
令和４年１月７日

報 道 発 表 資 料

新型コロナウイルス感染症患者等の発生について

川崎市内において、新型コロナウイルスに感染した患者等が確認されました。本件につい

て、関係自治体と連携し、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査、健康観察等を実施し

てまいります。 

１ 新規陽性者 

  本日の陽性者は、８７名です。 

２ 陽性者の属性及び内訳

  別紙のとおり 

以上 

報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、患者及び患者家族等については、

本人等が特定されることがないよう、格段の御配慮をお願いします。

担

当

川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 吉岩

電話：044-200-2962 



別紙

＜本日発表分の陽性者の属性＞

総数 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 100歳以上

87 2 2 47 21 8 5 1 1 0 0 0

総数 男性 女性

87 58 29

総数 川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 市外

87 15 4 8 12 10 12 3 23

総数 陽性者と接触 家庭内 不明

87 22 8 57

総数 無症状 軽症 中等症 重症 調査中

87 7 80 0 0 0

年代

性別

居住地

感染経路

症状



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

40372例目 (1) 20代 男性 川崎市川崎区 調査中 1/3 軽症 1/5 不明

40373例目 (2) 50代 男性 川崎市中原区 調査中 1/3 軽症 1/5 不明

40374例目 (3) 20代 男性 川崎市高津区 会社員 1/2 軽症 1/5 不明

40375例目 (4) 10代 男性 市外（県内） 調査中 1/5 軽症 1/5 不明

40376例目 (5) 30代 男性 市外（県内） 調査中 1/5 軽症 1/5 陽性者と接触

40377例目 (6) 30代 男性 市外（県内） 調査中 - 無症状 1/5 陽性者と接触

40378例目 (7) 20代 男性 市外（県内） 調査中 - 無症状 1/5 不明

40379例目 (8) 20代 男性 市外（県内） 調査中 1/5 軽症 1/5 不明

40380例目 (9) 50代 男性 市外（県内） 調査中 - 無症状 1/5 不明

40381例目 (10) 20代 男性 市外（県内） 調査中 1/4 軽症 1/5 陽性者と接触

40382例目 (11) 20代 男性 市外（県内） 調査中 1/5 軽症 1/5 陽性者と接触

40383例目 (12) 20代 男性 市外（県内） 調査中 1/3 軽症 1/5 不明

40384例目 (13) 20代 女性 市外（県内） 調査中 1/5 軽症 1/5 不明

40385例目 (14) 30代 男性 市外（県外） 調査中 1/5 軽症 1/5 陽性者と接触

40386例目 (15) 20代 女性 市外（県外） 調査中 1/4 軽症 1/5 不明

40387例目 (16) 20代 男性 市外（県外） 調査中 1/3 軽症 1/5 家庭内

40388例目 (17) 30代 女性 市外（県外） 調査中 1/4 軽症 1/5 陽性者と接触

40389例目 (18) 40代 男性 市外（県外） 調査中 1/3 軽症 1/5 不明

40390例目 (19) 50代 男性 市外（県外） 会社員 - 無症状 1/5 陽性者と接触

＜内訳＞
番号



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

40391例目 (20) 30代 男性 市外（県内） 調査中 1/3 軽症 1/5 不明

40392例目 (21) 20代 女性 川崎市中原区 調査中 12/30 軽症 1/5 不明

40393例目 (22) 30代 男性 川崎市中原区 会社員 1/3 軽症 1/5 不明

40394例目 (23) 20代 男性 川崎市高津区 自営業 1/4 軽症 1/5 不明

40395例目 (24) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/4 軽症 1/5 陽性者と接触

40396例目 (25) 20代 男性 川崎市麻生区 調査中 1/4 軽症 1/5 不明

40397例目 (26) 30代 女性 川崎市高津区 会社員 1/4 軽症 1/5 陽性者と接触

40398例目 (27) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/5 軽症 1/5 不明

40399例目 (28) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/2 軽症 1/5 陽性者と接触

