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令和３年６月９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82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 

 

 

○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25429例目の方が６月２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、398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。 

 

 

 

 

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 0 0 6 10 11 6 4 3 1 0 41

女 2 4 10 4 5 8 2 4 0 2 41

計 2 4 16 14 16 14 6 7 1 2 82



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
27268 30代 男性 市外（県内） 会社員 軽症
27269 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27270 10代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27271 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
27272 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27273 30代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
27274 10代 ⼥性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
27275 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
27276 70代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27277 30代 男性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
27278 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27279 50代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症
27280 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
27281 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
27282 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 同⼀施設に陽性者あり
27283 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
27284 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
27285 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27286 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27287 60代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
27288 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27289 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27290 10代 ⼥性 市外（県内） 中学⽣ 調査中
27291 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27292 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
27293 30代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
27294 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 中等症 同⼀医療機関に陽性者あり
27295 50代 男性 横浜市 パート 軽症
27296 70代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
27297 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
27298 50代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
27299 40代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
27300 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
27301 60代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
27302 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 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
27303 60代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27304 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
27305 30代 男性 横浜市 パート 軽症
27306 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27307 10代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
27308 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
27309 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
27310 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
27311 20代 ⼥性 横浜市 公務員 無症状 家庭内感染の疑いあり
27312 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
27313 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
27314 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
27315 70代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
27316 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
27317 30代 男性 横浜市 介護職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
27318 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
27319 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27320 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
27321 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
27322 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
27323 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27324 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
27325 20代 男性 横浜市 無職 軽症
27326 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
27327 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27328 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
27329 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
27330 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
27331 80代 男性 横浜市 無職 中等症
27332 60代 男性 横浜市 無職 軽症
27333 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27334 20代 男性 横浜市 会社員 無症状
27335 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
27336 70代 男性 横浜市 無職 軽症
27337 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
27338 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
27339 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
27340 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
27341 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
27342 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
27343 30代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
27344 20代 男性 横浜市 学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
27345 50代 男性 横浜市 公務員 重症
27346 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
27347 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
27348 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
27349 40代 男性 横浜市 会社員 軽症


