
 

 

令和 ３年 ５月 ２日      
市内での新型コロナウイルス感染症患者の発生について（１０６１例目～１０９９例目） 

令和３年５月１日（土），市内で１０６１例目～１０９９例目の新型コロナウイルス感染症患者が発生

しました。 

市では，積極的疫学調査を行い，感染の拡大防止に努めてまいります。 
  
患者概要 
番 

号 
年代 性別 職業 

発症 

日 
症状 

陽性 

判明日 

入院・ 

入所 
他事例との関連等 

1061 70代 女性 無 職 4/24 中等症 5/1 
5/2 

入院 

・感染経路不明 

・濃厚接触者1人 

1062 70代 女性 無 職 4/23 中等症 5/1 
4/30 

入院 

・感染経路不明 

・濃厚接触者 1人 

1063 20代 女性 アルバ

イト 4/26 軽症 5/1 自宅療養 ・市内19例目のクラスター関係者 

1064 30代 男性 無 職 4/28 軽症 5/1 
5/1 

入所 

・市内 961例目の知人 

・濃厚接触者なし 

1065 10代 女性 会社員 4/26 軽症 5/1 自宅療養 
・市内967例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1066 非公表 非公表 非公表 4/26 軽症 5/1 自宅療養 
・市内967例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1067 20代 女性 会社員 4/28 軽症 5/1 自宅療養 
・市内972例目の知人 

・濃厚接触者2人 

1068 30代 女性 アルバ

イト ― なし 5/1 自宅療養 
・市内977例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1069 60代 男性 会社員 4/28 軽症 5/1 自宅療養 
・市内981例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1070 80代 男性 無 職 ― なし 5/1 
5/1 

入院 

・市内982例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1071 70代 男性 自営業 4/27 軽症 5/1 自宅療養 
・市内983例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1072 70代 女性 無 職 4/25 軽症 5/1 自宅療養 
・市内983例目の別居の親族 

・濃厚接触者なし 

1073 70代 女性 無 職 ― なし 5/1 自宅療養 
・市内1000例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1074 40代 男性 自営業 ― なし 5/1 自宅療養 
・市内1000例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1075 非公表 非公表 非公表 ― なし 5/1 自宅療養 
・市内1001例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1076 80代 男性 無 職 4/24 軽症 5/1 
5/1 

入院 

・市内1007例目の同居の家族 

・濃厚接触者1人 

1077 20代 男性 自営業 4/29 軽症 5/1 
5/1 

入所 

・感染経路不明 

・濃厚接触者4人 
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1078 80代 女性 無 職 4/28 軽症 5/1 
5/2 

入院 
・市内23例目のクラスター関係者 

1079 80代 男性 無 職 5/1 軽症 5/1 
5/2 

入院 
・市内23例目のクラスター関係者 

1080 70代 男性 無 職 4/29 軽症 5/1 
5/2 

入院 
・市内23例目のクラスター関係者 

1081 80代 男性 無 職 5/1 軽症 5/1 
5/1 

入院 
・市内23例目のクラスター関係者 

1082 80代 女性 無 職 ― なし 5/1 
5/2 

入院 
・市内23例目のクラスター関係者 

1083 50代 女性 
団体職

員 
4/28 軽症 5/1 自宅療養 ・市内20例目のクラスター関係者 

1084 80代 女性 無 職 4/24 中等症 5/1 
5/1 

入院 

・感染経路不明 

・濃厚接触者なし 

1085 非公表 非公表 非公表 4/27 軽症 5/1 自宅療養 
・市内983例目の別居の親族 

・濃厚接触者なし 

1086 50代 女性 
アルバ

イト 
4/26 軽症 5/1 自宅療養 

・管外（県内）患者の職場の同僚 

・濃厚接触者3人 

1087 80代 男性 無 職 4/30 軽症 5/1 
5/1 

入院 

・市内993例目の別居の親族 

・濃厚接触者１人 

1088 30代 女性 自営業 4/26 軽症 5/1 自宅療養 
・感染経路不明 

・濃厚接触者4人 

1089 20代 男性 自営業 4/29 軽症 5/1 自宅療養 
・市内1088例目の知人 

・濃厚接触者なし 

1090 30代 女性 パート 4/26 軽症 5/1 
5/2 

入所 

・市内1008例目の知人 

・濃厚接触者4人 

1091 40代 女性 自営業 4/28 中等症 5/1 
5/2 

入所 

・感染経路不明 

・濃厚接触者2人 

1092 70代 女性 無 職 4/29 軽症 5/1 調整中 
・市内1050例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1093 70代 女性 自営業 4/20 軽症 5/1 調整中 
・市内872例目の知人 

・濃厚接触者調査中 

1094 40代 女性 会社員 4/29 軽症 5/1 自宅療養 
・市内1039例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1095 非公表 非公表 非公表 5/1 軽症 5/1 自宅療養 
・市内1039例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1096 50代 男性 
アルバ

イト 
4/28 軽症 5/1 自宅療養 

・市内872例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1097 20代 女性 無 職 4/18 軽症 5/1 自宅療養 
・市内1041例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1098 非公表 非公表 非公表 4/26 軽症 5/1 自宅療養 
・市内1041例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

1099 20代 男性 会社員 4/20 軽症 5/1 自宅療養 
・市内1050例目の同居の家族 

・濃厚接触者なし 

※居住地は全員市内 

※市内１９例目のクラスター（飲食店）の陽性者数 

１０人（倉敷市市内８１３，９１３，９４９，９６１～９６３，９９８，１０６３例目，市外２人） 

 



 

 

※市内２０例目のクラスター（高齢者福祉施設）の陽性者数 

１０人（市内８６７，９３０，９３１，９６９～９７１，１０１１，１０４３，１０８３例目，市外１人） 

※高齢者福祉施設で８人（市内９９３，１０４７，１０７８～１０８２例目，市外１人）の陽性者が確認さ

れたため，市内２３例目のクラスターが発生したと判断しています。 

 

【参考】 
・関連する過去の患者概要 

患者 年代 性別 広報日 

倉敷市８７２例目 ７０代 女性 ４／２４ 

倉敷市９６１例目 ２０代 女性 ４／２８ 

倉敷市９６７例目 ３０代 女性 ４／２８ 

倉敷市９７２例目 ２０代 男性 ４／２８ 

倉敷市９７７例目 ６０代 女性 ４／２８ 

倉敷市９８１例目 ８０代 女性 ４／２８ 

倉敷市９８２例目 ８０代 女性 ４／２８ 

倉敷市９８３例目 ６０代 女性 ４／２８ 

倉敷市９９３例目 ２０代 男性 ４／２９ 

倉敷市１０００例目 ６０代 女性 ４／２９ 

倉敷市１００１例目 ３０代 男性 ４／２９ 

倉敷市１００７例目 ８０代 女性 ４／２９ 

倉敷市１００８例目 ８０代 女性 ４／２９ 

倉敷市１０３９例目 ７０代 女性 ４／３０ 

倉敷市１０４１例目 ２０代 男性 ４／３０ 

倉敷市１０５０例目 ４０代 女性 ５／１  
・５月２日時点の患者の入退院等の状況（単位：人） 

患者数 入院中 
宿泊療養施設

入所中 
自宅療養中 退院・退所等 死亡 

１０９９ １２２  １０１ ９２ ７７１ １０ 

※入院・入所調整中  ３人 

※退院・退所等は，退院基準を満たして退院した者，解除基準を満たして宿泊療養・自宅療養を解除された者 

※個人情報及び人権保護の観点から，個別の入退院状況についての公表は差し控えさせていただきます。  
風評被害・誹謗中傷の防止や個人情報保護の観点から，患者及びご家族等の個人情報につい

ては，特定されることのないよう格段のご配慮をお願いします。また，施設等への取材はご遠慮

いただきますよう，お願いします。 




