
当館管轄３州におけるコロナウイルス関連情報 

２０２１年１月２５日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１月２５日（月）１７時時点 

 感染者数：１７０万２２９４人（前日比２８６７人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の４５万４９００人で、カンピーナス市４万９８９４人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万１７３７万人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：５万１５５６人（前日比５４人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万７００４人 

・死者は州内６４５市のうち６１６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：７１％（前日７１．３％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：７１％（前日７１．７％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２５日）：未発表（前日４７％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２５日）：未発表（前日４７％） 

※１月２５日（月）１４時時点 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数：１４万４５２７人（前日未発表） 

 

※１月２４日（日）１６時時点 

 感染者数：１６９万９４２７人（前日比５０７２人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万１５０２人（前日比７９人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１６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：７１．３％（前日同） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ７１．７％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２４日）：４７％（前日４２％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２４日）：４７％（前日４１％） 

 

※１月２３日（土）１６時時点 

 感染者数：１６９万４３５５人（前日比１万４５９６人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万１４２３人（前日比２３１人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１６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：７１．３％（前日未発表） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ７１．７％（前日未発表） 

 社会的隔離実施率 



・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２３日）：４２％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２３日）：４１％（前日３８％） 

 その他 

・２３日（土）、サンパウロ州政府は、州内のキロンボ（黒人集住集落）における新型コロナウイルスワクチ

ン接種を開始した旨発表。 

 

※１月２２日（金）１７時時点 

感染者数：１６７万９７５９人（前日比９００５人増（＋０％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万１１９２人（前日比２５４人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１６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：未発表（前日７０．８％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：未発表（前日７１．５％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２２日）：４０％（前日４１％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２２日）：３８％（前日４０％） 

 その他 

・２２日（金）、サンパウロ州政府はサンパウロ州経済活動再開計画（Plano SP）のフェーズ更新を発表し、

２５日（月）よりバヘットス、バウル、フランカ、マリーリア、プレジデンチ・プルデンチ、ソロカバ、タ

ウバテの各地域をフェーズ１／赤（最大限の警戒）とすることを発表。サンパウロ大都市圏を含む州内その

他の地域においては、フェーズ２／橙（管理段階）となったが、平日の２０時から翌朝６時まで、週末及び

祝日については終日、フェーズ１／赤に指定されることになった。今回指定のフェーズは現状、２月７日（日）

まで継続される。 

・サンパウロ州内の公立学校については、フェーズ１／赤又は２／橙であっても段階的に再開されることが

発表されていたが、同計画について延期される。２月の第一週までは、教師等の関係者に対してコロナ禍に

おける教育活動のプロトコールについての研修が実施される。授業（オンライン含む。）の開始は２月８日か

ら（対面授業の実施方法については制限あり。）。学校は開校されるが、児童が対面授業を受けることは義務

ではなく、各家庭は登校させるか否かについて選択することができる。なお、私立学校については今般の措

置の対象ではない。 

 

【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/ultimas-noticias/sp-registra-17-milhao-de-casos-e-525-mil-mortes-

por-covid-19/（１月２５日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/janeiro-ja-registra-237-mil-casos-novos-de-covid-

19-em-sp-16-mil-a-mais-que-dezembro-i/（１月２４日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-16-milhao-de-casos-e-514-mil-obitos-

por-coronavirus/（１月２３日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-

registra-1-obito-por-coronavirus-a-cada-6-minutos/（１月２２日） 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-17-milhao-de-casos-e-525-mil-mortes-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-17-milhao-de-casos-e-525-mil-mortes-por-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/janeiro-ja-registra-237-mil-casos-novos-de-covid-19-em-sp-16-mil-a-mais-que-dezembro-i/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/janeiro-ja-registra-237-mil-casos-novos-de-covid-19-em-sp-16-mil-a-mais-que-dezembro-i/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-16-milhao-de-casos-e-514-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-registra-16-milhao-de-casos-e-514-mil-obitos-por-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-1-obito-por-coronavirus-a-cada-6-minutos/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-registra-1-obito-por-coronavirus-a-cada-6-minutos/


○社会的隔離実施率 

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

○その他 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-realiza-vacinacao-contra-covid-19-em-comunidade-

quilombola-do-vale-do-futuro/（１月２３日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-

anuncia-medidas-de-restricoes-para-conter-segunda-onda-do-coronavirus/（１月２２日） 

○新型コロナウイルスワクチン接種人数 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sp-reune-ex-presidentes-para-ressaltar-

importancia-da-vacinacao-2/（１月２５日） 

 

２ マット・グロッソ州 

※１月２５日（月）１７時時点 

 感染者数：２０万９００４人（前日比９１６人増（＋０．４％）） 

・最多はクイアバ市の４万５５２９人で､ロンドノーポリス市１万３９３８人､ヴァルゼア・グランデ市１万

３８５１人､シノピ市１万１０３４人と続く 

 死者数：４９９３人（前日比２５人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の１２９７人で､ヴァルゼア・グランデ市６０３人､ロンドノーポリス市４９０人､シノ

