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新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月２６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２６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 

（２５日） 

55079 (+142) 5448 (+7) 25845 (+56) 524578(+4351)  487 (-13) 

（内 ICU 患者：50 (-21)） 

(MTL) 

（２５日） 

27149 (+56) 3342 (+3) - - - 

NB 165 (0) 

 

2 (0) 

 

13 (-1) 

 

42150 (+460) *** 2 (0)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

NS 1061 (0) 63 (0) 0 (0)  52553 (+287) 2 (0)  

（内 ICU 患者：0 (0)） 

PEI 

（２５日） 

27 (0)  

 

0 (0)  

 

0 (0)  

 

10445(+144） 

 

0(0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

NL 

 

261 (0) 

 

3 (0)  

 

0 (0)  

 

17058 (+157) *** 

 

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。 
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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 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】 

（２６日）トルドー首相が訪問先のオンタリオ州で記者会見を行い，オンタリオ州とケベック州の長期介護施設に派遣し

ているカナダ軍は一部を除いて撤退し，代わりに赤十字が到着する予定であると発表。 

L’armée fait place à la Croix-Rouge dans les CHSLD 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-26/l-armee-fait-place-a-la-croix-rouge-dans-les-chsld 

 

【２ ケベック州】 

（１）（２６日）ケベック州政府は２５日，感染者数を今後は週１回のみ毎週木曜に公表すると一旦発表したものの，専門

家や医療関係者等からの批判を受け，ドゥベ保健大臣は来週月曜から毎日公表することに戻すとツイッターで発信。 

Les bilans quotidiens de la COVID de retour lundi 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/26/les-bilans-quotidiens-de-la-covid-de-retour-lundi 

 

（２）（２５日）コラム：今後は感染者等発表を週１回にすることを州の祝日であった２４日に発表したケベック州政府に

ついて，この決定は信用のおける他国・地域の迅速な報告活動から離脱する動きである。それに人々は感染者急増

や第２波到来がいつでも起こりうるというのにパンデミックの変わりゆく状況を知らされないことになる。感染状況が落

ち着いたのでより安定したデータを提供するため発表を週１回にするというアルダ州保健局長の説明はまた，州民が

対人距離を守っていないと心配する同氏自身の発言と矛盾している。日々の感染者数等発表がなければ人々はいっ

そう警戒しなくなる。データの政治化と隠蔽は州民に害を及ぼすばかりでなく州民の知性を侮辱している。 

Failure to report COVID-19 cases leaves public in the dark (Allison Hanes – Journalist – The Gazette) 

https://montrealgazette.com/news/local-news/allison-hanes-failure-to-report-covid-19-cases-leaves-public-in-

the-dark 

Quebec's decision to end daily COVID-19 updates not a coverup, Arruda says 

https://montrealgazette.com/news/quebec/completely-incomprehensible-for-quebec-to-end-daily-covid-19-

updates-anglade 

 

（３）（２６日）ケベック州民を対象とした各種世論調査： 

１）７０％の回答者が２メートルの対人距離を守っており，手洗いと肘裏に咳をしているのはそれぞれ９５％と９３％と高

いのに対し，マスク着用の習慣を身につけたのは全体で４２％と低めで，１８～３４歳についてはたったの２７％と若年

層ほど浸透していない。２）バー，ジム，旅行等は多くの人が，ワクチンができるまでは再開しないと回答。３）９２％の

回答者がテレワークを引き続き取り入れたいと思っており，オフィス勤務のみを希望しているのはわずか８％のみ。 

Les Québécois moins enclins au port du masque 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-26/les-quebecois-moins-enclins-au-port-du-masque 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-26/l-armee-fait-place-a-la-croix-rouge-dans-les-chsld
https://www.tvanouvelles.ca/2020/06/26/les-bilans-quotidiens-de-la-covid-de-retour-lundi
https://montrealgazette.com/news/local-news/allison-hanes-failure-to-report-covid-19-cases-leaves-public-in-the-dark
https://montrealgazette.com/news/local-news/allison-hanes-failure-to-report-covid-19-cases-leaves-public-in-the-dark
https://montrealgazette.com/news/quebec/completely-incomprehensible-for-quebec-to-end-daily-covid-19-updates-anglade
https://montrealgazette.com/news/quebec/completely-incomprehensible-for-quebec-to-end-daily-covid-19-updates-anglade
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-26/les-quebecois-moins-enclins-au-port-du-masque
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Sondage CROP: reprendre la vie d’avant? Pas si vite! 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-26/sondage-crop-reprendre-la-vie-d-avant-pas-si-vite 

 

【３ ノバスコシア州】  

（２６日）さらなる再開措置に関し，州政府による記者会見の要旨以下のとおり。 

• Restaurants and licensed liquor establishments can operate at 100% capacity (respecting established 

spaced-out seating) and can serve patrons until midnight. 

• Private campgrounds can operate at 100% capacity.Public pools, beaches, playgrounds can reopen. 

• Individuals in homes funded by the Disability Support Program can now resume going out into their 

communities. 

All must continue to observe Public Health protocols and regulations, and sector plans. 

• As of July 3rd, some gathering limits will increase: details are available on NS 

website: https://novascotia.ca/news/release/?id=20200626005 

• The Atlantic bubble will be in place effective July 3. 

• With the reopening of the province and easing of restrictions, Public Health now recommends that all 

Nova Scotians who are in a situation where they are out and around people outside of their family and 

physical distancing cannot be maintained should be wearing a non-medical mask (public transit, 

gatherings, grocery stores and retail stores, etc.). Only exceptions are children under 2 and people 

with specific conditions preventing them from wearing a mask. 

• Due to the concerning COVID-19 situation in the U.S., the 2020 Yarmouth Ferry service (Bar Harbor, 

Maine, US to Yarmouth, Nova Scotia) is cancelled. 

 

【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 

（２６日）Premier Higgs expects more restrictions to be lifted by mid-July 

This could include allowing visitors into New Brunswick from outside Atlantic Canada 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/canada-travel-restriction-bubble-atlantic-1.5628260 

 

プリンスエドワードアイランド州 

（２６日）Phase 4 and beyond will be a new way of life, a new “normal” for Prince Edward Island. 

Renew PEI, Together (Phase #4, June 26) 

https://www.princeedwardisland.ca/en/information/health-and-wellness/phase-4 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

（２５日）Premier Ball Announces Changes to Travel Restrictions at Labrador-Quebec Border 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/exec/0625n05/ 

（了） 
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