
記 者 提 供 資 料 

令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ０ 日 

危 機 管 理 課 ( 担 当 ： 西 垣 ) 

電話 559－5057(直通)内線 2320 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の発生について 

 

 

令和 3年 4月 20日、兵庫県により三田市居住者で新たに 7名の新型コロナウイルス感染症患者

が確認されましたので情報提供します。 

今後、濃厚接触者の把握を含めた積極的な疫学調査が進められます。市としても、引き続き 

感染拡大防止の取組みを、関係機関と連携し全力を挙げて進めてまいります。 

  市民の皆様には、「自分を守り、人を守り、三田を守る」ため、「うつらない、うつさない」との

強い想いで感染症予防に取り組んでいただきますようお願いします。 

 

 

記 

 

                        令和 3年 4月 20日現在 

兵庫県発表の感染者数(累計) 339 名 

尼崎市発表の感染者数(累計) 1 名 

計 340 名 

 

     添付資料    4/20兵庫県記者発表資料  (三田市居住者 番号 8,23,24,32,38,43,44) 

            

           

  

 

 

 報道機関各位におかれましては、感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患者やその家

族・関係者等が特定されないよう、また混乱を避けるため医療機関への取材や、施設に対する風

評被害がないよう特段のご配慮をお願いします。 



その他

配布先

26,459 人※ 453.3 人

年代 性別 職業
管轄

保健所
症状 備考

1 30代 女 公務員 軽症 濃厚接触者

2 30代 男 会社員 軽症

3 50代 女 会社員 軽症 接触者

4 50代 男 会社員 軽症 濃厚接触者

5 20代 男 会社員 軽症

6 40代 男 会社員 軽症

7 40代 女 無職 軽症 濃厚接触者

8 20代 男 学生 軽症

9
10歳
未満

男 非公表 軽症 濃厚接触者

10 70代 女 無職 無症状 濃厚接触者

11 40代 女 会社員 軽症 濃厚接触者

12
10歳
未満

女 非公表 無症状 濃厚接触者

13 30代 男 公務員 無症状 濃厚接触者

14 30代 女 無職 軽症 濃厚接触者

15
10歳
未満

女 非公表 無症状 濃厚接触者

16 10代 女 非公表 軽症

17 60代 女 無職 宝塚 軽症

18
10歳
未満

女 学生 軽症 濃厚接触者

19 10代 女 学生 軽症 神戸市発生患者の濃厚接触者

20 80代 男 無職 軽症

21
90歳
以上

女 無職 軽症 濃厚接触者

22 10代 女 非公表 無症状

23 50代 女 会社員 軽症 接触者

24 20代 男 学生 軽症

25 50代 女 無職 軽症 濃厚接触者

26 50代 女 無職 軽症 濃厚接触者

27 20代 女 会社員 軽症 濃厚接触者

28 30代 男 会社員 軽症

29 50代 女 パート 軽症

30 60代 女 非公表 軽症

居住地

宝塚健康福祉事務所管内

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

芦屋健康福祉事務所管内
（芦屋市）

芦屋健康福祉事務所管内
（芦屋市）

神戸市

宝塚健康福祉事務所管内

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

記者発表資料（資料配付）

月／日 発表者名

(曜日) （担当者名）

直近1週間平均患者数

対策推進班長　西下　重樹
―

    新型コロナウイルス感染症患者の発生について 

　本日、新たに県内で４２７人（神戸市１５６人、姫路市３３人、尼崎市３９人、西宮市４２人、明石市２１人、県１３６人）の新型コロナ
ウイルス感染症患者が確認されました。
　このうち、県健康福祉事務所所管分１３６人について、調査結果の概要をお知らせします。
　引き続き、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を進めます。

県患者総数

4/20

(火) （副班長  藤原　秀憲）

担当部課名

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症
対策本部事務局
対 策 推 進 班

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（三田市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

