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令和３年７月16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194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（７月15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。 

 

 

 

裏面あり 

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 5 9 39 16 26 18 6 3 0 0 122

女 2 7 19 10 13 11 3 4 3 0 72

計 7 16 58 26 39 29 9 7 3 0 194

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

2362 2014 1089 2019 2363 1730 1499 1690 1336 1233

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

2874 1184 2122 1356 1835 604 857 712 1809 30688

累
計



○市内の患者発生状況  ※７月15日発表分までを集計 

 (１) 陽性患者の発生件数：30,688人（うち感染経路不明者数：16,131人） 

   ※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 

 

 

 

※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 
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市内の感染者発生状況 新規陽性者数
うち感染経路不明…

重症 中等症 軽症 無症状 調査中
10 58 257 23 8 356 170 815 27599 418 1330 30688

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

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/kanja.html


〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
30717 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
30718 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
30719 70代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
30720 30代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
30721 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
30722 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
30723 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30724 70代 ⼥性 横浜市 無職 中等症 家庭内感染の疑いあり
30725 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30726 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30727 40代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30728 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
30729 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30730 10代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
30731 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30732 20代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
30733 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30734 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
30735 70代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
30736 30代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 同⼀施設に陽性者あり
30737 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
30738 40代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30739 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30740 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
30741 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 同じ施設にて陽性者あり
30742 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30743 50代 男性 横浜市 ⾃営業 無症状 家庭内感染の疑いあり
30744 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
30745 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30746 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
30747 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30748 30代 男性 横浜市 公務員 軽症
30749 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
30750 20代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
30751 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30752 10代 ⼥性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症
30753 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30754 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30755 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
30756 20代 男性 横浜市 ⾃営業 無症状 家庭内感染の疑いあり
30757 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30758 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30759 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
30760 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30761 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30762 40代 ⼥性 横浜市 調査中 軽症
30763 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30764 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30765 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30766 20代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
30767 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30768 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30769 10代 男性 横浜市 中学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
30770 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30771 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
30772 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30773 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
30774 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30775 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
30776 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
30777 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
30778 20代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
30779 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30780 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30781 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
30782 10代 男性 市外（県外） 会社員 軽症
30783 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
30784 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
30785 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
30786 20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
30787 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30788 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30789 20代 男性 横浜市 パート 軽症
30790 40代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30791 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30792 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30793 60代 男性 横浜市 無職 軽症
30794 20代 男性 横浜市 パート 軽症
30795 40代 男性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30796 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
30797 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30798 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
30799 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30800 20代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症 家庭内感染の疑いあり
30801 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30802 60代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30803 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
30804 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
30805 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30806 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30807 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30808 60代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30809 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
30810 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
30811 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
30812 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
30813 20代 男性 市外（県内） ⼤学⽣ 軽症
30814 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30815 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30816 10代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
30817 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30818 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
30819 20代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30820 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30821 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
30822 20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
30823 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30824 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
30825 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30826 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30827 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30828 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
30829 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30830 40代 男性 横浜市 会社員 中等症
30831 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
30832 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
30833 20代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症
30834 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
30835 20代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 同じ施設に陽性者あり
30836 40代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症
30837 10代 男性 横浜市 中学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
30838 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
30839 60代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
30840 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 同⼀の施設にて陽性者あり
30841 10代 男性 横浜市 パート 軽症
30842 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
30843 70代 男性 横浜市 会社員 軽症 同⼀の施設にて陽性者あり
30844 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
30845 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30846 20代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症 陽性者と接触あり
30847 30代 男性 横浜市 公務員 軽症
30848 50代 男性 横浜市 ⻭科医師 軽症
30849 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
30850 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30851 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
30852 40代 男性 横浜市 無職 軽症
30853 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
30854 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
30855 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
30856 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
30857 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30858 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
30859 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
30860 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
30861 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
30862 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
30863 20代 男性 横浜市 公務員 軽症
30864 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
30865 10代 ⼥性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症
30866 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30867 30代 男性 横浜市 教員 軽症
30868 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30869 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30870 20代 男性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
30871 40代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30872 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30873 30代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
30874 80代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
30875 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30876 70代 男性 横浜市 無職 軽症
30877 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
30878 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30879 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30880 80代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
30881 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30882 40代 ⼥性 横浜市 パート 無症状 家庭内感染の疑いあり
30883 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
30884 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
30885 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30886 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 同じ施設の中に陽性者あり
30887 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30888 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30889 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30890 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30891 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30892 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
30893 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30894 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
30895 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
30896 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30897 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
30898 50代 ⼥性 横浜市 無職 中等症 家庭内感染の疑いあり
30899 70代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 同じ施設の中に陽性者あり
30900 30代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
30901 50代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 同⼀施設に陽性者あり
30902 10歳未満 男性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
30903 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
30904 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
30905 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
30906 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
30907 60代 男性 横浜市 調査中 軽症
30908 20代 男性 横浜市 パート 軽症
30909 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
30910 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
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