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令和３年１月15日 
健康福祉局健康安全課 

 

市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について 

 

市内で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が３２６名確認されました。この

患者の感染経路については、現在調査中です。 

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。 

 

〇感染者の状況 

 別添のとおり 

 

〇年代別男女別内訳 

 

 

 

 

※年代別男女別内訳は速報値であり、今後、数が変動する可能性があります 

 

 

○区別発生状況（患者住所地） 

 

 

 

 

※昨日（１月14日）発表分までを集計 

 

〇新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について 

新型コロナウイルスに関連した感染症の患者で、市内14109例目の方が令和３年１月５

日前後に、市内10265例目の方が令和３年１月12日に、市内13938例目の方が令和３年１月

12日に、市内9522例目の方が令和３年１月13日に亡くなられましたのでお知らせします。 

なお、新型コロナウイルスに関連した感染症の市内の死亡者数累計は164名となります。 

これまでお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げます。 

 

 

 
裏面あり 

鶴見区 神奈川区 西区 中区 南区 港南区 保土ケ谷区 旭区 磯子区 金沢区

1024 893 516 1099 1209 770 652 718 596 549

港北区 緑区 青葉区 都筑区 戸塚区 栄区 泉区 瀬谷区 市外 合計

1320 476 982 629 795 222 356 282 725 13813

累
計

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90歳以上 合計
男性 6 10 43 25 24 24 20 20 6 1 179
女性 3 10 28 26 25 23 11 11 7 3 147
合計 9 20 71 51 49 47 31 31 13 4 326



○市内の患者発生状況  ※１月14日発表分までを集計 

 (１) 陽性患者の発生件数：13,813人（うち感染経路不明者数：7,555人） 

   ※感染経路不明者は速報値であり、今後、疫学調査により数が変動する可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市内の発生状況） 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/kanja.html 

 

(２) 感染者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。 

 

お問合せ先 

健康福祉局健康安全課長 船山 和志  045-671-2442 

重症 中等症 軽症 無症状 調査中
26 98 386 36 75 621 157 2325 10065 160 485 13813

その他 合計
入院中

入院中
計 宿泊療養 自宅療養等 退院等 死亡
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/kanja.html


〇感染者の状況

Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

13842 40代 女性 横浜市 調査中 調査中
13843 60代 男性 市外（都内） 調査中 調査中
13844 20代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
13845 70代 男性 横浜市 調査中 軽症
13846 70代 女性 横浜市 無職 軽症
13847 30代 男性 横浜市 調査中 軽症
13848 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
13849 40代 男性 横浜市 飲食業 軽症
13850 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症
13851 10代 女性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
13852 40代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13853 20代 女性 横浜市 学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
13854 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13855 50代 女性 横浜市 無職 軽症
13856 30代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
13857 40代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
13858 20代 男性 横浜市 調査中 調査中
13859 20代 男性 横浜市 大学生 軽症
13860 30代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13861 50代 女性 横浜市 調査中 調査中
13862 40代 男性 横浜市 調査中 調査中
13863 40代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13864 20代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
13865 20代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13866 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
13867 20代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
13868 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
13869 20代 男性 横浜市 介護職 無症状 陽性者と接触あり
13870 70代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
13871 70代 女性 横浜市 無職 軽症
13872 40代 男性 横浜市 調査中 軽症
13873 20代 女性 横浜市 調査中 軽症
13874 70代 男性 横浜市 無職 軽症
13875 50代 女性 横浜市 会社員 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

