
令和３年１月９日

報 道 発 表 資 料

新型コロナウイルス感染症患者の発生等について

川崎市内において、新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。本件について、

関係自治体と連携し、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査、健康観察等を実施してま

いります。 

１ 陽性者の確認について 

  本日の陽性者は、２２６名です。 

２ 患者の属性について

  別紙のとおり 

３ 新型コロナウイルス感染症患者の死亡について 

  新型コロナウイルス感染症の患者が死亡しましたのでお知らせします。御遺族の皆様に

謹んでお悔やみを申し上げます。 

【患者情報 本市５４８１例目 】 

年    代 ： ９０代 

性    別 ： 女性 

居  住  地 ： 川崎市高津区 

職    業 ： 無職 

診 断 名 ： 新型コロナウイルス感染症肺炎 

症状・経過 ： １月６日 咳 

            市内医療機関で検体採取 

            新型コロナウイルス陽性と判明 

        １月８日 死亡確認 

  そ の 他 ： １月９日に発表したコロナ陽性患者 



【患者情報 本市４２３２例目 】 

年    代 ： ８０代 

性    別 ： 女性 

居  住  地 ： 川崎市中原区 

職    業 ： 無職 

診 断 名 ： 新型コロナウイルス感染症肺炎 

症状・経過 ： １２月２３日 発熱 

       １２月２８日 市内医療機関で検体採取 

              新型コロナウイルス陽性と判明 

        １月 ８日 死亡確認 

  そ の 他 ： １２月２９日に発表したコロナ陽性患者 

本市において新型コロナウイルス感染症関連で死亡した方は、７０例目となります。 

以上 

担

当

川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 吉岩

電話：044-200-2962 

ご遺族の方の意向により最小限の公表とさせていただきます。報道にあたりましては、

お亡くなりになった方及びご遺族のプライバシーに十分配慮していただきますよう、格

段の御配慮をお願いします。また、患者及び患者家族等については、本人等が特定され

ることがないよう、格段の御配慮をお願いします。 



別紙

＜本日発表分の陽性者の属性＞

総数 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上

226 11 15 61 46 28 23 15 14 7 5 1

総数 男性 女性

226 107 119

総数 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 市外

226 51 20 27 34 23 34 17 20

総数 陽性者と接触 家庭内 不明

226 52 67 107

総数 無症状 軽症 中等症 重症

226 24 197 4 1

年代

性別

居住地

感染経路

症状



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

5407例目 (1) 40代 男性 川崎市中原区 飲食店勤務 1/6 軽症 1/7 不明

5408例目 (2) 40代 女性 川崎市中原区 会社員 1/7 軽症 1/7 不明

5409例目 (3) 60代 男性 川崎市中原区 アルバイト 1/5 軽症 1/7 不明

5410例目 (4) 20代 男性 川崎市中原区 学生 1/5 軽症 1/7 家庭内

5411例目 (5) 50代 男性 川崎市高津区 自営業 1/1 軽症 1/7 不明

5412例目 (6) 30代 男性 市外（都内） 調査中 1/6 軽症 1/7 不明

5413例目 (7) 60代 男性 川崎市宮前区 無職 無症状 1/7 陽性者と接触

5414例目 (8) 20代 男性 市外（都内） 調査中 1/6 軽症 1/7 不明

5415例目 (9) 40代 男性 川崎市宮前区 自営業 1/6 軽症 1/7 不明

5416例目 (10) 10代 女性 川崎市高津区 学生 1/5 軽症 1/7 不明

5417例目 (11) 10代 女性 川崎市宮前区 1/4 軽症 1/7 不明

5418例目 (12) 40代 男性 市外（県内） 会社員 1/4 軽症 1/7 不明

5419例目 (13) 80代 女性 川崎市高津区 主婦 12/28 軽症 1/8 不明

5420例目 (14) 20代 女性 市外（県内） 調査中 調査中 軽症 1/7 不明

5421例目 (15) 40代 男性 川崎市高津区 調査中 1/5 軽症 1/7 不明

5422例目 (16) 20代 女性 川崎市幸区 学生 1/3 軽症 1/7 不明

5423例目 (17) 60代 男性 川崎市高津区 会社員 1/3 軽症 1/7 不明

5424例目 (18) 20代 女性 川崎市高津区 無職 1/5 軽症 1/7 不明

5425例目 (19) 20代 女性 市外（県内） 学生 1/3 軽症 1/7 不明

5426例目 (20) 40代 男性 川崎市中原区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

