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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月１９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１９日（金）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 54550 (+167) 5375 (+35) 26203 (-86) 496727 (+6016) 574 (-63) 

（内 ICU 患者：62 (-3)） 

(MTL) 26937 (+64) 3298 (+31) - - - 

NB 164 (0) 

 

2 (0) 

 

27 (0) 

 

39806 (+506) *** 2 (-1)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

NS 1061 (0) 62 (0) 1 (-1)  50540 (+300) 2 (0)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

PEI 
 

27 (0)  

 

0 (0)  

 

0 (0)  

 

9539（+206） 

 

0(0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

NL 261 (0) 

 

3 (0)  

 

0 (0)  

 

15573 (+251) *** 

 

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。 



2 

 

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】（※本日はトルドー連邦首相による記者会見で新型コロナウイルス関連の発表はありませんでした。） 

（１）（１９日）連邦政府が後押しする感染追跡アプリが真に効果を発揮するには，州政府と同保健当局からのインプッ

トが必要である。ケベック州政府は現在同アプリの使用可否を検討中。 

Dépister et pister 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/581034/point-de-presse-trudeau-18-juin 

 

（２）（１９日）ＷＨＯが，隔離解除が進む世界各地は危険な段階にあるとし厳重警戒を呼びかけ。１８日（木）に報告さ

れた世界の新規感染者数１５万人のうち半数近くがアメリカ大陸で確認されており，南アジアや中東でも感染が広が

っている。 

Déconfinement: le monde est entré dans une «phase dangereuse», dit l'OMS 

https://www.lapresse.ca/international/2020-06-19/deconfinement-le-monde-est-entre-dans-une-phase-

dangereuse-dit-l-oms 

 

【２ ケベック州】（※本日はルゴー州首相による記者会見は行われませんでした。） 

（１）（１９日）モントリオール空港が新たな感染防止策を発表。搭乗客は３ヶ所に限られる空港出入口で検温や手洗い

等チェックが行われ，空港内はマスク着用が義務付けられる。また送迎見送りの人は空港内の立ち入りは原則禁止

となる。 

Nouvelles mesures pour sécuriser les voyageurs 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/19/nouvelles-mesures-pour-securiser-les-voyageurs 

 

（２）（１９日）州政府が最新の財政状況を発表。今年度の赤字は史上最悪となる１５０億加ドルを予測。同予測では第

２波到来による潜在的リスクも考慮している。均衡財政に戻るまでに５年はかかる見込み。 

Déficit «historique» de 15 milliards à Québec 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-19/deficit-historique-de-15-milliards-a-quebec 

 

（３）（１９日）州政府が高齢者住宅(RPA)と中間リソース施設(RI)でも外出と訪問の一部再開許可。 

Visites permises dans les résidences pour personnes âgées 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-19/visites-permises-dans-les-residences-pour-personnes-agees 

 

（４）（１９日）本日から再開したモントリオールのショッピングモールは昼時点，閑散としている。 

Achalandage timide pour la réouverture des centres commerciaux 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/19/achalandage-timide-pour-la-reouverture-des-centres-commerciaux 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/581034/point-de-presse-trudeau-18-juin
https://www.lapresse.ca/international/2020-06-19/deconfinement-le-monde-est-entre-dans-une-phase-dangereuse-dit-l-oms
https://www.lapresse.ca/international/2020-06-19/deconfinement-le-monde-est-entre-dans-une-phase-dangereuse-dit-l-oms
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/19/nouvelles-mesures-pour-securiser-les-voyageurs
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-19/deficit-historique-de-15-milliards-a-quebec
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-19/visites-permises-dans-les-residences-pour-personnes-agees
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/19/achalandage-timide-pour-la-reouverture-des-centres-commerciaux
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（参考：６月１８日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

 

（参考：６月１８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】  

特になし。 
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【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 

（１）（１９日）Province takes next step in recovery; no new cases reported; Zone 5 remains orange 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0362.html 

Testing is now open to anyone experiencing just one symptom on the list provided. 

Further restriction relaxation in Yellow Zones effective Friday, June 19: 

 Overnight camps will be allowed to open. 

 Indoor visits with one visitor at a time for residents of long-term care facilities will be permitted, if the 

facilities are able to do so. (Unless the visitor requires support, in which case, two visitors at a time will be 

allowed.) 

 NB residents no longer need to self-isolate when returning from work in another Canadian province or 

territory but they should self-monitor. 

 Canadian residents owning property in NB will be permitted to enter the province provided they self-

isolate for 14 days, or the duration of their visit if it is shorter than 14 days. 

 Canadian residents can visit family members in NB provided they self-isolate for 14 days, or the duration 

of their visit if it is shorter than 14 days. 

 All organized sports are permitted with appropriate distancing and sanitizing. 

 The limit of 50 people has been lifted for churches, swimming pools, saunas, waterparks, rinks, indoor 

recreational facilities and organized sports. There can be more people if there is the ability to maintain 

physical distancing between participants that are not close friends and family. 

 Indoor event venues having controlled entry or controlled seating (e.g. tickets) must maintain records of 

users’ contact information to allow Public Health to conduct targeted follow-up should there be a 

COVID-19 exposure at the facility. 

 Campbellton Zone 5 remains an Orange Zone for now. 

 

（２）（１９日）The Atlantic premiers have said they want to provide safe and efficient travel in the region without 

the need to self-isolate for 14 days, which would allow for tourism and family visits. 

Atlantic travel bubble will have to wait until early July, N.B. premier says 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-recovery-yellow-atlantic-bubble-

1.5618092 

  

（３）（１８日）Heading to the Magdalen Islands by car? You can stop in New Brunswick, but only for gas 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/new-brunswick-magdalen-islands-car-tourism-quebec-1.5617919 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（１９日）  Education Minister Brad Trivers announced PEI is planning to have all Island students back in 

classrooms this fall with permission from the Chief Public Health Office (CPHO). 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/news/news_release.2020.06.0362.html
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-recovery-yellow-atlantic-bubble-1.5618092
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/covid-19-new-brunswick-recovery-yellow-atlantic-bubble-1.5618092
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/new-brunswick-magdalen-islands-car-tourism-quebec-1.5617919
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P.E.I. students should plan to be back in classrooms this fall 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-legislature-covid-19-return-to-school-1.5617689 

 

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/prince-edward-island/pei-legislature-covid-19-return-to-school-1.5617689

