
令和4年8月22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 泉尾北小学校 大阪市大正区泉尾2-21-24 大阪府 8月20日 8月9日 抗原検査 8月22日 なし あり

2 豊崎小学校 大阪市北区豊崎4-5-9 大阪府 8月18日 8月2日 PCR 8月22日 なし あり

3 木川小学校 大阪市淀川区木川東3-7-32 大阪府 8月22日 8月22日 抗原検査 8月22日 あり あり

4 此花中学校 大阪市此花区高見2-14-31 大阪府 8月19日 8月15日 PCR 8月22日 なし あり

5 東三国小学校 大阪市淀川区東三国6-3-24 大阪府 8月21日 8月4日 PCR 8月22日 なし あり

6 新巽中学校 大阪市生野区巽南4-2-53 大阪府 8月20日 8月19日 抗原検査 8月22日 あり あり

7 梅香小学校 大阪市此花区梅香3-17-29 大阪府 8月20日 8月9日 抗原検査 8月22日 なし あり

8 新庄小学校 大阪市東淀川区上新庄2-20-5 大阪府 8月19日 8月18日 抗原検査 8月22日 あり あり

9 東住吉中学校 大阪市東住吉区桑津5-17-25 大阪府 8月19日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

10 茨田西小学校 大阪市鶴見区横堤5-13-61 大阪府 8月20日 8月17日 抗原検査 8月22日 なし あり

11 三稜中学校 大阪市住吉区千躰1-5-22 大阪府 8月21日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

12 高松小学校 大阪市阿倍野区天王寺町北3-17-19 兵庫県 8月19日 8月9日 PCR 8月22日 なし あり

13 塚本小学校 大阪市淀川区塚本3-5-6 大阪府 8月19日 8月9日 PCR 8月22日 なし あり

14 宮原小学校 大阪市淀川区三国本町1-16-44 大阪府 8月22日 8月22日 抗原検査 8月22日 あり あり

15 昭和中学校 大阪市阿倍野区桃ケ池町2-3-17 大阪府 8月19日 8月5日 抗原検査 8月22日 なし あり

16 東中川小学校 大阪市生野区新今里7-14-37 三重県 8月22日 7月27日 抗原検査 8月22日 なし あり

17 今津中学校 大阪市鶴見区今津中1-3-55 大阪府 8月22日 8月22日 PCR 8月22日 あり あり

18 大和川中学校 大阪市住吉区遠里小野2-11-4 大阪府 8月20日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

19 苅田南小学校 大阪市住吉区苅田10-1-35 大阪府 8月18日 8月9日 PCR 8月22日 なし あり

20 福小学校 大阪市西淀川区福町2-5-23 大阪府 8月19日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

21 新東淀中学校 大阪市東淀川区豊里1-10-32 大阪府 8月22日 8月19日 抗原検査 8月22日 なし あり

22 喜連中学校 大阪市平野区喜連西6-2-11 大阪府 8月22日 8月19日 抗原検査 8月22日 なし あり

23 晴明丘南小学校 大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8 大阪府 8月21日 8月5日 PCR 8月22日 なし あり

24 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21日 8月19日 抗原検査 8月22日 あり あり

25 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21日 8月17日 抗原検査 8月22日 なし あり

26 緑中学校 大阪市鶴見区鶴見6-6-11 大阪府 8月21日 8月21日 PCR 8月22日 あり あり

27 東我孫子中学校 大阪市住吉区苅田1-16-2 大阪府 8月21日 8月20日 PCR 8月22日 あり あり

28 港中学校 大阪市港区池島1-5-35 大阪府 8月12日 8月9日 抗原検査 8月12日 なし あり

29 新巽中学校 大阪市生野区巽南4-2-53 大阪府 8月22日 8月20日 抗原検査 8月22日 あり あり

30 横堤小学校 大阪市鶴見区横堤1-11-83 大阪府 8月20日 8月17日 抗原検査 8月22日 なし あり

31 新庄小学校 大阪市東淀川区上新庄2-20-5 京都府 8月21日 8月3日 抗原検査 8月22日 なし あり

32 育和小学校 大阪市東住吉区杭全4-10-12 大阪府 8月20日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

