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令和３年７月23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268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22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

2486 2110 1136 2111 2469 1769 1566 1758 1389 1284

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

3009 1233 2236 1428 1911 643 912 741 1863 32054

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 7 13 29 30 22 27 12 0 1 1 142

女 5 17 40 19 20 17 4 3 1 0 126

計 12 30 69 49 42 44 16 3 2 1 268



○市内の患者発生状況  ※７月22日発表分までを集計 

 (１) 陽性患者の発生件数：32,054人（うち感染経路不明者数：16,901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 

重症 中等症 軽症 無症状 調査中
8 63 234 21 5 331 195 1497 28250 423 1358 32054

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
32083 60代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
32084 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32085 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32086 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32087 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32088 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32089 80代 男性 横浜市 無職 中等症
32090 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32091 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32092 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32093 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32094 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32095 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32096 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32097 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32098 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
32099 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
32100 20代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症
32101 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32102 20代 男性 横浜市 病院職員 軽症
32103 20代 ⼥性 横浜市 保育⼠ 軽症 陽性者と接触あり
32104 50代 男性 市外（県内） 調査中 軽症
32105 10代 ⼥性 市外（県外） 学⽣ 軽症
32106 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32107 60代 ⼥性 横浜市 施設職員 軽症 同⼀施設にて陽性者あり
32108 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32109 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
32110 80代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32111 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 同⼀施設内に陽性者あり
32112 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32113 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32114 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32115 20代 男性 横浜市 公務員 軽症
32116 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
32117 20代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症
32118 10歳未満 男性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32119 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32120 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32121 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32122 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32123 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32124 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32125 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32126 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32127 60代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32128 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32129 20代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症
32130 10歳未満 男性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32131 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32132 10代 男性 横浜市 調査中 軽症 陽性者と接触あり
32133 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32134 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32135 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32136 30代 ⼥性 横浜市 介護職 無症状 陽性者と接触あり
32137 30代 男性 市外（県外） 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32138 40代 男性 横浜市 調査中 軽症
32139 10代 ⼥性 横浜市 中学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
32140 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32141 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32142 10代 男性 横浜市 中学⽣ 軽症
32143 20代 ⼥性 市外（県外） ⼤学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
32144 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32145 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症
32146 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32147 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32148 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32149 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32150 10代 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32151 70代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症 陽性者と接触あり
32152 40代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症 同じ施設の中に陽性者あり



