにできるが効果

が低下するのも早いため，ワクチンは追加接種が必要となりそう。 

L’efficacité de l’immunité diminue rapidement, selon une étude  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-10/l-efficacite-de-l-immunite-diminue-rapidement-selon-une-etude 

https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710636/canada-etats-unis-fermeture-frontiere-prolongation
https://www.ledevoir.com/politique/canada/580466/le-npd-reclame-un-prolongement-d-au-moins-quatre-mois-de-la-pcu
https://www.ledevoir.com/politique/canada/580466/le-npd-reclame-un-prolongement-d-au-moins-quatre-mois-de-la-pcu
https://www.ledevoir.com/politique/canada/580464/coronavirus-point-de-presse-trudeau-9-juin
https://www.ledevoir.com/politique/canada/580476/le-flou-demeure-sur-les-voyages-entre-provinces
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-10/l-efficacite-de-l-immunite-diminue-rapidement-selon-une-etude
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（５）（１０日）連邦政府は，プライバシー保護と公共データ私有化の問題を理由に，モントリオール・アルゴリズム研究

所（MILA）が開発したプログラム COVIを感染経路調査アプリとして採用しない方針。ケベック州政府も同プログラム

の採用には否定的との報道。 

Ottawa dit non à Mila et son application COVI de recherche de contacts de personnes contaminées  

https://www.ledevoir.com/societe/580507/ottawa-dit-non-a-mila 

 

【２ ケベック州】 

（１）（１０日）モントリオール市が，１５日より植物園を再開すると発表。８月３１日まで１７歳以下は入場無料。 

Déconfinement : le Jardin botanique de Montréal sera réouvert lundi prochain 

https://www.journaldemontreal.com/2020/06/10/reouverture-du-jardin-botanique-de-montreal 

 

（２）（１０日）モントリオールにおける徒歩と車による移動数がパンデミック前の水準に回復。 

Les déplacements reprennent à Montréal  

https://www.ledevoir.com/societe/science/580514/les-deplacements-reprennent-a-montreal 

 

（参考：６月９日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.ledevoir.com/societe/580507/ottawa-dit-non-a-mila
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/10/reouverture-du-jardin-botanique-de-montreal
https://www.ledevoir.com/societe/science/580514/les-deplacements-reprennent-a-montreal
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（参考：６月９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）（１０日）州政府関係者による記者会見の要旨，以下のとおり。 

●ノースウッドを含む，全ての長期介護施設で，現状感染者数がゼロになり，喜ばしいニュースである。 

●６月１５日付で，長期介護施設，地域サービス省から認可された施設への訪問が許可される。訪問者は２名まで

で、屋外で対人距離を保った面会となる。 

 ●複数のデータ元の乖離の問題が解決された。今後は，パノラマという，公衆衛生情報システムのデータが公表され

る。本日新規患者がゼロにかかわらず，患者総数が１０６１名と１名増えているのは，現在他州に住む，ノバスコシア

出身者が１名加えられたためである。 

 ●６月５日のビジネスの再開，先週の人種差別抗議デモを受けて，今後の数週間の結果が，緩和政策の判断に重

要な時期となる。 

 （政府発表）６月１５日付で，長期介護施設・障害者施設への訪問が許可。 

Province Easing Visitor Restrictions in Long-Term Care, Homes for Persons With Disabilities 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200610004 

 （関連ニュース） 

As COVID-19 cases in N.S. long-term care homes hit zero, province to resume visiting 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-june-10-1.5606199 

 

【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 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200610004
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-june-10-1.5606199
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（１０日）Public Health reported four new cases of COVID-19 today, all in Zone 5 (Campbellton region). 

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

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0337.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 

（１０日） Details about the reopening of campsites and using the Provincial Parks Campsite Reservation 

Service during camping season. 

Public Advisory: Minister Davis Provides Update on Reservations for Provincial Parks 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/tcii/0609n01/ 

（了） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0337.html
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/tcii/0609n01/

