
横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
 
 

令和３年５月30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104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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 8 14 12 5 4 6 2 4 0 59

女 1 2 11 5 10 4 6 3 3 0 45

計 5 10 25 17 15 8 12 5 7 0 104



〇感染者の状況
Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
26412 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
26413 60代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26414 50代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
26415 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
26416 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26417 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
26418 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26419 20代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
26420 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
26421 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26422 80代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
26423 60代 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
26424 40代 男性 横浜市 会社員 無症状
26425 60代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
26426 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26427 60代 男性 市外（都内） 会社員 軽症
26428 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26429 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26430 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
26431 10歳未満 男性 横浜市 学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
26432 10歳未満 男性 横浜市 学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
26433 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
26434 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
26435 30代 男性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
26436 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26437 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26438 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
26439 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 同じ施設に陽性者あり
26440 50代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26441 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26442 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症
26443 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
26444 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
26445 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
26446 30代 ⼥性 市外（都内） 接客業 軽症
26447 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
26448 30代 ⼥性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
26449 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26450 30代 男性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
26451 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26452 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26453 80代 男性 横浜市 無職 軽症
26454 10代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
26455 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
26456 20代 男性 横浜市 学⽣ 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
26457 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
26458 20代 男性 横浜市 学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
26459 60代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
26460 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26461 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26462 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26463 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26464 10代 男性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
26465 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26466 30代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
26467 20代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
26468 40代 男性 横浜市 無職 軽症
26469 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26470 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26471 20代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 無症状 家庭内感染の疑いあり
26472 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26473 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
26474 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26475 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
26476 20代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26477 20代 男性 横浜市 介護職 軽症 職場内感染の疑いあり
26478 30代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 陽性者と接触あり
26479 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
26480 60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
26481 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症
26482 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
26483 80代 男性 横浜市 調査中 調査中
26484 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26485 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
26486 80代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26487 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26488 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症
26489 40代 ⼥性 横浜市 介護職 無症状 同じ施設内に陽性者あり
26490 70代 男性 横浜市 会社員 無症状 職場内感染の疑いあり
26491 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
26492 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26493 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26494 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26495 20代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
26496 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26497 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
26498 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
26499 60代 男性 横浜市 無職 中等症
26500 80代 男性 横浜市 無職 軽症
26501 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
26502 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26503 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
26504 70代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
26505 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
26506 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
26507 10代 男性 横浜市 ⼩学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
26508 20代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症
26509 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
26510 80代 ⼥性 横浜市 無職 無症状
26511 20代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症
26512 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
26513 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
26514 20代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
26515 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症


