
○感染者の発生状況

№ 年代 性別 居住地 職業 発症日 判明日 推定感染経路
現在の
状　況

備考

２２３５ 30代 男性 千葉市 非公表 12月30日 1月4日 不明 症状無

２２３６ 40代 男性 千葉市 会社員 1月2日 1月6日 不明 軽症

２２３７ 40代 男性 千葉市 会社員 1月3日 1月7日 不明 症状無

２２３８ 40代 女性 千葉市 会社員 1月6日 1月8日 不明 軽症

２２３９ 60代 女性 千葉市 団体職員 1月4日 1月8日 不明 軽症

２２４０ 20代 男性 千葉市 飲食業 1月5日 1月10日 不明 症状無

２２４１ 50代 女性 千葉市 介護職 1月8日 1月10日 不明 軽症

２２４２ 30代 男性 佐倉市 調査中 調査中 1月10日 調査中 調査中

２２４３ 40代 男性 佐倉市 調査中 調査中 1月10日 調査中 調査中

２２４４ 20代 男性 市原市 調査中 調査中 1月10日 調査中 調査中

２２４５ 40代 男性 習志野市 調査中 調査中 1月10日 調査中 調査中

２２４６ 50代 女性 船橋市 調査中 調査中 1月10日 調査中 調査中

２２４７ 20代 女性 習志野市 調査中 調査中 1月10日 調査中 調査中

２２４８ 30代 男性 四街道市 調査中 調査中 1月10日 調査中 調査中

２２４９ 50代 女性 千葉市 パート職員 1月10日 1月9日 同居家族 軽症

２２５０ 40代 男性 千葉市 会社員 1月9日 1月11日 不明 軽症

２２５１ 20代 男性 千葉市 会社員 1月9日 1月11日 不明 症状無

２２５２ 40代 男性 千葉市 自営業 1月3日 1月11日 同居家族 症状無

新型コロナウイルス感染者の発生について

　千葉市環境保健研究所及び医療機関の検査により、新たに新型コロナウイルス感染者が７３名（患者７１
名、無症状病原体保有者２名）確認されましたので、お知らせします。なお、うち２名は市外の医療機関の
検査により陽性の診断を受けた千葉市居住感染者です。
　感染者については、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っています。

令 和 ３ 年 １ 月 １ ５ 日

保 健 福 祉 局 医 療 衛生 部

医 療 政 策 課

電話 ２４５－５２０２

２４５－５２０７

内線 ６９９０
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№ 年代 性別 居住地 職業 発症日 判明日 推定感染経路
現在の
状　況

