
カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ１ 大阪府立能勢高等学校 豊能郡能勢町上田尻５８０正門南東道路沿い ○ 4 7

ｓ２ 大阪府立能勢高等学校 豊能郡能勢町上田尻５８０北西角 ○ 3 7

ｓ３ 大阪府立能勢高等学校 豊能郡能勢町上田尻５８０北東角 ○ 3 7

ｓ４ 大阪府立能勢高等学校 豊能郡能勢町上田尻５８０学校南西角道路沿い ○ 4 7

ｓ５ 大阪府立池田高等学校 池田市旭丘２-２-１ 西側正門 ○ 16 11

ｓ６ 大阪府立池田高等学校 池田市旭丘２-２-１ 北西側通用門 ○ 8 11

ｓ７ 大阪府立池田高等学校 池田市旭丘２-２-１ グラウンド東 ○ 7 11

ｓ８ 大阪府立池田高等学校 池田市旭丘２-２-１ 東通用門 ○ 15 11

ｓ９ 大阪府立池田北高等学校池田市伏尾台２-１２ 正門前東側 ○ 3 10

ｓ１０ 大阪府立池田北高等学校池田市伏尾台２-１２ 校地南東角 × 2 10

ｓ１１ 大阪府立池田北高等学校池田市伏尾台２-１２ 体育館北側山裾 ○ 8 10

ｓ１２ 大阪府立池田北高等学校池田市伏尾台２-１２ 校地南西側 ○ 3 10

ｓ１３ 大阪府立渋谷高等学校 池田市畑４-１-１ 南西端バス通り外壁 ○ 14 11

ｓ１４ 大阪府立渋谷高等学校 池田市畑４-１-１ 中庭 ○ 12 11

ｓ１５ 大阪府立渋谷高等学校 池田市畑４-１-１ 西側食堂横 × 2 11

ｓ１６ 大阪府立渋谷高等学校 池田市畑４-１-１ グラウンド南端 ○ 6 11

ｓ１７ 池田市立細郷小学校 池田市伏尾台3-14 バス停近く道路 ○ 11 10

ｓ１８ 池田市立細郷小学校 池田市伏尾台3-14 南側正門 ○ 7 10

ｓ１９ 池田市立細郷小学校 池田市伏尾台3-14 校舎北西駐車場 ○ 11 10

ｓ２０ 池田市立細郷小学校 池田市伏尾台3-14 校舎北東 ○ 9 10

ｓ２１ 池田市立呉羽小学校 池田市姫室町10-1 西側工場隣接 ○ 7 14

ｓ２２ 池田市立呉羽小学校 池田市姫室町10-1 北側住宅隣接 ○ 13 14

ｓ２３ 池田市立呉羽小学校 池田市姫室町10-1 北側道路脇 ○ 6 14

ｓ２４ 池田市立呉羽小学校 池田市姫室町10-1 南側運動場 ○ 15 14

ｓ２５ 池田市立神田小学校 池田市神田2-4-1 校舎西端 ○ 26 18

ｓ２６ 池田市立神田小学校 池田市神田2-4-1 北側プール横 ○ 10 18

ｓ２７ 池田市立神田小学校 池田市神田2-4-1 校庭 ○ 16 18

ｓ２８ 池田市立神田小学校 池田市神田2-4-1 中庭 ○ 24 18

化学部生徒（測定参加）

阪急池田駅前

中国自動車道北側



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ２９ 大阪府立箕面東高等学校箕面市粟生外院5-4-63北側通用門バス通り ○ 3 10

