
令和4年８月15日判明分（教職員）

学校園名 所在地
所管保健所

所在地
発症日 最終勤務日 検査の種類 検査日 市民との接触 マスク着用の有無

1 成育小学校 大阪市城東区成育1-5-19 大阪府 8月12日 8月5日 PCR 8月14日 なし あり

2 堀江中学校 大阪市西区南堀江3-5-7 大阪府 8月14日 8月5日 PCR 8月14日 なし あり

3 花乃井中学校 大阪市西区江戸堀2-8-29 大阪府 8月14日 8月10日 PCR 8月15日 なし あり

4 聖和小学校 大阪市天王寺区寺田町1-6-37 大阪府 8月11日 8月8日 抗原検査 8月15日 なし あり

5 桃谷中学校 大阪市生野区勝山北3-13-44 大阪府 8月13日 8月5日 PCR 8月15日 なし あり

6 大開小学校 大阪市福島区大開2-10-28 大阪府 8月13日 7月29日 PCR 8月14日 なし あり

7 波除小学校 大阪市港区波除3-6-8 大阪府 8月15日 8月9日 PCR 8月15日 なし あり

8 味原小学校 大阪市天王寺区味原町8-19 大阪府 8月12日 8月9日 PCR 8月15日 なし あり

9 東陽中学校 大阪市東成区深江北2-5-7 大阪府 8月13日 8月10日 抗原検査 8月15日 なし あり

10 依羅小学校 大阪市住吉区我孫子4-11-48 大阪府 8月11日 8月5日 抗原検査 8月15日 なし あり

11 鯰江小学校 大阪市城東区今福西3-9-27 兵庫県 8月13日 8月9日 PCR 8月15日 なし あり

12 香簑小学校 大阪市西淀川区御幣島6-5-25 大阪府 8月14日 8月10日 抗原検査 8月15日 なし あり

13 今宮中学校 大阪市西成区花園北1-8-32 大阪府 8月13日 8月13日 抗原検査 8月15日 あり あり

14 平野北中学校 大阪市平野区平野宮町1-8-55 大阪府 8月9日 8月5日 医師診断 8月15日 なし あり

15 高見小学校 大阪市此花区高見1-3-35 大阪府 8月12日 7月29日 抗原検査 8月13日 なし あり

16 依羅小学校 大阪市住吉区我孫子4-11-48 大阪府 8月10日 8月8日 抗原検査 8月15日 あり あり

17 義務教育学校生野未来学園 大阪市生野区生野西3-5-40 大阪府 8月14日 8月2日 抗原検査 8月15日 なし あり

18 香簑小学校 大阪市西淀川区御幣島6-5-25 兵庫県 8月11日 8月10日 PCR 8月15日 あり あり

19 東住吉中学校 大阪市東住吉区桑津5-17-25 大阪府 8月13日 8月7日 PCR 8月15日 なし あり

20 瓜破西中学校 大阪市平野区瓜破西2-12-22 大阪府 8月14日 8月6日 抗原検査 8月15日 なし あり

21 堀川小学校 大阪市北区東天満2-10-7 大阪府 8月13日 8月5日 抗原検査 8月15日 なし あり

22 丸山小学校 大阪市阿倍野区丸山通1-4-43 大阪府 8月13日 8月8日 PCR 8月15日 なし あり

23 東中浜小学校 大阪市城東区東中浜5-4-5 大阪府 8月14日 8月1日 PCR 8月15日 なし あり

24 東井高野小学校 大阪市東淀川区井高野2-8-28 大阪府 8月12日 8月9日 抗原検査 8月15日 なし あり

25 諏訪小学校 大阪市城東区永田2-15-5 大阪府 8月13日 8月5日 PCR 8月15日 なし あり

26 高倉中学校 大阪市都島区御幸町1-1-10 大阪府 8月12日 8月10日 PCR 8月13日 あり あり

27 我孫子中学校 大阪市住吉区我孫子東1-4-32 大阪府 8月15日 8月10日 抗原検査 8月15日 なし あり

https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=5000&mpx=135.543552801&mpy=34.706405799&gprj=3&mtp=pfm&siz=497,1006&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=386&lid=40001&ffid=386-40001&fid=386-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4894942&mpy=34.670656004&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=46&lid=40003&ffid=0-40003&fid=46-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.48919377781&mpy=34.6861773329&gprj=3&mtp=pfm&siz=529,1023&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=32&lid=40003&ffid=32-40003&fid=32-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5219609&mpy=34.65178108&gprj=3&mtp=pfm&siz=653,1193&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=14&lid=40001&ffid=14-40001&fid=14-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.53314668043&mpy=34.654883433857&gprj=3&mtp=pfm&siz=529,1023&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=100&lid=40003&ffid=100-40003&fid=100-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.47062671719&mpy=34.692715892427&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=156&lid=40001&ffid=0-40001&fid=156-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4625582&mpy=34.671953&gprj=3&mtp=pfm&siz=529,1023&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=148&lid=40001&ffid=148-40001&fid=148-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.528186206&mpy=34.667316902&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=184&lid=40001&ffid=0-40001&fid=184-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.55935364081&mpy=34.67732537523&gprj=3&mtp=pfm&siz=653,1193&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=97&lid=40003&ffid=97-40003&fid=97-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.508183004&mpy=34.596932903&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=35&lid=40001&ffid=0-40001&fid=35-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=1&mps=5000&mpx=135.5482521&mpy=34.7015959&gprj=3&mtp=pfm&siz=557,1023&mtl=1002&mcl=1002,23,30,126&itr=1&uid=5108&lid=1002&ffid=5108-1002&fid=5108-1002
