
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２０年９月２１日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※９月２１日（月）１７時時点 

 感染者数：９３万７３３２人（前日比２０３２人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の２８万２７２６人で，カンピーナス市３万４２６人，サン・ベルナルド・ド・カ 

ンポ市２万４０４５人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：３万３９８４人（前日比３２人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万２３８４人 

・死者は州内６４５市のうち５６２市で確認（前日同） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４７．７％（前日４８．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４７％（前日４７．４％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２１日）：未発表（前日４８％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２１日）：未発表（前日５０％） 

 

※９月２０日（日）１７時時点 

 感染者数：９３万５３００人（前日比３６２７人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：３万３９５２人（前日比２５人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち５６２市で確認（前日同） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４８．１％（前日４８．６％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４７．４％（前日４８％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２０日）：４８％（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２０日）：５０％（前日４３％） 

 

※９月１９日（土）１７時時点 

 感染者数：９３万１６７３人（前日比７１４１人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：３万３９２７人（前日比２４９人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち５６２市で確認（前日５５９市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４８．６％（前日４９．１％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４８％（前日４８．５％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１９日）：４２％（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１９日）：４３％（前日４１％） 



 その他 

・１９日（土），サンパウロ州政府は，クアレンテーナ（実質的な外出自粛措置）を１０月９日（金）まで延

長する旨発表。３月２４日（火）から継続している同措置は今回で１２回目の延長となる。 

 

※９月１８日（金）１７時時点 

 感染者数：９２万４５３２人（前日比７７１１人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：３万３６７８人（前日比２０６人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち５５９市で確認（前日５５８市） 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・州内公立病院のＩＣＵ占有率：４９．１％（前日４９．６％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：４８．５％（前日４９％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（１８日）：４１％（前日同） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（１８日）：４１％（前日４２％） 

 その他 

・１８日（金），サンパウロ州政府は，中等教育の対面授業の任意再開を１０月７日より認めるとし，初等教

育の対面授業の再開については，１１月３日を予定している旨発表。対面授業の再開についての最終決定は

各自治体が下すこととなる。 

 

【出典（サンパウロ州政府サイト等）】 

○感染者数，死者数，ＩＣＵ占有率 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/ 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-339-mil-obitos-e-9373-mil-

casos-de-coronavirus/（９月２１日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-registra-339-mil-obitos-e-9353-mil-casos-de-

coronavirus/（９月２０日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-339-mil-obitos-e-9316-mil-casos-de-

coronavirus/（９月１９日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-336-mil-obitos-e-9245-mil-casos-

de-coronavirus/（９月１８日） 

○社会的隔離実施率 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/ 

 

２ マット・グロッソ州 

※９月２１日（月）１８時時点 

 感染者数：１１万４９３０人（前日比１７４４人増（＋１．５％）） 

・最多はクイアバ市の２万２６４１人で，ヴァルゼア・グランデ市８５８３人，ロンドノーポリス市８３３

０人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市５２６１人と続く 

 死者数：３２９７人（前日比１８人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の８８７人で，ヴァルゼア・グランデ市４３９人，ロンドノーポリス市２７８人，シノ

ピ市１０７人と続く 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-339-mil-obitos-e-9373-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-339-mil-obitos-e-9373-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-registra-339-mil-obitos-e-9353-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-registra-339-mil-obitos-e-9353-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-339-mil-obitos-e-9316-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-339-mil-obitos-e-9316-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-336-mil-obitos-e-9245-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sao-paulo-registra-336-mil-obitos-e-9245-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/


 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：６０．５％（前日５８％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（２１日）３５．４％（前日４５．１％） 

 その他 

・９月２１日（月），マット・グロッソ州保健局は，新型コロナウイルスの感染拡大に関する自治体別のリス

ク評価で，累計感染者数や死者数が多いクイアバ市，ヴァルゼア・グランデ市，ロンドノーポリス市等を含

む州内全１４１市を４段階で最も下となる「低い」に位置付けたと発表。 

・９月２１日（月），クイアバ市は経済活動にかかる制限の緩和を発表。ショッピングセンターは月曜から土

曜まで１１時から２２時まで営業が可能となり，日曜・祭日も営業可。バーやレストラン等も毎日１１時か

ら２３時まで営業可。２５日（金）からはミニスタジアム，スポーツジムなどの一般的な公共施設での活動

再開も許可。なお，夜間の外出禁止措置については，２１日（月）から１０月１２日（月）を対象に０時か

ら５時までに規定。 

 

※９月２０日（日）１７時時点 

 感染者数：１１万３１８６人（前日比３６９人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の２万２３８７人で，ヴァルゼア・グランデ市８４６０人，ロンドノーポリス市８０７

