
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３１日 

在サンパウロ日本国総領事館 

１ サンパウロ州 

※１月３１日（日）１５時時点 

 感染者数：１７７万７３６８人（前日比４３４４人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の４６万９６５７人で、カンピーナス市５万１７９５人、サン・ジョゼ・ド・リオ・

プレット市４万３１２６万人と続く 

・感染者は州内６４５市全てで確認  

 死者数：５万３０３４人（前日比８０人増（＋０％）） 

・最多はサンパウロ市の１万７３３３人 

・死者は州内６４５市のうち６１８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：６９％（前日６９．４％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６８．４％（前日６８．９％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（３１日）：未発表（前日４３％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（３１日）：未発表（前日４２％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（３１日）：３９万２８３９人（前日３８万６８２３人） 

 

※１月３０日（土）１７時時点 

 感染者数：１７７万３０２４人（前日比１万３０６７人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万２９５４人（前日比２３２人増（＋１％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１８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：６９．４％（前日６９．９％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率： ６８．９％（前日６９．４％） 

 社会的隔離実施率 

・サンパウロ州の社会的隔離実施率（３０日）：４３％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（３０日）：４２％（前日３８％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（３０日）：３８万６８２３人（前日３５万６１８６人） 

 

※１月２９日（金）１６時時点 

 感染者数：１７５万９９５７人（前日比１万３８８７人増（＋１％）） 

・感染者は州内６４５市全てで確認 

 死者数：５万２７２２人（前日比２４１人増（＋０％）） 

・死者は州内６４５市のうち６１８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：６９．９％（前日７０．３％） 

・サンパウロ大都市圏公立病院のＩＣＵ占有率：６９．４％（前日７０％） 

 社会的隔離実施率 



・サンパウロ州の社会的隔離実施率（２９日）：４０％（前日４０％） 

・サンパウロ市の社会的隔離実施率（２９日）：３８％（前日３９％） 

 その他 

・２９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）に基づく州内各地域のフ

ェーズの更新を発表。同日の更新で、２月１日（月）よりプレジデンチ・プルデンチ及びソロカバがフェー

ズ１／赤（最大限の警戒）からフェーズ２／橙（管理段階）へ変更となった。リベイラオン・プレトはフェ

ーズ２／橙（管理段階）からフェーズ１／赤（最大限の警戒）へと後退。 

・２９日（金）、サンパウロ州政府は、新型コロナウイルスワクチンの接種キャンペーンに関し、９０歳以上

の高齢者への接種は２月８日（月）より、８５歳以上の高齢者への接種は２月１５日（月）より開始する旨

発表。 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（２９日）：３５万６１８６人（前日３０万２５９０人） 

 

【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-encerra-janeiro-com-recorde-de-novos-

casos-de-covid-19/（１月３１日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-mais-de-544-novos-casos-e-9-

mortes-por-covid-19-por-hora/（１月３０日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-dobro-de-obitos-em-janeiro-

em-comparacao-com-novembro/（１月２９日） 

○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/noticias-coronavirus/governo-do-estado-anuncia-reclassificacao-de-

regioes-no-plano-sp-2/（１月２９日） 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-inicia-vacinacao-de-idosos-acima-

de-85-anos-de-idade-em-fevereiro-2/（１月２９日） 

○新型コロナウイルスワクチン接種人数 

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

 

２ マット・グロッソ州 

※１月３１日（日）１７時時点 

 感染者数：２１万７０２０人（前日比４１５人増（＋０．２％）） 

・最多はクイアバ市の４万６８０３人で､ロンドノーポリス市１万４８９２人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４２０６人､シノピ市１万１４８９人と続く 