13876 40代 女性 横浜市 調査中 調査中
13877 60代 女性 横浜市 会社員 軽症
13878 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
13879 50代 女性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり
13880 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
13881 30代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
13882 60代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13883 40代 女性 横浜市 調査中 調査中
13884 10代 女性 横浜市 調査中 軽症
13885 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
13886 60代 男性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり
13887 70代 女性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり
13888 20代 女性 横浜市 大学生 軽症
13889 90歳以上 女性 横浜市 無職 軽症 同一の施設に陽性者あり
13890 20代 男性 横浜市 調査中 調査中
13891 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
13892 50代 男性 横浜市 調査中 軽症
13893 10代 男性 横浜市 調査中 調査中
13894 30代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
13895 40代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13896 20代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
13897 20代 女性 横浜市 パート 軽症
13898 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
13899 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
13900 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13901 20代 男性 横浜市 パート 軽症
13902 70代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
13903 60代 女性 横浜市 会社員 無症状
13904 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13905 70代 女性 横浜市 無職 無症状 同一施設に陽性者あり
13906 60代 女性 横浜市 無職 無症状 同一施設に陽性者あり
13907 70代 男性 横浜市 無職 軽症 同一施設に陽性者あり
13908 60代 男性 横浜市 介護職 無症状 同一施設に陽性者あり
13909 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

13910 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
13911 10代 男性 横浜市 学生 軽症
13912 50代 女性 横浜市 パート 軽症
13913 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13914 70代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
13915 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
13916 20代 男性 横浜市 調査中 調査中
13917 30代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
13918 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
13919 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13920 50代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
13921 20代 女性 市外（県内） 調査中 軽症
13922 70代 男性 市外（県内） 調査中 無症状
13923 40代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
13924 40代 男性 市外（県内） 調査中 無症状
13925 60代 女性 市外（県内） 調査中 無症状
13926 50代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13927 50代 女性 横浜市 介護職 軽症 家庭内感染の疑いあり
13928 20代 女性 横浜市 調査中 調査中
13929 20代 男性 市外（県内） 調査中 軽症
13930 10代 女性 横浜市 高校生 軽症
13931 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
13932 30代 女性 市外（県内） 看護師 無症状 同一施設に陽性者あり
13933 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
13934 40代 女性 横浜市 会社員 軽症
13935 20代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
13936 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
13937 40代 男性 横浜市 調査中 軽症
13938 60代 男性 横浜市 調査中 調査中 同一施設に陽性者あり
13939 50代 女性 横浜市 会社員 軽症
13940 50代 女性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
13941 20代 男性 横浜市 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
13942 20代 男性 横浜市 自営業 軽症
13943 50代 女性 横浜市 会社員 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

13944 10代 女性 横浜市 高校生 軽症
13945 40代 女性 横浜市 パート 無症状 家庭内感染の疑いあり
13946 40代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13947 30代 女性 横浜市 自営業 軽症
13948 20代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
13949 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13950 40代 男性 横浜市 調査中 調査中
13951 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13952 40代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
13953 50代 女性 横浜市 無職 軽症
13954 80代 男性 横浜市 無職 軽症
13955 20代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
13956 40代 女性 横浜市 会社員 軽症
13957 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
13958 40代 女性 横浜市 調査中 調査中
13959 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
13960 30代 女性 横浜市 無職 軽症
13961 60代 男性 横浜市 調査中 調査中
13962 70代 男性 横浜市 調査中 無症状 陽性者と接触あり
13963 30代 女性 横浜市 飲食業 軽症 家庭内感染の疑いあり
13964 30代 男性 横浜市 飲食業 軽症
13965 70代 男性 横浜市 調査中 調査中
13966 30代 女性 横浜市 無職 軽症
13967 20代 男性 横浜市 大学生 軽症
13968 10代 男性 横浜市 中学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
13969 40代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
13970 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
13971 10代 男性 横浜市 学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
13972 30代 男性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり
13973 10代 男性 横浜市 学生 軽症
13974 50代 女性 横浜市 無職 軽症
13975 10代 女性 横浜市 学生 無症状 陽性者と接触あり



