
横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
 
 

令和３年４月９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75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 

 

 

 

 

 

 ※速報値であり、今後、数が変動する可能性があります 

 

新型コロナウイルスに関連した感染症の患者で、市内16687例目の方が３月５日に、 

市内20960例目の方が４月８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、352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。 

 

 

 

 

○区別発生状況（患者住所地）※昨日（４月８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 

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

1621 1368 772 1476 1741 1305 1053 1257 964 936

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

1884 820 1429 892 1256 410 623 504 1295 21606

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 計

男 3 0 3 4 10 6 5 4 1 0 36

女 1 4 6 8 4 4 0 7 3 2 39

計 4 4 9 12 14 10 5 11 4 2 75



○市内の患者発生状況  ※４月８日発表分までを集計 

 (１) 陽性患者の発生件数：21,606人（うち感染経路不明者数：11,162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
3 22 151 23 5 204 77 334 19705 350 936 21606

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
21635 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
21636 40代 ⼥性 横浜市 病院職員 軽症
21637 40代 男性 横浜市 無職 軽症
21638 50代 男性 横浜市 会社員 中等症 職場内感染の疑いあり
21639 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀医療機関に陽性者あり
21640 30代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 家庭内感染の疑いあり
21641 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症
21642 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
21643 50代 男性 横浜市 公務員 軽症
21644 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
21645 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
21646 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
21647 30代 ⼥性 市外（県内） 会社員 軽症
21648 20代 男性 横浜市 学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
21649 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
21650 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
21651 70代 ⼥性 横浜市 無職 中等症
21652 70代 ⼥性 横浜市 無職 中等症 同⼀医療機関に陽性者あり
21653 30代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
21654 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
21655 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 陽性者と接触あり
21656 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
21657 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
21658 60代 男性 横浜市 公務員 軽症
21659 70代 男性 市外（県外） 会社員 無症状
21660 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21661 90歳以上 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21662 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21663 80代 男性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21664 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21665 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21666 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21667 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
21668 40代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
21669 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
21670 10代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
21671 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
21672 10代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
21673 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
21674 50代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症 同⼀施設に陽性者あり
21675 50代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
21676 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
21677 70代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
21678 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
21679 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
21680 70代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
21681 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
21682 60代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
21683 70代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
21684 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
21685 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
21686 60代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
21687 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
21688 40代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症
21689 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
21690 10代 ⼥性 市外（県内） 会社員 軽症 陽性者と接触あり
21691 30代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
21692 40代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
21693 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
21694 30代 ⼥性 横浜市 調査中 調査中
21695 10歳未満 男性 横浜市 調査中 調査中
21696 30代 ⼥性 横浜市 調査中 調査中
21697 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
21698 20代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり
21699 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
21700 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
21701 70代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
21702 30代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 家庭内感染の疑いあり
21703 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
21704 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
21705 40代 ⼥性 横浜市 無職 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
21706 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
21707 20代 男性 市外（県外） 無職 軽症
21708 20代 ⼥性 横浜市 施設職員 軽症 陽性者と接触あり
21709 40代 男性 横浜市 会社員 軽症


