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１ 伊澤修在モントリオール日本国総領事挨拶 

 

モントリオールも夏を迎えました。皆様お元気でしょうか。 

今月も色々なことがありました。 

総領事館としては，ケベック観光の拡大に努めています。その努力の一環として，６月終わり

にプルー・ケベック州観光大臣をお招きして，また，ＨＩＳ，ＪＴＢ他の日本の旅行代理店の代

表の方々に参加して頂き，ケベック州観光ラウンドテーブルを開催しました。ケベック観光の潜

在力，地域的取り組み，観光促進に向けて解決しなければならない課題等について，半日をかけ

て意見交換をしました。その後，プルー大臣は７月初めに訪日しました。観光の促進のためには，

息の長い，地道な取り組みが必要ですので，今後もこのような試みを続けていきます。 

先日は，柔道の国際大会 Judo Grand Prix 2019 が当地で開催され，日本の選手達が金メダル

を含め，多くのメダルを獲得しました。初めて柔道の国際大会を見ましたが，日本人の選手達の

パフォーマンスに感動しました。表彰式では，表彰台の横で日の丸の掲揚を体験しました。感無

量です。来年の東京オリンピックでは彼らが活躍すること間違いなしです。大会終了後，井上康

生監督率いる日本代表チーム他一行の皆様に公邸にお越し頂き，志道館の中村先生他の当地の柔

道関係者や柔道愛好家の皆様と懇親して頂きました。お子様達にとって良い思い出になったと思

います。 

スポーツに関連して。モントリオールでは，邦人の方々がモントリオール・ゴルフ会（略して

モンゴル会）を毎週開催しています。小官も日程の都合がつく限り参加しています。初めてモン

トリオールのゴルフ場の素晴らしさを知りました。コースコンディションも良いし，近くて，し

かも日本に比べてとっても安い。ゴルフが好きな方は是非ご参加ください。今月末には商工会に

よる総領事杯コンペも予定されています。 

 

 

２ 総領事館からのお知らせ 

（１）２０１９年７月，８月の休館日のお知らせ 



   ７月１５日（月）海の日 

 

 

３ 寄稿 ～ケベック－日本友好協会 代表 ゴーバン雅美より～ 

 

ケベックー日本友好協会の活動 

 

今年 5月に，尊敬するジャンヴァニエ氏が９０歳で亡くなりました。1981年私がカナダ，エド

モントン市に来ることになったのは，彼が作った知的障害者と健常者が一緒に暮らす家ラルシュ

（L’Arche）で働くためでした。フランス系カナダ人として初めてカナダ総督になったジョージ

ヴァニエ氏の息子として生まれましたが，贅沢を慎み，退役軍人となった後は，その生涯をカソ

リック教と障害者の為に捧げた方です。 

当時日本では，40人以上の障害者が一緒に暮らす施設でなければ，国からの援助を受けること

が出来ず，隔離されたような地域に施設は作られていました。しかしラルシュは，ノーマライゼ

ーションを目的とし，シェアハウスという形で 6～7人で町で生活します。私は，そこで 3年間暮

らし「決して強制はせず，時間のある人は時間を，お金のある人は寄付金を提供する，（賃金が支

払われていなくても）引き受けた仕事には責任を持つ」また「交通費や食事代など，掛かる費用

は自分で持つ」というカナダ人のボランティア精神を学びました。 

 

