
令和4年8月23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 加賀屋中学校 大阪市住之江区西加賀屋2-9-20 大阪府 8月22日 8月19日 抗原検査 8月23日 なし あり

2 吉野小学校 大阪市福島区吉野3-10-5 大阪府 8月21日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

3 木津中学校 大阪市浪速区戎本町1-3-46 大阪府 8月19日 8月10日 PCR 8月23日 なし あり

4 港中学校 大阪市港区池島1-5-35 大阪府 8月23日 8月22日 医師診断 8月23日 あり あり

5 平野中学校 大阪市平野区背戸口1-16-26 大阪府 8月20日 8月12日 PCR 8月20日 なし あり

6 泉尾東小学校 大阪市大正区千島1-16-16 大阪府 8月19日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

7 岸里小学校 大阪市西成区千本中1-8-22 大阪府 8月22日 8月22日 抗原検査 8月23日 あり あり

8 田中小学校 大阪市港区田中2-10-34 大阪府 8月23日 8月23日 抗原検査 8月23日 あり あり

9 海老江東小学校 大阪市福島区海老江1-6-19 大阪府 8月22日 8月18日 PCR 8月23日 なし あり

10 春日出小学校 大阪市此花区春日出中1-13-23 大阪府 8月20日 8月18日 抗原検査 8月23日 あり あり

11 平野南小学校 大阪市平野区平野南2-3-8 大阪府 8月22日 8月22日 抗原検査 8月23日 あり あり

12 城陽中学校 大阪市城東区鴫野西3-3-64 大阪府 8月22日 8月22日 PCR 8月23日 あり あり

13 育和小学校 大阪市東住吉区杭全4-10-12 大阪府 8月22日 8月22日 抗原検査 8月23日 あり あり

14 味原小学校 大阪市天王寺区味原町8-19 大阪府 8月22日 8月22日 PCR 8月23日 あり あり

15 鯰江幼稚園 大阪市城東区今福西3-7-17 奈良県 8月22日 8月19日 PCR 8月23日 なし あり

16 歌島中学校 大阪市西淀川区歌島2-11-9 兵庫県 8月21日 8月22日 抗原検査 8月23日 あり あり

17 加美南部小学校 大阪市平野区加美南1-9-17 奈良県 8月19日 8月19日 PCR 8月22日 あり あり

18 難波中学校 大阪市浪速区塩草1-1-59 大阪府 8月22日 8月22日 抗原検査 8月23日 あり あり

19 喜連北小学校 大阪市平野区喜連1-7-4 大阪府 8月23日 8月23日 PCR 8月23日 あり あり

20 八幡屋小学校 大阪市港区八幡屋3-3-5 大阪府 8月23日 8月19日 医師診断 8月23日 なし あり

21 平尾小学校 大阪市大正区平尾2-21-28 大阪府 8月22日 8月22日 PCR 8月23日 あり あり

22 東中学校 大阪市中央区大手前4-1-5 大阪府 8月21日 8月20日 抗原検査 8月23日 あり あり

23 十三中学校 大阪市淀川区十三東5-1-27 兵庫県 8月21日 8月21日 PCR 8月22日 あり あり

24 大桐中学校 大阪市東淀川区大桐4-5-8 大阪府 8月23日 8月23日 抗原検査 8月23日 なし あり

25 神路小学校 大阪市東成区大今里4-6-19 大阪府 8月22日 8月18日 PCR 8月23日 なし あり

26 花乃井中学校 大阪市西区江戸堀2-8-29 大阪府 8月22日 8月19日 PCR 8月23日 なし あり

27 大淀小学校 大阪市北区大淀中4-10-33 兵庫県 8月21日 8月16日 抗原検査 8月22日 なし あり

28 東中浜小学校 大阪市城東区東中浜5-4-5 大阪府 8月23日 8月22日 PCR 8月23日 あり あり

http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.47668559217&mpy=34.619238126764&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=64&lid=40003&ffid=0-40003&fid=64-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4729668&mpy=34.69004189&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=155&lid=40001&ffid=0-40001&fid=155-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.499749796&mpy=34.653550201&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=125&lid=40003&ffid=0-40003&fid=125-40003
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=135.5428302073&mpy=34.623384682498&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=71&lid=40003&ffid=0-40003&fid=71-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4744887&mpy=34.653797&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=78&lid=40001&ffid=0-40001&fid=78-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4915612&mpy=34.63387492&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=64&lid=40001&ffid=0-40001&fid=64-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4475777&mpy=34.663517&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=69&lid=40001&ffid=0-40001&fid=69-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.475217&mpy=34.6989331&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=167&lid=40001&ffid=0-40001&fid=167-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.452328202&mpy=34.680156197&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=149&lid=40001&ffid=0-40001&fid=149-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.558083199&mpy=34.618186004&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=109&lid=40001&ffid=0-40001&fid=109-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.541858301&mpy=34.694377904&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=122&lid=40003&ffid=0-40003&fid=122-40003
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=135.528186206&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=1&mps=5000&mpx=135.54779142565&mpy=34.701361119438&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=1002&mcl=1002,100202,100202,100202&itr=1&uid=5058&lid=1002&ffid=5058-1002&fid=5058-1002
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.461439098&mpy=34.7149331&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=25&lid=40003&ffid=0-40003&fid=25-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5702502&mpy=34.6243329&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=112&lid=40001&ffid=0-40001&fid=112-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4912508523&mpy=34.662117379749&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=126&lid=40003&ffid=0-40003&fid=126-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5503501&mpy=34.61442194&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=94&lid=40001&ffid=0-40001&fid=94-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4462167&mpy=34.6551278&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=67&lid=40001&ffid=0-40001&fid=67-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.4739423&mpy=34.64068317&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=72&lid=40001&ffid=0-40001&fid=72-40001
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.5180667&mpy=34.6828831&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40003&mcl=40003,2,20,200&itr=1&uid=52&lid=40003&ffid=0-40003&fid=52-40003
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/MAP?API=1&mid=40&mps=10000&mpx=135.48495394631&mpy=34.724616805384&gprj=3&mtp=pfm&siz=551,1023&mtl=40001,40003&mcl=40001,1,10,100;40003,2,20,200&itr=1&uid=47&lid=40003&ffid=47-40003&fid=47-40003
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=135.5501473&mpy=34.66931917&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=191&lid=40001&ffid=0-40001&fid=191-40001
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=135.482700204&mpy=34.703685896&gprj=3&mtp=pfm&siz=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=173&lid=40001&ffid=0-40001&fid=173-40001
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=554,1039&mtl=40001&mcl=40001,1,10,100&itr=1&uid=203&lid=40001&ffid=0-40001&fid=203-40001

