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令和３年２月５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172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 

 

○区別発生状況（患者住所地）※昨日（２月４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 

 

〇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7165例目の方が12月17日に、 

市内4222例目の方が12月18日に、市内6965例目の方が１月９日に、市内15700例目、15851

例目、18261例目の方が２月３日に、市内15331例目の方が２月４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、235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。 

 

 裏面あり 

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

1327 1147 662 1328 1536 1092 908 998 819 783

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

1647 658 1240 793 1043 335 531 424 1084 18355

累
計

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90歳以上 合計
男性 4 2 16 17 11 13 9 6 7 4 89
⼥性 10 1 13 13 8 9 6 8 10 5 83
合計 14 3 29 30 19 22 15 14 17 9 172



○市内の患者発生状況 ※２月４日発表分までを集計

(１) 陽性患者の発生件数：18,355人（うち感染経路不明者数：9,722人）

※感染経路不明者は速報値であり、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

お問合せ先 

健康福祉局健康安全課長 船山 和志 045-671-2463

重症 中等症 軽症 無症状 調査中
30 129 428 58 87 732 60 1146 15416 228 773 18355

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
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〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

18384 20代 女性 横浜市 無職 軽症
18385 80代 男性 横浜市 無職 中等症 同一医療機関に陽性者あり
18386 20代 女性 横浜市 大学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
18387 50代 女性 横浜市 看護師 軽症 同一医療機関に陽性者あり
18388 30代 女性 横浜市 病院職員 軽症
18389 10歳未満 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
18390 50代 女性 横浜市 調査中 軽症
18391 60代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18392 30代 男性 横浜市 学生 軽症
18393 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
18394 80代 男性 横浜市 無職 軽症
18395 10代 女性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり
18396 50代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
18397 30代 男性 市外（県内） 会社員 軽症
18398 80代 女性 横浜市 無職 中等症 陽性者と接触あり
18399 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
18400 50代 男性 横浜市 飲食業 無症状 家庭内感染の疑いあり
18401 30代 男性 横浜市 パート 軽症
18402 70代 女性 横浜市 調査中 軽症
18403 60代 男性 横浜市 自営業 軽症
18404 30代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
18405 30代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18406 70代 女性 横浜市 無職 軽症
18407 40代 女性 横浜市 飲食業 軽症
18408 30代 女性 横浜市 保育士 軽症 職場内感染の疑いあり
18409 20代 女性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり
18410 20代 女性 横浜市 会社員 軽症
18411 40代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18412 90歳以上 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
18413 70代 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
18414 70代 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
18415 30代 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
18416 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
18417 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
18418 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18419 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
18420 20代 女性 横浜市 無職 軽症
18421 30代 女性 横浜市 保育士 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
18422 40代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18423 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
18424 80代 男性 横浜市 無職 軽症
18425 20代 男性 横浜市 調査中 調査中
18426 60代 男性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり
18427 40代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
18428 30代 女性 横浜市 無職 軽症
18429 30代 女性 横浜市 介護職 軽症 同一施設内に陽性者あり
18430 20代 女性 横浜市 飲食業 軽症
18431 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
18432 50代 女性 横浜市 無職 軽症
18433 10歳未満 女性 横浜市 小学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
18434 10歳未満 女性 横浜市 小学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
18435 50代 女性 横浜市 調査中 調査中
18436 30代 女性 横浜市 看護師 軽症 家庭内感染の疑いあり
18437 50代 男性 横浜市 医師 軽症 職場内感染の疑いあり
18438 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18439 70代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18440 50代 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
18441 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
18442 10代 男性 横浜市 小学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
18443 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
18444 80代 女性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
18445 10歳未満 女性 横浜市 小学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
18446 10歳未満 女性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり
18447 30代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18448 10歳未満 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18449 10歳未満 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
18450 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18451 80代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
18452 70代 男性 横浜市 自営業 軽症
18453 70代 男性 横浜市 無職 調査中
18454 20代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
18455 80代 男性 横浜市 無職 軽症
18456 50代 女性 横浜市 パート 軽症
