
  

 

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症患者（水戸市1683～1716例目）の発生について 
 

 市内で，新型コロナウイルス感染症患者が確認されましたのでお知らせします。 

 本件について，濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を行っております。 

 

１ 患者の発生概要等（詳細は別紙のとおり。） 

区 分 人 数（うち移管分） 

新 規 17名（３名） 

濃 厚 17名（３名） 

合 計 34名（６名） 

  ※ 重症者はなし（調査中のものは除く。） 

 

２ 今後の対応 

(1) 患者の濃厚接触者，行動歴等については，現在調査中です。 

(2) 患者の濃厚接触者については，ＰＣＲ検査，健康観察等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年８月21日（土） 

水戸市新型コロナウイルス感染症対策本部   

照会先：水戸市保健所保健予防課 

資料提供 

【報道機関の皆様へ】 

報道機関各位におかれましては，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，本人等が特定されることがないよう，提供資料の範囲内での報道に格段の

御配慮をお願いします。 



公表日：

例目 判明日
新規
濃厚

年代 性別 職業 居住地 発症日

1683例目 8月19日 新規 20歳代 女性 会社員 水戸市 8月17日

1684例目 8月20日 新規 40歳代 女性 自営業 水戸市 8月11日

1685例目 8月20日 濃厚 20歳代 男性 技能実習生 大洗町 ―

1686例目 8月20日 新規 60歳代 男性 会社員 水戸市 8月17日

1687例目 8月20日 新規 60歳代 女性 無職 水戸市 8月17日

1688例目 8月20日 新規 20歳代 男性 会社員 水戸市 8月18日

1689例目 8月20日 新規 30歳代 男性 会社員 那珂市 ―

1690例目 8月20日 新規 20歳代 女性 会社員 千葉県 ―

1691例目 8月20日 濃厚 40歳代 男性 会社員 水戸市 8月17日

1692例目 8月20日 濃厚 50歳代 男性 自営業 水戸市 8月18日

1693例目 8月20日 濃厚 50歳代 女性 自営業 水戸市 8月18日

1694例目 8月20日 濃厚 10歳代 女子 児童 水戸市 症状なし

1695例目 8月20日 濃厚 30歳代 女性 パート 水戸市 症状なし

1696例目 8月20日 濃厚 30歳代 男性 会社員 水戸市 症状なし

1697例目 8月20日 濃厚 30歳代 男性 会社員 水戸市 8月15日

1698例目 8月20日 濃厚 60歳代 男性 会社員 水戸市 症状なし

1699例目 8月20日 濃厚 50歳代 女性 自営業 水戸市 8月14日

1700例目 8月20日 濃厚 50歳代 男性 自営業 水戸市 8月14日

1701例目 8月20日 濃厚 10歳代 女性 学生 東京都 8月15日

1702例目 8月20日 濃厚 50歳代 女性 会社員 水戸市 8月14日

1703例目 8月20日 新規 50歳代 男性 会社員 大洗町 ―

1704例目 8月20日 新規 50歳代 男性 会社員 水戸市 8月20日

1705例目 8月20日 新規 20歳代 男性 会社員 水戸市 8月19日

1706例目 8月20日 新規 40歳代 男性 自営業 水戸市 8月19日

1707例目 8月20日 新規 40歳代 女性 非公表 水戸市 調査中

1708例目 8月20日 新規 20歳代 女性 学生 水戸市 8月18日

令和３年８月21日（土） 新規：17名　　濃厚：17名　　合計：34名

別紙



1709例目 8月20日 新規 40歳代 女性 無職 水戸市 調査中

1710例目 8月20日 新規 40歳代 女性 非公表 水戸市 8月18日

1711例目 8月20日 新規 40歳代 男性 自営業 水戸市 8月18日

1712例目 8月20日 濃厚 60歳代 男性 会社員 水戸市 症状なし

1713例目 8月20日 濃厚 20歳代 女性 無職 水戸市 8月17日

1714例目 8月20日 濃厚 20歳代 女性 非公表 大洗町 ―

1715例目 8月20日 濃厚 50歳代 女性 会社員 大洗町 ―

1716例目 8月20日 新規 40歳代 女性 パート 水戸市 8月17日

※　1685例目，1689例目，1703例目，1714例目及び1715例目は茨城県へ移管，1690例目は千葉県へ
移管