Ｎｏ 年代 性別 居住地 職業 症状 特記事項
32153 50代 男性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
32154 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32155 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32156 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32157 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32158 10代 ⼥性 市外（県内） ⾼校⽣ 軽症
32159 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32160 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32161 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32162 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32163 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32164 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32165 10代 ⼥性 横浜市 学⽣ 軽症
32166 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
32167 60代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
32168 10代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32169 40代 男性 横浜市 調査中 軽症
32170 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32171 30代 男性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
32172 50代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 職場内感染の疑いあり
32173 30代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 陽性者と接触あり
32174 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32175 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32176 50代 男性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
32177 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
32178 10代 ⼥性 市外（県外） ⼤学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
32179 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
32180 10代 ⼥性 市外（県外） ⼤学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
32181 10歳未満 男性 横浜市 無職 無症状 同⼀施設に陽性者あり
32182 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32183 40代 ⼥性 横浜市 介護職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32184 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32185 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32186 30代 男性 横浜市 ⻭科医師 軽症
32187 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32188 40代 ⼥性 横浜市 パート 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
32189 10歳未満 ⼥性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32190 10代 ⼥性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32191 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32192 30代 男性 横浜市 公務員 軽症
32193 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32194 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32195 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32196 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32197 40代 男性 市外（県内） 調査中 調査中
32198 20代 ⼥性 横浜市 学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
32199 60代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32200 10代 男性 横浜市 学⽣ 軽症
32201 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32202 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32203 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症
32204 30代 男性 横浜市 調査中 調査中 陽性者と接触あり
32205 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32206 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32207 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32208 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32209 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32210 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32211 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32212 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32213 40代 男性 横浜市 調査中 中等症
32214 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32215 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
32216 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32217 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32218 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 家庭内感染の疑いあり
32219 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32220 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32221 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32222 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32223 60代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32224 40代 ⼥性 横浜市 パート 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
32225 10代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 無症状 家庭内感染の疑いあり
32226 50代 男性 横浜市 公務員 軽症 職場内感染の疑いあり
32227 50代 男性 横浜市 調査中 無症状 家庭内感染の疑いあり
32228 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32229 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32230 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32231 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32232 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32233 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32234 20代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32235 60代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32236 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32237 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32238 90歳以上 男性 横浜市 無職 無症状 家庭内感染の疑いあり
32239 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32240 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32241 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32242 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32243 10代 ⼥性 横浜市 中学⽣ 軽症
32244 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32245 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32246 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32247 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32248 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32249 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 陽性者と接触あり
32250 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32251 40代 男性 横浜市 無職 軽症
32252 40代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
32253 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32254 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32255 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32256 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32257 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32258 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32259 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32260 40代 ⼥性 横浜市 会社員 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
32261 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32262 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 同じ施設の中に陽性者あり
32263 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 同じ施設の中に陽性者あり
32264 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
32265 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32266 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32267 30代 男性 市外（県外） 会社員 軽症
32268 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32269 10代 男性 横浜市 パート 軽症
32270 10代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32271 30代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32272 10代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
32273 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32274 50代 男性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32275 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32276 10代 男性 横浜市 会社員 軽症
32277 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32278 50代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 家庭内感染の疑いあり
32279 20代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症
32280 50代 ⼥性 横浜市 看護師 軽症
32281 40代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
32282 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32283 60代 男性 横浜市 会社員 軽症
32284 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32285 30代 ⼥性 横浜市 ⾃営業 軽症
32286 50代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32287 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32288 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32289 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32290 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32291 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32292 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32293 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32294 30代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症
32295 30代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32296 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 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
32297 20代 男性 横浜市 ⼤学⽣ 無症状 陽性者と接触あり
32298 20代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32299 60代 ⼥性 市外（都内） 会社員 軽症
32300 70代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32301 50代 ⼥性 市外（都内） 会社員 軽症
32302 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32303 20代 ⼥性 市外（県外） パート 軽症
32304 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32305 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32306 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32307 40代 ⼥性 横浜市 パート 軽症 陽性者と接触あり
32308 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32309 30代 男性 横浜市 パート 軽症
32310 10代 ⼥性 横浜市 ⼤学⽣ 軽症
32311 40代 ⼥性 市外（県外） 無職 軽症
32312 30代 男性 市外（県内） 会社員 軽症
32313 50代 男性 横浜市 会社員 軽症
32314 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32315 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32316 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32317 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32318 50代 男性 市外（県内） ⾃営業 軽症
32319 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症
32320 30代 ⼥性 市外（県内） 会社員 軽症
32321 20代 ⼥性 横浜市 会社員 無症状 家庭内感染の疑いあり
32322 10歳未満 男性 横浜市 ⼩学⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32323 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32324 10歳未満 男性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32325 40代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32326 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32327 10歳未満 ⼥性 横浜市 無職 軽症 陽性者と接触あり
32328 30代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32329 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32330 20代 男性 横浜市 会社員 軽症
32331 20代 ⼥性 横浜市 無職 軽症
32332 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
32333 50代 ⼥性 横浜市 パート 軽症
32334 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32335 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32336 10代 ⼥性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症 家庭内感染の疑いあり
32337 40代 男性 横浜市 会社員 軽症
32338 20代 男性 横浜市 パート 軽症
32339 30代 男性 横浜市 会社員 軽症 職場内感染の疑いあり
32340 40代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32341 50代 ⼥性 横浜市 無職 軽症 家庭内感染の疑いあり
32342 50代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32343 40代 男性 横浜市 会社員 軽症 陽性者と接触あり
32344 30代 ⼥性 横浜市 公務員 軽症 家庭内感染の疑いあり
32345 10代 男性 横浜市 ⾼校⽣ 軽症
32346 20代 ⼥性 横浜市 会社員 軽症
32347 30代 男性 横浜市 ⾃営業 軽症 陽性者と接触あり
32348 30代 男性 横浜市 会社員 軽症
32349 40代 男性 横浜市 会社員 無症状 陽性者と接触あり
32350 20代 ⼥性 横浜市 パート 軽症


	【HP用】７月23日COVID-19記者発表資料
	【確定】７月23日COVID-19記者発表資料 
	【確定】７月23日COVID-19記者発表資料
	【確定】７月23日COVID-19記者発表資料