ピ市１６６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：６７．６％（前日７０．４％） 

 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（２５日）３８．５％（前日４９．２％） 

 その他 

・２５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、クイアバ市、ロンドノーポリス市、ヴァルゼア・グランデ市、カセレス市、アルタ・フロレスタ市、

バーラ・ド・ガルサス市、ノーヴァ・ムトゥン市、シノピ市、ソヒゾ市、コリデル市、プリマヴェラ・ド・

レステ市、ジュアラ市、アピアカース市、カルリンダ市、カスタニェイラ市とレゼルヴァ・ド・カバサル市

の１６市を４段階中３番目となる「並」とした。他の１２５市は引き続き４番目の「低い」とした。 

・２５日（月）、マット・グロッソ州は、１万１千回分の新型コロナウイルスワクチン（Coronavac）を保健

省より受領予定と発表。 

・２５日（月）、クイアバ市は、２０日以降に新型コロナウイルスワクチン接種を受けた医療従事者は約４千

人に達したと発表。また、同市は同日、英オックスフォード大学と英製薬大手アストラゼネカが開発した新

型コロナウイルスワクチン６６３０回分をマット・グロッソ州保健局を通じて伯保健省より受領したと説明。 

・２５日（月）、クイアバ市は、市立及び私立学校の授業を再開する旨発表。市立学校は２月８日から再開、

３月まではオンラインによる遠隔形式で授業を実施し、４月からはハイブリッド形式（遠隔、対面）で行う

方針。私立学校については２月１日より同じく遠隔形式での授業再開を認めるとし、３月からハイブリッド

形式の授業を認めるとした。 

 

※１月２４日（日）１７時時点 

 感染者数：２０万８０８８人（前日比３４１人増（＋０．１％）） 

・最多はクイアバ市の４万５３８０で､ロンドノーポリス市１万３８４０人､ヴァルゼア・グランデ市１万３

https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-realiza-vacinacao-contra-covid-19-em-comunidade-quilombola-do-vale-do-futuro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/sp-realiza-vacinacao-contra-covid-19-em-comunidade-quilombola-do-vale-do-futuro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-anuncia-medidas-de-restricoes-para-conter-segunda-onda-do-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/orgaos-governamentais/secretaria-da-saude/sao-paulo-anuncia-medidas-de-restricoes-para-conter-segunda-onda-do-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sp-reune-ex-presidentes-para-ressaltar-importancia-da-vacinacao-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sp-reune-ex-presidentes-para-ressaltar-importancia-da-vacinacao-2/


８１５人､シノピ市１万１００９人と続く 

 死者数：４９６８人（前日比１４人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１２９２人で､ヴァルゼア・グランデ市６０３人､ロンドノーポリス市４９０人､シノ

ピ市１６６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：７０．４％（前日７０．９％） 

 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（２４日）４９．２％（前日４１．８％） 

 その他 

・２４日（日）、マット・グロッソ州政府は、英オックスフォード大学と英製薬大手アストラゼネカが開発し

た新型コロナウイルスワクチン２万４千回分を保健省より受領したと発表。 

 

※１月２３日（土）１７時時点 

 感染者数：２０万７７４７人（前日比９８６人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の４万５３４８で､ヴァルゼア・グランデ市１万３８０９人､ロンドノーポリス市１万３

７９８人､シノピ市１万９６４人と続く 

 死者数：４９５４人（前日比２４人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の１２９１人で､ヴァルゼア・グランデ市６０１人､ロンドノーポリス市４８７人､シノ

ピ市１６５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：７０．９％（前日６９．２％） 

 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（２３日）４１．８％（前日３７．２％） 

 

※１月２２日（金）１７時時点 

 感染者数：２０万６７６１人（前日比１５９９人増（＋０．８％）） 

・最多はクイアバ市の４万５２７６人で､ヴァルゼア・グランデ市１万３８００人､ロンドノーポリス市１万

３６８０人､シノピ市１万９２５人と続く 

 死者数：４９３０人（前日比２８人増（＋０．６％）） 

・最多はクイアバ市の１２８７人で､ヴァルゼア・グランデ市５９８人､ロンドノーポリス市４８７人､シノ

ピ市１６４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：６９．２％（前日７１．２％） 

 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（２２日）３７．２％（前日３７．６％） 

 

【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 

Informes | Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (saude.mt.gov.br) 

Segunda-feira (25): Mato Grosso registra 209.004 casos e 4.993 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月２５日） 