（１）ケベック―日本友好協会について 

当協会は 2018年 7月に外務大臣表彰を頂戴しました。日本文化紹介活動が評価されたそうです。

当協会は NPO登録団体で会員数が 260名程おります。 

全てボランティアで運営されていて，日本語センターのお母様達や茶道の方々，若い移民やケ

ベック人が積極的に活動してくださっています。特に新年会のボランティアは，会費を支払って

いるのにお弁当を食べる時間がないほど忙しく働きますが，終了後は，やり終えた達成感や一緒

に働いた一体感があり「次も声をかけてください」と皆さん，おっしゃってくださいます。 

ケベック―日本友好協会は，2000年 4月に夫や有志と一緒に立ち上げました。当時ケベック市

に住む邦人は約 80人で，街中で会う事は，ほとんどありませんでした。最初の活動は，4月 2日

のメープルシロップ小屋食事会で，口コミで誘い合い日本人とケベック人 71名がお互いを紹介し

あいました。 

2002年にモントリオ―ル総領事館から塩口元総領事をクリスマス会にお迎えし，当地の邦人は，

初めて総領事とお話しする機会を得ました。以後，歴代の総領事のご臨席を賜り，2008年新年会

で西岡元総領事にケベック市での「一日領事サービス」をお願いしましたところ，すぐに応じて

くださって現在は年に２度開催していただき便利になりました。 

前後しますが 2006年に Expo Cite（ケベック万博会場）で日本が主催国となり，四宮元総領事

が雅楽の演奏や伝統工芸品店，紅型染の作家を招き，11日間催しを行い，予想を上回る多くのケ

ベック人が訪れ，日本の人気を目の当たりにしました。 

以後，新年会は親睦会から日本文化紹介へとミッションを変え，茶道，書道，墨絵，武術，日

本の曲の演奏等を行い，日本を知っていただく機会としました。日本に関する紹介の問い合わせ



が頻繁に来るようになり，先生方に小学校，高校，セジェップ，聾唖者学校，癌患者ホスピス，

市立図書館，州立美術館，文明博物館へ行っていただいています。 

文化紹介は，必ず「先生」と呼ばれる方にお願いして「本物」を見ていただくように努力して

います。折り紙は，ケベック市の依頼で 2017年「折り紙展」開催中 6か月間日曜日の午後に当協

会会員がアトリエを行い，毎週違う作品を 1355人（6カ月の総数）にお教えし，折り紙人気の大

きさに私たちも驚きました。 

 

（２）募金活動と交流会 

当協会は，日本で災害があった時に募金を行ったり，日本から来られる生徒との交流会，スポ

ーツチームの応援なども行っています。 

募金活動は，2011年東日本大震災の時，カナダ赤十字と一緒に，そしてナデシコン祭りの時に

募金バザーを行いました。外務省主催の「絆プロジェクト」で茨城県立日立第 2高等学校生 25人

がケベック市を訪問すると聞き，それまでホテルのバンケットルームで行っていた新年会を職業

専門学校のカフェテリアに替え，募金を集め，食事は，会員が集まって作り，経費を抑えて，高

校生に「犬ぞり体験」をプレゼントしました。 

さらに大震災で日本旅行が中止になったロシュベル高校の生徒たちとの交流昼食会も企画し，

実施しました。ケベック市訪問前に生徒同士をペアにしてメール交換をして貰っていたので，お

互いのメル友に会った時の様子は，感動的でした。翌年，新井元総領事に提案をして，ケベック

市の高校生に日本へ行ける機会を与えていただき，ロシュベル高校 40人と校長先生，引率の先生

2人が外務省「架け橋プロジェクト」で京都に行き，後に訪問先の京都嵯峨野高校と姉妹校にな

りました。帰国後，報告会に招かれ生徒一人一人から楽しかったホームスティの思い出を聞くこ

とができ，少しでも手伝いができて嬉しく思いました。 

ケベック市には日本から小学生のアイスホッケーチームも来ますが，このような小学生や高校

生の交流会のセッティングは，子供達だけでは難しく，私達，大人がしなければならないと思っ

ています。私は，22歳の時に苫小牧市代表で「青年の船」に乗船し，貴重な体験をさせていただ

きましたが，苫小牧青年会議所の方々が多くの時間を費やし，寄付を集め，私を送り出してくだ

さった理由がこの歳になって，やっと分かる様になりました。 

 

（３）桜プロジェクト 

5 月 26日に「第一回桜祭り」を行いましたがオープニングは，大雨でした。例年より 2週間開

花が遅れ，花も咲いていませんでした。 

伊澤総領事が「雨降って地固まる」とおっしゃってくださいましたが，予定していた行事の半

分もできなかったように思います。それでも無理を言って来ていただいた嵐太鼓の演奏は，特に

素晴らしく，ケベック人の心を打ちました。媚がない本物の迫力に日本人もケベック人も感動し，

日本に和太鼓という楽器があることを自慢に思いました。今回，嵐太鼓をケベックに呼びたい一

心で，協会発足 20年目にして，初めて寄付金というものを企業にお願いしました。会場のドメン

メゼレ公園の宣伝が良かったのか雨天にも係わらず来場者数 300人で，茶道や墨絵，折り紙を楽

しんでくださいました。 

「桜プロジェクト」は，2014年から準備を始め，2017 年に三菱田辺製薬カナダホールディング



ス前社長笹生様のご協力で実現しました。 

1 本の桜の植樹には，将来の維持費を含めると 1000 ドルくらい掛かりますので「数本から植樹

を始め，毎年増やす」と企画していましたが，三菱田辺製薬株式会社がケベック市にある子会社

MEDICAGO社に寄付をして，それをさらにケベック市に寄付をし，2018年 7月に 75本もの桜の植

樹が終了しました。ケベック市は，当初，気候に合う林檎の木を薦めてくださいましたが「桜の

植樹」という条件で寄付をいただいている以上，何としても桜でなければなりません。 

緑化担当課，市会議員，植物園担当者に「日本の桜は，ケベックの土壌に合わず，耐久性がな

い」と反対されましたが協議の結果，アメランシエ（四手桜）になりました。この木は，桜の一

種で，小さな白い花が咲き，寒冷地ケベックで，40年以上も生きていく逞しい樹だそうです。 

来年は，5月 31 日日曜日に「桜祭り」を行います。嵐太鼓もお招きします。今年が雨だった分，

来年への期待は高まるばかりです。 

皆様のボランティア精神に支えられ，当協会が四手桜のように長く，逞しく育ってくれるよう

に願っています。 

 