 死者数：５１２９人（前日比１４人増（＋０．３％）） 

・最多はクイアバ市の１３２８人で､ヴァルゼア・グランデ市６１０人､ロンドノーポリス市５０３人､シノ

ピ市１７１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：７３．６％（前日７３．４％） 

 社会的隔離実施率 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-encerra-janeiro-com-recorde-de-novos-casos-de-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-encerra-janeiro-com-recorde-de-novos-casos-de-covid-19/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-mais-de-544-novos-casos-e-9-mortes-por-covid-19-por-hora/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-mais-de-544-novos-casos-e-9-mortes-por-covid-19-por-hora/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-dobro-de-obitos-em-janeiro-em-comparacao-com-novembro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sao-paulo-registra-dobro-de-obitos-em-janeiro-em-comparacao-com-novembro/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-do-estado-anuncia-reclassificacao-de-regioes-no-plano-sp-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-do-estado-anuncia-reclassificacao-de-regioes-no-plano-sp-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-inicia-vacinacao-de-idosos-acima-de-85-anos-de-idade-em-fevereiro-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/estado-de-sp-inicia-vacinacao-de-idosos-acima-de-85-anos-de-idade-em-fevereiro-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/


・マット・グロッソ州の社会的隔離実施率（３１日）４９．２％（前日４１％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数（クイアバ市のみ：３０日）：７５３２人（２８日：４６９１人） 

 

※１月３０日（土）１７時時点 

 感染者数：２１万６６０５人（前日比１０５０人増（＋０．５％）） 

・最多はクイアバ市の４万６７５２人で､ロンドノーポリス市１万４８２０人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４２０１人､シノピ市１万１４３６人と続く 

 死者数：５１１５人（前日比２０人増（＋０．４％）） 

・都市別の数字は未更新。 

 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：７３．４％（前日７１．６％） 

 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（３０日）４１％（前日３６％） 

 

※１月２９日（金）１７時時点 

 感染者数：２１万５５５５人（前日比１８２１人増（＋０．８％）） 

・最多はクイアバ市の４万６５９３人で､ロンドノーポリス市１万４６３６人､ヴァルゼア・グランデ市１万

４１３９人､シノピ市１万１３８６人と続く 

 死者数：５０９５人（前日比２６人増（＋０．５％）） 

・都市別の数字は未更新。 

 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：７１．６％（前日７１．８％） 

 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（２９日）３６％（前日３７％） 

 

【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 

Domingo (31): Mato Grosso registra 217.020 casos e 5.129 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（１月３１日） 

Sábado (30): Mato Grosso registra 216.605 casos e 5.115 óbitos - Notícias - mt.gov.br (www.mt.gov.br)

（１月３０日） 

Sexta-feira (29): Mato Grosso registra 215.555 casos e 5.095 óbitos - Notícias - mt.gov.br 

(www.mt.gov.br)（１月２９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（クイアバ市） 

Vacina Cuiabá - Sua Saúde em Primeiro Lugar. (cuiaba.mt.gov.br) 

 

３ マット・グロッソ・ド・スル州 

※１月３１日（日）１１時時点  

 感染者数：１６万１０２１人（前日３９８人増（＋０．２％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万８９７４人で､ドウラードス市１万８１９１人､コルンバ市８２８０人､

http://www.mt.gov.br/-/16383771-sabado-30-mato-grosso-registra-216.605-casos-e-5.115-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16383771-sabado-30-mato-grosso-registra-216.605-casos-e-5.115-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16382557-sexta-feira-29-mato-grosso-registra-215.555-casos-e-5.095-obitos
http://www.mt.gov.br/-/16382557-sexta-feira-29-mato-grosso-registra-215.555-casos-e-5.095-obitos
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/


トレス・ラゴアス市５６１５人､ポンタ・ポラン市３４９９人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２９０９人（前日比１１人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２９１人で､コルンバ市２２９人､ドウラードス市２２１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：６６％（前日７１％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（３１日）の社会的隔離実施率：５０．９％（前日４２．７％） 

 

