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令和３年５月６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117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 

 

 

 

 

 

 

※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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  045-671-2463 

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 5 5 19 6 10 14 6 4 0 1 70

女 2 3 10 6 4 15 2 2 2 1 47

計 7 8 29 12 14 29 8 6 2 2 117



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
23855 40代 男性 横浜市 介護職 軽症 職場内感染の疑いあり
23856 20代 男性 横浜市 看護師 軽症 職場内感染の疑いあり
23857 30代 男性 市外（都内） 調査中 軽症
23858 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
23859 20代 ⼥性 市外（都内） 会社員 軽症
23860 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
23861 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
23862 40代 男性 市外（県内） 会社員 軽症
23863 30代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 陽性者と接触あり
23864 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
23865 60代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
23866 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
23867 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
23868 70代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
23869 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
23870 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
23871 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
23872 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
23873 30代 ⼥性 横浜市 病院職員 軽症
23874 80代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
23875 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 陽性者と接触あり
23876 50代 男性 市外（都内） 介護⼠ 軽症 同じ施設内に陽性者あり
23877 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
23878 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
23879 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
23880 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
23881 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
23882 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
23883 70代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
23884 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
23885 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
23886 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
23887 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
23888 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
23889 40代 ⼥性 横浜市 理学療法⼠ 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
23890 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
23891 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
23892 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
23893 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
23894 70代 男性 横浜市 会社員 軽症
23895 40代 男性 横浜市 公務員 無症状 家庭内感染の疑いあり
23896 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
23897 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
23898 10歳未満 ⼥性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
23899 20代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 無症状
23900 50代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
23901 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
23902 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
23903 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
23904 10代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
23905 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
23906 50代 ⼥性 横浜市 介護職 軽症 陽性者と接触あり
23907 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
23908 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
23909 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
23910 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
23911 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
23912 50代 男性 横浜市 会社員 中等症
23913 50代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 職場内感染の疑いあり
23914 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同⼀施設に陽性者あり
23915 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同⼀施設に陽性者あり
23916 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
23917 20代 ⼥性 横浜市 介護⼠ 軽症 同じ施設内に陽性者あり
23918 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
23919 50代 ⼥性 横浜市 会社員 中等症
23920 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
23921 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
23922 20代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症
23923 40代 男性 市外（県内） 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
23924 20代 男性 横浜市 公務員 軽症
23925 50代 ⼥性 横浜市 公務員 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
23926 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
23927 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
23928 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
23929 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
23930 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
23931 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
23932 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
23933 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
23934 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
23935 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
23936 20代 男性 横浜市 パート 軽症
23937 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
23938 70代 男性 横浜市 無職 中等症
23939 70代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
23940 20代 男性 市外（県内） 調査中 軽症 陽性者と接触あり
23941 30代 ⼥性 横浜市 病院職員 軽症
23942 10代 男性 横浜市 中学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
23943 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症
23944 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
23945 20代 男性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり
23946 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
23947 10代 ⼥性 横浜市 ⼩学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
23948 90歳以上 男性 横浜市 無職 調査中
23949 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
23950 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
23951 10歳未満 男性 市外（県内） 無職 調査中
23952 30代 ⼥性 市外（県内） 調査中 調査中
23953 10歳未満 男性 市外（県内） 無職 調査中
23954 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
23955 20代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
23956 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
23957 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
23958 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同⼀施設に陽性者あり
23959 50代 男性 横浜市 ⻭科医師 軽症
23960 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
23961 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 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
23962 60代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
23963 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
23964 50代 男性 市外（県内） 調査中 軽症
23965 30代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
23966 60代 男性 横浜市 パート 軽症
23967 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
23968 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
23969 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 無症状 同⼀施設に陽性者あり
23970 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 無症状 同⼀施設に陽性者あり
23971 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同⼀施設に陽性者あり




