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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月１７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１７日（水）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 54263 (+117) 5298 (+29) 26416 (-111) 485132 (+4772) 690 (-28) 

（内 ICU患者：72 (-5)） 

(MTL) 26815 (+58) 3238 (+22) - - - 

NB 164 (+1) 

 

2 (0) 

 

29 (-1) 

 

38714 (+871) *** 4 (0)  

（内 ICU患者：1 (0)） 

NS 1061 (0) 62 (0) 2 (0)  49775 (+377 2 (0)  

（内 ICU患者：1 (0)） 

PEI 27 (0)  

 

0 (0)  

 

0 (0)  

 

9211 

（１５日比+236） 

0(0) 

（内 ICU患者：0 (0)） 

NL 261 (0) 

 

3 (0)  

 

1 (0)  

 

15143 (+222) *** 

 

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】（※本日のトルドー首相の記者会見では特段の発表はなかった。） 

（１）連邦政府が６月２２日より３１の国立公園のキャンプ場再開を発表。まずは予約済みの人からキャンプ場が利用

可能となる。 

Les sites de camping des parcs nationaux rouvriront lundi  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-17/les-sites-de-camping-des-parcs-nationaux-rouvriront-lundi 

 

（２）今年度の予算をまだ発表していない連邦政府が７月８日に財政状況報告を行うと発表。現況を鑑み通常よりも簡

単な内容になる見込み。 

Un «portrait» de l'économie d’Ottawa le 8 juillet  

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-06-17/un-portrait-de-l-economie-d-ottawa-le-8-juillet 

 

【２ ケベック州】 

（１）（１７日）シャレ州教育副大臣兼女性の地位担当大臣他が記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。 

●６月２２日より次の再開を許可：屋内スポーツ施設（プール，アリーナ，ジム等），集団スポーツの試合，ビーチ。 

●格闘技は個人トレーニングを除き引き続き禁止。 

●（問いに答え）ロッカーやシャワー等の共用スペースは使用しないことを強く勧めるが禁止ではない。 

●（中国で再び感染者数が増えていることについて，）ケベック州にも第二波が到来することはほぼ確実である。 

（州政府発表） 

Le gouvernement du Québec annonce une nouvelle phase de déconfinement sportif 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2806177257 

（州政府の各種再開情報ページ） 

Reprise des activités sportives, de loisir et de plein air 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/#c58743 

（関連報道） 

Les plages, piscines, gyms et arénas du Québec pourront rouvrir lundi 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712775/piscine-arena-gym-quebec-reouverture-22-juin 

 

（２）（１７日）世論調査：今年夏季休暇取得を考えている州民は２人に１人（昨年は７４％）。夏季休暇を取得すると回

答した州民の行き先は，４６％が州内，３１％が自宅，州外と回答したのはわずか１１％（昨年ケベック州内に残ると回

答した州民は５９％だった）。 

Seulement 11 % des Québécois espèrent voyager à l’extérieur de la province d’ici octobre  

https://www.ledevoir.com/economie/580925/sondage-vacances-imposees 

 

（３）（１６日）新規感染者数減少による検査戦略見直しにともない，１９日をもってモントリオールの移動検査バス運用

が終了。 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-17/les-sites-de-camping-des-parcs-nationaux-rouvriront-lundi
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-06-17/un-portrait-de-l-economie-d-ottawa-le-8-juillet
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2806177257
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1712775/piscine-arena-gym-quebec-reouverture-22-juin
https://www.ledevoir.com/economie/580925/sondage-vacances-imposees
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Montréal arrête le dépistage en cliniques mobiles  

https://www.ledevoir.com/societe/sante/580909/coronavirus-montreal-arrete-le-depistage-en-cliniques-

mobiles 

 

（４）（１７日）カネサタケ・ファーストネーション（モントリオール近郊やオカ州立公園そば）は，感染状況により再び道路

封鎖も辞さないとし，公衆衛生上の規則を尊重するよう訪問者に呼びかけ。 

Déconfinement à Kanesatake : des visiteurs et des commerçants font fi des règles 

https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1712591/deconfinement-coronavirus-kanesatake-grand-chef-

simon-patrouilles 

 