芦屋健康福祉事務所管内
（芦屋市）

芦屋健康福祉事務所管内
（芦屋市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（三田市）

宝塚健康福祉事務所管内
（三田市）

宝塚健康福祉事務所管内

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）



年代 性別 職業
管轄

保健所
軽症 備考

31 80代 女 非公表 軽症

32 10代 女 学生 無症状 濃厚接触者

33
10歳
未満

男 学生 軽症

34 10代 女 非公表 軽症

35 30代 女 会社員 軽症

36 40代 男 会社員 軽症

37
90歳
以上

女 無職 軽症

38 20代 男 会社員 軽症

39 50代 男 会社員 軽症

40 30代 女 非公表 無症状

41
10歳
未満

女 非公表 軽症

42 80代 女 無職 中等症

43
10歳
未満

女 非公表 軽症 接触者

44 20代 女 会社員 軽症 濃厚接触者

45 30代 女 会社員 軽症 濃厚接触者

46 70代 女 無職 軽症

47 40代 男 公務員 軽症

48 20代 女 学生 軽症

49 40代 女 会社員 軽症

50 50代 女 ﾊﾟｰﾄ 軽症 濃厚接触者

51 60代 女 無職 無症状 濃厚接触者

52
10歳
未満

男 非公表 軽症 濃厚接触者

53 20代 男 会社員 軽症 濃厚接触者

54 20代 男 会社員 軽症 濃厚接触者

55 30代 女 会社員 無症状

56 70代 女 無職 軽症

57 60代 男 会社員 軽症

58 70代 女 無職 軽症

59 30代 女 会社員 無症状 濃厚接触者

60 30代 女 無職 無症状 濃厚接触者

61 50代 女 会社員 無症状 濃厚接触者

62 30代 男 自営業 軽症

63 40代 男 自営業 軽症

64
10歳
未満

男 学生 無症状 濃厚接触者

65 20代 女 会社員 軽症

66 60代 男 非公表 軽症

67 50代 女 無職 無症状 濃厚接触者

68 20代 男 非公表 軽症 濃厚接触者

69 30代 女 会社員 軽症

70 60代 女 パート 軽症 濃厚接触者

居住地

宝塚健康福祉事務所管内
（三田市）

宝塚健康福祉事務所管内
（三田市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内
（川西市）

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内
（伊丹市）

伊丹健康福祉事務所管内
（伊丹市）

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内

伊丹健康福祉事務所管内
（川西市）

伊丹健康福祉事務所管内
（川西市）

伊丹健康福祉事務所管内
（伊丹市）

伊丹健康福祉事務所管内
（伊丹市）

伊丹健康福祉事務所管内
（川西市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（三田市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内