＜内訳＞
番号



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5427例目 (21) 20代 男性 市外（県内） 調査中 1/7 軽症 1/7 陽性者と接触

5428例目 (22) 30代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5429例目 (23) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5430例目 (24) 70代 男性 川崎市多摩区 調査中 1/1 軽症 1/7 不明

5431例目 (25) 50代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/3 軽症 1/7 不明

5432例目 (26) 40代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/7 軽症 1/8 家庭内

5433例目 (27) 10代 男性 川崎市宮前区 学生 1/7 軽症 1/8 家庭内

5434例目 (28) 10代 男性 川崎市宮前区 学生 無症状 1/8 家庭内

5435例目 (29) 10歳未満 女性 川崎市宮前区 無症状 1/8 家庭内

5436例目 (30) 70代 女性 川崎市宮前区 無職 1/7 軽症 1/8 家庭内

5437例目 (31) 60代 女性 市外（県内） 調査中 1/6 軽症 1/8 家庭内

5438例目 (32) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 無症状 1/8 陽性者と接触

5439例目 (33) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 無症状 1/8 陽性者と接触

5440例目 (34) 80代 女性 川崎市多摩区 無職 無症状 1/8 家庭内

5441例目 (35) 90代 女性 川崎市多摩区 無職 無症状 1/8 家庭内

5442例目 (36) 30代 女性 川崎市多摩区 会社員 1/8 軽症 1/8 家庭内

5443例目 (37) 80代 女性 川崎市麻生区 無職 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触

5444例目 (38) 60代 女性 川崎市麻生区 無職 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触

5445例目 (39) 80代 女性 川崎市麻生区 無職 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触

5446例目 (40) 70代 女性 川崎市麻生区 無職 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5447例目 (41) 90代 女性 川崎市麻生区 無職 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触

5448例目 (42) 90代 女性 川崎市麻生区 無職 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触

5449例目 (43) 10歳未満 男性 川崎市高津区 無症状 1/8 陽性者と接触

5450例目 (44) 30代 女性 川崎市高津区 会社員 1/6 軽症 1/8 家庭内

5451例目 (45) 20代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/5 軽症 1/8 陽性者と接触

5452例目 (46) 20代 男性 川崎市高津区 学生 1/5 軽症 1/8 家庭内

5453例目 (47) 20代 女性 川崎市高津区 会社員 1/4 軽症 1/8 陽性者と接触

5454例目 (48) 30代 男性 川崎市高津区 会社員 1/1 軽症 1/8 家庭内

5455例目 (49) 20代 男性 川崎市高津区 フリーター 1/5 軽症 1/8 家庭内

5456例目 (50) 90代 女性 川崎市川崎区 無職 1/5 軽症 1/8 陽性者と接触

5457例目 (51) 10歳未満 女性 川崎市幸区 無症状 1/8 家庭内

5458例目 (52) 30代 男性 川崎市幸区 医療従事者 無症状 1/8 家庭内

5459例目 (53) 20代 女性 川崎市川崎区 無職 無症状 1/8 家庭内

5460例目 (54) 20代 女性 川崎市川崎区 アルバイト 無症状 1/8 陽性者と接触

5461例目 (55) 70代 男性 川崎市川崎区 会社員 無症状 1/8 家庭内

5462例目 (56) 30代 女性 川崎市川崎区 無職 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触

5463例目 (57) 30代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/1 軽症 1/8 陽性者と接触

5464例目 (58) 30代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/4 軽症 1/8 陽性者と接触