ケベック－日本友好協会 

代表 ゴーバン雅美 

 

 

４ 領事便り 

（１）当館管轄州での９月の領事出張サービスについて 

 当館では，モントリオールから離れた地域にお住まいの皆様のために，領事出張サービスを実

施しています。 

９月の領事出張サービスについて，以下の日程で実施しますので，お知らせいたします。 

近隣にお住まいの皆様におかれましては，是非この機会をご利用くださいますよう宜しくお願

いいたします。 

 

○ハリファックス領事出張サービス 

日時  ： ２０１９年９月１５日（日）午後１２時３０分～午後４時 

場所  ： Halifax Central Library (Windsor Foundation Room（4F）) 

住所   ： 5440 Spring Garden Road, Halifax, NS, B3J 1E9 

申込締切：２０１９年８月３０日（金） 

【詳細】

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/oneday_halifax_20190915.html 

 

領事出張サービスに関するご照会は，当館領事班までお問合せください。 

電話 ： 514-866-3429（代） 

E-mail： consul@mt.mofa.go.jp 

 

 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular/oneday_halifax_20190915.html


（２）夏休みシーズンに海外渡航・滞在される皆様へ（再度のご案内） 

 ア 「たびレジ」登録のお願い 

在留届を提出されている在留邦人の方については，普段は海外安全情報配信サービス「たび

レジ」に登録する必要はありません。しかし，たとえば夏季期間中，第三国にお出かけの際は是

非，「たびレジ」の登録をお願いいたします。 

「たびレジ」に登録すると，渡航先の大使館・総領事館から日本語のメールで最新の安全情

報が届きます。また，大規模な事件・事故，テロ，自然災害等緊急事態が発生した場合，被害の

状況によっては，現地の大使館・総領事館から緊急連絡のメールが届き，安否の確認や必要な支

援などを受けることができます。 

ご登録はこちらから： https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 

 

イ 日本出入国時の顔認証ゲートについて（再度のご案内） 

日本の空港において，日本人が顔認証ゲートを利用する場合，パスポートに出入国印は押さ

れません。以下のような目的により，出入国印を希望される方は，顔認証ゲートを通過後，税関

検査前までに，顔認証ゲート後方にいる職員または各審査場事務室に申し出てください。 

  ・海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続 

  ・海外から帰国した場合における転入届に係る手続 

  ・年金保険に関する合算対象期間（免除期間）の証明手続 

  ・非居住者の免税手続 

  ・外国査証の申請手続 

  

詳細は以下の法務省ＨＰをご参照ください。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00168.html 

 

（３）教科書の無償給与申込みに際する日本国籍確認書類について（当館へ直接申込む方へ）（再

度のご案内） 

当館では，管轄地域に在住する義務教育学齢期にある日本人の子女のために，日本の教科書の

無償給与を行っています。 

毎年２回（春頃：後期分，秋頃：前期分）教科書の申し込みを受け付けています。 

今年９月頃の来年度前期分の教科書申込み受付時より，日本国籍確認書類の提示が必要となり

ますのでご案内いたします。 

 

【確認書類】 

 ・お子様の日本国旅券又は戸籍謄本（発行日から６ヶ月以内） 

 

※教科書の無償給与対象者の条件は，日本国籍を保持する義務教育学齢期の子女とされていま

すので，教科書の申込を行う予定の方は，あらかじめ上記書類をご準備願います。 

 

 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00168.html


５ 広報・文化便り 

当館では，日本関連行事に関する情報を随時募集しております。皆様ご自身が実施される日本

関連行事のほか，知り合いの方についての情報を（ culture@mt.mofa.go.jp ）までお知らせくだ

さい。毎月末までに原稿をいただければ翌月のメールマガジンに掲載することができます。ホー

ムページへの掲載は随時行います。 

（１）日加修好９０周年記念事業の募集 

 ２０１９年は，２０１８年に続いて，日本とカナダが外交関係設立９０年目を祝います。これ

は２０１８年が日本の公使館をカナダに設立して９０年目に当たり，２０１９年がカナダの公使

館を日本に設立して９０年目に当たるためです。日加両首脳により「日加協力新時代」と名付け

られた日加関係を，両国間の幅広い協力・交流を通じて一層盛り上げていくため，今年も引き続

き日加修好９０周年を記念するにふさわしい事業を募集し，「日加修好９０周年記念事業」とし

て認定します。周年事業として認定された事業は，広報媒体（ポスター，パンフレット，チラシ，

プログラム，ウェブサイト，看板，垂れ幕等）に「日加修好９０周年事業」の名称と新しいロゴ

マークを使用いただくことができるほか，管轄地区にある大使館又は総領事館の「日加修好９０

周年記念行事カレンダー」に掲載されることになります。奮ってご参加ください。 

 日加修好９０周年記念事業の認定基準，申請方法等，詳細はこちらからご確認ください。 

 https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/90th_event_2019.html 

 