※１月３０日（土）１１時時点  

 感染者数：１６万６２３人（前日７４２人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万８８４２人で､ドウラードス市１万８１１０人､コルンバ市８２５４人､

トレス・ラゴアス市５５９０人､ポンタ・ポラン市３４９２人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２８９８人（前日比１３人増（＋０．４％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２８８人で､コルンバ市２２９人､ドウラードス市２２１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７４％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（３０日）の社会的隔離実施率：４２．７％（前日３６．１％） 

 新型コロナウイルスワクチン接種累計人数：４万４１５２人 

 

※１月２９日（金）１１時時点  

 感染者数：１５万９８８１人（前日７５０人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の６万８５８２人で､ドウラードス市１万８０５０人､コルンバ市８１８８人､

トレス・ラゴアス市５５５７人､ポンタ・ポラン市３４６０人と続く 

・感染者は州内７９市全てで確認 

 死者数：２８８５人（前日比１４人増（＋０．５％）） 

・最多はカンポ・グランデ市の１２８４人で､コルンバ市２２８人､ドウラードス市２１７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：７２％（前日７４％） 

 社会的隔離実施率 

・マット・グロッソ・ド・スル州（２９日）の社会的隔離実施率：３６．１％（前日３６．９％） 

 その他  

・２９日（金）､マット・グロッソ・ド・スル州政府は、３ロット目となる新型コロナウイルスワクチン（１

万２００回分）を州内７９市に配送したと発表。８０歳以上の高齢者の接種に使用される。 

 

【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３１日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１月３０日） 

BOLETIM CORONAVÍRUS COVID-19 – Vigilância em Saúde (saude.ms.gov.br)（１月２９日） 

https://www.vs.saude.ms.gov.br/9147-2/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-321/
https://www.vs.saude.ms.gov.br/boletim-coronavirus-covid-19-320/


Número de óbitos por Covid-19 está alcançando a triste marca de 3 mil pessoas – Portal do Governo de 

Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月３１日） 

Covid-19 segue fazendo vítimas fatais e contaminação continua alta – Portal do Governo de Mato Grosso 

do Sul (www.ms.gov.br)（１月３０日） 

MS registra 2.885 mortes por coronavírus – Portal do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)

（１月２９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（カンポ・グランデ市） 

MS lidera vacinação contra a Covid no país, com mais de 44 mil imunizados – Portal do Governo de Mato 

Grosso do Sul (www.ms.gov.br) 

○その他 

Governo do Estado distribui terceiro lote da vacina contra COVID-19 aos 79 municípios de MS – Portal 

do Governo de Mato Grosso do Sul (www.ms.gov.br)（１月２９日） 

（了） 

 

http://www.ms.gov.br/numero-de-obitos-por-covid-19-esta-alcancando-a-triste-marca-de-3-mil-pessoas/
http://www.ms.gov.br/numero-de-obitos-por-covid-19-esta-alcancando-a-triste-marca-de-3-mil-pessoas/
http://www.ms.gov.br/covid-19-segue-fazendo-vitimas-fatais-e-contaminacao-continua-alta/
http://www.ms.gov.br/covid-19-segue-fazendo-vitimas-fatais-e-contaminacao-continua-alta/
http://www.ms.gov.br/ms-registra-2-885-mortes-por-coronavirus/
http://www.ms.gov.br/ms-registra-2-885-mortes-por-coronavirus/
https://public.tableau.com/profile/inloco.tableau#!/vizhome/MKTScoredeisolamentosocial/VisoGeral
http://www.ms.gov.br/ms-lidera-vacinacao-contra-a-covid-no-pais-com-mais-de-44-mil-imunizados/
http://www.ms.gov.br/ms-lidera-vacinacao-contra-a-covid-no-pais-com-mais-de-44-mil-imunizados/
http://www.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-ms/
http://www.ms.gov.br/governo-do-estado-distribui-terceiro-lote-da-vacina-contra-covid-19-aos-79-municipios-de-ms/