5465例目 (59) 20代 男性 川崎市川崎区 飲食店従事者 1/5 軽症 1/8 陽性者と接触

5466例目 (60) 20代 女性 川崎市川崎区 アルバイト 1/3 軽症 1/8 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5467例目 (61) 50代 男性 川崎市川崎区 会社員 12/30 軽症 1/8 不明

5468例目 (62) 60代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/6 軽症 1/8 不明

5469例目 (63) 30代 女性 川崎市中原区 会社員 1/4 軽症 1/6 陽性者と接触

5470例目 (64) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 無症状 1/6 家庭内

5471例目 (65) 10代 女性 川崎市川崎区 学生 1/4 軽症 1/7 家庭内

5472例目 (66) 10代 男性 川崎市川崎区 1/7 軽症 1/7 家庭内

5473例目 (67) 10歳未満 女性 川崎市川崎区 1/7 軽症 1/7 家庭内

5474例目 (68) 30代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/7 軽症 1/7 陽性者と接触

5475例目 (69) 50代 女性 川崎市川崎区 調査中 1/6 軽症 1/7 家庭内

5476例目 (70) 20代 男性 川崎市川崎区 調査中 1/6 軽症 1/7 家庭内

5477例目 (71) 20代 女性 川崎市川崎区 調査中 1/6 軽症 1/7 家庭内

5478例目 (72) 20代 女性 川崎市川崎区 調査中 1/6 軽症 1/7 家庭内

5479例目 (73) 20代 女性 川崎市麻生区 学生 12/26 軽症 1/7 陽性者と接触

5480例目 (74) 80代 女性 川崎市高津区 無職 1/4 中等症 1/7 陽性者と接触

5481例目 (75) 90代 女性 川崎市高津区 無職 1/6 重症 1/6 陽性者と接触

5482例目 (76) 50代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/5 軽症 1/7 家庭内

5483例目 (77) 60代 女性 川崎市中原区 パートタイマー 1/6 軽症 1/7 家庭内

5484例目 (78) 50代 女性 川崎市中原区 無職 12/29 軽症 1/7 家庭内

5485例目 (79) 50代 女性 川崎市高津区 自営業 無症状 1/7 家庭内

5486例目 (80) 20代 女性 川崎市中原区 学生 1/1 軽症 1/6 家庭内



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5487例目 (81) 30代 女性 川崎市宮前区 アルバイト 12/30 軽症 1/7 家庭内

5488例目 (82) 10代 女性 川崎市宮前区 1/4 軽症 1/7 家庭内

5489例目 (83) 30代 女性 川崎市多摩区 主婦 1/5 軽症 1/7 陽性者と接触

5490例目 (84) 10歳未満 男性 川崎市多摩区 1/6 軽症 1/7 陽性者と接触

5491例目 (85) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5492例目 (86) 60代 男性 川崎市川崎区 公務員 1/3 軽症 1/7 不明

5493例目 (87) 20代 女性 川崎市麻生区 会社員 1/3 軽症 1/7 不明

5494例目 (88) 20代 男性 川崎市多摩区 パートタイマー 1/3 軽症 1/7 不明

5495例目 (89) 70代 男性 川崎市多摩区 無職 1/5 軽症 1/7 不明

5496例目 (90) 30代 男性 市外（県内） 会社員 1/6 軽症 1/7 不明

5497例目 (91) 50代 男性 川崎市高津区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5498例目 (92) 50代 女性 川崎市川崎区 パートタイマー 1/6 軽症 1/7 不明

5499例目 (93) 40代 女性 川崎市多摩区 パートタイマー 1/5 軽症 1/7 家庭内

5500例目 (94) 20代 女性 川崎市多摩区 調査中 1/6 軽症 1/7 家庭内

5501例目 (95) 50代 男性 川崎市中原区 会社員 1/1 軽症 1/7 不明

5502例目 (96) 50代 男性 川崎市幸区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5503例目 (97) 70代 男性 市外（県内） 無職 1/4 中等症 1/7 不明

