
令和３年１月１２日

報 道 発 表 資 料

新型コロナウイルス感染症患者の発生について

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 新規陽性者 

  本日の陽性者は、９３名です。 

２ 陽性者の属性及び内訳

  別紙のとおり 

以上 

報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、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。

※報道発表資料の様式を変更しております。 

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 



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

93 2 9 26 14 13 14 7 5 3 0 0

総数 男性 女性

93 49 44

総数 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 市外

93 29 21 10 12 3 9 0 9

総数 陽性者と接触 家庭内 不明

93 29 27 37

総数 無症状 軽症 中等症 重症

93 5 88 0 0

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

5858例目 (1) 80代 女性 川崎市幸区 無職 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触

5859例目 (2) 10代 男性 川崎市幸区 学生 1/9 軽症 1/11 家庭内

5860例目 (3) 50代 女性 川崎市幸区 会社員 1/4 軽症 1/11 家庭内

5861例目 (4) 20代 女性 川崎市幸区 調査中 1/5 軽症 1/11 家庭内

5862例目 (5) 60代 男性 川崎市川崎区 飲食店従事者 無症状 1/11 家庭内

5863例目 (6) 40代 男性 川崎市川崎区 パートタイマー 1/10 軽症 1/11 家庭内

5864例目 (7) 30代 男性 川崎市川崎区 飲食店従事者 1/9 軽症 1/11 家庭内

5865例目 (8) 50代 女性 川崎市川崎区 調査中 1/7 軽症 1/11 陽性者と接触

5866例目 (9) 20代 女性 川崎市川崎区 学生 1/11 軽症 1/11 家庭内

5867例目 (10) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触

5868例目 (11) 50代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触

5869例目 (12) 20代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/11 軽症 1/11 陽性者と接触

5870例目 (13) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/10 軽症 1/11 家庭内

5871例目 (14) 80代 女性 川崎市川崎区 無職 1/9 軽症 1/11 家庭内

5872例目 (15) 10代 女性 川崎市幸区 1/7 軽症 1/11 家庭内

5873例目 (16) 10歳未満 女性 川崎市幸区 無症状 1/11 家庭内

5874例目 (17) 30代 女性 川崎市幸区 会社員 1/6 無症状 1/11 家庭内

5875例目 (18) 80代 女性 川崎市幸区 無職 無症状 1/11 陽性者と接触

5876例目 (19) 30代 女性 川崎市幸区 会社員 1/5 軽症 1/11 家庭内

5877例目 (20) 60代 男性 川崎市幸区 無職 不明 軽症 1/11 家庭内

＜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

5878例目 (21) 20代 女性 川崎市幸区 主婦 1/9 軽症 1/11 家庭内

5879例目 (22) 10歳未満 男性 川崎市幸区 1/9 軽症 1/11 家庭内

5880例目 (23) 70代 女性 川崎市幸区 パートタイマー 12/28 軽症 1/11 不明

5881例目 (24) 20代 男性 市外（県内） 会社員 1/9 軽症 1/11 不明

5882例目 (25) 60代 男性 川崎市幸区 調査中 不明 軽症 1/11 家庭内

5883例目 (26) 50代 女性 川崎市川崎区 飲食店従事者 1/6 軽症 1/11 家庭内

5884例目 (27) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/1 軽症 1/9 陽性者と接触

5885例目 (28) 20代 女性 川崎市高津区 飲食店従事者 1/5 軽症 1/10 不明

5886例目 (29) 50代 男性 川崎市高津区 調査中 1/4 軽症 1/10 不明

5887例目 (30) 30代 女性 市外（都内） 医療従事者 不明 軽症 1/10 不明

5888例目 (31) 60代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/3 軽症 1/10 不明