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

13976 60代 女性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
13977 10代 女性 横浜市 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
13978 30代 女性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
13979 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13980 70代 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
13981 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
13982 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
13983 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
13984 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
13985 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
13986 30代 女性 横浜市 調査中 軽症
13987 30代 男性 横浜市 会社員 無症状
13988 10歳未満 男性 横浜市 学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
13989 20代 男性 横浜市 自営業 軽症 陽性者と接触あり
13990 50代 女性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
13991 10歳未満 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
13992 90歳以上 男性 横浜市 無職 軽症 同一医療機関に陽性者あり
13993 30代 男性 横浜市 公務員 軽症 同一施設に陽性者あり
13994 40代 女性 横浜市 調査中 調査中
13995 50代 男性 横浜市 調査中 調査中
13996 30代 女性 横浜市 調査中 調査中
13997 10代 男性 横浜市 中学生 軽症
13998 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
13999 20代 女性 横浜市 保育士 軽症
14000 20代 男性 横浜市 大学生 軽症
14001 70代 女性 横浜市 会社員 軽症
14002 60代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
14003 80代 男性 横浜市 無職 軽症
14004 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14005 30代 男性 横浜市 公務員 軽症
14006 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
14007 50代 男性 横浜市 飲食業 軽症
14008 80代 男性 横浜市 無職 調査中
14009 60代 男性 横浜市 自営業 軽症
14010 70代 男性 横浜市 無職 無症状 同一の施設内に陽性者あり



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

14011 80代 男性 横浜市 無職 軽症 同一の施設内に陽性者あり
14012 20代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
14013 60代 女性 横浜市 無職 軽症
14014 80代 女性 横浜市 無職 無症状 同一の施設内に陽性者あり
14015 70代 男性 市外（都内） 調査中 調査中
14016 70代 男性 横浜市 会社員 軽症
14017 20代 女性 横浜市 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
14018 20代 女性 横浜市 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
14019 70代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
14020 20代 女性 横浜市 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
14021 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
14022 40代 男性 横浜市 自営業 軽症
14023 30代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
14024 20代 男性 横浜市 調査中 調査中
14025 10歳未満 男性 横浜市 小学生 無症状 陽性者と接触あり
14026 20代 女性 横浜市 学生 軽症
14027 20代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
14028 60代 男性 横浜市 飲食業 軽症
14029 70代 男性 横浜市 無職 軽症
14030 60代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
14031 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
14032 30代 男性 横浜市 自営業 軽症
14033 50代 男性 横浜市 公務員 軽症
14034 40代 男性 横浜市 調査中 調査中
14035 10歳未満 女性 横浜市 調査中 調査中
14036 10歳未満 女性 横浜市 調査中 調査中
14037 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14038 20代 女性 横浜市 学生 軽症
14039 80代 男性 横浜市 無職 軽症
14040 10代 女性 横浜市 中学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
14041 40代 女性 横浜市 会社員 軽症
14042 10代 女性 横浜市 学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
14043 20代 女性 横浜市 飲食業 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

14044 40代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
14045 40代 女性 横浜市 会社員 無症状 同じ施設に陽性者あり
14046 50代 女性 横浜市 調査中 調査中
14047 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
14048 40代 男性 横浜市 自営業 軽症
14049 40代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
14050 20代 男性 横浜市 大学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
14051 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14052 40代 男性 横浜市 自営業 軽症
14053 20代 男性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
14054 20代 男性 横浜市 自営業 軽症 陽性者と接触あり
14055 50代 女性 横浜市 会社員 軽症
14056 20代 女性 横浜市 会社員 軽症
14057 60代 男性 横浜市 無職 軽症
14058 40代 女性 横浜市 会社員 軽症
14059 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
14060 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
14061 70代 女性 横浜市 無職 軽症
14062 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14063 40代 女性 横浜市 無職 軽症
14064 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14065 40代 男性 横浜市 公務員 軽症
14066 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
14067 40代 女性 横浜市 公務員 軽症
14068 20代 男性 横浜市 調査中 調査中
14069 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
14070 50代 男性 市外（県内） 会社員 調査中
14071 30代 女性 横浜市 調査中 軽症
14072 10代 男性 横浜市 高校生 軽症
14073 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
14074 50代 男性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり
14075 70代 女性 横浜市 無職 軽症
14076 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14077 40代 女性 横浜市 調査中 軽症
14078 70代 男性 横浜市 無職 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

