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令和３年３月12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47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。 

 

 

〇感染者の状況 

 別添のとおり 

 

 

〇年代別男女別内訳 

 

 

 

 

 

 ※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（３月11日）発表分までを集計 

 

 

 

 

※速報値であり、今後、数が変動する可能性があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面あり 

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

男 3 2 6 1 2 2 1 4 2 0 23

女 3 3 5 1 3 1 0 3 1 4 24

計 6 5 11 2 5 3 1 7 3 4 47

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

1524 1248 731 1434 1673 1255 980 1170 923 891

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

1791 759 1315 854 1130 379 579 473 1220 20329

累
計



○市内の患者発生状況  ※３月11日発表分までを集計 

 (１) 陽性患者の発生件数：20,329人（うち感染経路不明者数：10,567人） 

   ※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 

 

 

※速報値であり、今後、数が変動する可能性があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
4 56 211 24 11 306 49 314 18470 329 861 20329

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



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

20358 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
20359 70代 男性 横浜市  ⾃営業 軽症
20360 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
20361 10代 男性 横浜市 中学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
20362 40代 男性 横浜市 ⾃営業 無症状 家庭内感染の疑いあり
20363 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 中等症 同じ施設に陽性者あり
20364 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
20365 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
20366 70代 男性 横浜市 飲⾷店 中等症 陽性者と接触あり
20367 40代 ⼥性 横浜市 飲⾷業 軽症
20368 10代 ⼥性 横浜市 中学⽣ 軽症
20369 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 中等症 同じ施設に陽性者あり
20370 10歳未満 男性 横浜市 ⼩学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
20371 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
20372 70代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症
20373 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
20374 50代 男性 市外（都内） 会社員 軽症
20375 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
20376 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
20377 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
20378 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
20379 80代 男性 横浜市 無職 軽症
20380 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
20381 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
20382 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症
20383 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
20384 40代 ⼥性 市外（県内） 無職 無症状
20385 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
20386 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
20387 20代 ⼥性 横浜市 専⾨学校⽣ 軽症
20388 20代 ⼥性 市外（県内） 学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
20389 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
20390 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
20391 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
20392 80代 男性 横浜市 無職 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
20393 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
20394 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
20395 70代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症 職場内感染の疑いあり
20396 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
20397 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
20398 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
20399 30代 ⼥性 市外（県内） 調査中 調査中
20400 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
20401 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
20402 70代 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設に陽性者あり
20403 20代 ⼥性 市外（県内） 看護師 軽症 陽性者と接触あり
20404 70代 男性 横浜市 無職 軽症