33 依羅小学校 大阪市住吉区我孫子4-11-48 大阪府 8月20日 8月17日 PCR 8月22日 なし あり

34 巽東小学校 大阪市生野区巽東3-8-13 大阪府 8月22日 8月19日 抗原検査 8月22日 なし あり

35 八阪中学校 大阪市福島区鷺洲6-1-13 大阪府 8月21日 8月21日 PCR 8月22日 あり あり

36 長池小学校 大阪市阿倍野区長池町20-26 大阪府 8月19日 8月2日 抗原検査 8月22日 なし あり

37 長池小学校 大阪市阿倍野区長池町20-26 大阪府 8月20日 8月18日 抗原検査 8月20日 あり あり

38 大桐中学校 大阪市東淀川区大桐4-5-8 大阪府 8月21日 8月20日 PCR 8月22日 なし あり

39 矢田小学校 大阪市東住吉区矢田3-4-27 大阪府 8月20日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4706168&mpy=34.66046692&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=80&lid=40001&ffid=0-40001&fid=80-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5003643&mpy=34.71238108&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=181&lid=40001&ffid=0-40001&fid=181-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4921332&mpy=34.7266279&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=252&lid=40001&ffid=0-40001&fid=252-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.45550654954&mpy=34.690406079926&gprj=3&mtp=pfm&siz=551,1023&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=23&lid=40003&ffid=23-40003&fid=23-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4955753&mpy=34.74453103&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=258&lid=40001&ffid=0-40001&fid=258-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5504730817&mpy=34.639421887719&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=105&lid=40003&ffid=0-40003&fid=105-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4552643&mpy=34.682372&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=20&lid=40001&ffid=0-40001&fid=20-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5322967&mpy=34.748428&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=269&lid=40001&ffid=0-40001&fid=269-40001
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=135.573164202&mpy=34.707378003&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=239&lid=40001&ffid=0-40001&fid=239-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.499771998&mpy=34.607363796&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=68&lid=40003&ffid=0-40003&fid=68-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5251921&mpy=34.64382194&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=117&lid=40001&ffid=0-40001&fid=117-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.472161&mpy=34.71623892&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=178&lid=40001&ffid=0-40001&fid=178-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4857671&mpy=34.7329672&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=255&lid=40001&ffid=0-40001&fid=255-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.520942201&mpy=34.627321898&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=21&lid=40003&ffid=0-40003&fid=21-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5499721&mpy=34.659506&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=133&lid=40001&ffid=0-40001&fid=133-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.56842900163&mpy=34.69263290882&gprj=3&mtp=pfm&siz=583,1094&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=38&lid=40003&ffid=38-40003&fid=38-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4968777&mpy=34.5976191&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=84&lid=40003&ffid=0-40003&fid=84-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5138059&mpy=34.59457211&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=36&lid=40001&ffid=0-40001&fid=36-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4418219&mpy=34.6981499&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=161&lid=40001&ffid=0-40001&fid=161-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.53345945195&mpy=34.739781553254&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=111&lid=40003&ffid=0-40003&fid=111-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.54793813201&mpy=34.611374407283&gprj=3&mtp=pfm&siz=529,1023&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=73&lid=40003&ffid=73-40003&fid=73-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4966331&mpy=34.6241&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=21&lid=40001&ffid=0-40001&fid=21-40001
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=135.5302657228&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=135.56478423564&mpy=34.708275930409&gprj=3&mtp=pfm&siz=583,1094&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=49&lid=40003&ffid=49-40003&fid=49-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.51935824528&mpy=34.603005396471&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=85&lid=40003&ffid=0-40003&fid=85-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.44884944288&mpy=34.657484158558&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=2&lid=40003&ffid=0-40003&fid=2-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5504730817&mpy=34.639421887719&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=105&lid=40003&ffid=0-40003&fid=105-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.570067&mpy=34.70148881&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=237&lid=40001&ffid=0-40001&fid=237-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5322967&mpy=34.748428&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=269&lid=40001&ffid=0-40001&fid=269-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5376333&mpy=34.634906&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=119&lid=40001&ffid=0-40001&fid=119-40001
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=135.55798253643&mpy=34.649759901886&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=136&lid=40001&ffid=0-40001&fid=136-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.47792815933&mpy=34.701281258102&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=28&lid=40003&ffid=0-40003&fid=28-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.517347&mpy=34.622746000001&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=95&lid=40001&ffid=0-40001&fid=95-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.517347&mpy=34.622746000001&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=95&lid=40001&ffid=0-40001&fid=95-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.54905039186&mpy=34.748791501964&gprj=3&mtp=pfm&siz=583,1094&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=113&lid=40003&ffid=113-40003&fid=113-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5281114&mpy=34.6032392&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=41&lid=40001&ffid=0-40001&fid=41-40001