14079 10歳未満 男性 横浜市 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
14080 20代 女性 横浜市 パート 軽症
14081 40代 女性 横浜市 看護助手 軽症
14082 50代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
14083 90歳以上 女性 横浜市 無職 無症状 同一の施設内に陽性者あり
14084 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
14085 50代 男性 横浜市 調査中 軽症
14086 50代 女性 横浜市 助産師 軽症
14087 40代 男性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり
14088 40代 女性 横浜市 パート 軽症
14089 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
14090 70代 男性 市外（県内） 調査中 中等症
14091 20代 女性 横浜市 無職 軽症
14092 50代 女性 横浜市 調査中 軽症
14093 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
14094 40代 男性 横浜市 介護職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
14095 30代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
14096 50代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
14097 50代 男性 市外（都内） 調査中 調査中 同一の施設内に陽性者あり
14098 80代 女性 横浜市 無職 軽症
14099 20代 女性 横浜市 会社員 軽症
14100 50代 女性 横浜市 パート 軽症
14101 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
14102 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
14103 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14104 50代 女性 横浜市 公務員 軽症
14105 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
14106 50代 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
14107 60代 女性 横浜市 パート 軽症 職場内感染の疑いあり
14108 10代 女性 横浜市 学生 無症状
14109 60代 男性 横浜市 会社員 死亡
14110 20代 男性 横浜市 自営業 軽症
14111 50代 男性 横浜市 会社員 中等症
14112 60代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

14113 50代 女性 横浜市 介護職 軽症 職場内感染の疑いあり
14114 60代 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
14115 70代 男性 市外（県内） 調査中 軽症
14116 70代 女性 横浜市 無職 無症状 同一の施設内に陽性者あり
14117 20代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
14118 20代 男性 横浜市 大学生 軽症
14119 50代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
14120 20代 女性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
14121 40代 女性 横浜市 介護職 軽症 同一施設に陽性者あり
14122 70代 男性 横浜市 自営業 軽症
14123 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
14124 40代 女性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
14125 10代 男性 横浜市 小学生 無症状 陽性者と接触あり
14126 70代 女性 横浜市 無職 軽症
14127 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
14128 30代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
14129 20代 女性 横浜市 会社員 軽症
14130 60代 女性 横浜市 パート 軽症
14131 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
14132 30代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
14133 20代 女性 横浜市 調査中 調査中
14134 70代 男性 横浜市 無職 軽症
14135 30代 男性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり
14136 10代 女性 横浜市 高校生 軽症 陽性者と接触あり
14137 70代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
14138 30代 女性 市外（都内） 調査中 調査中
14139 80代 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり
14140 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
14141 40代 女性 横浜市 無職 軽症
14142 30代 女性 横浜市 自営業 軽症
14143 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
14144 20代 男性 横浜市 調査中 無症状 陽性者と接触あり
14145 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
14146 80代 女性 横浜市 無職 軽症
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14147 30代 女性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
14148 30代 女性 横浜市 調査中 軽症
14149 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
14150 10代 男性 横浜市 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
14151 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
14152 80代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
14153 90歳以上 女性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
14154 80代 女性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
14155 80代 女性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
14156 80代 女性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
14157 40代 女性 横浜市 無職 軽症
14158 30代 男性 横浜市 調査中 軽症
14159 10代 男性 横浜市 高校生 軽症
14160 40代 女性 横浜市 パート 軽症
14161 20代 男性 横浜市 飲食業 軽症
14162 20代 男性 横浜市 自営業 軽症 陽性者と接触あり
14163 20代 男性 横浜市 調査中 調査中
14164 60代 女性 市外（都内） 調査中 調査中
14165 50代 女性 市外（県内） 調査中 調査中
14166 20代 女性 横浜市 無職 軽症
14167 70代 男性 横浜市 無職 軽症