5889例目 (32) 20代 女性 川崎市高津区 会社員 1/5 軽症 1/10 不明

5890例目 (33) 30代 男性 川崎市高津区 飲食店従事者 1/8 軽症 1/10 不明

5891例目 (34) 20代 男性 市外（県内） 無職 1/7 軽症 1/10 陽性者と接触

5892例目 (35) 50代 女性 川崎市中原区 会社員 1/4 軽症 1/10 陽性者と接触

5893例目 (36) 20代 女性 川崎市中原区 会社員 1/3 軽症 1/10 不明

5894例目 (37) 20代 女性 川崎市中原区 会社員 1/6 軽症 1/10 陽性者と接触

5895例目 (38) 20代 女性 川崎市中原区 保育士 1/7 軽症 1/10 陽性者と接触

5896例目 (39) 50代 男性 川崎市高津区 会社員 1/1 軽症 1/10 陽性者と接触

5897例目 (40) 40代 女性 川崎市高津区 施設職員 1/8 軽症 1/10 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

5898例目 (41) 10代 男性 川崎市高津区 学生 1/8 軽症 1/10 家庭内

5899例目 (42) 10代 男性 川崎市高津区 学生 1/8 軽症 1/10 家庭内

5900例目 (43) 10代 女性 川崎市高津区 学生 1/8 軽症 1/10 家庭内

5901例目 (44) 60代 女性 川崎市高津区 医療従事者 1/9 軽症 1/10 陽性者と接触

5902例目 (45) 10代 女性 川崎市高津区 学生 1/7 軽症 1/10 家庭内

5903例目 (46) 50代 男性 川崎市中原区 無職 1/6 軽症 1/10 陽性者と接触

5904例目 (47) 50代 男性 川崎市中原区 会社員 1/7 軽症 1/10 家庭内

5905例目 (48) 70代 女性 川崎市川崎区 無職 1/11 軽症 1/11 陽性者と接触

5906例目 (49) 20代 女性 川崎市川崎区 調査中 1/8 軽症 1/11 不明

5907例目 (50) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/7 軽症 1/11 陽性者と接触

5908例目 (51) 50代 男性 市外（都内） 会社員 不明 軽症 1/8 陽性者と接触

5909例目 (52) 50代 女性 川崎市川崎区 アルバイト 1/8 軽症 1/8 陽性者と接触

5910例目 (53) 40代 男性 川崎市幸区 会社員 1/8 軽症 1/11 不明

5911例目 (54) 30代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/7 軽症 1/11 不明

5912例目 (55) 20代 男性 川崎市中原区 会社員 1/2 軽症 1/11 不明

5913例目 (56) 40代 男性 川崎市中原区 会社員 1/4 軽症 1/11 不明

5914例目 (57) 40代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/10 軽症 1/11 不明

5915例目 (58) 10代 女性 川崎市多摩区 学生 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触

5916例目 (59) 40代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/9 軽症 1/11 不明

5917例目 (60) 30代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/9 軽症 1/11 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

5918例目 (61) 30代 男性 川崎市多摩区 アルバイト 1/10 軽症 1/11 不明

5919例目 (62) 20代 女性 川崎市多摩区 会社員 1/7 軽症 1/11 不明

5920例目 (63) 20代 女性 川崎市多摩区 無職 1/9 軽症 1/10 不明

5921例目 (64) 50代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/7 軽症 1/11 不明

5922例目 (65) 50代 女性 川崎市幸区 調査中 1/8 軽症 1/11 不明

5923例目 (66) 40代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/9 軽症 1/11 不明

5924例目 (67) 20代 女性 川崎市川崎区 無職 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触

5925例目 (68) 10代 女性 川崎市川崎区 学生 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触

5926例目 (69) 30代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/8 軽症 1/11 不明

5927例目 (70) 30代 女性 川崎市川崎区 自営業 1/8 軽症 1/11 家庭内

5928例目 (71) 60代 女性 川崎市川崎区 アルバイト 1/2 軽症 1/11 不明

5929例目 (72) 70代 男性 川崎市高津区 会社員 無症状 1/11 陽性者と接触

5930例目 (73) 20代 男性 川崎市幸区 会社員 1/8 軽症 1/11 家庭内

5931例目 (74) 70代 男性 川崎市幸区 無職 1/6 軽症 1/11 陽性者と接触

5932例目 (75) 70代 女性 川崎市幸区 主婦 1/6 軽症 1/11 陽性者と接触

5933例目 (76) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/8 軽症 1/11 不明

5934例目 (77) 40代 男性 市外（都内） 調査中 1/3 軽症 1/11 不明

5935例目 (78) 30代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/10 軽症 1/11 不明