（２）日加修好９０周年事業 

ア DiverseCity Multicultural Festivals（PEI） 

  プリンスエドワードアイランド州で毎夏行なわれている異文化交流フェスティバルです。日

本ブースの出展，よさこいのパフォーマンスなどが行われます。 

  日時：７月２１日（日）－Alberton 

  詳細はこちらからご確認ください。 https://www.facebook.com/DiverseCityPEI/ 

 

イ 祭ジャポン 

  祭ジャポン実行委員会が毎年開催し，今年で１８回目を迎える日本文化紹介行事です。盆踊

りや和太鼓，武道等のデモンストレーションの他，各種屋台が出店し，日本の夏祭りの雰囲気を

味わうことができます。 

  日時：８月３日（土）１１時～２０時 

  場所：日系文化会館 

     8155 rue Rousselot, Montreal 

  詳細はこちらからご確認ください。 https://www.festivaljapon.com/ 

 

ウ オタクソン２０１９ 

  日本のアニメ，マンガ，ビデオゲーム，ポップカルチャーに関するコンベンションです。 

  日時：８月１６日（金）～１８日（日） 

  場所：Palais des congres de Montreal 

     201 Viger Ave., Ouest, Montreal 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/90th_event_2019.html
https://www.facebook.com/DiverseCityPEI/
https://www.festivaljapon.com/


   詳細はこちらからご確認ください。 https://www.otakuthon.com/2019/home/ 

 

 期間中，当館協力事業として，日本の伝統文化紹介イベント，日本の観光に関する講演等を開

催の予定です。（参加にはオタクソンへの入場料の支払いが必要です。） 

 

６ 日本関連行事等のお知らせ 

＊以下の日本関連行事は，必ずしも当館が共催，後援，保証している行事ではありません。また，

同行事にて表明される意見等は日本国政府の公式見解とは異なる内容を含み得ます。行事詳細に

ついては，各主催団体へ直接お問合わせください。 

＊外部のサイトへのリンクは，あくまでも皆様へのご参考情報です。外部のサイトに掲載されて

いる内容や信頼性に関しましては，当館は一切責任を負いませんのでご了承ください。 

（１）日加修好９０周年記念事業 

ア モントリオール市立植物園日本館展示「Hiroshima, la vie en heritage」 

  モントリオール市と姉妹都市でもある広島市に関する展示が行われます。（植物園入園料が

かかります。） 

  期間：５月１５日（水）～１０月３１日（木） 

  場所：モントリオール市立植物園日本館 

     4101 rue Sherbrooke Est, Montreal 

  問合せ先：514-872-0607 

  詳細はこちらからご確認ください。 

  http://calendrier.espacepourlavie.ca/hiroshima-the-legacy-of-life-857793 

 

 イ GO-SOMEWHERE ! 

  ５人の日本人若手芸術家（Tomoko ASO，Akiko TAKEUCHI，Kurumi WAKAKI，Mami YONEKURA，

Tsubomi YONEKURA）による作品展示がモントリオール，タドゥサック，ウェイクフィールド等，

ケベック州を含む北米各地で行われます。 

  展示期間：７月１３日（土）～８月１７日（土） 

  詳細はこちらからご確認ください。 https://www.gosomewhere.ca/ 

 

ウ エスパス・ジャポンでのイベント（ケベック市） 

（ア）Cine Nippon 

   ラヴァル大学図書館司書アニー・ベルベ氏監修の日本映画上映会です。 

   日時：９月４日（水）～１１月２７日（水）毎週水曜日１８時 

   場所：ラヴァル大学図書館４階（Local: 4117） 

      Bibliotheque de l'Universite Laval 

      Pavillon J.-C.-Bonenfant, niveau 4, Local: 4117 

 

（イ）エスパス・ジャポン書道部による書道展示会 

   寺本小鳳先生指導のラヴァル大学エスパス・ジャポン書道部の生徒による作品の展覧会が

https://www.otakuthon.com/2019/home/
http://calendrier.espacepourlavie.ca/hiroshima-the-legacy-of-life-857793
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行われます。 

   日時：９月２９日（日）～１２月１５日（日） 

   場所：ラヴァル大学図書館４階 

      Bibliotheque de l'Universite Laval 

      Pavillon J.-C.-Bonenfant, niveau 4 

 

 （ウ）日仏語ランゲージエクスチェンジ 

   日時：（隔週月曜日）１０月７日，２１日，１１月４日，１８日，１２月２日 

      （仏語）１９時～１９時４５分 （日本語）１９時４５分～２０時３０分 

   場所：ラヴァル大学日本館 

      Bibliotheque de l'Universite Laval 

      Pavillon J.-C.-Bonenfant, Espace Japon, niveau 00 

 

