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令和４年１月10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182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。 

 

〇住所地内訳 

 

 

 

 

 

※住所地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。 

 

※患者発生状況などの詳細（横浜市新型コロナウイルス感染症関連データサイト） 

https://data.city.yokohama.lg.jp/covid19/ 

 

 

 

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 

鶴見 神奈川 西 中 南 港南 保土ケ谷 旭 磯子 金沢 港北
18 24 9 7 15 10 5 10 5 6 17
緑 青葉 都筑 戸塚 栄 泉 瀬谷 市外(県内) 市外(都内) 市外(県外) 非公表等

13 7 11 5 4 8 2 3 2 1 0
合計
182

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 6 8 30 20 12 5 4 0 3 0 88
女性 10 9 31 12 11 11 4 3 2 1 94
合計 16 17 61 32 23 16 8 3 5 1 182



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 住所地 職業 症状 特記事項
70265 20代 男性 鶴見 会社員 軽症
70266 60代 男性 南 無職 軽症
70267 30代 男性 緑 会社員 軽症
70268 20代 女性 緑 会社員 軽症
70269 50代 女性 泉 会社員 軽症
70270 90歳以上 女性 南 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
70271 20代 男性 鶴見 会社員 軽症
70272 10歳未満 女性 金沢 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
70273 50代 女性 南 無職 軽症 陽性者と接触あり
70274 30代 女性 戸塚 無職 軽症
70275 20代 女性 港南 会社員 軽症
70276 30代 男性 神奈川 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70277 10歳未満 女性 南 無職 軽症 陽性者と接触あり
70278 20代 男性 市外(都内) 調査中 軽症
70279 10代 女性 神奈川 大学生 軽症
70280 40代 男性 鶴見 会社員 軽症
70281 20代 男性 青葉 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70282 30代 女性 旭 会社員 軽症
70283 40代 女性 戸塚 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70284 20代 男性 旭 会社員 軽症
70285 40代 男性 旭 会社員 軽症
70286 10代 女性 瀬谷 高校生 軽症
70287 20代 男性 西 パート 軽症
70288 60代 男性 泉 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70289 40代 女性 都筑 無職 軽症 陽性者と接触あり
70290 20代 男性 保土ケ谷 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70291 20代 男性 西 自営業 軽症
70292 20代 男性 戸塚 会社員 軽症
70293 20代 女性 神奈川 会社員 軽症
70294 70代 女性 神奈川 無職 軽症
70295 40代 女性 緑 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70296 10代 男性 緑 学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70297 20代 女性 市外(県外) 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70298 20代 女性 中 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70299 10代 女性 神奈川 中学生 軽症
70300 30代 男性 保土ケ谷 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70301 10代 男性 市外(県内) 調査中 軽症



Ｎｏ 年代 性別 住所地 職業 症状 特記事項
70302 20代 女性 旭 パート 軽症 陽性者と接触あり
70303 10歳未満 女性 鶴見 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70304 20代 女性 港北 会社員 軽症
70305 40代 男性 港北 会社員 軽症
70306 20代 男性 都筑 学生 軽症 陽性者と接触あり
70307 50代 男性 南 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70308 10歳未満 男性 南 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70309 10歳未満 女性 南 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
70310 50代 男性 南 会社員 軽症
70311 40代 女性 金沢 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70312 30代 男性 西 会社員 軽症
70313 30代 男性 中 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70314 20代 男性 都筑 学生 軽症
70315 30代 女性 保土ケ谷 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70316 30代 男性 神奈川 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70317 10代 女性 保土ケ谷 学生 軽症
70318 20代 男性 神奈川 大学生 軽症 陽性者と接触あり
70319 10歳未満 女性 都筑 無職 軽症
70320 30代 男性 都筑 会社員 軽症
70321 10代 男性 都筑 小学生 軽症
70322 20代 男性 神奈川 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70323 10歳未満 女性 都筑 小学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
70324 20代 女性 神奈川 パート 軽症 陽性者と接触あり
70325 40代 女性 神奈川 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
70326 10代 女性 神奈川 小学生 軽症
70327 20代 女性 神奈川 会社員 軽症
70328 50代 女性 神奈川 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
70329 10歳未満 女性 磯子 小学生 軽症
70330 20代 男性 港北 会社員 軽症
70331 70代 女性 鶴見 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
70332 40代 女性 鶴見 調査中 軽症
70333 30代 女性 市外(都内) 調査中 調査中
70334 30代 男性 港北 会社員 軽症
70335 20代 女性 港北 無職 軽症
70336 20代 女性 港北 パート 軽症
70337 20代 女性 港北 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70338 20代 男性 港北 パート 軽症 陽性者と接触あり
70339 40代 女性 港北 会社員 軽症