Domingo (24): Mato Grosso registra 208.088 casos e 4.968 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

http://www.saude.mt.gov.br/informe/584
http://www.mt.gov.br/-/16352035-segunda-feira-25-mato-grosso-registra-209.004-casos-e-4.993-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16352035-segunda-feira-25-mato-grosso-registra-209.004-casos-e-4.993-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16346241-domingo-24-mato-grosso-registra-208.088-casos-e-4.968-obitos-por-covid-19


(www.mt.gov.br)（１月２４日） 

Sábado (23): Mato Grosso registra 207.747 casos e 4.954 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月２３日） 

Sexta-feira (22): Mato Grosso registra 206.761 casos e 4.930 óbitos por Covid-19 - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月２２日） 

○社会的隔離実施率 

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

○その他 

Dezesseis municípios estão com risco moderado de contaminação pela Covid-19 em MT - Notícias - 

mt.gov.br (www.mt.gov.br)（１月２５日） 

Mato Grosso recebe 11 mil doses da CoronaVac nesta segunda-feira (25) - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月２５日） 

Prefeitura de Cuiabá | Vacina Cuiabá já atendeu quase quatro mil profissionais da Saúde 

(cuiaba.mt.gov.br)（１月２５日） 

Prefeitura de Cuiabá | Cuiabá recebe 6.630 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca (cuiaba.mt.gov.br) 

（１月２５日） 

Prefeitura de Cuiabá | Retomada das aulas é autorizada no sistema híbrido (cuiaba.mt.gov.br)（１月２

５日） 

Remessa com 24 mil doses da vacina de Oxford será destinada aos trabalhadores da saúde - Notícias - 

mt.gov.br (www.mt.gov.br)（１月２４日） 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※１月２５日（月）１１時時点  

 感染者数：１５万６７１１人（前日２５２人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万７８２４人で､ドウラードス市１万７７０６人､コルンバ市７８９７人､

トレス・ラゴアス市５３４７人､ポンタ・ポラン市３３９５人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２８１９人（前日比７人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２５７人で､コルンバ市２１７人､ドウラードス市２１２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：７１％（前日同） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２５日）の社会的隔離実施率：３８．２％（前日４２％） 

 その他  

・２５日（月）､マット・グロッソ・ド・スル州､アストラゼネカ/オックスフォード製のワクチン２万２千回

分を州内全７９市に配送したと発表。 

 

※１月２４日（日）１２時時点  

 感染者数：１５万６４５９人（前日４８７人増（＋０．３％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万７７８６人で､ドウラードス市１万７６４６人､コルンバ市７８６５人､

トレス・ラゴアス市５３４３人､ポンタ・ポラン市３３８８人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

http://www.mt.gov.br/-/16346241-domingo-24-mato-grosso-registra-208.088-casos-e-4.968-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16344304-sabado-23-mato-grosso-registra-207.747-casos-e-4.954-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16344304-sabado-23-mato-grosso-registra-207.747-casos-e-4.954-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16338971-sexta-feira-22-mato-grosso-registra-206.761-casos-e-4.930-obitos-por-covid-19
http://www.mt.gov.br/-/16338971-sexta-feira-22-mato-grosso-registra-206.761-casos-e-4.930-obitos-por-covid-19
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.mt.gov.br/-/16352165-dezesseis-municipios-estao-com-risco-moderado-de-contaminacao-pela-covid-19-em-mt
http://www.mt.gov.br/-/16352165-dezesseis-municipios-estao-com-risco-moderado-de-contaminacao-pela-covid-19-em-mt
http://www.mt.gov.br/-/16349314-mato-grosso-recebe-11-mil-doses-da-coronavac-nesta-segunda-feira-25-
http://www.mt.gov.br/-/16349314-mato-grosso-recebe-11-mil-doses-da-coronavac-nesta-segunda-feira-25-
https://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/vacina-cuiaba-ja-atendeu-quase-quatro-mil-profissionais-da-saude/23147
https://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/vacina-cuiaba-ja-atendeu-quase-quatro-mil-profissionais-da-saude/23147
https://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/cuiaba-recebe-6-630-doses-da-vacina-de-oxford-astrazeneca/23148
https://www.cuiaba.mt.gov.br/governo/retomada-das-aulas-e-autorizada-no-sistema-hibrido/23151
http://www.mt.gov.br/-/16345950-remessa-com-24-mil-doses-da-vacina-de-oxford-sera-destinada-aos-trabalhadores-da-saude
http://www.mt.gov.br/-/16345950-remessa-com-24-mil-doses-da-vacina-de-oxford-sera-destinada-aos-trabalhadores-da-saude


 死者数：２８１２人（前日比１８人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２５７人で､コルンバ市２１７人､ドウラードス市２１２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：７１％（前日７３％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２４日）の社会的隔離実施率：４２％（前日４９．９％） 

 その他  

・２４日（日）､マット・グロッソ・ド・スル州は､アストラゼネカ/オックスフォード製のワクチン２万２千

回分を受領したと発表。これを含め、同州は同日までに計１８万回分のワクチンを受け取ったと説明。 

 

※１月２３日（土）１２時時点  

 感染者数：１５万５９７２人（前日９６２人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万７５６８人で､ドウラードス市１万７５１９人､コルンバ市７８６２人､

トレス・ラゴアス市５３３９人､ポンタ・ポラン市３３８２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２７９４人（前日比２３人増（＋０．８％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２４９人で､コルンバ市２１７人､ドウラードス市２１０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：７３％（前日７４％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２３日）の社会的隔離実施率：４２％（前日３６．８％） 

 

※１月２２日（金）１１時時点  

 感染者数：１５万５０１０人（前日８８９人増（＋０．６％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万７３００人で､ドウラードス市１万７３９５人､コルンバ市７７９８人､

トレス・ラゴアス市５２９８人､ポンタ・ポラン市３３４５人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２７７１人（前日比３０人増（＋１％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２４２人で､コルンバ市２１６人､ドウラードス市２０８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：７４％（前日８１％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２２日）の社会的隔離実施率：３６．８％（前日３７％） 

※１月２２日（金）１７時０７分時点 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数：１万４０００人 

 その他  

  ・２２日（金）､マット・グロッソ・ド・スル州は､州内全域を対象に実施している夜間の外出禁止措置（２ 

   ２時から５時）を１月２５日（日）から１５日間延長する旨発表。 

 

【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 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１月２５日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-317/


BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br) （１月２４日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１月２３日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１月２２日） 

Com mais de 5,4 mil casos sem encerramento nos municípios, MS apresenta 156,7 mil confirmações de 

coronavírus – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２５日） 

Número de casos de Covid-19 continua alto na maioria das cidades do Estado – Portal do Governo de 

Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２４日） 

Boletim Covid-19 deste sábado registra óbitos em 12 municípios  – Portal do Governo de Mato Grosso 

do Sul (www.ms.gov.br)（１月２３日） 

Mais de 30 mortes por coronavírus são registradas em apenas um dia no Estado – Portal do Governo de 

Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２２日） 

○社会的隔離実施率 

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

○新型コロナウイルスワクチン接種人数 

Em quatro dias, mais de 11 mil pessoas foram vacinadas contra Covid-19 em Mato Grosso do Sul – Portal 

do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２２日） 

○その他 

Governo do Estado distribui segundo lote da vacina contra COVID-19 aos 79 municípios de Mato Grosso 

do Sul – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２５日） 

Governador comemora a chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19, mas alerta: “a pandemia não 

acabou” – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２４日） 

Toque de recolher é prorrogado em Mato Grosso do Sul – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul 

(www.ms.gov.br) （１月２２日） 

（了） 

 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-316/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-315/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-314/
http://www.ms.gov.br/com-mais-de-54-mil-casos-sem-encerramento-no-sistema-ms-apresenta-1567-mil-confirmacoes-de-coronavirus/
http://www.ms.gov.br/com-mais-de-54-mil-casos-sem-encerramento-no-sistema-ms-apresenta-1567-mil-confirmacoes-de-coronavirus/
http://www.ms.gov.br/numero-de-casos-de-covid-19-continua-alto-na-maioria-das-cidades-do-estado/
http://www.ms.gov.br/numero-de-casos-de-covid-19-continua-alto-na-maioria-das-cidades-do-estado/
http://www.ms.gov.br/boletim-covid-19-deste-sabado-registra-obitos-em-12-municipios/
http://www.ms.gov.br/boletim-covid-19-deste-sabado-registra-obitos-em-12-municipios/
http://www.ms.gov.br/mais-de-30-mortes-por-coronavirus-sao-registradas-em-apenas-um-dia-no-estado/
http://www.ms.gov.br/mais-de-30-mortes-por-coronavirus-sao-registradas-em-apenas-um-dia-no-estado/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.ms.gov.br/em-quatro-dias-mais-de-11-mil-pessoas-foram-vacinadas-contra-covid-19-em-mato-grosso-do-sul/
http://www.ms.gov.br/em-quatro-dias-mais-de-11-mil-pessoas-foram-vacinadas-contra-covid-19-em-mato-grosso-do-sul/
http://www.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
http://www.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-segundo-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-mato-grosso-do-sul/
http://www.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
http://www.ms.gov.br/governador-comemora-a-chegada-de-mais-doses-da-vacina-contra-a-covid-19-mas-alerta-a-pandemia-nao-acabou/
http://www.ms.gov.br/toque-de-recolher-e-prorrogado-em-mato-grosso-do-sul/
http://www.ms.gov.br/toque-de-recolher-e-prorrogado-em-mato-grosso-do-sul/