宝塚健康福祉事務所管内

宝塚健康福祉事務所管内
（三田市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）

宝塚健康福祉事務所管内
（宝塚市）



年代 性別 職業
管轄

保健所
症状 備考

71 50代 男 公務員 軽症 接触者

72 50代 男 会社員 軽症

73 50代 女 無職 軽症 濃厚接触者

74 60代 男 自営業 軽症 濃厚接触者

75 30代 男 会社員 軽症 濃厚接触者

76 70代 女 非公表 軽症

77 80代 女 無職 無症状 濃厚接触者

78 10代 男 学生 軽症

79 40代 男 会社員 軽症

80 50代 男 会社員 軽症 濃厚接触者

81 50代 女 パート 無症状 濃厚接触者

82 20代 男 会社員 軽症

83 50代 男 自営業 軽症

84 60代 女 無職 軽症

85 70代 男 無職 軽症 濃厚接触者

86 20代 女 会社員 軽症 濃厚接触者

87 50代 女 無職 軽症

88 60代 女 パート 軽症 接触者

89 60代 男 パート 軽症 濃厚接触者

90 30代 男 学生 軽症

91 30代 男 非公表 軽症

92 40代 女 パート 軽症

93 10代 女 非公表 軽症 濃厚接触者

94 60代 男 非公表 軽症 濃厚接触者

95 40代 男 自営業 加古川 軽症 濃厚接触者

96 70代 女 無職 軽症 濃厚接触者

97 10代 男 学生 軽症 濃厚接触者

98 10代 男 学生 軽症

99 80代 女 無職 中等症

100 30代 女 非公表 無症状

101 40代 男 会社員 軽症 接触者

102 50代 女 非公表 軽症 接触者

103 10代 女 学生 軽症

104 10代 女 学生 加東 軽症

105 20代 男 学生 軽症

106 10代 男 学生 軽症

107 20代 女 会社員 軽症

108 20代 男 自営業 軽症

109
90歳
以上

女 無職 軽症 濃厚接触者

110 30代 女 公務員 軽症

居住地

伊丹健康福祉事務所管内
（川西市）

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内
（高砂市）

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内

加古川健康福祉事務所管内
（高砂市）

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内
（高砂市）

加古川健康福祉事務所管内
（高砂市）

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加古川健康福祉事務所管内

加古川健康福祉事務所管内

加古川健康福祉事務所管内
（高砂市）

加古川健康福祉事務所管内
（高砂市）

加古川健康福祉事務所管内

加古川健康福祉事務所管内

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

姫路市

加古川健康福祉事務所管内
（加古川市）

伊丹健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内
（三木市）

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内
（三木市）

加東健康福祉事務所管内
（三木市）

加東健康福祉事務所管内
（加東市）

加東健康福祉事務所管内
（加東市）

中播磨健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内



年代 性別 職業
管轄

保健所
軽症 備考

111 60代 女 会社員 軽症

112 30代 男 公務員 軽症

113 70代 女 非公表 中等症

114 10代 女 非公表 軽症

115 60代 女 非公表 軽症 濃厚接触者

116 40代 女 非公表 軽症

117 60代 女 非公表 軽症

118 70代 女 非公表 軽症 濃厚接触者

119 30代 女 非公表 中等症

120 50代 女 非公表 軽症

121 40代 女 非公表 軽症 濃厚接触者

122 40代 女 非公表 軽症

123 20代 男 非公表 龍野 軽症

124 10代 男 非公表 軽症

125 60代 男 非公表 中等症

126 10代 男 非公表 軽症

127 80代 男 非公表 中等症 濃厚接触者

128 40代 女 非公表 軽症 濃厚接触者

129
10歳
未満

男 非公表 軽症 濃厚接触者

130 50代 男 会社員 軽症

131 60代 女 無職 軽症

132 40代 男 自営業 軽症

133 10代 女 非公表 軽症

134 70代 女 無職 軽症

135 70代 女 無職 軽症

136 60代 女 自営業 軽症

朝来健康福祉事務所管内

洲本健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

洲本健康福祉事務所管内

洲本健康福祉事務所管内

洲本健康福祉事務所管内

洲本健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

姫路市

赤穂健康福祉事務所管内

赤穂健康福祉事務所管内

赤穂健康福祉事務所管内

赤穂健康福祉事務所管内

朝来健康福祉事務所管内

洲本健康福祉事務所管内

洲本健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

加東健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

龍野健康福祉事務所管内

居住地

報道機関各位におかれましては、感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患者やその家族・関係

者等が特定されないよう、また、混乱を避けるため医療機関への取材や、施設に対する風評被害がないよう

特段のご配慮をお願いします。



4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20

検査件数 2,891 3,043 2,984 2,225 2,379 3,849 －

県患者数 507 493 510 537 406 293 427

直近1週間平均患者数 322.6 348.6 376.6 403.3 428.7 448.0 453.3

 陽性患者数・人口10万人あたり人数

(人）

直近1週間患者数
(4/13～4/19)

人口10万人あたり人数

3,136 57.3

 【参考：東京・関西府県の陽性患者数・人口10万人あたり人数】

(人）

直近1週間患者数
(4/13～4/19)

人口10万人あたり人数

4,204 30.1

256 18.1

711 27.5

7,746 87.9

581 43.6

248 26.8

大阪府

奈良県

和歌山県

区分

兵庫県

区分

東京都

滋賀県

京都府