（エ）水墨画アトリエ 

   今井則子氏指導の水墨画アトリエです。     

   日時：１１月１７日（日）１３時～１６時 

   場所：ラヴァル大学図書館４階（Local: 4285） 

      Bibliotheque de l'Universite Laval 

      Pavillon J.-C.-Bonenfant, niveau 4, Local: 4285 

 

（２）その他のイベント 

 ア モントリオール市立植物園日本館・日本庭園でのイベント 

   場所：モントリオール市立植物園日本館・日本庭園（植物園入園料がかかります。） 

      4101 rue Sherbrooke Est, Montreal 

   問合せ先：514-872-0607 

（ア）裏千家淡交会モントリオール支部による茶道デモンストレーション 

    （別途料金がかかります。） 

   期間：６月２２日（土）～８月３１日（土）毎週土曜，１３時半及び１５時（所要４５分） 

  http://calendrier.espacepourlavie.ca/tea-ceremony-867624 

（イ）折り紙ワークショップ 

   期間：６月２２日（土）～８月３１日（土）毎週土曜，１４時～１６時（所要５～１５分） 

   http://calendrier.espacepourlavie.ca/origami-872106 

（ウ）ガイド付き茶庭ツアー 

   期間：６月２２日（土）～９月２日（月） 

   土曜を除く毎日：１１時～１３時及び１４時～１６時，土曜：１１時～１３時 

   http://calendrier.espacepourlavie.ca/guided-tours-of-the-tea-garden-871917 

（エ）All about Japanese Koi Carp（鯉に関するイベント） 

   日時：７月２０日（土）１０時～１６時（雨天の場合翌日に順延） 

   http://calendrier.espacepourlavie.ca/all-about-japanese-koi-carp-867620 

http://calendrier.espacepourlavie.ca/tea-ceremony-867624
http://calendrier.espacepourlavie.ca/origami-872106
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 イ 1001 Pots 

  今年で３１回目を迎える「1001 Pots」で，当地在住陶芸家の間由加里氏の作品の展示・販売

が行われます。 

  期間：８月１１日（日）まで，月曜～日曜：１０時～１８時 

    （８月１１日は１７時まで） 

  場所：2435 Rue de l’Eglise, Val-David 

  入場料：３ドル 

  詳細はこちらからご確認ください。 http://www.1001pots.com/ 

 

 ウ ファンタジア国際映画祭 

  日本映画も多数上映されます。 

  期間：７月１１日（木）～８月１日（木） 

  詳細はこちらからご確認ください。 https://fantasiafestival.com/en/ 

 

 エ ハリファックス・ネータルデー・パレードいか踊り参加者募集 

  函館ハリファックス協会では，第１２４回ハリファックス・ネータルデー・パレードでのい

か踊りに参加いただける方を募集しています。参加ご希望の方は，トラッペンバーグ加奈代氏

（ kanayot@gmail.com ）までご連絡ください。 

  日時：８月５日（月）午前１０時半 

  集合時間：午前９時半（時間厳守） 

  集合場所：Dartmouth Windmill Rd，Jamieson St から Lyle Stの間 

 

  今回はスタートが MacDonald Bridge 下付近の Windmill Rd で，ゴールが Lake Banookの２．

３キロのコースです。小さなお子さんはベビーカーに乗せての参加も可能です。当日は，浴衣・

はっぴなどの衣装の貸出が可能ですが，数に限りがありますので，お申し込み順となります。 

  ネータルデー・パレードの詳細はこちらからご確認ください。 

  http://www.natalday.org/parade-registration.php 

  過去のネータルデーいか踊り，その他の函館ハリファックス協会の活動については，こちら

をご参照ください。 https://www.facebook.com/HALIHAKO 

 

（３）モントリオール市主催行事 

広島平和記念式典「Ceremonie de la paix a la memoire de Hiroshima」 

 広島市と姉妹都市であるモントリオール市は，毎年，広島に原子爆弾が投下された８月６日（日

本時間）にあわせ，８月５日１９時から，モントリオール市立植物園日本庭園で，平和を祈念し

て式典を開催しています。式典に参加ご希望の方は，１８時以降，植物園正面入口または昆虫館

側の入口（4581 rue Sherbrooke Est）で「広島平和記念式典に来ました」と言っていただければ

無料で入園・式典参加が可能です。 

 日時：８月５日（月）１９時 

 場所：モントリオール市立植物園日本庭園 

http://www.1001pots.com/
https://fantasiafestival.com/en/
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   4101 rue Sherbrooke Est, Montreal 

 問合せ先：514-872-0607  

 詳細はこちらからご確認ください。 

 http://calendrier.espacepourlavie.ca/hiroshima-peace-memorial-ceremony-864362 

 

 

