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当地における新型コロナウイルス感染症に関する情報（９月２４日） 
 

在モントリオール日本国総領事館 

 
１ 新型コロナ感染者数等の状況（９月２４日，各州政府 HP から） 

  感染者数
（累計） 

死亡者数 入院者数 

ケベック州 69670 
(+582) 

5810 (+1) 
  

184 (+6) 
（内 ICU患者：31 (+1)） 

（モントリオール） 32063 
(+247)  

3477 (0)  - 

ニューブランズウィッ
ク州 

199 (+2) 2 (0) 
  

0 (0)  

（内 ICU患者：0 (0)） 

ノバスコシア州 1087(0) 65 (0) 0 (0)  
（内 ICU患者：0 (0)） 

プリンスエドワード 

アイランド州 (9/23付)   

58  0  
  

- 

ニューファンドランド・
ラブラドール州 

272 (0)  3(0)   
  

0 (0)   
（内 ICU患者：0 (0)） 

（注：カッコ内は前日比。） 

 



2 

 

 

 

２ 新型コロナに関連した当地の主な報道等 

 

カナダ連邦 

23 日夕刻、トルドー首相からの国民に向けたメッセージが当地主要メディアで放映されたところ、概要以下のとおり。 

●新型コロナウイルスの感染拡大について 

・我が国は既に第二波に見舞われ、岐路に立っている。春のシャットダウン時の状況よりも悪化。今後さらに悪化の可

能性もあり。 

・現在の数値は我々の二週間前の行動の結果であり変えることはできないが、１０月の数値は現在の行動により変え

ることができる。我々はその行動次第で第二波を抑えることは可能である。サンクスギビングデーまでには困難かもし

れないが、クリスマスまでには抑えることも可能である。 

・春に比して我々は感染拡大防止のための様々なツールを有している。マスクを着用すること、新型コロナウイルス追

跡アプリをダウンロードすること、手を洗うこと、ソーシャルディスタンスを確保すること、インフルエンザの予防接種を

受けること、公衆衛生勧告に従うこと、社交を制限し感染リスクを避けることなどを今一度各自が警戒を怠らずに実践

してほしい。 

●スローン・スピーチのハイライト 

我々はこの危機を乗り越えるため、以下の４つの柱に基づきアプローチをしていく。 

① 加国民の健康の確保 

・高齢者長期介護施設問題について、州・準州とともに引き続き取り組み、新たなナショナル・スタンダードを作る 

・これまで、ワクチン・治療薬の確保、PPE(個人防護機材)の国内生産体制の強化、緊急対策チームの立ち上げなど

を行ってきたが、今後、可能な限り速やかに新たな検査が可能となるようにする 

・加国民の健康確保は経済にとっても好ましいことから、加国民の健康確保を第一の優先課題として取り組む 
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② 今般の危機下における加国民への支援 

・失業保険(EI)を通じた支援の強化、緊急賃金援助(CEWS)の来夏までの継続、加緊急ビジネス勘定(CEBA)の拡大

等を行う 

・短期的措置としては、引き続き回復のための投資を責任ある方法により行っていく 

③ パンデミックにより明らかとなった社会のギャップの修正 

・チャイルドケアの改善、ファーマケアの向上、ホームレスをなくすための投資、ハウジングの支援等を行う 

・気候変動技術に知識を有するエネルギーセクター及びその他のセクターとともに将来の経済を形作っていく 

④ 先住民との和解および構造的人種差別との戦い 

・多様性は我々の強みであるだけでなく、我々の競争力を強化するもの 

・英仏２つの公用語を引き続き保護 

我々は、(感染者数の)カーブを抑えることができる。また、より強い将来を作ることができる。我々の将来は我々の手

中にある。我々加人は共にあればできないことなどない。 

 

ケベック 

Le Québec aurait assez de lits pour les quatre prochaines semaines  
Le Québec dispose d’un nombre suffisant de lits dans les hôpitaux pour accueillir les patients atteints de COVID-

19 au cours des quatre prochaines semaines, à condition que le taux de transmission demeure le même. Selon 

l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), 2100 lits ont été libérés dans les hôpitaux 

et ce nombre apparaît suffisant. Dans la première vague, 24 % des cas touchaient des gens de l’extérieur de 

Montréal, Laval et la couronne. Cette fois, ce pourcentage s’établit à 51 %. 
https://www.ledevoir.com/societe/sante/586499/le-quebec-aurait-assez-de-lits-pour-les-quatre-prochaines-

semaines 

  
À Québec, la deuxième vague se fait déjà sentir dans les résidences pour aînés  
La deuxième vague frappe fort dans les résidences pour personnes âgées de la ville de Québec, avec plus de 

160 cas, tant chez les résidents que chez les employés, et déjà une dizaine de décès. 
https://www.ledevoir.com/societe/sante/586564/a-quebec-la-deuxieme-vague-se-fait-deja-sentir-chez-les-

aines 
 

大西洋４州 

ノバスコシア  

Nova Scotia looks to adopt B.C. COVID-19 test, but lacks cases for verification 

Nova Scotia is working to implement the COVID-19 swish, gargle and spit test recently introduced for school-

aged children in British Columbia, but right now there aren't enough cases to confirm the testing method. 

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-swish-gargle-spit-test-low-cases-1.5734074 

 

ニューブランズウィック  

Province holds the line as COVID cases spike outside the bubble 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/586499/le-quebec-aurait-assez-de-lits-pour-les-quatre-prochaines-semaines
https://www.ledevoir.com/societe/sante/586499/le-quebec-aurait-assez-de-lits-pour-les-quatre-prochaines-semaines
https://www.ledevoir.com/societe/sante/586564/a-quebec-la-deuxieme-vague-se-fait-deja-sentir-chez-les-aines
https://www.ledevoir.com/societe/sante/586564/a-quebec-la-deuxieme-vague-se-fait-deja-sentir-chez-les-aines
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/covid-19-rinse-and-spit-test-school-aged-children-bc-1.5728927
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/covid-19-rinse-and-spit-test-school-aged-children-bc-1.5728927
https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nova-scotia-covid-19-swish-gargle-spit-test-low-cases-1.5734074
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New Brunswick officials are sounding a cautious note about opening the Atlantic bubble to the rest of 

Canada now that cases are spiking in Quebec, Ontario and some western provinces. 

Premier Blaine Higgs and Chief Medical Officer of Health Jennifer Russell were both non-committal about a 

timetable for allowing visitors to enter New Brunswick without having to self-isolate for 14 days. 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/province-atlantic-bubble-1.5736027 

 

以上 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/province-atlantic-bubble-1.5736027?cmp=rss

