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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月１２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１２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 53666 (+181) 5148 (+43) 27695 (-386) 462007 (+5228) 840 (-31) 

（内 ICU患者：107 (-7)） 

(MTL) 26557 (+82) 3158 (+28) - - - 

NB 154 (+1) 1 (0) 28 (-1) 36125 (+372) *** 6 (+1) 

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 1061 (0) 62 (0) 4 (0)  47726 (+581)  1 (0)  

（内 ICU患者：1 (0)） 

PEI 27 (0)  0 (0)  0 (0)  8326 (+123)  

 

0(0)  

NL 261 (0) 3 (0)  2 (0)  14256 (+139) *** 

 

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】 

（１２日）１１時１５分，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。 

●本日が期限となっていたカナダ軍のケベック州長期介護施設ＣＨＳＬＤ派遣を６月２６日まで延長する。 

●国内線，国際線問わず，飛行機に搭乗する全ての人（乗客・乗務員）の検温を義務付ける。 

（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 

（関連報道） 

Le déploiement militaire dans les CHSLD prolongé de deux semaines 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-12/le-deploiement-militaire-dans-les-chsld-prolonge-de-deux-

semaines 

 

【２ ケベック州】 

（１１日）州政府が，観光業界再開支援と州内観光促進のため，２年間で７．５億加ドルの支出を発表。うち訳は，消費

者向けに２，０００万加ドル相当の各種割引，業界財政支援プログラムの４．４億加ドル増額，ホテル向けには州政府

が税一部負担，改修費支援として２億加ドル等。州政府にとっては，消費者に政府指定機関経由で割引パッケージ旅

行を購入してもらうことにより，感染が発生した場合の経路調査がしやすくなるという公衆衛生上の利点もある。一方

ホテル業界団体は，州政府支援は不十分だとして再開できない可能性に言及。 

州政府はまた以下の再開を許可： 

６月１９日～ ：動物園，植物園，加工業者見学，観光農園，観光案内所。 

７月１日～  ：海洋ツアー。 

（州政府：各種再開に関する最新情報） 

Reprise graduelle des activités en lien avec les mesures de ralentissement de la COVID-19 

https://forms.gle/kpfjaUEpRNVq9FkF8
https://pm.gc.ca/en/videos
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-12/le-deploiement-militaire-dans-les-chsld-prolonge-de-deux-semaines
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-12/le-deploiement-militaire-dans-les-chsld-prolonge-de-deux-semaines
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/ （仏語） 

https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/gradual-resumption-activities-covid19-

related-pause/ （英語） 

（関連報道） 

Des rabais offerts par l’État pour encourager le tourisme local 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/11/en-direct--la-ministre-du-tourisme-annonce-des-mesures-daide 

Québec accorde 750 millions de dollars pour la relance de l’industrie touristique 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/580607/quebec-accorde-750-millions-de-dollars-pour-la-relance-

de-l-industrie-touristique 

L’aide gouvernementale est jugée insuffisante par l’industrie touristique 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-12/l-aide-gouvernementale-est-jugee-insuffisante-par-l-

industrie-touristique 

 

 

（参考：６月１１日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/gradual-resumption-activities-covid19-related-pause/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/gradual-resumption-activities-covid19-related-pause/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/11/en-direct--la-ministre-du-tourisme-annonce-des-mesures-daide
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/580607/quebec-accorde-750-millions-de-dollars-pour-la-relance-de-l-industrie-touristique
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/580607/quebec-accorde-750-millions-de-dollars-pour-la-relance-de-l-industrie-touristique
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-12/l-aide-gouvernementale-est-jugee-insuffisante-par-l-industrie-touristique
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-12/l-aide-gouvernementale-est-jugee-insuffisante-par-l-industrie-touristique
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（参考：６月１１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）（１２日）州政府発表 

- There are no licensed long-term care homes in Nova Scotia with active cases of COVID-19. 

- NS State of Emergency renewed effective at noon Sunday, June 14 and extending to noon Sunday, June 

28, unless government terminates or extends it. 

- NS licensed child care centres and family daycare homes will reopen on Monday, June 15. 

- Visits at long-term care homes and homes for persons with disabilities can resume as early as June 15. 

No New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200612004 

  

（２）（１２日）Guidelines Released for Summer Day Camps 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200612002 

 

【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 

（１２日）カーディー教育大臣は２０２０―２０２１年度の学校再開プランを発表した。学年ごとに方針は異なり，始業時

間，休み時間は時間差が設定される。 

●幼稚園からグレード２まで：１５名までのグループに上限を設定。 

●グレード３から５まで：クラスの人数は状況による。 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200612004
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200612002
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●中学生は，通常のクラスサイズで，対人距離確保を遵守。 

●高校生は，フルタイムで，対面とオンラインの授業を両立。少なくとも，１日おきには通学できるよう設定される。 

Students will face altered schedules in 2020-2021 school year, Cardy says 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dominic-cardy-department-of-education-1.5609330 

（政府発表，１２日） 

Plan released for return to schools in September 2020 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0344.html 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（１１日）WestJetの超低コストキャリア Swoopが，今夏予定していた複数の新規便を保留にすると発表。週３便予定

されていたシャーロットタウンーハミルトン便も１０月２４日までキャンセルとなる。 

Swoop cancels new service to Charlottetown this summer 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-swoop-delayed-service-1.5607609 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（１１日）ボール首相は，１４日間の隔離義務なしに，大西洋４州間の行き来を自由にする，Atlantic Bubble を発表す

ることは時期尚早とした。当面は州内の規制緩和に重点を置くと発言。ニューブランズウィック州，ノバスコシア州も具

体的な日程については言及していない。 

Atlantic bubble ‘not there yet,’ says Dwight Ball 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/atlantic-bubble-ball-covid19-1.5608245 

 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dominic-cardy-department-of-education-1.5609330
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0344.html
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-swoop-delayed-service-1.5607609
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/atlantic-bubble-ball-covid19-1.5608245

