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令和３年５月31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83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 3 8 7 4 7 6 2 4 0 2 43

女 2 2 13 5 6 7 2 2 0 1 40

計 5 10 20 9 13 13 4 6 0 3 83



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
26516 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
26517 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
26518 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
26519 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
26520 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
26521 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
26522 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26523 10代 男性 横浜市 ⼩学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
26524 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
26525 60代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
26526 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26527 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
26528 20代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
26529 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
26530 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
26531 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26532 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26533 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
26534 70代 男性 横浜市 無職 軽症
26535 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26536 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
26537 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
26538 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26539 70代 男性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
26540 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
26541 30代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症
26542 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同じ施設に陽性者あり
26543 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26544 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26545 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26546 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
26547 90歳以上 男性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
26548 20代 男性 横浜市 無職 軽症
26549 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
26550 10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
26551 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26552 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
26553 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26554 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
26555 10代 男性 横浜市 学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
26556 70代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26557 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26558 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26559 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26560 40代 男性 横浜市 パート 軽症
26561 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
26562 60代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
26563 90歳以上 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
26564 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
26565 20代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
26566 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同じ施設に陽性者あり
26567 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場に陽性者あり
26568 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26569 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26570 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
26571 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26572 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26573 40代 ⼥性 横浜市 パート 無症状 家庭内感染の疑いあり
26574 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26575 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26576 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26577 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26578 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26579 70代 男性 横浜市 パート 無症状 家庭内感染の疑いあり
26580 10代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
26581 70代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
26582 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
26583 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
26584 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26585 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26586 30代 男性 横浜市 会社員 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
26587 30代 ⼥性 市外（都内） 会社員 軽症
26588 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症
26589 50代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症
26590 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26591 50代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり
26592 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
26593 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26594 40代 男性 市外（県内） 会社員 軽症
26595 40代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 陽性者と接触あり
26596 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
26597 10代 男性 市外（県内） 中学⽣ 軽症
26598 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症
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