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令和２年12月31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280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。 

引き続き、積極的疫学調査を確実に行っていきます。 

 

 

〇感染者の状況 

 別添のとおり 

 

 

〇年代別男女別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

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、市内医療機関に入院していた市内7838

例目の方が、12月29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、138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 2 6 30 29 28 20 15 10 3 0 143

女 4 12 29 20 20 27 15 6 2 2 137

計 6 18 59 49 48 47 30 16 5 2 280



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

9904 50代 男性 市外（県内） 調査中 軽症

9905 20代 男性 市外（都内） 会社員 軽症 陽性者と接触あり

9906 40代 女性 市外（都内） 会社員 調査中

9907 50代 女性 横浜市 調査中 軽症

9908 20代 女性 横浜市 介護職 軽症 職場内感染の疑いあり

9909 30代 女性 横浜市 調査中 軽症

9910 30代 男性 横浜市 理学療法士 軽症 職場内感染の疑いあり

9911 20代 女性 横浜市 会社員 軽症

9912 30代 男性 横浜市 飲食業 軽症

9913 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

9914 40代 男性 市外（都内） 会社員 調査中

9915 20代 女性 横浜市 接客業 軽症

9916 50代 男性 横浜市 調査中 軽症

9917 10代 女性 横浜市 小学生 無症状 家庭内感染の疑いあり

9918 10代 女性 横浜市 中学生 無症状 家庭内感染の疑いあり

9919 20代 男性 横浜市 調査中 軽症

9920 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

9921 60代 男性 横浜市 会社員 軽症

9922 60代 男性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり

9923 10代 女性 横浜市 大学生 軽症 陽性者と接触あり

9924 20代 女性 横浜市 会社員 軽症

9925 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

9926 20代 男性 横浜市 会社員 軽症

9927 70代 男性 横浜市 アルバイト 無症状 家庭内感染の疑いあり

9928 20代 女性 横浜市 保育士 軽症 職場内感染の疑いあり

9929 20代 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

9930 50代 男性 横浜市 調査中 軽症

9931 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

9932 20代 女性 横浜市 病院職員 無症状 同一の医療機関に陽性者あり

9933 60代 男性 横浜市 自営業 軽症

9934 40代 女性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり

9935 50代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

9936 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 同じ施設内に陽性者あり

9937 90歳以上 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

9938 40代 女性 横浜市 アルバイト 無症状 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

9939 40代 男性 横浜市 調査中 軽症

9940 50代 男性 横浜市 会社員 軽症

9941 30代 男性 横浜市 調査中 軽症

9942 20代 女性 横浜市 会社員 軽症

9943 20代 男性 横浜市 大学生 軽症

9944 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

9945 80代 男性 横浜市 無職 軽症

9946 50代 女性 横浜市 保育士 軽症

9947 60代 男性 横浜市 調査中 軽症

9948 60代 男性 横浜市 会社員 軽症

9949 50代 女性 横浜市 看護師 軽症 陽性者と接触あり

9950 30代 女性 横浜市 会社員 軽症

9951 20代 女性 横浜市 介護職 軽症

9952 20代 男性 横浜市 無職 軽症

9953 40代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

9954 20代 女性 横浜市 飲食業 軽症 家庭内感染の疑いあり

9955 10歳未満 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

9956 50代 女性 横浜市 飲食業 軽症 家庭内感染の疑いあり

9957 20代 男性 市外（県内） 会社員 軽症

9958 20代 女性 横浜市 アルバイト 軽症

9959 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

9960 70代 女性 横浜市 調査中 無症状 陽性者と接触あり

9961 40代 男性 横浜市 飲食業 軽症 家庭内感染の疑いあり

9962 30代 男性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり

9963 40代 男性 市外（県内） 調査中 軽症

9964 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

9965 20代 男性 横浜市 飲食業 軽症

9966 50代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

9967 40代 女性 横浜市 無職 軽症

9968 40代 男性 横浜市 自営業 軽症 陽性者と接触あり

9969 20代 女性 横浜市 調査中 無症状

9970 90歳以上 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり

9971 60代 男性 横浜市 調査中 軽症

9972 60代 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

9973 20代 男性 横浜市 看護師 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

9974 70代 男性 横浜市 会社員 中等症

9975 50代 男性 横浜市 幼稚園職員 無症状

9976 20代 男性 横浜市 会社員 軽症

9977 70代 男性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり

9978 10代 女性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり

9979 70代 男性 横浜市 無職 軽症

9980 50代 男性 横浜市 会社員 軽症

9981 50代 女性 横浜市 看護師 軽症 同一施設に陽性者あり

9982 10代 女性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり

9983 80代 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

