
1 

 

新型コロナウイルスをめぐる最新の動き（６月３０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３０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 

 

55458 (+68) 5503 (+18) 25157 (-146) 551091 (+15546)  435 (-20) 

（内 ICU 患者：38 (-7)） 

(MTL) 

 

27299 (+29) 3376 (+15) - - - 

NB 165 (0) 

 

2 (0) 

 

4 (-1) 

 

43162 (+237) *** 2 (0)  

（内 ICU 患者：1 (0)） 

NS 1062 (+1) 63 (0) 0 (0)  53544 (+281) 2 (0)  

（内 ICU 患者：0 (0)） 

PEI 

 

27 (0)  

 

0 (0)  

 

0 (0)  

 

11533 (+187） 

 

0(0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

NL 

 

261 (0) 

 

3 (0)  

 

0 (0)  

 

17780 (+231) *** 

 

0 (0)   

（内 ICU 患者：0 (0)） 

（注：カッコ内は前日比。） 

*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 

◎（６月２９日）当館からのお知らせ 

当館は３月１０日から各州の新型コロナウイルスをめぐる情勢について，政府発表や関連報道等を取りまとめ，毎

日当館ホームページや領事メールなどを通じ皆様に状況をお伝えしてきました。（注：領事メールを通じた御報告につきま

しては５月２９日に停止。） 

一方，最近は各州において状況は安定しつつあり，また経済再開や規制緩和もある程度進展したことに伴い，新型

コロナウイルスに関する各州政府関係者の記者会見・発言や報道等も以前より減りつつあります。 

この状況を受けまして，当館ホームページを通じた皆様への本件情報提供につきましても，７月からその分量を縮

小し，毎日御報告するのは各州の感染者数等とさせていただきます。他方，引き続き再開・規制緩和に関する情報や

大きな動きがあった際には，随時情報を当館ホームページに掲載・アップデートいたしますので，ご参照ください。 

各州において状況は安定しつつあるとはいえ，第２波の懸念など引き続き油断のできない状況が続いています。皆

様におかれましては，感染を避けるために十分な予防策を継続していただくようお願いします。 

 

◎（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。
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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 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】 

（１）（３０日）エア・カナダが３０の地方航路と８箇所の空港への帰航停止を発表。 

https://aircanada-fr.mediaroom.com/2020-06-30-Air-Canada-interrompt-le-service-sur-30-lignes-

regionales-et-ferme-huit-escales-au-Canada 

[停止航路] 

・大西洋州 

Deer Lake-Goose Bay, Deer Lake-St. John's, Fredericton-Halifax, Fredericton-Ottawa, Moncton-Halifax, Saint 

John-Halifax, Charlottetown-Halifax, Moncton-Ottawa, Gander-Goose Bay, Gander-St. John's, Bathurst-

Montréal, Wabush-Goose Bay, Wabush-Sept-Îles, Goose Bay-St. John's 

・ケベック州，オンタリオ州 

Baie-Comeau-Montréal, Baie-Comeau-Mont-Joli, Gaspé-Les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé-Québec, Sept-Îles-

Québec, Val-d'Or-Montréal, Mont-Joli-Montréal, Rouyn-Noranda-Val-d'Or, Kingston-Toronto, London-Ottawa, 

North Bay-Toronto, Windsor-Montréal 

・カナダ西部 

Regina-Winnipeg, Regina-Saskatoon, Regina-Ottawa, Saskatoon-Ottawa 

[帰航停止] 

Bathurst (Nouveau-Brunswick), Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador), Gaspé (Québec), Baie-Comeau 

(Québec), Mont-Joli (Québec), Val-d'Or (Québec), Kingston (Ontario), North Bay (Ontario) 

 

（２）（３０日）カナダの今年 4 月の GDP は，営業が必要不可欠とされない企業が休業したことが主因となり，マイナス

11.6％を記録。 

https://aircanada-fr.mediaroom.com/2020-06-30-Air-Canada-interrompt-le-service-sur-30-lignes-regionales-et-ferme-huit-escales-au-Canada
https://aircanada-fr.mediaroom.com/2020-06-30-Air-Canada-interrompt-le-service-sur-30-lignes-regionales-et-ferme-huit-escales-au-Canada
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Plongeon record de l’économie canadienne en avril  

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-30/plongeon-record-de-l-economie-canadienne-en-

avril.php 

 

（３）（３０日）ＥＵは 7 月 1 日よりカナダや日本を含む 15 カ国（米国は除外）からの旅行客に対し国境を再開。しかし，

カナダ側は 7 月 31 日まで一部例外を除きカナダ人以外に対する国境閉鎖措置を延長。 

L'Union européenne rouvre ses frontières à 15 pays, dont le Canada 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/lunion-europeenne-rouvre-ses-frontieres-a-15-pays-dont-le-

canada-2eaf0b60e4c53fa0eff04a071307ad1a 

 

L’Europe s’ouvre aux Canadiens, mais pas l’inverse  

https://www.lapresse.ca/voyage/2020-06-30/l-europe-s-ouvre-aux-canadiens-mais-pas-l-inverse.php 

 

【２ ケベック州】 

（１）（３０日）ルゴー州首相ほかが記者会見を行ったところ，要旨以下のとおり。 

●７月１３日より公共交通機関において原則マスク着用を義務化（7/13-7/27 までは移行期間としマスクを着用してい

なくとも寛容・柔軟に対応）。年齢別の具体的対応は以下のとおり。違反した場合は公共交通機関を利用できない。 

- ０歳～２歳未満 ：マスクは着用しない。 

- ２歳～１２歳未満：マスク着用は義務化されないが着用を強く奨励。 

- １２歳以上    ：着用は義務。 

●商店や公共施設において現時点でマスク着用は義務化しないが，２メートル確保できない場合は着用を奨励。 

●（質問に答え，）タクシーは公共交通機関に含まれる。違反をしても罰金はない。 

 

（２）（２９日）ケベック州保健研究所（INSPQ) が，同州における感染動向についてラバル大学と共同で行った予測「新

型コロナウイルス動向に関する疫学・モデル（報告書４）」(Épidémiologie et modélisation de l'évolution de la 

COVID-19:rapport4 )を発表。 

●モントリオール圏において，対人距離措置が現状と同じ水準で維持された場合には１００％の確率で入院者数，死

者数とも安定または減少する。他方，対人距離措置が維持されない場合，約５０％の確率で入院者数，死者数とも７

月に再び増加に転じ，８月には加速度的に増加する可能性。 

●今夏広く感染が再発する可能性は低いが，特定の場所でクラスターが起きる可能性はある。 

Épidémiologie et modélisation de l'évolution de la COVID-19 : situation au 29 juin 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/29-juin 

 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-30/plongeon-record-de-l-economie-canadienne-en-avril.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-30/plongeon-record-de-l-economie-canadienne-en-avril.php
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/lunion-europeenne-rouvre-ses-frontieres-a-15-pays-dont-le-canada-2eaf0b60e4c53fa0eff04a071307ad1a
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/lunion-europeenne-rouvre-ses-frontieres-a-15-pays-dont-le-canada-2eaf0b60e4c53fa0eff04a071307ad1a
https://www.lapresse.ca/voyage/2020-06-30/l-europe-s-ouvre-aux-canadiens-mais-pas-l-inverse.php
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/projections/29-juin
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（参考：６月３０日１２時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

（参考：６月３０日１１時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ノバスコシア州，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】 

特になし。 

（了） 