5504例目 (98) 40代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/2 軽症 1/7 不明

5505例目 (99) 40代 男性 川崎市多摩区 会社員 12/28 軽症 1/7 不明

5506例目 (100) 20代 女性 川崎市多摩区 会社員 1/4 軽症 1/7 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5507例目 (101) 20代 男性 川崎市多摩区 公務員 1/3 軽症 1/7 陽性者と接触

5508例目 (102) 60代 女性 川崎市幸区 会社員 1/6 軽症 1/8 不明

5509例目 (103) 50代 男性 川崎市幸区 調査中 1/4 軽症 1/8 不明

5510例目 (104) 30代 男性 川崎市幸区 公務員 1/3 軽症 1/8 陽性者と接触

5511例目 (105) 20代 男性 川崎市幸区 飲食店従事者 1/4 軽症 1/8 不明

5512例目 (106) 20代 男性 川崎市中原区 調査中 1/1 軽症 1/8 不明

5513例目 (107) 80代 男性 川崎市幸区 アルバイト 12/28 軽症 1/7 不明

5514例目 (108) 40代 男性 川崎市幸区 調査中 1/1 軽症 1/7 不明

5515例目 (109) 30代 女性 川崎市幸区 主婦 1/6 軽症 1/8 家庭内

5516例目 (110) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 1/1 軽症 1/8 不明

5517例目 (111) 60代 女性 川崎市高津区 保育士 1/4 軽症 1/8 不明

5518例目 (112) 20代 男性 川崎市高津区 会社員 1/5 軽症 1/8 不明

5519例目 (113) 30代 女性 川崎市幸区 会社員 1/5 軽症 1/8 家庭内

5520例目 (114) 20代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/7 軽症 1/8 不明

5521例目 (115) 50代 男性 川崎市麻生区 自営業 1/5 軽症 1/7 不明

5522例目 (116) 10代 女性 川崎市麻生区 1/5 軽症 1/8 家庭内

5523例目 (117) 30代 女性 川崎市高津区 フリーランス 1/3 軽症 1/8 家庭内

5524例目 (118) 30代 男性 川崎市高津区 会社員 1/7 軽症 1/8 不明

5525例目 (119) 20代 女性 川崎市多摩区 主婦 1/7 軽症 1/7 家庭内

5526例目 (120) 10歳未満 男性 川崎市多摩区 1/7 軽症 1/7 家庭内



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5527例目 (121) 20代 男性 川崎市宮前区 無職 1/5 軽症 1/7 家庭内

5528例目 (122) 40代 女性 川崎市宮前区 パートタイマー 1/4 軽症 1/7 家庭内

5529例目 (123) 10代 女性 川崎市宮前区 無症状 1/7 家庭内

5530例目 (124) 20代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/6 軽症 1/7 陽性者と接触

5531例目 (125) 20代 女性 川崎市多摩区 医療従事者 1/7 軽症 1/7 陽性者と接触

5532例目 (126) 10歳未満 女性 川崎市高津区 無症状 1/7 家庭内

5533例目 (127) 10歳未満 女性 川崎市高津区 無症状 1/7 家庭内

5534例目 (128) 30代 女性 川崎市中原区 会社員 1/5 軽症 1/7 家庭内

5535例目 (129) 30代 女性 川崎市多摩区 会社員 1/6 軽症 1/7 家庭内

5536例目 (130) 10歳未満 女性 川崎市多摩区 1/3 軽症 1/7 家庭内

5537例目 (131) 30代 男性 川崎市高津区 会社員 1/2 軽症 1/7 不明

5538例目 (132) 20代 女性 川崎市宮前区 医療従事者 1/5 軽症 1/8 陽性者と接触

5539例目 (133) 50代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/6 軽症 1/8 不明

5540例目 (134) 40代 男性 川崎市川崎区 調査中 1/7 軽症 1/8 不明

5541例目 (135) 20代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/7 軽症 1/8 不明

5542例目 (136) 60代 男性 川崎市高津区 自営業 無症状 1/8 家庭内

5543例目 (137) 30代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/6 軽症 1/8 不明

5544例目 (138) 30代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/6 軽症 1/8 不明