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4529918&mpy=34.7206249&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=9&lid=40001&ffid=0-40001&fid=9-40001
https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=5000&mpx=135.499129906&mpy=34.648337938&gprj=3&mtp=pfm&siz=573,1039&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=151&lid=40001&ffid=151-40001&fid=151-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.553325299&mpy=34.627847004&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=80&lid=40003&ffid=0-40003&fid=80-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=1&mps=5000&mpx=135.4603248&mpy=34.690553&gprj=3&mtp=pfm&siz=557,1023&mtl=1002&mcl=1002,23,30,126&itr=1&uid=1135&lid=1002&ffid=1135-1002&fid=1135-1002
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.508183004&mpy=34.596932903&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=35&lid=40001&ffid=0-40001&fid=35-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5302657228&mpy=34.650557254027&gprj=3&mtp=pfm&siz=653,1193&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=101&lid=40003&ffid=101-40003&fid=101-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4529918&mpy=34.7206249&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=9&lid=40001&ffid=0-40001&fid=9-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.53220451392&mpy=34.635363880217&gprj=3&mtp=pfm&siz=529,1023&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=88&lid=40003&ffid=88-40003&fid=88-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5455531&mpy=34.6024192&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=74&lid=40003&ffid=0-40003&fid=74-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5131059&mpy=34.69815797&gprj=3&mtp=pfm&siz=583,1094&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=212&lid=40001&ffid=212-40001&fid=212-40001
https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=5000&mpx=135.508525199&mpy=34.636961104&gprj=3&mtp=pfm&siz=497,1006&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=270&lid=40001&ffid=270-40001&fid=270-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5486563&mpy=34.68401&gprj=3&mtp=pfm&siz=641,1193&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=208&lid=40001&ffid=208-40001&fid=208-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=1&mps=5000&mpx=135.5490747&mpy=34.7652501&gprj=3&mtp=pfm&siz=557,1023&mtl=1002&mcl=1002,23,30,126&itr=1&uid=1850&lid=1002&ffid=1850-1002&fid=1850-1002
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5583581&mpy=34.68687792&gprj=3&mtp=pfm&siz=583,1094&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=209&lid=40001&ffid=209-40001&fid=209-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=1&mps=5000&mpx=135.5326059&mpy=34.7126831&gprj=3&mtp=pfm&siz=557,1023&mtl=1002&mcl=1002,24,40,127&itr=1&uid=2954&lid=1002&ffid=2954-1002&fid=2954-1002
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.51222458924&mpy=34.604965927562&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=67&lid=40003&ffid=0-40003&fid=67-40003

