
資料１　埼玉県内における新型コロナウイルス感染症の発生状況（埼玉県発表の抜粋）

№ 判明日 年代 性別 居住地 職　　　　　業 行　動　歴　等 検査機関

1 2月1日 30代 男性 埼玉県外 国の施設に滞在中に判明 国

2 2月10日 40代 男性 埼玉県 チャーター機第２便帰国者 チャーター機で帰国 埼玉県

3 2月14日 ー ー 埼玉県外 国の施設に滞在中に判明 国

4 2月21日 未就学児 男性 埼玉県 №２の子　チャーター機第２便帰国者 チャーター機で帰国 埼玉県

5 3月5日 60代 男性 行田市 埼玉県職員（埼玉県農業技術研究センター） 渡航歴・接触歴なし 埼玉県

6 3月5日 50代 男性 上尾市 警察官（武南警察署） 渡航歴・接触歴なし 埼玉県

7 3月6日 60代 女性 行田市 №５の妻　無職 №５の妻 埼玉県

8 3月6日 30代 女性 行田市 №５の子　会社員（都内勤務） №５の子 埼玉県

9 3月6日 40代 女性 さいたま市 会社員（都内勤務） 大阪ライブハウス さいたま市

10 3月8日 40代 男性 富士見市 会社員（都内勤務） 2/26に札幌（１泊） 埼玉県

11 3月10日 50代 男性 入間市 会社員（都内勤務） フランス旅行（パリ） 埼玉県

12 3月10日 50代 女性 入間市 入間市役所パート職員　№11の妻 フランス旅行（パリ） 埼玉県

13 3月10日 60代 男性 川越市 会社員 エジプト旅行（ナイル川クルーズ） 川越市

14 3月10日 60代 女性 川越市 №13の妻　無職 エジプト旅行（ナイル川クルーズ） 川越市

15 3月10日 30代 男性 川越市 №13の子　無職 №13の子 川越市

16 3月11日 70代 男性 戸田市 自営業（県内勤務） エジプト旅行（ナイル川クルーズ） 埼玉県

17 3月11日 50代 男性 さいたま市 会社員（県内勤務） 千葉県公表の№17と同じ職場勤務 埼玉県

18 3月12日 60代 女性 戸田市 №16の妻　自営業（県内勤務） エジプト旅行（ナイル川クルーズ） 埼玉県

19 3月12日 70代 女性 戸田市 無職 エジプト旅行（ナイル川クルーズ） 埼玉県

20 3月12日 30代 男性 戸田市 №19の子　会社員（都内勤務） №19の子 埼玉県

21 3月12日 70代 女性 越谷市 無職 渡航歴なし 埼玉県

22 3月12日 20代 女性 さいたま市 会社員 エジプト旅行（ナイル川クルーズ） さいたま市

23 3月12日 50代 女性 さいたま市 №22の母　パート（さいたま市内店舗：在庫管理） №22の母 さいたま市

24 3月13日 40代 女性 川口市 無職　№19の子（№20の姉） №19の子（№20の姉） 川口市

25 3月13日 30代 男性 草加市 会社員（都内勤務） スペイン・イギリスに渡航 埼玉県

26 3月13日 40代 男性 越谷市 №21の子　会社員（県内） №21の子　渡航歴なし 越谷市

27 3月13日 40代 女性 越谷市 №21の子の妻　会社員（県内） №21の子の妻　渡航歴なし 越谷市

28 3月13日 10代 女性 越谷市 №21の孫 №21の孫　渡航歴なし 越谷市

29 3月13日 10代 女性 越谷市 №21の孫 №21の孫　渡航歴なし 越谷市

30 3月13日 10代 女性 越谷市 №21の孫 №21の孫　渡航歴なし 越谷市

31 3月14日 30代 男性 入間市 会社員（都内勤務） 勤務先に新型コロナウイルスの感染あり 埼玉県

32 3月14日 20代 女性 新座市 会社員（都内勤務） 勤務先に新型コロナウイルスの感染あり 埼玉県

33 3月17日 60代 男性 さいたま市 No.22の父No.23の夫　　会社員 No.22の父No.23の夫 さいたま市

34 3月17日 60代 男性 深谷市 N0.35の夫　団体職員（都内勤務）　 N0.35の夫　エジプト旅行（ナイル川クルーズ） 埼玉県

35 3月17日 50代 女性 深谷市 N0.34の妻　無職 No.34の妻　エジプト旅行（ナイル川クルーズ） 埼玉県



36 3月17日 40代 男性 志木市 会社員 イギリスに渡航 埼玉県

37 3月17日 60代 男性 熊谷市 無職 クルーズ船下船陽性者入院歴あり 埼玉県

38 3月18日 60代 女性 志木市 無職 フィンランド、ノルウェーに渡航 埼玉県

39 3月19日 70代 男性 志木市 無職 №38の夫、フィンランド、ノルウェーに渡航 埼玉県

40 3月19日 70代 男性 桶川市 会社員（県外勤務） スペインに渡航 埼玉県

41 3月19日 20代 男性 狭山市 学生 イギリスに留学 埼玉県

42 3月19日 50代 男性 春日部市 会社員（県内勤務） 渡航歴なし 埼玉県

43 3月20日 80代 男性 川口市 自営業（都内勤務） 渡航歴なし 川口市

44 3月20日 80代 女性 春日部市 無職 渡航歴なし 埼玉県

45 3月20日 50代 女性 越谷市 旅行添乗員 スペイン、フランスに渡航 越谷市

46 3月21日 50代 男性 春日部市 会社員（県内勤務） 渡航歴なし、№42、47同僚 埼玉県

47 3月21日 40代 女性 春日部市 会社員（県内勤務） 渡航歴なし、№42、46同僚 埼玉県

48 3月21日 80代 男性 川口市 無職 渡航歴なし、長男ベトナムから帰国 川口市

49 3月22日 40代 男性 川口市 自営業（都内勤務） 渡航歴なし、№43の同居家族 川口市

50 3月22日 80代 女性 川口市 無職 渡航歴なし、№48の同居家族 川口市

51 3月22日 40代 女性 川口市 会社員（都内勤務） ベトナムへ渡航 川口市

52 3月22日 40代 男性 川口市 自営業（市内勤務） フランスに渡航 川口市

53 3月22日 20代 男性 蓮田市　 会社員（県内勤務） なし 埼玉県

54 3月22日 50代 女性 春日部市 会社員（県内勤務） 渡航歴なし、№42、46、47同僚 埼玉県