40400例目 (29) 30代 女性 川崎市宮前区 主婦 1/4 軽症 1/5 不明

40401例目 (30) 30代 男性 川崎市高津区 調査中 1/2 軽症 1/5 不明

40402例目 (31) 20代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/3 軽症 1/5 不明

40403例目 (32) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/5 不明

40404例目 (33) 30代 女性 市外（県内） 調査中 1/3 軽症 1/5 不明

40405例目 (34) 20代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/5 軽症 1/5 不明

40406例目 (35) 20代 男性 川崎市高津区 会社員 1/4 軽症 1/5 不明

40407例目 (36) 20代 男性 川崎市多摩区 介護職 1/3 軽症 1/5 不明

40408例目 (37) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/4 軽症 1/5 不明

40409例目 (38) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/2 軽症 1/5 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

40410例目 (39) 20代 男性 川崎市高津区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40411例目 (40) 30代 女性 川崎市高津区 会社員 1/4 軽症 1/6 不明

40412例目 (41) 20代 女性 川崎市中原区 会社員 1/4 軽症 1/6 陽性者と接触

40413例目 (42) 20代 女性 市外（県内） 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40414例目 (43) 50代 男性 川崎市麻生区 自営業 1/1 軽症 1/6 不明

40415例目 (44) 20代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40416例目 (45) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40417例目 (46) 40代 男性 川崎市幸区 会社員 1/3 軽症 1/6 不明

40418例目 (47) 20代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40419例目 (48) 20代 男性 川崎市宮前区 調査中 1/4 軽症 1/6 不明

40420例目 (49) 20代 男性 川崎市川崎区 アルバイト 1/5 軽症 1/6 不明

40421例目 (50) 40代 女性 川崎市川崎区 医療従事者 1/5 軽症 1/5 陽性者と接触

40422例目 (51) 30代 男性 川崎市川崎区 飲食店従事者 1/4 軽症 1/6 不明

40423例目 (52) 30代 女性 川崎市多摩区 会社員 1/4 軽症 1/6 陽性者と接触

40424例目 (53) 30代 男性 川崎市幸区 調査中 1/5 軽症 1/6 不明

40425例目 (54) 20代 男性 市外（都内） 会社員 1/6 軽症 1/6 不明

40426例目 (55) 20代 女性 川崎市宮前区 学生 1/3 軽症 1/5 不明

40427例目 (56) 20代 男性 川崎市宮前区 学生 1/4 軽症 1/5 陽性者と接触

40428例目 (57) 30代 男性 市外（都内） 会社員 1/5 軽症 1/5 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

40429例目 (58) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40430例目 (59) 20代 男性 川崎市中原区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40431例目 (60) 30代 男性 川崎市中原区 会社員 1/5 軽症 1/6 陽性者と接触

40432例目 (61) 20代 男性 川崎市中原区 無職 1/5 軽症 1/6 不明

40433例目 (62) 20代 男性 川崎市麻生区 会社員 1/1 軽症 1/6 不明

40434例目 (63) 30代 男性 川崎市幸区 調査中 1/5 軽症 1/6 不明

40435例目 (64) 20代 女性 川崎市高津区 自営業 1/4 軽症 1/6 家庭内

40436例目 (65) 10歳未満 女性 川崎市高津区 1/5 軽症 1/6 家庭内

40437例目 (66) 50代 女性 川崎市川崎区 自営業 1/4 軽症 1/6 陽性者と接触

40438例目 (67) 70代 女性 川崎市川崎区 主婦 1/5 軽症 1/6 家庭内

40439例目 (68) 40代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/6 家庭内

40440例目 (69) 30代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/2 軽症 1/6 不明

40441例目 (70) 30代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40442例目 (71) 30代 女性 市外（県内） 無職 1/4 軽症 1/5 陽性者と接触