７人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市５２５２人と続く 

 死者数：３２７９人（前日比１７人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の８８２人で，ヴァルゼア・グランデ市４３６人，ロンドノーポリス市２７７人，シノ

ピ市１０７人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：５８％（前日６０％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（２０日）４５．１％（前日３７％） 

 

※９月１９日（土）１７時時点 

 感染者数：１１万２８１７人（前日比６１７人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の２万２３２６人で，ヴァルゼア・グランデ市８４２３人，ロンドノーポリス市７９３

３人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市５２３７人と続く 

 死者数：３２６２人（前日比１４人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の８７８人で，ヴァルゼア・グランデ市４３５人，ロンドノーポリス市２７７人，シノ

ピ市１０６人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：６０％（前日５８％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（１９日）３７％（前日３４．９％） 

 

※９月１８日（金）１７時時点 

 感染者数：１１万２２００人（前日比１４９５人増（＋１．３％）） 

・最多はクイアバ市の２万２２０９人で，ヴァルゼア・グランデ市８３７７人，ロンドノーポリス市７８４

７人，ルカス・ド・リオ・ヴェルデ市５２２０人と続く 



 死者数：３２４８人（前日比２２人増（＋０．７％）） 

・最多はクイアバ市の８７６人で，ヴァルゼア・グランデ市４３４人，ロンドノーポリス市２７７人，シノ

ピ市１０５人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：５８％（前日６１％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（１８日）３４．９％（前日３５．６％） 

 

【出典（マット・グロッソ州政府サイト等）】 

○感染者数，死者数，ＩＣＵ占有率 

http://www．saude．mt．gov．br/informe/584  

http://www.mt.gov.br/-/15467622-segunda-feira-21-mato-grosso-registra-114.930-casos-e-3.297-obitos-

por-covid-19（９月２１日） 

http://www.mt.gov.br/-/15454985-domingo-20-mato-grosso-registra-113.186-casos-e-3.279-obitos-por-

covid-19（９月２０日） 

http://www.mt.gov.br/-/15452926-sabado-19-mato-grosso-registra-112.817-casos-e-3.262-obitos-por-

covid-19（９月１９日） 

http://www.mt.gov.br/-/15447807-sexta-feira-18-mato-grosso-registra-112.200-casos-e-3.248-obitos-

por-covid-19（９月１８日） 

○社会的隔離実施率 

https://public．tableau．com/profile/inloco．tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral 

○その他 

http://www.mt.gov.br/-/15468106-todos-os-municipios-de-mato-grosso-apresentam-risco-baixo-de-

contaminacao-da-covid-19（９月２１日） 

https://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/__TEMP/mclsarct5ht48mvva1o1j2cmr1/DECRETO%20-%20HORARIOS%20ATI

VIDADES%20ESPORTIVAS%20E%20CURSOS%20DE%20POS%20GRADUA%C3%87%C3%83O%20-%20VERS%C3%83O%20FINAL.pdf（９

月２１日） 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※９月２１日（月）１１時時点  

 感染者数：６万４０３３人（前日比１８５人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万８１３２人で，ドウラードス市６７８８人，コルンバ市３７７９人，シ

ドロランジア市１９６５人，アキダウアナ市１８５２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１１７９人（前日比７人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の５００人で，コルンバ市１２４人，ドウラードス市９２人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：４９％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２１日）の社会的隔離実施率：３５．９％（前日４５％） 

 

※９月２０日（日）１２時時点  

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/15467622-segunda-feira-21-mato-grosso-registra-114.930-casos-e-3.297-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15467622-segunda-feira-21-mato-grosso-registra-114.930-casos-e-3.297-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15454985-domingo-20-mato-grosso-registra-113.186-casos-e-3.279-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15454985-domingo-20-mato-grosso-registra-113.186-casos-e-3.279-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15452926-sabado-19-mato-grosso-registra-112.817-casos-e-3.262-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15452926-sabado-19-mato-grosso-registra-112.817-casos-e-3.262-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15447807-sexta-feira-18-mato-grosso-registra-112.200-casos-e-3.248-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15447807-sexta-feira-18-mato-grosso-registra-112.200-casos-e-3.248-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.mt.gov.br/-/15468106-todos-os-municipios-de-mato-grosso-apresentam-risco-baixo-de-contaminacao-da-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/15468106-todos-os-municipios-de-mato-grosso-apresentam-risco-baixo-de-contaminacao-da-covid-19
https://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/__TEMP/mclsarct5ht48mvva1o1j2cmr1/DECRETO%20-%20HORARIOS%20ATIVIDADES%20ESPORTIVAS%20E%20CURSOS%20DE%20POS%20GRADUA%C3%87%C3%83O%20-%20VERS%C3%83O%20FINAL.pdf
https://www.cuiaba.mt.gov.br/storage/__TEMP/mclsarct5ht48mvva1o1j2cmr1/DECRETO%20-%20HORARIOS%20ATIVIDADES%20ESPORTIVAS%20E%20CURSOS%20DE%20POS%20GRADUA%C3%87%C3%83O%20-%20VERS%C3%83O%20FINAL.pdf


