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新型コロナウイルス感染症患者の発生等について 

（本市 20220～20283 例目） 

 

 さいたま市内において、新たに新型コロナウイルスの感染が判明した方等について、

次のとおりお知らせします。新規陽性者については、積極的疫学調査を行ってまいり

ます。 

 

１ 新規公表件数 

   本日の新規公表件数は、64 件です。 

 

２ 陽性者の属性及び内訳 

   別表のとおり 

 

３ 新型コロナウイルス感染症患者の死亡について 

   現時点で死亡者の報告はありません。 

 

４ その他特筆すべき事項 

   特になし 

 

 

 

 

本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関の皆様におかれ

ましては、患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格段

の御配慮をお願いいたします。 

記者発表資料 
令和４年１月９日（日） 

問い合わせ先：保健総務課 

課長：小池 

担当：飯塚、富嶋 

電話：711-8121 

F A X：840-2228 



報道発表日

1月9日

10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代

4件 10件 29件 8件 2件 8件

60代 70代 80代 90歳以上 調査中 計

0件 2件 1件 0件 0件 64件

男 女 調査中 計

37件 27件 0件 64件

軽症 中等症 重症 無症状 調査中 計

57件 0件 0件 1件 6件 64件

同居家族に
陽性者あり

勤務先に陽
性者あり

通学先に陽
性者あり

同居人に陽
性者あり

陽性者と接
触あり

調査中 計

12件 1件 0件 1件 6件 44件 64件

本　 日 1月8日 1月7日 1月6日 1月5日 1月4日 1月3日 1月2日

日 土 金 木 水 火 月 日

64件 86件 55件 24件 11件 9件 4件 0件

86件 55件 24件 11件 9件 4件 件

E：直近１週間の新規公表件数

64件

本日の新規公表件数

< 本日発表分の陽性者の属性 >

A：年代別

B：男女別

C：症状別

D：接触種別

別表 １



< 内 訳 >

通算
例目

判明日 年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
状況

入院状況 接触種別 備考

20220 1月8日 10代 男 学生 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20221 1月8日 50代 女 調査中 市内 1月3日 軽症 自宅療養 調査中

20222 1月8日 10代 男 生徒 市内 1月5日 軽症 自宅療養
陽性者と
接触あり

20223 1月8日 50代 男 会社員 市内 1月7日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20129例目と接触

20224 1月8日 40代 男 会社員 市内 1月5日 軽症 自宅療養 調査中

20225 1月8日 10代 女 アルバイト 市内 調査中 軽症 自宅療養 調査中

20226 1月8日 20代 男 調査中 市内 調査中 軽症 自宅療養
陽性者と
接触あり

20227 1月8日 20代 男 調査中 市内 1月6日 軽症 自宅療養
勤務先に
陽性者あり

20228 1月8日 20代 女 調査中 市内 調査中 軽症 自宅療養 調査中

20229 1月7日 80代 男 調査中 市内 なし 調査中 自宅療養 調査中

20230 1月8日 20代 男 調査中 市内 なし 調査中 自宅療養
陽性者と
接触あり

20231 1月8日 20代 女 学生 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20232 1月8日 70代 男 調査中 市内 1月5日 軽症 自宅療養 調査中

20233 1月8日 30代 男 会社員 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20234 1月8日 20代 男 会社員 市内 なし 調査中 自宅療養 調査中

20235 1月8日 10代 女 児童 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20236 1月8日 30代 男 会社員 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20237 1月8日 20代 女 調査中 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20238 1月8日 30代 男 会社員 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20239 1月8日 20代 男 学生 市内 1月6日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20090例目と接触

無症状※本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関の皆様におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等

の観点から格段の御配慮をお願いいたします。

別表 ２



【新規】

通算
例目

判明日 年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
状況

入院状況 接触種別 備考

20240 1月8日 50代 男 アルバイト 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20241 1月8日 20代 男 学生 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20242 1月8日 30代 男 調査中 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20243 1月8日 20代 女 調査中 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20244 1月8日
10歳
未満