７ ケベック州・大西洋４州政治経済情勢 

（１）政治 

ア ケベック（ＱＣ）州 

・６月６日，５月にケベック州政府在日事務所代表に就任したブルロット氏はラ・プレスの取材

に対し，ケベック州企業に対してＣＰＴＰＰの周知を図り，高齢化が進む日本社会にケベック州

で研究開発が盛んなＡＩ技術等の提供を強化していきたいとコメント。 

・６月７日，州政府は，移民受け入れ数を今後段階的に増やし，２０２２年までに年間受け入れ

数を５万２千人とする計画を議会に提出。前自由党政権下では２０１８年に５万１千人の移民を

受け入れたのに対し，昨年の選挙公約どおり，現ケベック未来連合（ＣＡＱ）政権は今年の受け

入れ数を４万人と大幅に縮小していた。 

・６月１３日，州政府は連邦政府との労働市場開発に関する一連の協定を２年の交渉の末に更新。

連邦政府による年間８億８，５００万加ドル，今後６年間で５５億加ドルの支出で合意。 

・６月１６日，州議会は移民法案９を賛成６２票，反対４２票で可決。未処理となっている移民

申請（約１万８千件）は一旦取り消され，再申請が必要。 

・６月１６日，州議会は政教分離に関する法案２１を賛成７３票，反対３５票で可決。ＣＡＱ以

外ではケベック党（ＰＱ）が賛成，自由党（ＰＬＱ）及びケベック連帯党（ＱＳ）が反対に回っ

た。 

・６月１８日，ロベルジュ教育大臣は，州内の小中学校における生徒数増加に伴う深刻な教室不

足に対応するため，１７億加ドルを支出する旨発表。校舎の新増築に充てる。 

・６月２１日，ジラール財務大臣は昨年度のケベック州の財政は４４億加ドルの黒字で終わり，

今年度の予算も均衡財政となる見込みであると発表。 

・６月２６日，アングラード前州副首相は，２０２０年春のケベック州自由党党首選に立候補す

ると発表。 

 

イ 大西洋４州 

・６月３日，大西洋州の先住民族女性団体イースタン・ドア先住民族女性協会（ＥＤＩＷＡ）は，

連邦政府が「行方不明または殺害された先住民族女性（ＭＭＩＷＧ）に関する全国調査」の結果

を受けて発表した報告書の内容を支持し，全てのカナダ人に向けてこの問題に対する継続的な支

援を呼びかける声明を発表。 

 

ウ ニューファンドランド・ラブラドール（ＮＬ）州 

・６月１０日，州議会招集。 

・６月１１日，州政府が２０１９年度予算を発表。総選挙実施発表直前の４月に発表されたもの

http://calendrier.espacepourlavie.ca/hiroshima-peace-memorial-ceremony-864362


と同じ内容。 

・６月１４日，可決が見込まれる環境審査制度の抜本改革を目指す連邦法案Ｃ－６９について，

コーディ州天然資源大臣は，オフショア石油開発の主導権は引き続き州にあることを連邦政府と

確認中である旨発言。 

・６月２０日，５月の州総選挙で１位と２位が５票差となったラブラドール・ウェスト選挙区で

再集計の結果，さらに僅差の２票差で新人のブラウンＮＤＰ候補の勝利が確定。結果は覆らず，

自由党は過半数政権実現ならず。 

・６月２６日，少数派政権として最初の信任投票となる州予算案が可決。 

 

エ プリンスエドワードアイランド（ＰＥＩ）州 

・６月５日，ＰＥＩ大学が「赤毛のアン」の作者であるモンゴメリーに関する研究者向けのオン

ライン学術サイト「Journal of L.M. Montgomery Studies」を開設。 

・６月１３日，州議会招集。議長選挙実施の結果，コリン・ラヴィ進歩保守党議員が選出。 

・６月１４日，ケニー・アルバータ州首相がキング州首相を表敬。 

・６月２０日，少数派政権として最初の信任投票となる州施政方針演説が可決。 

・６月２２～２４日，伊澤総領事がＰＥＩ州訪問。ダイバーシティ・マルチカルチュラル・フェ

スティバル参加，キング州首相及びラヴィ州議会議長を表敬した他，現地日系コミュニティやケ

イシー連邦下院議員との意見交換等を実施。 

・６月２５日，州政府が２０１９年度予算を発表。歳入２２億加ドル，歳出２１．９加ドルで３

期連続の黒字予想。 

 

オ ノバスコシア（ＮＳ）州 

・６月１８日，サックヴィル＝コーベクイド選挙区で現職引退による補欠選挙実施の結果，クレ

イグ進歩保守党候補が当選し，ＮＤＰが３４年間守り抜いてきた同選挙区の議席を獲得。 

・６月２４日，自身の選挙区事務所駐車場のバリアフリー化をめぐり不適切な発言があったとし

て，パオン進歩保守党議員が党から除名処分に。 

・６月２７日，ハリファックスで連邦・州環境大臣による環境会議開催。プラスチック削減のた

めのアクションプランを発表。 

 

