
コロナウイルス感染者リレーション

No. 感染判明・連絡・症状日 休校・休業期間 URL 感染者 関係性 関連性 当該 症状 検査指示 検査日 結果 施設自粛期間

1 R3/9/2(木) 思斉支援学校 R3/9/3(金) ～ R3/9/5(日) リンク 従業員 無し 利用児童 無 ーーー 特に無し

2 R3/8/31(火) 関目小学校 R3/9/1(水) ～ リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/9/1(水) ～

3 R3/8/31(火) みどり小学校 R3/9/1(水) ～ R3/9/3(金) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/9/1(水) ～ R3/9/3(金)

4 R3/8/30(月) 鶴見南小学校 R3/8/31(火) ～ R3/9/2(木) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/8/31(火) ～ R3/9/2(木)

5 R3/8/30(月) 今津中学校 R3/8/31(火) ～ R3/9/3(金) リンク 生徒 利用児童 無 ーーー R3/8/31(火) ～ R3/9/3(金)

6 R3/8/28(土) 鯰江東小学校 R3/8/31(火) ～ リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/8/31(火) ～

7 R3/8/28(土) 横堤小学校 R3/8/30(月) ～ R3/9/2(木) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/8/30(月) ～ R3/9/2(木)

8 4 R3/8/27(金) 同日勤務 職員 無 自主検査 8月27日 陰性

8 3 R3/8/27(金) 同日勤務 職員 無 自主検査 8月27日 陰性

8 2 R3/8/26(木) 同日勤務 職員 無 自主検査 8月26日 陰性

8 1 R3/8/26(木) 自宅 －－－ －－－ 職員 発熱 自主検査 8月26日 陽性 R3/8/26(木)

9 R3/8/23(月) 鶴見南小学校 R3/8/25(水) ～ R3/8/26(木) 児童 利用児童

10 4 R3/8/10(火) 同居家族 濃厚者 利用児童 有 R3/8/3(火) ～ R3/8/20(金)

10 3 R3/8/9(月) 自宅 家族 利用児童 有 陽性

10 2 R3/8/3(火) 同居家族 濃厚者 利用児童 有 R3/8/3(火)

10 1 R3/8/2(月) 自宅 家族 利用児童 有 陽性

11 R3/7/17(土) 思斉支援学校 R3/7/18(日) リンク 教職員 利用児童 無 R3/7/18(日)

12 3 R3/7/13(火) 同居家族 濃厚者 スタッフ 無 自主検査 7月17日 陰性 R3/7/12(月) ～ R3/7/30(金)

12 2 R3/7/13(火) 同居家族 濃厚者 スタッフ 無 自主検査 7月14日 陰性 R3/7/12(月) ～ R3/7/30(金)