5545例目 (139) 20代 男性 市外（県内） 調査中 不明 軽症 1/8 不明

5546例目 (140) 40代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/1 軽症 1/8 陽性者と接触



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5547例目 (141) 20代 男性 市外（都内） 学生 1/6 軽症 1/8 不明

5548例目 (142) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 12/30 軽症 1/6 陽性者と接触

5549例目 (143) 40代 女性 川崎市多摩区 パートタイマー 1/6 軽症 1/8 不明

5550例目 (144) 20代 女性 川崎市多摩区 調査中 1/3 軽症 1/8 不明

5551例目 (145) 50代 女性 川崎市多摩区 主婦 不明 軽症 1/8 不明

5552例目 (146) 30代 女性 市外（都内） 調査中 1/6 中等症 1/8 不明

5553例目 (147) 30代 女性 川崎市川崎区 パートタイマー 1/6 軽症 1/7 家庭内

5554例目 (148) 10歳未満 男性 川崎市川崎区 1/7 軽症 1/7 家庭内

5555例目 (149) 70代 女性 川崎市幸区 調査中 1/5 軽症 1/7 不明

5556例目 (150) 50代 女性 川崎市麻生区 主婦 1/4 軽症 1/8 不明

5557例目 (151) 20代 女性 川崎市麻生区 会社員 1/8 軽症 1/8 陽性者と接触

5558例目 (152) 20代 女性 川崎市宮前区 会社員 無症状 1/8 陽性者と接触

5559例目 (153) 10代 男性 川崎市多摩区 学生 1/5 軽症 1/8 家庭内

5560例目 (154) 10代 女性 川崎市高津区 学生 1/6 軽症 1/7 陽性者と接触

5561例目 (155) 50代 女性 川崎市多摩区 主婦 1/5 軽症 1/8 家庭内

5562例目 (156) 20代 女性 川崎市多摩区 学生 1/5 軽症 1/8 家庭内

5563例目 (157) 10代 女性 川崎市多摩区 学生 1/4 軽症 1/8 家庭内

5564例目 (158) 20代 女性 川崎市多摩区 医療従事者 1/5 軽症 1/8 家庭内

5565例目 (159) 20代 男性 川崎市中原区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5566例目 (160) 20代 男性 川崎市中原区 会社員 1/2 軽症 1/6 家庭内



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5567例目 (161) 30代 男性 川崎市中原区 会社員 1/1 軽症 1/7 不明

5568例目 (162) 30代 女性 川崎市川崎区 自営業 1/5 軽症 1/8 不明

5569例目 (163) 30代 女性 川崎市中原区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5570例目 (164) 30代 女性 川崎市中原区 自営業 1/1 軽症 1/7 不明

5571例目 (165) 40代 女性 川崎市高津区 会社員 1/4 軽症 1/8 不明

5572例目 (166) 70代 男性 川崎市中原区 会社員 1/4 軽症 1/8 不明

5573例目 (167) 20代 男性 川崎市高津区 会社員 1/7 軽症 1/8 不明

5574例目 (168) 20代 女性 川崎市中原区 アルバイト 1/6 軽症 1/7 不明

5575例目 (169) 30代 女性 川崎市中原区 医療従事者 1/7 軽症 1/8 陽性者と接触

5576例目 (170) 30代 女性 川崎市中原区 会社員 1/7 軽症 1/8 不明

5577例目 (171) 60代 女性 川崎市中原区 医療従事者 無症状 1/6 家庭内

5578例目 (172) 30代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/4 軽症 1/8 不明

5579例目 (173) 20代 女性 市外（県内） 会社員 1/5 軽症 1/8 陽性者と接触

5580例目 (174) 30代 男性 市外（県内） 無職 1/6 軽症 1/8 不明

5581例目 (175) 20代 女性 市外（県内） 会社員 不明 軽症 1/8 不明

5582例目 (176) 10代 女性 川崎市川崎区 学生 1/1 軽症 1/8 不明

5583例目 (177) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/4 軽症 1/8 家庭内

5584例目 (178) 30代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/6 軽症 1/8 陽性者と接触