カ ニューブランズウィック（ＮＢ）州 

・６月７日，フレデリクトン市が今後２５年間，毎年１，０００人の移民を受け入れるための移

民誘致・定住戦略を発表。移住プロセスの簡素化を目指す。 

・６月７日，州内ではしかと百日咳が集団発生している状況を受け，州政府は，公立学校と認可

保育園に通う子供の予防接種原則義務付けに向け，教育法と公衆衛生法改正案を提出。可決され

れば２０２１年９月より実施。 

・６月１１日，マクファーソン州監査役は，ギャラン州政府（当時）が２０１８年に実施した２，

２８０万加ドルのセントジョン市財政支援は通常の手続きを踏んでおらず，州納税者にとって「重

大なリスク」であったとする報告書を発表。 

・６月１３日，州政府は，州内の産業界を対象にした独自の炭素税課税案を発表。課税率は温室



効果ガス排出量に対して今年はわずか０．８４％となっており，連邦政府の２０％に比べはるか

に低い。今後，パブリックコメントを募集し最終案は７月３１日までに連邦政府に提出される。 

・６月１７日，ニューブランズウィック・アカディア協会が，１７００年代半ばに起きたアカデ

ィア人追放はジェノサイドにあたるかどうかを検討する委員会を立ち上げ。 

・６月１７日，州政府は，メディア企業大手ブランズウィック・ニューズ（本社セントジョン）

が，州の産業界向け炭素税政策に関する内部情報を公開しないよう州上級裁判所に求めた。２０

日，ブランズウィック・ニューズはこれを受け入れ，両者は法的拘束力のある同意審決に合意し

た。炭素税課税対象となっている石油精製所や製材所を所有する巨大企業集団ＪＤアーヴィング

（本社セントジョン）のジム・アーヴィング共同ＣＥＯは，ブランズウィック・ニューズの社長

でもある。 

・６月２８日，連邦政府による州への炭素税課税について，サスカチュワン州に続くオンタリオ

州控訴裁判所の合憲判決を受け，ヒッグス州首相は，今はＮＢ州が連邦政府を相手取り単独訴訟

を起こす良いタイミングではないかもしれない旨発言。 

 

（２）各州世論調査結果（未確定分は除く） 

ア 州議会選挙（政党支持率） 

・ＱＣ州（フォーラム・リサーチ社調べ，６月１２日）：ケベック未来連合（ＣＡＱ）４６％，

自由党（ＰＬＱ）１６％，ケベック連帯（ＱＳ）１９％，ケベック党（ＰＱ）１３％，その他６％ 

・ＰＥＩ州（ナラティブ・リサーチ社調べ（以下同じ），５月６～２３日）：進歩保守党（ＰＣ）

４３％，緑の党３６％，自由党１７％，新民主党（ＮＤＰ）３％，その他０％ 

・ＮＳ州（５月１～２３日）：ＰＣ３３％，自由党３１％，ＮＤＰ２１％，緑の党１３％ 

・ＮＢ州（５月２～２２日）：ＰＣ４２％，自由党２５％，緑の党１８％，ＮＤＰ８％，ピープ

ルズ・アライアンス６％，その他１％ 

 

イ 連邦議会選挙（政党支持率） 

・ＱＣ州（アンガス・リード社調べ，５月２８～６月４日）：自由党２６％，保守党２８％，Ｎ

ＤＰ１３％，ブロック・ケベコワ（ＢＱ）２０％，緑の党９％，その他４％ 

・ＱＣ州（レジェ・マーケティング社調べ，６月７日～６月１０日）：自由党２８％，保守党３

０％，ＮＤＰ１０％，ＢＱ２０％，緑の党９％，人民党（ＰＰＣ）３％，その他０％ 

・ＱＣ州（フォーラム・リサーチ社調べ，６月１１日～６月１２日）：自由党３２％，保守党２

５％，ＮＤＰ９％，ＢＱ１８％，緑の党１０％，人民党（ＰＰＣ）４％，その他２％ 

 

