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タイトル 新型コロナウイルス感染症患者等の発生について 

担　　当 健康福祉部 感染症対策局新型コロナ対策企画課

連 絡 先 企画調整班

TEL 054-221-2459

※本情報提供は、感染症予防・感染拡大防止の啓発目的に行うものです。
※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、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。
※県民の皆様におかれましては、患者・御家族の人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願
いします。

１　本日の新規感染者数（政令市発表分を含む）

※患者詳細公表後に県番号を付番していること、発生届の取り下げがあること等の理由から、感染者数の累計
と県公表番号の値は一致しません。

２　本日の新規感染症患者等について（県内公表169650から169864例目）の概要



○感染者集団（クラスター）
・本日新たに認定したクラスターはありません。

３　コロナ患者受入病院の地域別及び重症者の病床占有率（５月31日正午現在）

※県全体、重症者欄のかっこ内は、施設数。
※コロナ患者受入病院以外の入院者数は０名です。

４　県内宿泊療養施設の入居状況（５月31日正午現在）

区分 施設数 総客室数
療養者用

客室数（Ａ）
入居者数 
（Ｂ）

占有率
Ｂ/Ａ

室数等 ９施設 1,252室 1,057室 141人 13.3％

５　自宅療養者数、自宅待機者数（５月30日17時時点）
区分 人数（人）

自宅療養者数 5,327
自宅待機者数 5

※自宅待機者数は、療養先が未定の者、療養先は決まっているものの入院又は宿泊療養施
設入居を待っている者の合計。

６　療養終了者数（前日時点の推計値）
　前日までの累計感染者数から、入院者数（前日正午時点）、宿泊療養施設入居者数（前
日正午時点）、自宅療養者数（前日17時時点）、自宅待機者数（前日17時時点）、死亡者数
（前日時点）を除いた人数を療養終了者数とします。

療養終了者数
（５月30日時点）

163,647人

７　新型コロナウイルスワクチンの接種実績（５月30日時点）



８　感染症患者等の概要
感染症患者等の概要については、以下の県ＨＰに掲載します。
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-tyuumokujouhou.html



県公表番号 169650例目 169651例目 169652例目 169653例目
年代 10歳未満 10歳代 40歳代 10歳未満
居住地 磐田市 磐田市 袋井市 袋井市
推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 169654例目 169655例目 169656例目 169657例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 50歳代
居住地 袋井市 磐田市 磐田市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 169658例目 169659例目 169660例目 169661例目
年代 80歳代 10歳代 10歳代 30歳代
居住地 磐田市 掛川市 袋井市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169662例目 169663例目 169664例目 169665例目
年代 10歳未満 40歳代 10歳代 40歳代
居住地 袋井市 袋井市 掛川市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 169666例目 169667例目 169668例目 169669例目
年代 40歳代 30歳代 10歳代 10歳未満
居住地 浜松市 掛川市 磐田市 御前崎市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 169670例目 169671例目 169672例目 169673例目
年代 60歳代 30歳代 10歳未満 70歳代
居住地 掛川市 磐田市 袋井市 掛川市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169674例目 169675例目 169676例目 169677例目
年代 60歳代 80歳代 50歳代 10歳未満
居住地 磐田市 袋井市 袋井市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

Administrator
ハイライト表示



県公表番号 169678例目 169679例目 169680例目 169681例目
年代 50歳代 20歳代 10歳代 10歳未満
居住地 掛川市 御前崎市 袋井市 磐田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 169682例目 169683例目 169684例目 169685例目
年代 10歳未満 10歳未満 10歳未満 10歳未満
居住地 袋井市 袋井市 袋井市 袋井市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 169686例目 169687例目 169688例目 169689例目
年代 10歳未満 10歳代 10歳代 70歳代
居住地 磐田市 袋井市 磐田市 磐田市

推定感染経路 不明・調査中 県外 県内 県内

県公表番号 169690例目 169691例目 169692例目 169693例目
年代 10歳代 10歳未満 10歳未満 40歳代
居住地 磐田市 磐田市 湖西市 湖西市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 169694例目 169695例目 169696例目 169697例目
年代 30歳代 30歳代 40歳代 50歳代
居住地 掛川市 掛川市 熱海市 県外

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169698例目 169699例目 169700例目 169701例目
年代 10歳未満 30歳代 30歳代 80歳代
居住地 伊東市 伊東市 伊東市 熱海市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 169702例目 169703例目 169704例目 169705例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 10歳代
居住地 伊東市 伊東市 伊東市 伊東市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

Administrator
ハイライト表示



県公表番号 169706例目 169707例目 169708例目 169709例目
年代 80歳代 20歳代 30歳代 10歳未満
居住地 伊東市 伊東市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 169710例目 169711例目 169712例目 169713例目
年代 70歳代 80歳代 30歳代 40歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169714例目 169715例目 169716例目 169717例目
年代 60歳代 20歳代 30歳代 20歳代
居住地 御殿場市 小山町 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 県内 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 169718例目 169719例目 169720例目 169721例目
年代 10歳代 10歳代 30歳代 10歳未満
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169722例目 169723例目 169724例目 169725例目
年代 10歳代 10歳代 10歳代 50歳代
居住地 小山町 御殿場市 御殿場市 御殿場市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169726例目 169727例目 169728例目 169729例目
年代 50歳代 20歳代 30歳代 70歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 御殿場市 裾野市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 169730例目 169731例目 169732例目 169733例目
年代 70歳代 50歳代 30歳代 50歳代
居住地 御殿場市 御殿場市 小山町 御殿場市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中