Ｎｏ 年代 性別 住所地 職業 症状 特記事項
70340 10代 男性 保土ケ谷 学生 軽症
70341 20代 女性 神奈川 会社員 軽症
70342 20代 女性 港北 看護師 軽症
70343 20代 男性 中 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70344 80代 女性 金沢 自営業 軽症 陽性者と接触あり
70345 20代 女性 瀬谷 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70346 30代 男性 栄 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70347 50代 女性 港北 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
70348 50代 女性 南 無職 軽症 陽性者と接触あり
70349 10代 女性 港北 高校生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70350 10代 男性 青葉 中学生 軽症
70351 80代 男性 鶴見 無職 中等症
70352 30代 男性 港北 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70353 70代 女性 旭 無職 軽症
70354 50代 男性 神奈川 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70355 20代 女性 栄 会社員 軽症
70356 30代 男性 南 会社員 無症状 陽性者と接触あり
70357 30代 男性 磯子 会社員 軽症
70358 50代 男性 鶴見 会社員 軽症
70359 20代 女性 港南 大学生 軽症
70360 10歳未満 男性 緑 調査中 軽症 家庭内感染の疑いあり
70361 30代 男性 戸塚 公務員 軽症
70362 50代 女性 西 無職 軽症
70363 20代 男性 西 公務員 軽症
70364 20代 男性 磯子 会社員 軽症
70365 30代 男性 緑 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70366 30代 女性 緑 会社員 軽症
70367 20代 女性 緑 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
70368 10歳未満 女性 緑 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70369 50代 女性 緑 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70370 20代 女性 緑 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70371 20代 男性 緑 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70372 20代 女性 磯子 調査中 軽症
70373 20代 男性 神奈川 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70374 20代 女性 神奈川 無職 軽症 陽性者と接触あり
70375 10歳未満 男性 神奈川 無職 無症状 陽性者と接触あり
70376 10歳未満 男性 神奈川 無職 無症状 陽性者と接触あり
70377 10歳未満 男性 神奈川 無職 軽症 陽性者と接触あり



Ｎｏ 年代 性別 住所地 職業 症状 特記事項
70378 20代 男性 神奈川 会社員 軽症
70379 20代 女性 南 会社員 軽症
70380 50代 女性 旭 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
70381 20代 男性 旭 大学生 軽症
70382 30代 男性 鶴見 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70383 30代 女性 鶴見 無職 軽症 陽性者と接触あり
70384 40代 男性 港南 公務員 軽症
70385 20代 男性 中 会社員 軽症
70386 10代 女性 港北 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70387 40代 男性 都筑 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70388 10代 女性 都筑 学生 軽症
70389 30代 女性 磯子 パート 軽症
70390 10代 女性 南 小学生 軽症
70391 60代 女性 金沢 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
70392 40代 女性 西 保育士 軽症
70393 20代 女性 都筑 無職 軽症
70394 20代 女性 西 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70395 20代 男性 泉 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70396 30代 女性 泉 教員 軽症
70397 10歳未満 男性 泉 小学生 軽症 陽性者と接触あり
70398 30代 女性 泉 会社員 軽症
70399 80代 男性 南 会社員 軽症
70400 20代 女性 中 会社員 軽症
70401 10代 男性 金沢 小学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70402 20代 男性 青葉 大学生 軽症
70403 40代 男性 鶴見 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70404 20代 女性 西 会社員 軽症
70405 20代 女性 旭 会社員 軽症
70406 10歳未満 女性 金沢 小学生 無症状 家庭内感染の疑いあり
70407 80代 男性 港南 無職 軽症 陽性者と接触あり
70408 20代 男性 港南 会社員 軽症
70409 20代 女性 中 会社員 軽症
70410 20代 男性 港南 大学生 軽症 陽性者と接触あり
70411 30代 男性 港南 自営業 軽症 陽性者と接触あり
70412 30代 女性 港南 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70413 40代 男性 港南 会社員 軽症
70414 20代 男性 市外(県内) 学生 軽症 陽性者と接触あり
70415 40代 男性 都筑 会社員 軽症



Ｎｏ 年代 性別 住所地 職業 症状 特記事項
70416 40代 男性 神奈川 会社員 軽症
70417 30代 男性 神奈川 会社員 軽症
70418 40代 女性 旭 調査中 軽症
70419 20代 女性 鶴見 会社員 軽症
70420 40代 男性 青葉 会社員 軽症
70421 10歳未満 女性 青葉 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
70422 50代 女性 鶴見 会社員 軽症
70423 60代 男性 栄 調査中 軽症
70424 50代 男性 西 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70425 40代 女性 栄 パート 軽症
70426 30代 男性 中 会社員 軽症
70427 10代 男性 港南 中学生 軽症 陽性者と接触あり
70428 20代 女性 神奈川 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70429 30代 女性 青葉 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
70430 30代 女性 泉 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70431 20代 女性 泉 会社員 軽症
70432 40代 男性 緑 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70433 20代 男性 港北 自営業 軽症
70434 10代 男性 鶴見 中学生 軽症 家庭内感染の疑いあり
70435 40代 男性 戸塚 自営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
70436 30代 男性 鶴見 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
70437 60代 女性 市外(県内) 施設職員 軽症
70438 60代 女性 鶴見 施設職員 軽症
70439 40代 女性 鶴見 施設職員 軽症
70440 30代 男性 青葉 会社員 軽症
70441 50代 女性 旭 施設職員 軽症
70442 20代 男性 鶴見 会社員 軽症 陽性者と接触あり
70443 60代 女性 港北 パート 軽症
70444 50代 女性 港北 パート 軽症 職場内感染の疑いあり
70445 60代 男性 南 会社員 軽症
70446 80代 女性 南 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり


