
新型コロナウイルス感染症患者の発生について

本日、７月３１日（土曜）に、 
松戸市で５２名（３9９２～４０４３例目）の感染者
が確認されました。 

これまでの千葉県公表の松戸市在住の感染者は、４０３９名です。 

（なお、他都道府県で公表された方が３０名、他市で公表さ

れた方が９５名いるため、これまでの松戸市在住の感染者の

総数は、４１６４名となります） 

※感染者数は無症状病原体保有者を含みます。

※これまでに欠番が４例生じているため、事例番号と感染者累計数

は一致しません。 

●感染者情報のホームページ、メール等での配信については、当日

は市内在住の感染者数のみとし、詳細は翌日に配信いたします。 

●７月３０日（金曜）の市内居住者の患者の概要、経過等の詳細は、

別添資料をご覧ください。 

松 戸 市 報 道 資 料  

令和３年７月３１日 
【本件に関する問い合わせ先】

〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５ 

松戸市健康福祉部健康福祉政策課  ☎０４７－７０４－００５５ 

ＦＡＸ０４７－７０４－０２５１ ✉mckenhuku@city.matsudo.chiba.jp



≪令和３年７月３０日（金曜）の感染者の発生状況≫

松戸市在住の６６名が新型コロナウイルスに感染していることが判明し

ました（うち無症状病原体保有者０名）。

【３９２６例目】

２０代 男性 職業：会社員

●推定感染経路：不明

●検査確定日：７月２４日

【３９２７例目】

４０代 女性 職業：会社員

●推定感染経路：不明

●検査確定日：７月２６日

【３９２８例目】

６０代 男性 職業：会社員

●推定感染経路：不明

●検査確定日：７月２６日

【３９２９例目】

２０代 女性 職業：会社員

●推定感染経路：同居家族

●検査確定日：７月２６日

【３９３０目】

２０代 男性 職業：会社員

●推定感染経路：不明

●検査確定日：７月２６日

【３９３１例目】

５０代 男性 職業：自営業

●推定感染経路：不明

●検査確定日：７月２６日

【３９３２例目】

１０代 女性 職業：その他

●推定感染経路：不明

●検査確定日：７月２６日



  
【３９３３例目】 
２０代 男性 職業：学生 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９３４例目】 
１０歳未満 女性 職業：未就学児 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２６日  
【３９３５例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９３６例目】 
１０歳未満 女性 職業：児童・生徒 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２６日  
【３９３７例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２６日  
【３９３８例目】 
１０歳未満 男性 職業：未就学児 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２６日  
【３９３９例目】 
６０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日    



 
【３９４０例目】 
２０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２６日  
【３９４１例目】 
２０代 女性 職業：教職員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９４２例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９４３例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９４４例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９４５例目】 
３０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９４６例目】 
６０代 女性 職業：無職 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日    



 
【３９４７例目】 
３０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９４８例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９４９例目】 
５０代 女性 職業：アルバイト 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２８日  
【３９５０例目】 
３０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９５１例目】 
４０代 男性 職業：自営業 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９５２例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９５３例目】 
２０代 女性 職業：無職 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日    



 
【３９５４例目】 
２０代 女性 職業：学生 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９５５例目】 
４０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９５６例目】 
３０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９５７例目】 
１０代 女性 職業：児童・生徒 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９５８例目】 
４０代 女性 職業：アルバイト 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９５９例目】 
２０代 女性 職業：アルバイト 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９６０例目】 
２０代 女性 職業：アルバイト 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日    



 
【３９６１例目】 
５０代 男性 職業：自営業 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２７日  
【３９６２例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９６３例目】 
２０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９６４例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２８日  
【３９６５例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９６６例目】 
３０代 女性 職業：介護関係者 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日  
【３９６７例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２６日    



 
【３９６８例目】 
１０代 女性 職業：児童・生徒 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９６９例目】 
１０代 女性 職業：児童・生徒 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２７日  
【３９７０例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：その他 
●検査確定日：７月２６日  
【３９７１例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９７２例目】 
１０代 女性 職業：児童・生徒 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９７３例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９７４例目】 
３０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日    



 
【３９７５例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９７６例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９７７例目】 
４０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９７８例目】 
３０代 女性 職業：調査中 
●推定感染経路：調査中 
●検査確定日：７月２８日  
【３９７９例目】 
６０代 男性 職業：自営業 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９８０例目】 
３０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９８１例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日    



 
【３９８２例目】 
２０代 女性 職業：アルバイト 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９８３例目】 
３０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２８日  
【３９８４例目】 
１０歳未満 男性 職業：児童・生徒 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９８５例目】 
１０代 男性 職業：アルバイト 
●推定感染経路：その他 
●検査確定日：７月２７日  
【３９８６例目】 
５０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：同居家族 
●検査確定日：７月２７日  
【３９８７例目】 
４０代 女性 職業：無職 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９８８例目】 
２０代 男性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日    



 
【３９８９例目】 
３０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９９０例目】 
２０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日  
【３９９１例目】 
２０代 女性 職業：会社員 
●推定感染経路：不明 
●検査確定日：７月２７日 