9984 10歳未満 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

9985 30代 男性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり

9986 10代 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

9987 50代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

9988 20代 女性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり

9989 10代 男性 横浜市 大学生 軽症

9990 10代 男性 横浜市 小学生 軽症

9991 30代 男性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり

9992 70代 女性 横浜市 介護職 無症状 同一の施設に陽性者あり

9993 40代 女性 横浜市 無職 軽症

9994 30代 男性 横浜市 自営業 軽症

9995 70代 女性 横浜市 無職 軽症

9996 20代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

9997 50代 女性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり

9998 20代 男性 横浜市 公務員 軽症

9999 20代 女性 市外（都内） 調査中 調査中

10000 30代 女性 横浜市 調査中 軽症 職場内感染の疑いあり

10001 50代 女性 横浜市 調査中 調査中

10002 50代 女性 横浜市 看護師 軽症

10003 60代 女性 横浜市 無職 軽症

10004 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

10005 20代 男性 横浜市 調査中 軽症

10006 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10007 10代 女性 横浜市 学生 軽症 陽性者と接触あり

10008 60代 男性 横浜市 会社員 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

10009 20代 女性 市外（県外） 調査中 軽症

10010 50代 女性 横浜市 公務員 軽症

10011 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10012 40代 女性 横浜市 看護師 軽症

10013 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

10014 50代 女性 横浜市 調査中 軽症

10015 40代 男性 横浜市 調査中 軽症

10016 60代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

10017 20代 男性 横浜市 調査中 調査中

10018 60代 女性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり

10019 10代 女性 横浜市 高校生 軽症

10020 50代 男性 横浜市 調査中 調査中 職場内感染の疑いあり

10021 40代 女性 横浜市 調査中 調査中

10022 10代 男性 横浜市 調査中 調査中

10023 10歳未満 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

10024 20代 男性 横浜市 大学生 軽症

10025 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10026 20代 男性 横浜市 調査中 調査中

10027 20代 男性 横浜市 会社員 軽症

10028 40代 女性 横浜市 アルバイト 軽症

10029 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

10030 50代 男性 横浜市 無職 軽症

10031 20代 男性 横浜市 会社員 軽症

10032 20代 男性 横浜市 調査中 調査中

10033 40代 男性 横浜市 調査中 調査中

10034 60代 女性 横浜市 調査中 調査中

10035 30代 男性 横浜市 調査中 軽症

10036 30代 女性 横浜市 調査中 調査中

10037 10歳未満 男性 横浜市 調査中 軽症

10038 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10039 20代 男性 横浜市 公務員 調査中

10040 50代 男性 横浜市 会社員 軽症

10041 10代 女性 横浜市 調査中 軽症

10042 50代 女性 横浜市 調査中 軽症

10043 80代 男性 横浜市 調査中 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項

10044 40代 男性 横浜市 調査中 軽症

10045 30代 男性 横浜市 調査中 無症状 職場内感染の疑いあり

10046 30代 男性 横浜市 調査中 調査中

10047 40代 男性 横浜市 調査中 調査中

10048 40代 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

10049 70代 男性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

10050 20代 男性 横浜市 学生 軽症

10051 30代 男性 横浜市 調査中 軽症

10052 30代 女性 横浜市 調査中 無症状

10053 10代 男性 横浜市 調査中 調査中

10054 70代 男性 横浜市 会社員 軽症

10055 50代 男性 横浜市 会社員 軽症

10056 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

10057 40代 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

10058 10代 女性 横浜市 中学生 無症状 家庭内感染の疑いあり

10059 60代 女性 横浜市 飲食業 軽症

10060 40代 女性 横浜市 調査中 軽症

10061 10代 女性 横浜市 高校生 無症状 家庭内感染の疑いあり

10062 30代 女性 横浜市 調査中 軽症

10063 40代 男性 横浜市 調査中 軽症

10064 50代 男性 横浜市 会社員 軽症

10065 20代 女性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり

10066 70代 男性 横浜市 自営業 軽症

10067 40代 男性 横浜市 調査中 軽症

10068 30代 男性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり

10069 60代 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

10070 30代 男性 横浜市 自営業 無症状 職場内感染の疑いあり

10071 20代 女性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり

10072 80代 女性 横浜市 会社員 軽症

10073 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10074 40代 女性 横浜市 会社員 軽症

10075 30代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10076 30代 女性 横浜市 会社員 軽症

10077 30代 女性 横浜市 保育士 軽症 家庭内感染の疑いあり

10078 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

10079 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10080 60代 女性 横浜市 調査中 軽症