5936例目 (79) 50代 男性 川崎市中原区 公務員 1/10 軽症 1/11 不明

5937例目 (80) 60代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/7 軽症 1/10 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

5938例目 (81) 20代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触

5939例目 (82) 20代 男性 市外（県内） 会社員 1/8 軽症 1/11 不明

5940例目 (83) 40代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/7 軽症 1/11 家庭内

5941例目 (84) 20代 女性 市外（県内） 医療従事者 1/9 軽症 1/10 陽性者と接触

5942例目 (85) 20代 男性 川崎市中原区 会社員 1/8 軽症 1/11 不明

5943例目 (86) 40代 女性 川崎市川崎区 パートタイマー 1/10 軽症 1/11 不明

5944例目 (87) 20代 男性 市外（県内） 会社員 1/7 軽症 1/11 不明

5945例目 (88) 30代 男性 市外（都内） 調査中 1/3 軽症 1/11 陽性者と接触

5946例目 (89) 30代 男性 川崎市幸区 会社員 1/9 軽症 1/11 不明

5947例目 (90) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/9 軽症 1/11 不明

5948例目 (91) 20代 男性 川崎市川崎区 飲食店従事者 1/7 軽症 1/11 不明

5949例目 (92) 10代 女性 川崎市幸区 学生 1/7 軽症 1/11 不明

5950例目 (93) 30代 男性 川崎市川崎区 アルバイト 1/8 軽症 1/11 陽性者と接触



1月12日現在

5,950人

162人

1,671人

259人

593人

2,805人

71人

389人

検査検体数 検査人数

累計 22,725件 22,629人

(1月11日実施分） 142件 142人

累計※４ 66,341件 66,328人

（前日公表比※４） +558件 +558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11日実施分まで

※1 令和3年1月12日現在累計

※2 令和3年1月12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



新型コロナウイルス感染症のモニタリング状況

1 モニタリング状況（参考数値） 

集計期間：令和 3年 1月 4日（月）～1月 10日（日）

指標 数値 前週 目安基準

(1) 直近１週間の新規陽性者数 1123 人 541 人    － 

(2) 

直近１週間の人口10万人当たりの累積新規陽

性者数 

（陽性者数/（153 万人/10 万人）） 

73.40 人 35.36 人 
2.5 人未満 

（※1） 

(3) 
週当たりの陽性者増加比 

（当該週の陽性者数/前週の陽性者数） 
2.08 1.06  ＜1(※2) 

(4) 
直近１週間の感染経路不明者の割合 

（感染経路不明者数/陽性者数） 
52％ 61％ 

50%未満 

（※3） 

(5) 
直近１週間の陽性率（※4） 

（陽性者数/検査実施人数） 
19.16％ 22.82％  － 

(6) 
入院中の患者数（※5） 

（疑似症患者を含む） 
170 人 140 人 

感染症患者受入病床 

263 床 

(7) 
入院中の患者のうち重症者数（※5） 

（疑似症患者を含む） 
31 人 18 人 

重症病床 

30 床 

(8) 
全療養者数（※5）（入院中、宿泊療養及び自宅

療養者合計（疑似症患者は含まない）） 
1980 人 1195 人 － 

これらの数値は、速報値として公表するものです。 

※1 神奈川警戒アラート指標の基準を準用

※2 新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（新型コロナウイルス感染症対策専門家

会議「緊急事態措置の解除の考え方」）より引用 

※3 神奈川県の再警戒モニタリング指標の基準を準用 

  （再警戒基準：新規陽性者数が 10 人以上の時、50％以上） 

※4 健康安全研究所及び民間検査機関による検査実績から算出（本市発表外陽性者も含む） 

※5 1 月 10 日(日)現在の報告数（前週分は、1月 3日(日)現在の報告数） 

２ 評価 

令和 3 年 1 月 4 日（月）～1 月 10 日（日）の川崎市内におけるモニタリング状況

は、（1）新規陽性者数は前週の 541 人から 1123 人（前々々週 405 人、前々週 508 人、

前週 541 人）となり、いったん増加が鈍った前週から、今週はほぼ倍増しました。

(2)直近 1 週間の人口 10 万人あたりの累積新規陽性者数は、前々々週 26.47 人、
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前々週 33.20 人、前週 35.36 人から今週 73.40 人と急増しました。 