5585例目 (179) 20代 女性 市外（県内） 公務員 1/3 軽症 1/8 不明

5586例目 (180) 30代 男性 市外（都内） 医療従事者 1/7 軽症 1/8 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5587例目 (181) 20代 男性 川崎市中原区 会社員 1/4 軽症 1/6 不明

5588例目 (182) 70代 男性 市外（県内） 無職 1/6 軽症 1/8 不明

5589例目 (183) 50代 男性 川崎市川崎区 飲食店従事者 1/6 軽症 1/8 不明

5590例目 (184) 40代 女性 川崎市川崎区 主婦 1/5 軽症 1/8 不明

5591例目 (185) 40代 女性 川崎市幸区 パートタイマー 1/3 軽症 1/8 不明

5592例目 (186) 80代 男性 川崎市中原区 無職 1/8 中等症 1/8 陽性者と接触

5593例目 (187) 20代 男性 川崎市高津区 会社員 1/5 軽症 1/8 不明

5594例目 (188) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/7 軽症 1/8 陽性者と接触

5595例目 (189) 10代 男性 川崎市川崎区 学生 1/5 軽症 1/8 不明

5596例目 (190) 60代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/8 不明

5597例目 (191) 40代 男性 川崎市川崎区 自営業 1/8 軽症 1/8 家庭内

5598例目 (192) 30代 男性 川崎市中原区 会社員 1/6 無症状 1/8 不明

5599例目 (193) 40代 男性 川崎市麻生区 会社員 1/6 軽症 1/8 不明

5600例目 (194) 10代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/5 軽症 1/8 不明

5601例目 (195) 40代 女性 川崎市多摩区 会社員 1/6 軽症 1/8 不明

5602例目 (196) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 12/30 軽症 1/8 陽性者と接触

5603例目 (197) 40代 女性 川崎市高津区 会社員 1/7 軽症 1/8 不明

5604例目 (198) 40代 女性 川崎市高津区 自営業 1/4 無症状 1/8 陽性者と接触

5605例目 (199) 60代 女性 川崎市多摩区 パートタイマー 1/6 軽症 1/8 家庭内

5606例目 (200) 70代 男性 川崎市麻生区 会社員 1/3 軽症 1/8 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5607例目 (201) 70代 男性 川崎市高津区 自営業 12/31 無症状 1/8 不明