40443例目 (72) 20代 女性 川崎市多摩区 医療従事者 1/4 軽症 1/5 不明

40444例目 (73) 20代 男性 川崎市多摩区 会社員 1/5 軽症 1/6 不明

40445例目 (74) 20代 女性 川崎市高津区 学生 1/5 軽症 1/6 不明

40446例目 (75) 40代 男性 市外（県内） 会社員 1/3 軽症 1/6 不明

40447例目 (76) 20代 男性 川崎市中原区 保育士 1/5 軽症 1/6 不明



年代 性別 居住地 職業 発症日 症状 陽性判明日 感染経路

＜内訳＞
番号

40448例目 (77) 20代 女性 川崎市幸区 調査中 1/5 軽症 1/6 不明

40449例目 (78) 20代 女性 川崎市多摩区 フリーター 1/4 軽症 1/6 不明

40450例目 (79) 20代 男性 川崎市宮前区 会社員 1/4 軽症 1/6 不明

40451例目 (80) 30代 女性 川崎市宮前区 会社員 1/5 軽症 1/6 家庭内

40452例目 (81) 20代 男性 川崎市多摩区 学生 - 無症状 1/6 陽性者と接触

40453例目 (82) 40代 男性 川崎市高津区 自営業 - 無症状 1/6 家庭内

40454例目 (83) 60代 女性 川崎市高津区 パートタイマー 1/2 軽症 1/6 家庭内

40455例目 (84) 40代 男性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/6 陽性者と接触

40456例目 (85) 40代 女性 川崎市川崎区 会社員 1/5 軽症 1/6 陽性者と接触

40457例目 (86) 10代 男性 川崎市川崎区 1/5 軽症 1/6 陽性者と接触

40458例目 (87) 10歳未満 女性 川崎市川崎区 - 無症状 1/6 陽性者と接触



1月7日現在

累計 男性 女性
40,458人 23,324人 17,134人

累計 男性 女性
244人 146人 98人

入院者数
27人

宿泊療養者数 自宅療養者数
28人 145人

検査検体数 検査人数
累計 56,998件 56,900人
(1月6日実施分） 56件 56人
累計 295,142件 295,099人
(前日公表比) +1,193件 +1,193人

※「陽性者一覧」については、本市ホームページ【緊急情報】新型コロナウイルス感染症総合ページ「市内の感染
状況 (2)新型コロナウイルス感染症発生状況データ」の添付ファイル「陽性者一覧」をご覧ください。

※令和4年1月7日からは、本市発表以外の陽性者も含めて市内在住の療養者数を掲載しております。

＜市内在住の療養者数＞

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html

＜検査実施状況＞ 1月6日実施分まで
検査機関

川崎市
健康安全研究所

民間検査機関等

※民間検査機関等の検査実績は報告までにタイムラグがあり、公表時点までに報告があった検査数の累計を速
報値として掲載しております。

新型コロナウイルス感染症 川崎市内発生状況（速報値）

※令和4年1月7日からは、本市発表以外の陽性者も含めて市内医療機関の入院者数を掲載しております。
  （市外在住者含む）

＜本市発表陽性者数＞

＜本市発表死亡者数＞

＜市内医療機関の入院者数＞



令和３年４月１日 川崎市健康福祉局保健所 作成 

新型コロナウイルス感染症の対策について、 
お一人お一人の咳エチケットや手洗いの実施がとても重要です。 
引き続き、感染症対策に努めていただくようお願いいたします。 

電話相談窓口のご案内 
新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、まずは「かかりつけ医」
に相談・受診しましょう。 

川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター 

０４４－２００－０７３０  
２４時間対応（土日・祝日も実施） 
対応内容 
① 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談 
② 新型コロナウイルス感染症の疑いのある方の相談 
③ かかりつけ医での受診ができない方への診療機関案内 
④ 新型コロナワクチン接種に関する一般的な相談 
⑤ 新型コロナワクチン接種の副反応に関する一般的な相談 

厚生労働省の電話相談窓口 

電話番号 0120-565653（フリーダイヤル）  
受付時間 9 時 00 分 21 時 00分（土日・祝日も実施） 

新型コロナウイルスに感染された方やその御家族、医療機関の従事者などに対して、誤った情報
に基づき、不当な差別、偏見、いじめなどを行うことは、許されるものではありません。国や本市な
ど公的機関が提供する正確な情報を入手し、人権に配慮した冷静な行動をとられるようお願いいた
します。 

市民の皆様へ