(3)週当たりの陽性者増加比は、前々々週 1.33、前々週 1.25、前週 1.06 と一旦低下

したものが、今週は 2.08 と倍増しました。  

(4)直近 1週間の感染経路不明者の割合は、前々々週 39%から前々週 46%。前週 61%で

したが、今週は 52%と低下し、目安基準の 50%に近づきました。 

(5)直近 1 週間の検査陽性率は、前々々週 8.72％、前々週 8.58%であったものが、前

週は 22.82%と急増。今週は 19.16%とやや低下したものの高値となっています。 

（6）入院中患者数は前々々週 116 人、前々週 111 人から、前週は 140 人と増加し、

今週は 170 人とさらに増加しています。 

（7）入院中患者のうち重症者数は、前々々週 11 人、前々週 14人、前週 18 人から今

週は 31 人とさらに増加しました。 

(8)全療養者数（入院中、宿泊療養及び自宅療養者合計）は前々々週 692 人から前々

週 1136 人と急増。前週は 1195 人とやや増加が鈍りましたが、今週は 1980 人と再び急

増しました。 

（1）全体の新規感染者数、（2）直近 1 週間の人口 10 万人当たりの累積新規陽性者

数、(3)週当たりの陽性者増加比は、いずれも大幅な増加。(4)直近 1週間の感染経路不

明者の割合、（5）直近 1週間の検査陽性率は、やや減少しました。 

（6）入院中の患者数、（7）重症患者数、（8）全療養者数はいずれも増加しています。 

なお、感染症患者受入病床は、他の病気での入院に使用している病床などを新型コロ

ナ患者病床として転用できる病床ですので、ここが多く使用されると一般医療が縮小せ

ざるを得ない状況となってきます。 

川崎市内の感染者の状況は年末にかけて増加傾向にあり、特に前々週までに急増しま

したが、前々週から前週にかけては増加の状況がいったん鈍くなりました。しかし、前

週から今週にかけては感染者および入院数・療養者数の急増がみられています。幸い多

くの方は軽症で経過観察可能となっていますが、入院中の重症者数も増加しております。

重症者は、新型コロナにあてられた専用病床（30床）だけではなく、集中治療室、救急

室などにも入院されています。 

感染者数の増加は明らかですが、年末年始期間の診療体制、検査体制の状況などから

年明けに届け出が集中している可能性もあり、全体の評価にはもう 1週間くらいの状況

を見続ける必要があります。 

緊急事態宣言が神奈川県を含み１都 3県に発令されました。皆さま方には大変なご不

便をおかけしますが、重症患者発生を少なくし、一般の医療が維持され、そして経済状

況が続いてその後に回復できるよう、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

肝心なことは、引き続き三密を避ける、適切な距離が保てないなどの時はマスクをつけ

る、手洗い・手指の消毒をこまめにするなど、日常生活においての基本的な、そして重

要な注意です。これらの何気ない注意が、感染者数を増やさないことひいては重症者数

を減らすことに、大変役に立ちます。また感染を警戒するあまり家の中に閉じこもりき

りになる必要はありませんが、どちらかへお出かけになるときには、混雑する場所や時

間帯はできるだけ避けて、家族単位などの少人数で、ゆっくりと過ごされるようお願い



いたします。 

なお、市内 61 か所のインフルエンザ定点から毎週報告を頂いているインフルエンザ

の発生動向につきましては、第 52 週（12 月 21 日～12 月 27 日）の発生報告は０、第 53

週（12 月 28 日～1月 3日）は２でしたので、第 36 週（8月 31 日～9月 6日）～2020 年

第 53 週（12 月 28 日～1月 3 日）の市内のインフルエンザ報告数は３に留まりました。 