10081 60代 女性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり

10082 20代 女性 横浜市 大学生 軽症

10083 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり

10084 10歳未満 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

10085 20代 女性 横浜市 大学生 軽症

10086 60代 男性 横浜市 会社員 軽症

10087 20代 男性 市外（県内） 調査中 軽症

10088 20代 女性 市外（県内） 調査中 軽症

10089 20代 女性 市外（都内） 無職 軽症

10090 20代 女性 横浜市 大学生 無症状 家庭内感染の疑いあり

10091 50代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10092 40代 女性 横浜市 調査中 軽症

10093 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり

10094 60代 女性 横浜市 無職 軽症

10095 20代 女性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり

10096 30代 女性 横浜市 看護師 軽症 同じ施設に陽性者あり

10097 20代 男性 横浜市 調査中 軽症

10098 30代 女性 横浜市 調査中 軽症

10099 60代 男性 横浜市 調査中 軽症

10100 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10101 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

10102 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10103 70代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

10104 60代 女性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり

10105 40代 女性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり

10106 20代 男性 横浜市 会社員 軽症

10107 80代 男性 横浜市 無職 軽症

10108 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

10109 20代 女性 横浜市 飲食業 軽症

10110 50代 女性 横浜市 調査中 軽症

10111 40代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり

10112 50代 女性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり

10113 30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

10114 30代 女性 横浜市 調査中 軽症

10115 10代 男性 横浜市 中学生 軽症 家庭内感染の疑いあり

10116 50代 女性 横浜市 調査中 軽症

10117 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10118 40代 女性 横浜市 調査中 軽症

10119 70代 男性 横浜市 会社員 中等症

10120 40代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

10121 70代 男性 横浜市 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり

10122 60代 女性 横浜市 調査中 調査中

10123 20代 男性 横浜市 調査中 調査中 陽性者と接触あり

10124 20代 男性 横浜市 調査中 調査中 家庭内感染の疑いあり

10125 30代 男性 横浜市 調査中 調査中

10126 40代 女性 横浜市 調査中 調査中

10127 50代 女性 横浜市 調査中 調査中

10128 20代 女性 横浜市 調査中 軽症

10129 30代 女性 横浜市 調査中 軽症

10130 70代 女性 横浜市 無職 軽症

10131 20代 男性 横浜市 調査中 軽症

10132 50代 女性 横浜市 介護職 軽症

10133 20代 女性 横浜市 調査中 軽症

10134 50代 女性 横浜市 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり

10135 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10136 30代 女性 横浜市 調査中 軽症

10137 60代 男性 横浜市 会社員 軽症

10138 30代 男性 横浜市 調査中 軽症

10139 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

10140 60代 女性 横浜市 無職 軽症

10141 60代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

10142 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10143 70代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

10144 40代 男性 横浜市 会社員 軽症

10145 60代 男性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり

10146 50代 女性 横浜市 調査中 軽症

10147 20代 男性 横浜市 調査中 軽症

10148 30代 男性 横浜市 会社員 無症状 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

10149 50代 男性 横浜市 会社員 軽症

10150 30代 女性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり

10151 30代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10152 40代 女性 横浜市 調査中 軽症

10153 60代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり

10154 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

10155 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり

10156 40代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

10157 30代 男性 横浜市 会社員 軽症

10158 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり

10159 60代 女性 横浜市 無職 軽症

10160 20代 女性 横浜市 アルバイト 軽症

10161 30代 女性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり

10162 50代 男性 横浜市 自営業 軽症

10163 40代 男性 横浜市 調査中 調査中

10164 20代 女性 横浜市 保育士 軽症 職場内感染の疑いあり

10165 50代 女性 横浜市 会社員 軽症

10166 50代 女性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり

10167 50代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり

10168 30代 女性 横浜市 会社員 軽症

10169 20代 女性 横浜市 会社員 軽症

10170 30代 男性 市外（都内） 調査中 調査中

10171 60代 女性 横浜市 無職 軽症

10172 30代 女性 横浜市 介護職 軽症

10173 50代 男性 横浜市 調査中 軽症

10174 50代 男性 横浜市 会社員 軽症

10175 50代 女性 横浜市 会社員 軽症

10176 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10177 50代 女性 横浜市 調査中 軽症

10178 70代 女性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり

10179 40代 男性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり

10180 10代 女性 横浜市 高校生 軽症 家庭内感染の疑いあり

10181 20代 男性 横浜市 会社員 軽症

10182 50代 女性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり

10183 10代 男性 横浜市 高校生 軽症