（５）（１６日）感染経路調査アプリは役に立つと同時に，限界があり差別や偏見の元となる可能性もあると専門家は指

摘している。これらアプリは携帯電話の位置情報データや Bluetoothテクノロジーを使って，感染者の近くにいた人に

辿って知らせてくれる。感染発生現場が特定できるので，州全域で再び完全ロックダウンを行わなくて済む。しかし高

齢者や経済的に恵まれない人の中にはこれらのテクノロジーを備えたスマホを持っていない人もいるし，収集データ

の悪用やプライバシー侵害を懸念する専門家や市民もいる。雇用主はアプリ使用を強制するだろうか，断ったらどうな

るのか等，疑問は残る。 

Les applications de traçage pour la COVID-19: alliées ou ennemies? 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/les-applications-de-tracage-pour-la-covid-19-alliees-ou-ennemies-

5a9272bae645e7efcc1d38f75cdac53b 

 

（６）（１６日）モントリオール市議会が，ロトランド（Marvin Rotrand）市議が提出した「アジア系市民に対するヘイト，差

別，暴力」を非難する動議を全会一致で採択。同市執行委員会メンバーに任命されこれが議長として最後の市議会と

なったアジア系のウォン（Cathy Wong）議長は市議たちに感謝の言葉を述べた。ウォン氏は同市執行委員会ではダ

イバーシティ，職場におけるインクルージョン，仏語，人種差別・差別対策を担当する。 

Montreal city council unanimously denounces anti-Asian racism 

https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-denounces-racism-towards-asians/wcm/a1b10d2a-

5faf-481b-b338-fbe2fe24f31e/ 

Plante names Cathy Wong as point person on racism and diversity 

https://montrealgazette.com/news/local-news/plante-names-cathy-wong-as-point-person-on-racism-and-

diversity/wcm/bcfbf91e-92dd-406c-a324-8efe14581a32/ 

 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/580909/coronavirus-montreal-arrete-le-depistage-en-cliniques-mobiles
https://www.ledevoir.com/societe/sante/580909/coronavirus-montreal-arrete-le-depistage-en-cliniques-mobiles
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1712591/deconfinement-coronavirus-kanesatake-grand-chef-simon-patrouilles
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1712591/deconfinement-coronavirus-kanesatake-grand-chef-simon-patrouilles
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/les-applications-de-tracage-pour-la-covid-19-alliees-ou-ennemies-5a9272bae645e7efcc1d38f75cdac53b
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/les-applications-de-tracage-pour-la-covid-19-alliees-ou-ennemies-5a9272bae645e7efcc1d38f75cdac53b
https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-denounces-racism-towards-asians/wcm/a1b10d2a-5faf-481b-b338-fbe2fe24f31e/
https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-denounces-racism-towards-asians/wcm/a1b10d2a-5faf-481b-b338-fbe2fe24f31e/
https://montrealgazette.com/news/local-news/plante-names-cathy-wong-as-point-person-on-racism-and-diversity/wcm/bcfbf91e-92dd-406c-a324-8efe14581a32/
https://montrealgazette.com/news/local-news/plante-names-cathy-wong-as-point-person-on-racism-and-diversity/wcm/bcfbf91e-92dd-406c-a324-8efe14581a32/
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（参考：６月１６日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

 

（参考：６月１６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】  

特になし。 

 

【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）Islanders looking for a job can now more easily find work in the seafood industry through a provincial 

labour program. 

Program connects Islanders with jobs in seafood industry 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/program-connects-islanders-jobs-seafood-industry 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（１７日）Fitzgerald said rules for gatherings could change in Alert Level 2. There are no set rules about gatherings 

in Alert Level 2 posted on the government's website, but public health is considering allowing gatherings of up 

to 50 people, if held outside. Not parties, but more formal, distanced gatherings (e.g. ceremonies, faith-based 

activities). 

N.L. moving to Alert Level 2 on June 25, as COVID-19 caseload remains steady 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-briefing-june-17-1.5615555 

 

（了） 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/program-connects-islanders-jobs-seafood-industry
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/covid-19-briefing-june-17-1.5615555