備考

２２５３ 30代 男性 千葉市 会社員 1月3日 1月11日 不明 軽症

２２５４ 30代 男性 千葉市 会社員 1月2日 1月11日 不明 症状無

２２５５ 60代 男性 千葉市 自営業 12月30日 1月11日 同居家族 軽症

２２５６ 10代 女性 千葉市 生徒 1月7日 1月11日 同居家族 軽症

２２５７ 10代 女性 千葉市 生徒 1月9日 1月11日 同居家族 軽症

２２５８ 30代 男性 佐倉市 調査中 調査中 1月11日 調査中 調査中

２２５９ 30代 男性 佐倉市 調査中 調査中 1月11日 調査中 調査中

２２６０ 30代 男性 佐倉市 調査中 調査中 1月11日 調査中 調査中

２２６１ 30代 男性 佐倉市 調査中 調査中 1月11日 調査中 調査中

２２６２ 50代 女性 佐倉市 調査中 1月4日 1月11日 調査中 調査中

２２６３ 60代 女性 佐倉市 調査中 1月4日 1月11日 調査中 調査中

２２６４ 20代 女性 八千代市 調査中 1月9日 1月11日 調査中 調査中

２２６５ 20代 男性 木更津市 調査中 1月10日 1月11日 調査中 調査中

２２６６ 20代 男性 八千代市 調査中 調査中 1月11日 調査中 調査中

２２６７ 20代 女性 佐倉市 調査中 1月8日 1月11日 調査中 調査中

２２６８ 50代 男性 佐倉市 調査中 1月4日 1月11日 調査中 調査中

２２６９ 40代 男性 千葉市 会社員 1月9日 1月12日 市内確定感染者 症状無

２２７０
10歳
未満

女性 千葉市 乳幼児 1月7日 1月10日 同居家族 軽症

２２７１ 40代 男性 千葉市 会社員 1月8日 1月12日 不明 軽症

２２７２ 20代 女性 千葉市 無職 1月8日 1月12日 不明 軽症

２２７３ 40代 男性 千葉市 会社員 1月9日 1月12日 不明 軽症

２２７４ 30代 女性 千葉市 会社員 1月4日 1月12日 不明 軽症

２２７５ 20代 女性 千葉市 無職 1月5日 1月12日 不明 軽症

２２７６ 20代 男性 千葉市 無職 1月5日 1月12日 不明 軽症

２２７７ 40代 男性 千葉市 会社員 1月6日 1月12日 不明 軽症

２２７８ 20代 男性 市原市 調査中 1月7日 1月12日 調査中 調査中

２２７９ 50代 男性 千葉市 自営業 1月4日 1月12日 同居家族 軽症

２２８０ 40代 女性 千葉市 会社員 1月1日 1月12日 不明 症状無

２２８１ 40代 女性 千葉市 無職 1月5日 1月12日 市内確定感染者 軽症

２２８２ 30代 男性 船橋市 調査中 1月11日 1月12日 調査中 調査中

2



№ 年代 性別 居住地 職業 発症日 判明日 推定感染経路
現在の
状　況

備考

２２８３ 50代 男性 千葉市 会社員 1月8日 1月12日 不明 軽症

２２８４ 60代 女性 千葉市 自営業 1月7日 1月12日 不明 軽症

２２８５ 50代 男性 千葉市 会社員 1月5日 1月12日 不明 軽症

２２８６ 40代 女性 千葉市 医療従事者 1月11日 1月12日 不明 軽症

２２８７ 20代 男性 千葉市 会社員 1月10日 1月12日 不明 軽症

２２８８ 40代 女性 千葉市 会社員 1月8日 1月12日 同居家族 軽症

２２８９ 30代 男性 千葉市 非公表 1月8日 1月12日 不明 軽症

２２９０ 10代 女性 千葉市 接客業 12月28日 1月12日 不明 症状無

２２９１ 20代 女性 千葉市 会社員 1月9日 1月13日 不明 軽症

２２９２ 40代 男性 千葉市 会社員 1月10日 1月13日 不明 軽症

２２９３ 60代 男性 千葉市 公務員 1月10日 1月13日 不明 軽症

２２９４ 50代 男性 千葉市 自営業 1月11日 1月13日 不明 軽症

２２９５ 30代 男性 千葉市 会社員 1月13日 1月13日 不明 軽症

２２９６ 50代 女性 千葉市 無職 1月5日 1月13日 不明 軽症

２２９７ 20代 男性 千葉市 会社員 1月13日 1月13日 不明 軽症

２２９８ 50代 女性 千葉市 会社員 1月11日 1月13日 不明 症状無

２２９９ 40代 男性 千葉市 自営業 12月31日 1月13日 不明 症状無

２３００ 50代 男性 千葉市 会社員 1月11日 1月13日 不明 軽症

２３０１ 30代 女性 千葉市 会社員 1月10日 1月13日 不明 軽症

２３０２ 20代 男性 千葉市 会社員 1月12日 1月13日 不明 軽症

２３０３ 20代 女性 千葉市 接客業 1月2日 1月13日 不明 症状無

無３２８ 50代 男性 千葉市 会社員 － 1月11日 市内確定感染者 －

無３２９ 30代 女性 君津市 調査中 － 1月12日 調査中 －

２３０４
千葉県

１２４５２番
20代 男性 千葉市 飲食業 1月6日 1月9日 不明 軽症

２３０５
千葉県無症状
２２１２番

40代 男性 千葉市 会社員 1月6日 1月9日 同居家族 軽症

　無症状病原体保有者（表上では「無」と記載）とは、症状はないが、検査結果が陽性であったもの。

　本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、感染者等の個人に係る情報につい
て、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に格段のご配慮をお願いします。
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