 感染者数：６万３８４８人（前日比３８２人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万８１３４人で，ドウラードス市６７４３人，コルンバ市３７４７人，シ

ドロランジア市１９６４人，アキダウアナ市１８４２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１１７２人（前日比１０人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４９８人で，コルンバ市１２１人，ドウラードス市９２人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：４９％（前日４８％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２０日）の社会的隔離実施率：４５％（前日３６．９％） 

 

※９月１９日（土）１２時時点  

 感染者数：６万３４６６人（前日比６４９人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万８０２５人で，ドウラードス市６６９４人，コルンバ市３６９３人，シ

ドロランジア市１９６４人，アキダウアナ市１８２２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１１６２人（前日比１４人増（＋１．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４９３人で，コルンバ市１２０人，ドウラードス市９２人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：４８％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１９日）の社会的隔離実施率：３６．９％（前日３３．９％） 

 

※９月１８日（金）１１時時点  

 感染者数：６万２８１７人（前日比１０２３人増（＋１．７％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の２万７７９０人で，ドウラードス市６６６２人，コルンバ市３６１４人，シ

ドロランジア市１９５２人，アキダウアナ市１８０６人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：１１４８人（前日比１５人増（＋１．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の４８７人で，コルンバ市１２０人，ドウラードス市９０人と続く 

 集中治療室（ＩＣＵ）の占有率 

・統一医療保健システム（ＳＵＳ）加盟病院（主に公立）のＩＣＵ占有率：４８％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（１８日）の社会的隔離実施率：３３．９％（前日３５％） 

 その他 

・９月１７日（木），カンポ・グランデ市はパンデミック下の特別措置の一環として，３０日間水の供給を止

めないと発表。 

 

【出典（マット・グロッソ・ド・スル州政府サイト）】 

○感染者数，死者数，ＩＣＵ占有率 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-197/（９月２１日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-196/（９月２０日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-197/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-196/


https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-195/（９月１９日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-194/（９月１８日） 

http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-inicia-semana-com-registro-de-7-obitos-e-185-novos-casos-

de-covid/（９月２１日） 

http://www.ms.gov.br/taxa-de-contagio-cai-pela-primeira-vez-no-estado-mas-de-mortalidade-continua-

alta/（９月２０日） 

http://www.ms.gov.br/com-media-de-cinco-mil-casos-por-semana-estado-tem-mais-de-63-mil-casos-

confirmados-de-covid-19/（９月１９日） 

http://www.ms.gov.br/com-mais-1-023-casos-mato-grosso-do-sul-passa-dos-62-mil-infectados-pela-

covid/（９月１８日） 

○社会的隔離実施率 

https://public．tableau．com/profile/inloco．tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral 

○その他 

file:///C:/Users/regin/Downloads/DECRETO-n.-14.462-DE-17-DE-SETEMBRO-DE-2020..pdf（９月１７日） 

(了) 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-195/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-194/
http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-inicia-semana-com-registro-de-7-obitos-e-185-novos-casos-de-covid/
http://www.ms.gov.br/mato-grosso-do-sul-inicia-semana-com-registro-de-7-obitos-e-185-novos-casos-de-covid/
http://www.ms.gov.br/taxa-de-contagio-cai-pela-primeira-vez-no-estado-mas-de-mortalidade-continua-alta/
http://www.ms.gov.br/taxa-de-contagio-cai-pela-primeira-vez-no-estado-mas-de-mortalidade-continua-alta/
http://www.ms.gov.br/com-media-de-cinco-mil-casos-por-semana-estado-tem-mais-de-63-mil-casos-confirmados-de-covid-19/
http://www.ms.gov.br/com-media-de-cinco-mil-casos-por-semana-estado-tem-mais-de-63-mil-casos-confirmados-de-covid-19/
http://www.ms.gov.br/com-mais-1-023-casos-mato-grosso-do-sul-passa-dos-62-mil-infectados-pela-covid/
http://www.ms.gov.br/com-mais-1-023-casos-mato-grosso-do-sul-passa-dos-62-mil-infectados-pela-covid/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
file:///C:/Users/regin/Downloads/DECRETO-n.-14.462-DE-17-DE-SETEMBRO-DE-2020..pdf

