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新型コロナウイルス感染症感染者の発生について 

 

 
 
 

○患者の発生状況 
 

No. 年代 性別 居住地 職業 推定感染経路 発症日 検査確定日 
発症２日前から

の行動歴 

3360 30 代 女性 習志野市 無職 不明 9月30日 10月2日 自宅、医療機関 

3361 50 代 男性 習志野市 会社員 患者 3362 接触 9月23日 10月1日 
自宅、職場、 
医療機関 

3362 80 代 女性 習志野市 無職 患者 3361 接触 9月28日 10月1日 自宅、医療機関 

3363 40 代 男性 習志野市 会社員 不明 9月29日 10月2日 自宅、医療機関 

3364 60 代 男性 鎌ケ谷市 会社員 不明 9月29日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3365 70 代 女性 八千代市 無職 不明 9月26日 10月2日 自宅、医療機関 

3366 20 代 女性 八千代市 無職 不明 9月29日 10月2日 自宅、医療機関 

3367 50 代 男性 市川市 会社員 県外患者接触 10月1日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3368 30 代 男性 市川市 会社員 県外患者接触 9月27日 10月2日 自宅、医療機関 

3369 40 代 女性 市川市 薬剤師 不明 9月28日 10月2日 自宅、医療機関 

3370 30 代 男性 松戸市 自営業 不明 9月26日 10月2日 自宅、医療機関 

3371 50 代 女性 松戸市 
アルバ
イト 

患者 3348 接触 10月1日 10月2日 自宅、職場 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

 ３１名の方が新たに新型コロナウイルス感染症と診断され、診断した 

医療機関から発生届出がありました。 

県内では、これまでに感染者が４，００１例（うち患者３，３７３名、

無症状病原体保有者６２８名）確認されています。 

 感染者について、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行って 

います。 

令 和 ２ 年 １ ０ 月 ３ 日 
健 康 福 祉 部 疾 病 対 策 課 
０４３－２２３－２６７２ 



No. 年代 性別 居住地 職業 推定感染経路 発症日 検査確定日 
発症２日前から

の行動歴 

3372 30 代 男性 松戸市 会社員 不明 9月27日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3373 40 代 男性 松戸市 会社員 不明 9月30日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3374 40 代 男性 松戸市 会社員 不明 9月25日 10月2日 自宅、医療機関 

3375 40 代 男性 流山市 会社員 不明 9月27日 10月1日 
自宅、職場、 
医療機関 

3376 20 代 女性 長南町 無職 不明 10月1日 10月2日 自宅、医療機関 

3377 60 代 女性 袖ケ浦市 無職 
患者 3335、
3378 接触 

9月22日 10月2日 自宅、医療機関 

3378 60 代 男性 袖ケ浦市 会社員 
患者 3335、
3377 接触 

9月30日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3379 20 代 男性 市原市 会社員 不明 9月29日 10月1日 自宅、医療機関 

3380 50 代 男性 市原市 会社員 患者 3315 接触 9月28日 10月1日 
自宅、職場、 
医療機関 

3381 40 代 女性 成田市 会社員 
患者 3301、

3302、3336
接触 

9月25日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3382 60 代 男性 成田市 会社員 不明 9月22日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3383 40 代 女性 八街市 
アルバ
イト 

患者 3334 接触 9月30日 10月2日 
自宅、職場、 
医療機関 

3384 20 代 女性 東京都 看護師 患者 3334 接触 10月1日 10月2日 別宅、医療機関 

 

○無症状病原体保有者の発生状況 
 

No. 年代 性別 居住地 職業 推定感染経路 検体採取日 検査確定日 
検体採取２日前

からの行動歴 

622 80 代 男性 鎌ケ谷市 無職 
無症状 618、

623、624 接触 
10月2日 10月2日 自宅、医療機関 

623 80 代 女性 鎌ケ谷市 無職 
無症状 618、

622、624 接触 
10月2日 10月2日 自宅、医療機関 

624 20 代 女性 鎌ケ谷市 保育士 
無症状 618、

622、623 接触 
10月2日 10月2日 

自宅、職場、 
医療機関 

625 60 代 男性 君津市 無職 患者 3339 接触 10月2日 10月2日 自宅、医療機関 

626 80 代 男性 木更津市 無職 患者 3338 接触 10月2日 10月2日 自宅、医療機関 



No. 年代 性別 居住地 職業 推定感染経路 検体採取日 検査確定日 
検体採取２日前

からの行動歴 

627 20 代 男性 木更津市 公務員 患者 3341 接触 10月2日 10月2日 自宅、医療機関 

 

【本日 13 時現在の感染者数】 

※ 患者３，３７３名（入院中１４１名（うち重症９名）、退院１，７７２名、       

死亡６１名、ホテル療養６３名、療養終了１，２８７名） 

※ 無症状病原体保有者６２８名（入院中１８名（うち重症１名）、退院２３９名、 

死亡１１名、ホテル療養１０名、療養終了３３１名） 


