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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月１６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１６日（火）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 現在感染者数** 検査済（陰性） 入院者数 

QC 54146 (+92) 5269 (+27) 26527 (-72) 480360 (+3181) 718 (-53) 

（内 ICU 患者：77 (-5)） 

(MTL) 26757 (+40) 3216 (+11) - - - 

NB 163 (+3) 

 

2 (0) 

 

30 (+1) 

 

37843 (+334) *** 4 (0)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

NS 1061 (0) 62 (0) 2 (-1)  49398 (+298)  2 (0)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

PEI 27 (0)  

 

0 (0)  

 

0 (0)  

 

8975 （１５日） 0(0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

NL 261 (0) 

 

3 (0)  

 

1 (0)  

 

14921 (+204) *** 

 

0 (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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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】 

（１６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。 

●仕事が見つからないカナダ人に対して，緊急対応給付（CERB/PCU）を８週間延長する。 

●カナダ・米国国境の閉鎖を３０日間更に延長する。（７月２１日まで） 

 

【２ ケベック州】 

（１）（１６日）ロベルジュ教育大臣が記者会見で学校再開について説明したところ，要旨以下のとおり。 

●９月の次学期より，就学前教育(prescolaire)から大学まで通常どおりの授業となる。可能な限り，クラスにおいて対

人の授業を行ってほしい（又は遠隔とのハイブリッド）。 

・就学前教育から中等教育３年生まで：完全なクラス。児童や生徒はクラスの間を移動することなく，教員がクラスを移

動する（体育や音楽等の授業は例外）。授業において，６名で構成される小グループの中では対人距離の確保を必要

としない。それぞれの小グループの間では１メートルの距離を保つ。教員は児童や生徒との間，小グループとの間で２

メートルを保つ。 

・中等教育４年生と５年生：学校によって，半分をクラス，残り半分を遠隔で行う混合授業を行うことも可能。１．５メート

ルの対人距離。 

・登校時の移動(transport)：１メートルの対人距離。 

・セジェップ，大学，職業教育，成人を対象とした教育：１．５メートルの対人距離。 

●第２波に備え，教育・授業を継続していけるよう，学校毎に緊急対応要領を用意。 

 

（関連報道） 

Retour en classe pour tous en septembre au Québec 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712455/rentree-scolaire-gouvernement-quebec-plan-retour-classe 

 

（２）（１６日）６０％のケベック人がスーパー，ショッピングモール，交通機関などでマスクを着用すべきと回答。これは

カナダでも基も高い数値。 

Coronavirus live updates: Most Quebecers want masks to be mandatory, poll finds 

https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-most-quebecers-want-masks-to-be-

mandatory-poll-finds/wcm/b8f5da9f-7161-4a13-9073-adb518d6fca7/ 

 

（３）（１６日）ジムが州政府に反抗し，開業。１６日，Saules 地区 Mega Fitness Gym はもう待てないとして，保健衛生

規則に反し，メンバーに対し扉を開いた。 

Un gym défie le gouvernement et rouvre ses portes 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/16/un-gym-defie-le-gouvernement-et-rouvre-ses-portes 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712455/rentree-scolaire-gouvernement-quebec-plan-retour-classe
https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-most-quebecers-want-masks-to-be-mandatory-poll-finds/wcm/b8f5da9f-7161-4a13-9073-adb518d6fca7/
https://montrealgazette.com/news/local-news/coronavirus-live-updates-most-quebecers-want-masks-to-be-mandatory-poll-finds/wcm/b8f5da9f-7161-4a13-9073-adb518d6fca7/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/16/un-gym-defie-le-gouvernement-et-rouvre-ses-portes
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（参考：６月１５日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

 

（参考：６月１５日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 
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【３ ノバスコシア州】  

（１６日） The Nova Scotia Health Authority announced on Tuesday that patients at some Nova Scotia Health 

Authority hospitals will be permitted to have one designated person as a visitor, which can rotate on a weekly 

basis. 

Hospitals ease visitor restrictions as N.S. marks one week with no new COVID-19 cases 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-hits-7-days-with-no-new-covid-19-cases-1.5614003 

 

【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 

特になし。 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（１６日）Apply to Enter PEI for Family Support 

Family members of Island residents who need support may apply to come to PEI if their loved one would benefit 

from support for issues such as: 

- emotional and/or psychological support; 

- personal care; 

- home support; 

- respite; or 

- child care. 

https://www.princeedwardisland.ca/en/service/apply-enter-pei-family-

support?fbclid=IwAR3pQvOrO85BPYr7kawLCD82rMfTndpiA2wCYYoXByA9ulGkaV8CF46nbB8#utm_source

=redirect&utm_medium=url&utm_campaign=FamilySupport 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

特になし。 

（了） 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-hits-7-days-with-no-new-covid-19-cases-1.5614003
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/apply-enter-pei-family-support?fbclid=IwAR3pQvOrO85BPYr7kawLCD82rMfTndpiA2wCYYoXByA9ulGkaV8CF46nbB8#_blank
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/apply-enter-pei-family-support?fbclid=IwAR3pQvOrO85BPYr7kawLCD82rMfTndpiA2wCYYoXByA9ulGkaV8CF46nbB8#_blank
https://www.princeedwardisland.ca/en/service/apply-enter-pei-family-support?fbclid=IwAR3pQvOrO85BPYr7kawLCD82rMfTndpiA2wCYYoXByA9ulGkaV8CF46nbB8#_blank

