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令和３年２月23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44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 

 

 

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17455例目の方が２月16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、284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  045-671-2442 

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 1 3 3 1 6 1 1 4 0 20

女 0 0 2 4 3 2 1 2 7 3 24

計 0 1 5 7 4 8 2 3 11 3 44



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
19607 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
19608 30代 男性 横浜市 公務員 軽症
19609 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
19610 20代 男性 横浜市 公務員 軽症
19611 70代 男性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19612 60代 男性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19613 80代 ⼥性 横浜市 無職 中等症 同⼀施設内に陽性者あり
19614 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19615 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19616 70代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 同⼀施設内に陽性者あり
19617 80代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 同⼀施設内に陽性者あり
19618 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19619 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19620 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19621 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
19622 80代 男性 横浜市 無職 中等症 同⼀施設内に陽性者あり
19623 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
19624 80代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
19625 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
19626 40代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状
19627 50代 ⼥性 市外（県内） 無職 軽症 陽性者と接触あり
19628 40代 ⼥性 横浜市 パート 無症状
19629 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 中等症 同⼀施設内に陽性者あり
19630 60代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
19631 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
19632 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
19633 30代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症 家庭内感染の疑いあり
19634 20代 ⼥性 横浜市 接客業 軽症
19635 30代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 陽性者と接触あり
19636 10代 男性 横浜市 中学⽣ 軽症
19637 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
19638 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
19639 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
19640 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
19641 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
19642 80代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
19643 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
19644 70代 ⼥性 横浜市 無職 中等症
19645 50代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
19646 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
19647 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
19648 80代 男性 横浜市 無職 軽症
19649 80代 男性 横浜市 無職 中等症
19650 50代 男性 市外（都内） 飲⾷店 無症状 陽性者と接触あり