県公表番号 169734例目 169735例目 169736例目 169737例目
年代 80歳代 40歳代 80歳代 20歳代
居住地 小山町 小山町 御殿場市 島田市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169738例目 169739例目 169740例目 169741例目
年代 30歳代 40歳代 40歳代 30歳代
居住地 静岡市 藤枝市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 169742例目 169743例目 169744例目 169745例目
年代 10歳代 30歳代 40歳代 20歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169746例目 169747例目 169748例目 169749例目
年代 40歳代 10歳代 10歳代 20歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 169750例目 169751例目 169752例目 169753例目
年代 50歳代 60歳代 10歳代 30歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 富士市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 169754例目 169755例目 169756例目 169757例目
年代 50歳代 50歳代 60歳代 40歳代
居住地 富士市 富士宮市 富士宮市 富士市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169758例目 169759例目 169760例目 169761例目
年代 20歳代 50歳代 40歳代 10歳代
居住地 富士市 富士市 富士市 焼津市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 不明・調査中



県公表番号 169762例目 169763例目 169764例目 169765例目
年代 40歳代 40歳代 50歳代 50歳代
居住地 藤枝市 焼津市 焼津市 焼津市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 169766例目 169767例目 169768例目 169769例目
年代 40歳代 10歳代 30歳代 20歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169770例目 169771例目 169772例目 169773例目
年代 20歳代 10歳未満 10歳代 10歳代
居住地 島田市 藤枝市 島田市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 169774例目 169775例目 169776例目 169777例目
年代 20歳代 60歳代 50歳代 20歳代
居住地 焼津市 焼津市 島田市 藤枝市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 169778例目 169779例目 169780例目 169781例目
年代 10歳未満 40歳代 20歳代 70歳代
居住地 焼津市 焼津市 島田市 焼津市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 169782例目 169783例目 169784例目 169785例目
年代 20歳代 90歳代 20歳代 10歳代
居住地 藤枝市 島田市 藤枝市 川根本町

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169786例目 169787例目 169788例目 169789例目
年代 30歳代 10歳未満 40歳代 10歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 県内 県内



県公表番号 169790例目 169791例目 169792例目 169793例目
年代 20歳代 40歳代 10歳未満 20歳代
居住地 牧之原市 焼津市 藤枝市 焼津市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 169794例目 169795例目 169796例目 169797例目
年代 30歳代 10歳未満 10歳代 10歳代
居住地 藤枝市 藤枝市 藤枝市 藤枝市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 169798例目 169799例目 169800例目 169801例目
年代 10歳代 10歳代 70歳代 70歳代
居住地 藤枝市 焼津市 島田市 島田市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 169802例目 169803例目 169804例目 169805例目
年代 30歳代 10歳未満 60歳代 10歳未満
居住地 藤枝市 藤枝市 島田市 藤枝市

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中

県公表番号 169806例目 169807例目 169808例目 169809例目
年代 50歳代 40歳代 10歳代 10歳代
居住地 藤枝市 焼津市 焼津市 三島市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 169810例目 169811例目 169812例目 169813例目
年代 30歳代 30歳代 10歳未満 10歳代
居住地 函南町 裾野市 裾野市 裾野市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内 県内

県公表番号 169814例目 169815例目 169816例目 169817例目
年代 10歳代 10歳代 30歳代 50歳代
居住地 清水町 裾野市 伊豆の国市 清水町

推定感染経路 県内 県内 県内 不明・調査中



県公表番号 169818例目 169819例目 169820例目 169821例目
年代 10歳代 60歳代 50歳代 10歳未満
居住地 御殿場市 清水町 沼津市 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中

県公表番号 169822例目 169823例目 169824例目 169825例目
年代 10歳未満 10歳代 50歳代 10歳代
居住地 沼津市 三島市 伊豆の国市 伊豆の国市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 169826例目 169827例目 169828例目 169829例目
年代 40歳代 30歳代 40歳代 80歳代
居住地 伊豆の国市 裾野市 三島市 三島市

推定感染経路 不明・調査中 県内 不明・調査中 県内

県公表番号 169830例目 169831例目 169832例目 169833例目
年代 70歳代 10歳代 30歳代 90歳代
居住地 三島市 三島市 沼津市 三島市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169834例目 169835例目 169836例目 169837例目
年代 10歳未満 60歳代 60歳代 10歳未満
居住地 沼津市 伊豆の国市 沼津市 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169838例目 169839例目 169840例目 169841例目
年代 30歳代 20歳代 10歳未満 20歳代
居住地 三島市 三島市 沼津市 清水町

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 不明・調査中 県内

県公表番号 169842例目 169843例目 169844例目 169845例目
年代 10歳未満 40歳代 20歳代 10歳代
居住地 沼津市 沼津市 沼津市 三島市

推定感染経路 不明・調査中 不明・調査中 県内 不明・調査中



県公表番号 169846例目 169847例目 169848例目 169849例目
年代 50歳代 10歳代 40歳代 10歳代
居住地 沼津市 三島市 富士市 県外

推定感染経路 県内 県内 県内 県内

県公表番号 169850例目 169851例目 169852例目 169853例目
年代 90歳代 80歳代 30歳代 30歳代
居住地 三島市 長泉町 沼津市 沼津市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169854例目 169855例目 169856例目 169857例目
年代 50歳代 40歳代 10歳未満 10歳未満
居住地 清水町 清水町 清水町 沼津市

推定感染経路 県内 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 169858例目 169859例目 169860例目 169861例目
年代 40歳代 60歳代 80歳代 40歳代
居住地 沼津市 長泉町 伊豆市 裾野市

推定感染経路 県内 県内 不明・調査中 不明・調査中

県公表番号 169862例目 169863例目 169864例目 例目
年代 40歳代 40歳代 10歳代
居住地 沼津市 三島市 沼津市

推定感染経路 不明・調査中 県内 県内

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路

県公表番号 例目 例目 例目 例目
年代
居住地

推定感染経路