（３）経済 

ア ＱＣ州 

・６月１０日，ゲーム開発環境制作大手「ユニティ・テクノロジーズ社」（本社デンマーク）は

モントリオールオフィスを３年で４５０人増員して６５０人とする計画を発表。 

・６月１２日，ルゴー州首相を訪問したケニー・アルバータ州首相は，同州が推進するパイプラ

イン建設について良い話し合いが出来たとコメント。（ケベック州はパイプラインの通り道とな

ることに反対の姿勢をとっている。） 



・６月１２日，フィッツギボン州経済・イノベーション大臣は，州内の企業支援による輸出増強

と対ケベック州投資の促進を目指したケベック投資公社の運営方針・構造改革法案を提出。 

・６月１７日，米エアリース社がエアバスＡ２２０型（旧ボンバルディアＣシリーズ）航空機５

０機を発注。 

・６月２５日，ボンバルディア社は三菱重工への小型ジェット旅客機（ＣＲＪ）事業売却契約（５．

５億米ドルと約２億ドルの債務引受け）を締結。国内外で同事業に携わる計１，６００人中，１，

２００人は三菱の下で雇用維持，ケベック州ミラベル工場でＣＲＪ製造に関わる４００名には再

就職支援を検討。 

・６月２６日，中国によるカナダ産肉類輸入停止措置を受け，ルゴー州首相は連邦政府に対して

州内の生産者への金融支援を要請。海外に輸出されるカナダ産豚肉の４５％はケベック州産。 

・６月２７日，在モントリオール日本国総領事館は，「ケベック州観光ラウンドテーブル」を主

催。日本・ケベック州の観光業関係者が一堂に会し，７月上旬に訪日を予定するプルー・ケベッ

ク州観光大臣も出席。 

・６月２７日，ボナルデル運輸大臣は，現政権の選挙公約でもあったケベック市と対岸のレヴィ

市を結ぶ第３の道路はトンネルになると発表。２０２２年１０月から着工開始予定。 

・６月２７日，ツアー旅行業を運営するトランザット社はエア・カナダによる買収案（５．２億

ドル，１株あたり１３ドル，雇用とモントリオール本社は維持）に合意。今後は株主や競争当局

からの承認が得られるかが課題となる。 

 

イ 大西洋４州 

・６月３日，大西洋州経済評議会（ＡＰＥＣ）によると，２０１９年の主要プロジェクトに対す

る設備投資額はＰＥＩ州とＮＬ州でそれぞれ２４％と２１％増加し，ＮＳ州とＮＢ州ではそれぞ

れ１％と９％減少する見込み。ＰＥＩ州では人口増にともなう住宅着工戸数増，ＮＬ州では鉱山

開発が増加の主な要因。 

 

ウ ＮＬ州 

・６月４日，セント・ジョンズ東方３５０ｋｍに位置するテラ・ノヴァ海底油田の浮体式生産貯

蔵積出設備（ＦＰＳＯ）を改修により寿命を１０年延長し，２０３１年まで生産を行うことを前

週に決定したサンコー・エナジー（本社カルガリー）は，改修作業は２０２０年に開始すると述

べた。テラ・ノヴァは州沖合で稼働中の４油田のうちの１つで，昨年の生産量は１，１４０万バ

レルだった。 

・６月２０日，ケベック州控訴裁判所は，チャーチル滝発電所で発電される電力をめぐり，ＮＬ

州営公社チャーチル・フォールズ・コーポレーションは発電量の一定超過分を売る権利があると

の判決を下し，ＱＣ州営公社ハイドロ・ケベック（ＨＱ）が同発電所で発電される全ての電力を

買い取る権利を持つとした２０１６年１１月の判決を覆した。１９６９年に締結された契約に則

り，ＨＱは引き続き一定量を買い取る権利を持つ。 

 

エ ＰＥＩ州 

・６月１３日，２０１９年１月～４月の州の住宅建設許可数は前年同期比２７％増の１億２００



万加ドル相当となった。 

・６月１３日，サマーサイド市は新たな工業団地建設のため，５．６ヘクタールの土地を購入。

同市はシャーロットタウンに次いで州第２の都市。 

 

オ ＮＳ州 

・６月２日，連邦政府はハリファックス港と周辺道路整備のため４，７５０万加ドルを支出。整

備には総額１億加ドルがかかり，残りは州政府，ハリファックス市，ハリファックス港，カナデ

ィアン・ナショナル鉄道（ＣＮ）が支出する。 

・６月４日，ハリファックスのジョイントベンチャーであるマリタイム・ローンチ・サービシズ

（ＭＬＳ）は，州東部キャンソ近郊に建設を目指す商用衛星打ち上げ基地の環境アセスメントに

条件付きで合格。 

 

カ ＮＢ州 

・６月４日，州政府が州南東部サセックスのシェールガス開発再開を可能にするための規制変更

を密かに行っていたことが発覚。ギャラン前政権（自由党）が２０１４年に州全域における水圧

破砕のモラトリアムを実施する前は，同地域でシェールガス採掘が行われていた。前月には連邦

政府が，同地域を含む州土の３分の１に及ぶ南東地域に対する土地所有権を含む先住権原を主張

するエルシポグトグ・ミクマク・ファースト・ネーションとの話し合いを開始するための覚書を

締結したばかり。 

・６月５日，ＮＢリカー（州酒類専売公社）が，１０月より州内一部のスーパーでワインに加え

ビール販売を開始すると発表。 

・６月２０日，オポチュニティＮＢ（州ビジネス公社）が職員の１５％にあたる２４人を解雇。 
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