男 未就学児 市内 1月8日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20242・20243例目と接触

20245 1月8日 30代 女 調査中 市内 1月2日 軽症 自宅療養 調査中

20246 1月8日 40代 男 調査中 市内 1月5日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20094例目と接触

20247 1月8日 10代 女 児童 市内 なし 無症状 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20094例目と接触

20248 1月8日 20代 女 会社員 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20249 1月8日 20代 女 調査中 市内 1月5日 軽症 自宅療養
陽性者と
接触あり

20250 1月8日 20代 男 会社員 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20251 1月8日 50代 男 会社員 市内 1月4日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20184例目と接触

20252 1月8日 20代 女 調査中 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20253 1月8日 30代 女 調査中 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20254 1月8日 20代 男 調査中 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20255 1月8日 20代 女 会社員 市内 1月4日 軽症 自宅療養 調査中

20256 1月8日 30代 女 調査中 市内 調査中 調査中 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20056例目と接触

20257 1月8日 20代 女 会社員 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20258 1月8日 20代 女 調査中 坂戸市 1月3日 軽症 入院中 調査中

20259 1月8日 10代 男 生徒 市内 1月5日 軽症 自宅療養 調査中

※本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関の皆様におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等

の観点から格段の御配慮をお願いいたします。



【新規】

通算
例目

判明日 年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
状況

入院状況 接触種別 備考

20260 1月8日 50代 男 会社員 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20261 1月8日 10代 男 生徒 市内 1月6日 軽症 自宅療養
陽性者と
接触あり

20262 1月8日
10歳
未満

女 児童 市内 なし 調査中 自宅療養 調査中

20263 1月8日
10歳
未満

男 児童 市内 1月5日 調査中 自宅療養 調査中

20264 1月8日 10代 男 生徒 市内 調査中 軽症 自宅療養 調査中

20265 1月8日 20代 男 調査中 市内 調査中 軽症 自宅療養 調査中

20266 1月8日 20代 女 調査中 市内 調査中 軽症 自宅療養 調査中

20267 1月8日 20代 女 調査中 市内 1月6日 軽症 自宅療養 調査中

20268 1月8日 20代 女 医療職 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

20269 1月8日 20代 男 調査中 市内 調査中 軽症 自宅療養 調査中

20270 1月8日 20代 女 調査中 市内 1月4日 軽症 自宅療養 調査中

20271 1月8日 70代 男 自営業 市内 1月8日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20205例目と接触

20272 1月8日
10歳
未満

女 未就学児 市内 1月8日 軽症 自宅療養 調査中

20273 1月8日 20代 男 会社員 市内 1月1日 軽症 自宅療養 調査中

20274 1月8日 50代 男 自営業 市内 12月30日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20164例目と接触

20275 1月8日 50代 女 会社員 市内 1月1日 軽症 入院中
同居家族に
陽性者あり

本市20164例目と接触

20276 1月8日 20代 女 会社員 市内 1月4日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20164例目と接触

20277 1月8日 10代 男 生徒 市内 1月5日 軽症 自宅療養 調査中

20278 1月8日 30代 男 無職 市内 1月5日 軽症 自宅療養
同居人に
陽性者あり

20279 1月8日 20代 男 調査中 市内 1月7日 軽症 自宅療養 調査中

別 表

※本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関の皆様におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等

の観点から格段の御配慮をお願いいたします。



【新規】

通算
例目

判明日 年代 性別 職業 居住地 発症日
現在の
状況

入院状況 接触種別 備考

20280 1月8日 50代 男 会社員 市内 1月4日 軽症 入院予定 調査中

20281 1月8日 10代 女 生徒 市内 1月7日 軽症 自宅療養
同居家族に
陽性者あり

本市20280例目と接触

20282 1月8日 20代 女 調査中 市内 調査中 軽症 自宅療養
陽性者と
接触あり

20283 1月8日 20代 男 会社員 市内 1月5日 軽症 自宅療養 調査中

別 表

※本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関の皆様におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等

の観点から格段の御配慮をお願いいたします。