18457 50代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
18458 60代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18459 80代 女性 横浜市 無職 中等症 同一施設に陽性者あり
18460 50代 男性 横浜市 会社員 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
18461 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18462 20代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
18463 90歳以上 女性 横浜市 無職 無症状 同一施設に陽性者あり
18464 30代 男性 市外（県内） 介護職 無症状 同一施設に陽性者あり
18465 70代 男性 横浜市 無職 軽症 同一の医療機関に陽性者あり
18466 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18467 20代 女性 市外（県内） 調査中 軽症
18468 60代 男性 市外（県内） 調査中 軽症
18469 40代 女性 横浜市 病院職員 軽症 同一医療機関内に陽性者あり
18470 90歳以上 女性 横浜市 調査中 調査中 おなじ施設内に陽性者あり
18471 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
18472 80代 男性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり
18473 30代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18474 40代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18475 60代 女性 横浜市 介護職 軽症
18476 50代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
18477 10歳未満 男性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり
18478 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
18479 70代 女性 横浜市 飲食業 軽症 陽性者と接触あり
18480 20代 女性 横浜市 調査中 無症状 陽性者と接触あり
18481 10歳未満 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18482 60代 女性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
18483 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18484 80代 女性 横浜市 無職 無症状 同一施設に陽性者あり
18485 20代 女性 横浜市 会社員 軽症
18486 30代 女性 横浜市 会社員 軽症
18487 20代 女性 横浜市 教員 軽症
18488 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
18489 90歳以上 女性 横浜市 無職 無症状 同一施設に陽性者あり
18490 90歳以上 男性 横浜市 無職 中等症
18491 20代 女性 横浜市 自営業 軽症
18492 50代 男性 市外（都内） 会社員 軽症
18493 90歳以上 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
18494 40代 女性 横浜市 調査中 調査中 同じ施設の中に陽性者あり
18495 40代 女性 市外（県内） 調査中 無症状
18496 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
18497 30代 男性 横浜市 調査中 調査中
18498 20代 男性 横浜市 パート 軽症
18499 50代 男性 横浜市 会社員 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
18500 70代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ医療機関内に陽性者あり
18501 10歳未満 女性 横浜市 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
18502 70代 女性 横浜市 無職 軽症
18503 70代 男性 横浜市 無職 軽症
18504 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
18505 80代 女性 横浜市 無職 軽症 同一の医療機関に陽性者あり
18506 30代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
18507 40代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18508 30代 男性 横浜市 公務員 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18509 80代 女性 横浜市 無職 無症状 同一施設に陽性者あり
18510 80代 女性 横浜市 無職 軽症 同一施設に陽性者あり
18511 60代 女性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
18512 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18513 60代 男性 市外（都内） 調査中 調査中 同じ施設の中に陽性者あり
18514 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症
18515 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18516 20代 男性 横浜市 無職 軽症
18517 80代 女性 横浜市 無職 軽症 同一医療機関内に陽性者あり
18518 70代 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
18519 30代 女性 横浜市 調査中 軽症
18520 20代 女性 横浜市 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
18521 50代 女性 横浜市 介護職 軽症 同一の施設にて陽性者あり
18522 20代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
18523 80代 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
18524 30代 女性 横浜市 看護師 軽症 同一の医療機関に陽性者あり
18525 80代 男性 横浜市 無職 軽症 同一の医療機関に陽性者あり
18526 40代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18527 40代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18528 50代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18529 40代 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
18530 60代 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
18531 60代 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
18532 20代 男性 横浜市 無職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
18533 30代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18534 50代 女性 横浜市 介護職 軽症
18535 50代 男性 横浜市 公務員 調査中
18536 60代 男性 横浜市 パート 調査中
18537 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
18538 90歳以上 男性 横浜市 無職 中等症 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
18539 40代 男性 横浜市 自営業 軽症
18540 60代 女性 横浜市 無職 軽症 同一の医療機関内に陽性者あり
18541 70代 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
18542 60代 男性 横浜市 自営業 軽症
18543 40代 男性 横浜市 無職 軽症
18544 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
18545 10歳未満 女性 横浜市 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
18546 10代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18547 50代 女性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
18548 90歳以上 男性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり
18549 40代 女性 横浜市 介護職 軽症 同一の施設内に陽性者あり
18550 30代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
18551 30代 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設内に陽性者あり
18552 80代 女性 横浜市 無職 軽症 同一の施設に陽性者あり
18553 90歳以上 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
18554 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
18555 20代 男性 横浜市 会社員 軽症