12 1 R3/7/12(月) 自宅 子 スタッフ 発熱 自主検査 7月12日 陽性

13 R3/6/21(月) 思斉支援学校 R3/6/22(火) ～ R3/6/23(水) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/6/22(火)

14 R3/6/2(水) 茨田東小学校 R 3/6/2（緊急下校） リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/6/2(水)

15 R3/5/27(木) 光陽支援学校 R3/5/28(金) ～ R3/5/30(日) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/5/28(金)

16 R3/5/21(金) 榎本小学校 R3/5/22(土) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/5/22(土)

17 R3/4/27(火) みどり小学校 R3/4/28(水) リンク 教職員 利用児童 無 ーーー R3/4/29(木)

18 R3/4/27(火) 鯰江東小学校 R3/4/28(水) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/4/28(水)

19 R3/3/30(火) 思斉支援学校 R3/3/25(木) リンク 教職員・児童 利用児童 任意 陰性 R3/3/25(木) ～ R3/4/2(金)

20 R3/3/27(土) 思斉支援学校 R3/3/25(木) ～ R3/3/30(火) リンク 教職員・児童 利用児童 無 ーーー R3/3/25(木) ～ R3/3/30(火)

21 R3/3/25(木) 思斉支援学校 R3/3/25(木) ～ R3/3/28(日) リンク 児童 利用児童 無 ーーー R3/3/25(木) ～ R3/3/28(日)

22 R3/3/24(水) 思斉支援学校 R3/3/25(木) ～ R3/3/27(土) リンク 教職員 利用児童 無 ーーー R3/3/25(木) ～ R3/3/27(土)

23 R3/2/11(木) はぐくみ －－－ －－－ －－－ 職員 発熱 有 2月13日 陰性 R3/2/12(金) ～ R3/2/13(土)

24 R3/2/4(木) 茨田小学校 R3/2/5(金) リンク 教職員 利用児童 無 ーーー R3/2/5(金)

25 R3/1/25(月) 鶴見商業高等学校 R3/1/26(火) リンク 生徒 子 スタッフ 有 1月26日 陰性 R3/1/26(火) ～ R3/1/28(木)

26 R3/1/14(木) 城東工科高等学校 R3/1/14(木) ～ R3/1/17(日) リンク 非公表 子 スタッフ 無 ーーー R3/1/15(金)
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コロナウイルス感染者リレーション

27 R2/12/3(木) 鶴見商業高等学校 R2/12/4(金) ～ R2/12/6(日) 生徒 子 スタッフ 無 ーーー R2/12/4(金)

28 R2/11/27(金) 城東工科高等学校 R2/11/28(土) ～ R2/11/30(月) 非公表 子 スタッフ 無 ーーー R2/11/28(土)

29 R2/11/25(水) すみれ小学校 R2/11/25(水) リンク 生徒 利用児童 無 ーーー 特に無し

30 R2/11/24(火) 思斉支援学校 R2/11/24(火) ～ R2/12/1(火) リンク 生徒 利用児童 無 ーーー R2/11/23(月) ～ R2/11/26(木)

31 R2/11/24(火) 鶴見商業高等学校 R2/11/25(水) 生徒 子 スタッフ 無 ーーー R2/11/25(水)

32 R2/11/22(日) 思斉支援学校 R2/11/23(月) ～ R2/11/25(水) リンク 生徒 利用児童 無 ーーー R2/11/23(月) ～ R2/11/25(水)

33 R2/11/11(水) 思斉支援学校 R2/11/12(木) ～ R2/11/13(金) リンク 教職員 利用児童 無 ーーー R2/11/12(木)

34 R2/9/13(日) 城東工科高等学校 R2/9/14(月) ～ R2/9/15(火) リンク 非公表 子 スタッフ 無 ーーー R2/9/14(月)

35 R2/8/6(木) 鶴見南小学校 R2/8/6(木) マダ 教職員 利用児童 無 ーーー R2/8/7(金)

36 R2/8/2(日) すみれ小学校 R2/8/3(月) ～ R2/8/4(火) リンク 教職員 利用児童 無 ーーー 特に無し

37 R2/7/26(日) 太成学院大学高校 R2/7/27(月) リンク 生徒 スタッフ 無 ーーー R2/7/27(月)

38 R2/7/16(木) 鯰江東小学校 R2/7/17(金) ～ R2/7/20(月) リンク 教職員 利用児童 無 ーーー R2/7/17(金) ～ R2/7/21(火)

39 R2/3/28(土) 保護者の職場 職場 同僚 父 利用児童 無 R2/3/28(土) ～ R2/6/30(火)
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新型コロナウイルス感染症による学校休業について 【本件に対する問い合わせ先】

〇 平時の感染症対応について ウキウキはぐくみ　鶴見緑地教室

これまで同様に健康状態の確認を行っていただき、いつもと違う状態や症状を確認された場合は、以下の相談 〒538-0054

センター等へご連絡、ご相談いただきますようお願いいたします。 大阪市鶴見区緑1-7-28

なお、新型コロナウイルス感染症り患の疑いが生じた場合は、弊所へもご連絡ください。 TEL．06-6180-9995

【府民向け相談窓口】 ※ 午前 9 時から午後 6 時まで （土曜・日曜・祝日も対応） FAX．06-6180-9996

専用電話 ０６-６９４４-８１９７ FAX ０６-６９４４-７５７９

【新型コロナ受診相談センター（帰国者・接触者相談センター）】※ 土日祝を含めた終日連絡が可能

 東大阪市 072-963-9393 / 大阪市 06-6647-0641 / 枚方市 072-841-1326 / 寝屋川市 072-829-8455

吹田市 06-7178-1370 / 守口市・四條畷市・大東市・門真市 06-7166-9911

※記録内容は公開されている情報を弊所との関連性で集約したものとなります。弊所で情報追加、情報操作は一切行っておりません。
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