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令和３年７月26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161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 10 17 16 17 13 7 3 1 0 87

女 5 8 25 12 11 8 2 3 0 0 74

計 8 18 42 28 28 21 9 6 1 0 161



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
32780 80代 男性 横浜市 無職 中等症
32781 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32782 20代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
32783 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32784 70代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
32785 60代 男性 横浜市 会社員 中等症
32786 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32787 40代 男性 横浜市 調査中 軽症
32788 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32789 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
32790 40代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症
32791 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32792 30代 男性 横浜市 無職 軽症
32793 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32794 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32795 40代 男性 市外（県内） 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
32796 50代 男性 横浜市 無職 軽症
32797 10代 ⼥性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり
32798 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32799 10代 ⼥性 横浜市 中学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32800 60代 男性 横浜市 無職 無症状
32801 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 職場内感染の疑いあり
32802 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32803 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32804 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32805 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32806 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32807 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32808 70代 男性 横浜市 会社員 軽症
32809 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32810 10代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32811 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32812 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32813 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32814 40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
32815 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
32816 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32817 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症
32818 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32819 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32820 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32821 20代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 職場内感染の疑いあり
32822 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32823 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32824 30代 男性 市外（都内） 調査中 調査中
32825 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32826 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32827 20代 ⼥性 横浜市 施設職員 軽症
32828 60代 ⼥性 市外（県内） 保育⼠ 軽症 同じ施設に陽性者あり
32829 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32830 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32831 20代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
32832 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32833 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
32834 60代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32835 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32836 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
32837 70代 男性 横浜市 パート 中等症
32838 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32839 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32840 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32841 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32842 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32843 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32844 20代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
32845 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32846 20代 ⼥性 横浜市 看護師 無症状 陽性者と接触あり
32847 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32848 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32849 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32850 50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
32851 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32852 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32853 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32854 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32855 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32856 10代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32857 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32858 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32859 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32860 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32861 20代 ⼥性 横浜市 看護師 無症状 職場内感染の疑いあり
32862 40代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症 陽性者と接触あり
32863 60代 男性 横浜市 無職 軽症
32864 20代 男性 市外（県内） 学⽣ 軽症
32865 10代 ⼥性 横浜市 中学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
32866 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32867 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32868 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32869 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32870 50代 ⼥性 横浜市 調査中 軽症
32871 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
32872 50代 男性 横浜市 公務員 軽症
32873 20代 男性 横浜市 無職 軽症
32874 50代 ⼥性 横浜市 パ−ト 軽症 家庭内感染の疑いあり
32875 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 職場内感染の疑いあり
32876 20代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32877 10代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
32878 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32879 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32880 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32881 10歳未満 男性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症
32882 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
32883 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32884 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
32885 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32886 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
32887 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32888 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32889 30代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 職場内感染の疑いあり
32890 10代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32891 60代 男性 横浜市 無職 中等症 陽性者と接触あり
32892 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32893 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症
32894 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32895 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32896 10代 男性 横浜市 中学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32897 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32898 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32899 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32900 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32901 20代 ⼥性 横浜市 公務員 無症状 家庭内感染の疑いあり
32902 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32903 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32904 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32905 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32906 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32907 10代 男性 横浜市 中学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
32908 40代 男性 横浜市 ⾃営業 中等症 陽性者と接触あり
32909 30代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症
32910 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32911 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32912 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32913 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32914 40代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32915 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32916 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32917 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32918 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32919 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32920 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 同⼀施設に陽性者あり
32921 70代 男性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
32922 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 同⼀施設に陽性者あり



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
32923 20代 ⼥性 市外（県内） 調査中 調査中
32924 60代 男性 横浜市 会社員 調査中
32925 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32926 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32927 30代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
32928 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32929 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32930 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32931 40代 ⼥性 横浜市 施設職員 軽症
32932 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症
32933 30代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32934 20代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症 陽性者と接触あり
32935 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32936 50代 男性 横浜市 調査中 無症状
32937 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32938 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32939 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32940 20代 男性 横浜市 学⽣ 軽症