5608例目 (202) 20代 男性 川崎市麻生区 アルバイト 12/31 軽症 1/8 不明

5609例目 (203) 30代 男性 川崎市川崎区 自営業 不明 軽症 1/7 不明

5610例目 (204) 50代 女性 川崎市川崎区 主婦 1/4 軽症 1/7 陽性者と接触

5611例目 (205) 20代 女性 川崎市川崎区 医療従事者 1/4 軽症 1/7 陽性者と接触

5612例目 (206) 20代 女性 川崎市川崎区 保育士 1/5 軽症 1/7 陽性者と接触

5613例目 (207) 30代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/7 不明

5614例目 (208) 60代 女性 川崎市多摩区 主婦 1/4 軽症 1/7 陽性者と接触

5615例目 (209) 100歳以上 女性 川崎市麻生区 無職 1/7 軽症 1/8 陽性者と接触

5616例目 (210) 70代 女性 川崎市川崎区 自営業 1/1 軽症 1/8 陽性者と接触

5617例目 (211) 70代 男性 川崎市高津区 無職 1/6 軽症 1/8 家庭内

5618例目 (212) 10歳未満 男性 川崎市川崎区 1/7 軽症 1/8 陽性者と接触

5619例目 (213) 40代 女性 川崎市中原区 会社員 1/6 軽症 1/8 家庭内

5620例目 (214) 40代 男性 川崎市高津区 教諭 1/5 軽症 1/8 家庭内

5621例目 (215) 20代 女性 川崎市麻生区 調査中 1/5 軽症 1/8 不明

5622例目 (216) 30代 女性 川崎市中原区 会社員 1/5 軽症 1/8 不明

5623例目 (217) 20代 男性 川崎市幸区 調査中 1/4 軽症 1/8 不明

5624例目 (218) 70代 男性 川崎市川崎区 自営業 12/31 軽症 1/8 不明

5625例目 (219) 50代 男性 川崎市多摩区 自営業 1/6 軽症 1/8 不明

5626例目 (220) 50代 男性 市外（県内） 会社員 1/4 軽症 1/8 家庭内



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

5627例目 (221) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/8 不明

5628例目 (222) 50代 男性 市外（県内） 無職 1/6 軽症 1/8 不明

5629例目 (223) 50代 女性 川崎市宮前区 パートタイマー 1/3 軽症 1/8 陽性者と接触

5630例目 (224) 20代 女性 川崎市多摩区 会社員 12/31 軽症 1/7 陽性者と接触

5631例目 (225) 30代 女性 川崎市高津区 会社員 1/8 軽症 1/8 不明

5632例目 (226) 20代 女性 川崎市川崎区 パートタイマー 不明 軽症 1/8 家庭内



1月9日現在

5,632人

163人

1,617人

228人

585人

2,603人

70人

366人

検査検体数 検査人数

累計 22,412件 22,316人

(1月8日実施分） 172件 172人

累計※４ 65,126件 65,113人

（前日公表比※４） +850件 +850人

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html

※本発表資料に添付していた「陽性者一覧」については、様式を一部変更し、本市ホーム
ページ上にて公表することといたしました。
　つきましては、本市ホームページ上の【緊急情報】新型コロナウイルス感染症総合ページ
「市内の感染状況　（２）新型コロナウイルス感染症発生状況データ」の添付ファイル「陽性者
一覧」をご覧ください。

※3 市外居住等で市外で療養となった者など

検査機関

川崎市
健康安全研究所

民間検査機関等

※4 民間検査機関等の検査実績は報告までにタイムラグがあり、公表時点までに報告があっ
た検査数の累計を速報値として掲載しております。

＜検査実施状況＞ 1月8日実施分まで

※1 令和3年1月9日現在累計

※2 令和3年1月9日現在速報値

新型コロナウイルス感染症　川崎市内発生状況

＜陽性者の状況＞

陽性者総数※1

内
訳

入院者数※２

自宅療養者数※２

宿泊施設療養者数※２

退院者数※１

療養終了者数※１

死亡者数※１

その他※１ ※３



新型コロナウイルス感染症の対策について、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に
お一人お一人の咳エチケットや手洗いの実施がとても重要です。感染症対策に努めていた
だくようお願いいたします。 

●新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの感染が疑われる場合、
まずは「かかりつけ医」に相談・受診しましょう。 

●風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて、咳エチケットや
手洗い等、通常の感染対策を行うことが重要です。 

●現時点においては、症状のない方の検査を行うことは出来ません。 

１ かかりつけ医での受診ができない場合で、発熱・咳・咽頭痛のいずれかの
症状のある方（新型コロナウイルス、インフルエンザを疑う場合など） 

発熱等診療予約センター（医療機関案内）【神奈川県運営】 
電話番号 ０５７０－０４８９１４
受付時間 9 00 21 00（土・日曜、祝日も実施） 

２ 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談のある方 

川崎市新型コロナウイルス感染症コールセンター 
電話番号 ０４４－２００－０７３０
受付時間 24 時間対応（土・日曜、祝日も実施） 

3 その他（国など）の相談窓口 
●厚生労働省の電話相談窓口（コールセンター） 
電話番号 0120-565653（フリーダイヤル） 
受付時間 9 時 00分 21 時 00分（土・日曜・祝日） 

●神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 
電話番号 0570-056774 （IP 電話等つながらない場合は 045-285-0536） 
受付時間 感染の不安のある方、健康・医療に関すること、COCOA・濃厚接触に関することは 

２４時間対応、その他は平日9時 00 分 21時 00分 

令和２年１１月２日 川崎市健康福祉局保健所 作成 

市民の皆様へ


