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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月１１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１１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 53485 (+144) 5105 (+24) 28081 (+338) 456779 (+5373) 871 (-43) 

（内 ICU 患者：114 (-3)） 

(MTL) 26475(+63) 3130 (+13) - - - 

NB 153 (+2) 1 (0) 29 (0) 35753 (+490) *** 5 (0) 

（内 ICU 患者：1 (0)） 

NS 1061 (0) 62 (0) 4 (-1)  47145 (+477)  2 (0)  

（内 ICU 患者：1(-1)） 

PEI 27(0)  0(0)  0(0)  8203 (+178)  

 

0(0)  

NL 261 (0)  3 (0)  2 (0)  14117 (+225) *** 

 

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！」 ※ 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】 

（１１日）１０時半，トルドー首相が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。 

●先住民族の企業に対する支援のため，１億３３００万加ドルの追加支援を行う。 

●今夜，各州首相とテレビ会議を行い，経済安全保障を強化するための連邦政府からの１４０億加ドルの支援につい

て協議する。 

●長期介護施設支援のためのケベック州へのカナダ軍派遣については，９月１５日まで同じ人数が派遣されるわけで

はなく，徐々に人数を減らしていくこととなる。 

 

【２ ケベック州】 

（１）（１１日）１３時，ルゴ－首相他が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。 

●カナダ軍からの救援は，現在長期介護施設に４００人，事務支援に３５０人が派遣されているのみ。このため，トルド

ー首相に９月１５日まで長期介護施設へ１０００人派遣するよう要請している。 

●長期介護施設を除けば，隔離解除の文脈で現在大規模な市中感染は起こっていない様子である。このため，今

後，経済活性化により一層注力していきたい。 

●この点で本日午後，観光大臣から７億５千万加ドルの観光セクター支援を発表する。 

●（マスク着用の義務化について問われ，アルダ州保健局長）その可能性は排除しないが，現在は強く勧奨する。 

●（問われ，）第２波が起こった場合でも，第１波の時のような完全かつ厳格な隔離措置はとらないであろう。 

 

（２）（１１日）コロナ危機により悪化した住宅危機を受け，ケベック州政府は７１５０万加ドルの支援策を発表。 

Crise du logement et COVID-19: Québec dévoile son plan en vue du 1er juillet 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/580591/crise-du-logement-et-covid-19-quebec-devoile-son-plan-

https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/580591/crise-du-logement-et-covid-19-quebec-devoile-son-plan-en-vue-du-1er-juillet
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en-vue-du-1er-juillet 

 

（３）（１１日）ケベックの医者のグループが州政府に対しマスク着用を義務付けるよう要請。 

Make masks mandatory, doctors tells Quebec 

https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-most-quebecers-think-worst-of-

pandemic-is-over-poll-finds/wcm/dcfba92a-3fad-41ad-9108-8eb3e4708ce3/ 

 

（４）（１１日）モントリオールで６月１５日から徐々に図書館が再開。 

Réouverture graduelle des bibliothèques montréalaises  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-11/reouverture-graduelle-des-bibliotheques-montrealaises 

 

 

（参考：６月１０日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/580591/crise-du-logement-et-covid-19-quebec-devoile-son-plan-en-vue-du-1er-juillet
https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-most-quebecers-think-worst-of-pandemic-is-over-poll-finds/wcm/dcfba92a-3fad-41ad-9108-8eb3e4708ce3/
https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-most-quebecers-think-worst-of-pandemic-is-over-poll-finds/wcm/dcfba92a-3fad-41ad-9108-8eb3e4708ce3/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-11/reouverture-graduelle-des-bibliotheques-montrealaises
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（参考：６月１０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）（１１日）Currently in Nova Scotia, anyone who wants to come is welcome, as long as they don’t have any 

symptoms of COVID-19 and can self-isolate for 14 days when they arrive. We will decide when to lift those 

restrictions based on science. 

 Atlantic Bubble, Statement from Premier 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200611001 

 

（２）（１０日） N.S. to allow visitors at nursing homes as COVID-19 cases in long-term care hit zero 

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 

（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 

(１１日) P.E.I. moving to Phase 4 June 26 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-phase-4-pandemic-briefing-1.5607739 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200611001
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-update-wednesday-june-10-1.5606199
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19/news/news_release.2020.06.0337.html
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-phase-4-pandemic-briefing-1.5607739#_blank
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Details of Phase 4 of the easing of restrictions announced at today’s PEI briefing: 

• Scheduled to start June 26.  

• Allowing public, organized gatherings of up to 50 people. 

• Up to 50 people may gather for a sporting event. 

• Relaxed long-term care home visiting rules, including inside visits. 

• Increased access to some personal services such as facials. 

• Casinos will open. 

• The size of private gatherings allowed will not change. 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（１０日）Visitor restrictions relaxed for pregnant women and partners, and long-term-care residents 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/new-visitor-changes-mothers-birth-partners-hospital-

1.5606167 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/new-visitor-changes-mothers-birth-partners-hospital-1.5606167#_blank
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/new-visitor-changes-mothers-birth-partners-hospital-1.5606167#_blank