ｓ３０ 大阪府立箕面東高等学校箕面市粟生外院5-4-63南側正門 ○ 4 10

ｓ３１ 大阪府立箕面東高等学校箕面市粟生外院5-4-63東側校舎外 ○ 6 10

ｓ３２ 大阪府立箕面東高等学校箕面市粟生外院5-4-63西側フェンス ○ 6 10

ｓ３３ 箕面市立第三中学校 箕面市瀬川3-2-2 校内カプセル位置不明 × 2 11

ｓ３４ 箕面市立第三中学校 箕面市瀬川3-2-2 校内カプセル位置不明 × 2 11

ｓ３５ 箕面市立第三中学校 箕面市瀬川3-2-2 校内カプセル位置不明 × 3 11

ｓ３６ 箕面市立第三中学校 箕面市瀬川3-2-2 校内カプセル位置不明 × 2 11

ｓ３７ 大阪府立豊島高等学校 豊中市北緑丘３-２-１校舎北側 ○ 16

ｓ３８ 大阪府立豊島高等学校 豊中市北緑丘３-２-１中庭教室下 ○ 14

ｓ３９ 大阪府立豊島高等学校 豊中市北緑丘３-２-１職員玄関駐車場 ○ 18

ｓ４０ 大阪府立豊島高等学校 豊中市北緑丘３-２-１正門道路脇 ○ 18

ｓ４１ 大阪府立刀根山高等学校豊中市刀根山６-９-１裏山の木の幹 ○ 17 17

ｓ４２ 大阪府立刀根山高等学校豊中市刀根山６-９-１グラウンド北隅 ○ 18 17

ｓ４３ 大阪府立刀根山高等学校豊中市刀根山６-９-１通用門 ○ 11 17

ｓ４４ 大阪府立刀根山高等学校豊中市刀根山６-９-１グラウンド南隅 ○ 18 17

ｓ４５ 梅花高等学校 豊中市上野西１-５-３０北側正門 ○ 8 17

ｓ４６ 梅花高等学校 豊中市上野西１-５-３０西側バス通り ○ 13 17

ｓ４７ 梅花高等学校 豊中市上野西１-５-３０南西隅バス通り ○ 9 17

ｓ４８ 梅花高等学校 豊中市上野西１-５-３０東側通用門 ○ 8 17

ｓ４９ 大阪府立千里青雲高等学校豊中市新千里南町１-５-１北側中央環状線側道の門 ○ 50 19

ｓ５０ 大阪府立千里青雲高等学校豊中市新千里南町１-５-１南西中庭 ○ 18 19

ｓ５１ 大阪府立千里青雲高等学校豊中市新千里南町１-５-１グラウンド南端 ○ 17 19

ｓ５２ 大阪府立千里青雲高等学校豊中市新千里南町１-５-１南側学校林 ○ 21 19

ｓ５３ 豊中市立小曽根小学校 豊中市小曽根１－２－１校舎北側 ○ 18 22

ｓ５４ 豊中市立小曽根小学校 豊中市小曽根１－２－１南側グランド ○ 23 22

ｓ５５ 豊中市立小曽根小学校 豊中市小曽根１－２－１南門 ○ 10 22

ｓ５６ 豊中市立小曽根小学校 豊中市小曽根１－２－１西側府道横 ○ 20 22

理科部員で設置

国道１７１号線北側

生物エコクラブ（場所決定）

中国自動車道南側

府道が西側を通ってい
る。交通量が多い。



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ５７ 豊中市立東泉丘小学校 豊中市東泉丘３－２－１校舎南側 ○ 9 12

ｓ５８ 豊中市立東泉丘小学校 豊中市東泉丘３－２－１北側柵 紛失 12

ｓ５９ 豊中市立東泉丘小学校 豊中市東泉丘３－２－１東側駐車場 ○ 15 12

ｓ６０ 豊中市立東泉丘小学校 豊中市東泉丘３－２－１南側柵 ○ 20 12

ｓ６１ 豊中市立箕輪小学校 豊中市箕輪１－１－１東側通用門 ○ 24 32

ｓ６２ 豊中市立箕輪小学校 豊中市箕輪１－１－１北西グランド隅 ○ 21 32

ｓ６３ 豊中市立箕輪小学校 豊中市箕輪１－１－１南東高速道直下 ○ 24 32

ｓ６４ 豊中市立箕輪小学校 豊中市箕輪１－１－１南西府道と国道の交差点側○ 36 32

ｓ６５ 豊中市立第十一中学校 豊中市緑丘２－１１－１北通用門 ○ 19 18

ｓ６６ 豊中市立第十一中学校 豊中市緑丘２－１１－１東通用門 ○落下 8 18

ｓ６７ 豊中市立第十一中学校 豊中市緑丘２－１１－１体育館南側 ○ 13 18

ｓ６８ 豊中市立第十一中学校 豊中市緑丘２－１１－１西側通用門 ○ 16 18

ｓ６９ 大阪府立千里高等学校 吹田市山手町４-２４-３５生徒自宅 ○ 9 13 生徒自宅で測定参加

ｓ７０ 大阪府立千里高等学校 吹田市高野台２-１７-１校舎南東 ○ 16 15

ｓ７１ 大阪府立千里高等学校 吹田市高野台２-１７-１校舎南西正門 ○ 17 15

ｓ７２ 大阪府立千里高等学校 吹田市高野台２-１７-１通学路府道横 ○ 24 15

ｓ７３ 吹田市立岸辺第二小 吹田市岸部北4-12-1校舎北側竹藪横 ○ 26 21

ｓ７４ 吹田市立岸辺第二小 吹田市岸部北4-12-1中庭 ○ 22 21

ｓ７５ 吹田市立岸辺第二小 吹田市岸部北4-12-1南側校庭に面して ○ 14 21

ｓ７６ 吹田市立岸辺第二小 吹田市岸部北4-12-1南側百葉箱前 ○ 14 21

ｓ７７ 摂津市立鳥飼小学校 摂津市鳥飼下1-7-1 西側正門 ×４Ｈ 5 21

ｓ７８ 摂津市立鳥飼小学校 摂津市鳥飼下1-7-1 南側通用門 ×４Ｈ 6 21

ｓ７９ 摂津市立鳥飼小学校 摂津市鳥飼下1-7-1 校舎の校庭側 ×４Ｈ 3 21

ｓ８０ 摂津市立鳥飼小学校 摂津市鳥飼下1-7-1 北側プール横 ×４Ｈ 5 21

ｓ８１ 茨木市立玉櫛小 茨木市水尾3-1-51 西側正門前道路 × 3 22

ｓ８２ 茨木市立玉櫛小 茨木市水尾3-1-51 東側通用門 × 4 22

ｓ８３ 茨木市立玉櫛小 茨木市水尾3-1-51 南側 × 2 22

ｓ８４ 茨木市立玉櫛小 茨木市水尾3-1-51 北側 × 2 22

阪神高速空港線、大阪
空港西側　排気ガス臭
強い

阪急千里線側の府道は
交通量大。緑は多く、敷
地は道路より高い

住宅地の中だが北側に
名神高速道路。竹藪の
向こう側

西側に鳥飼仁和寺大橋
交通量大

住宅地で環境は悪くな
い東側道路はやや交通
量大



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ８５ 高槻市立真上小学校 高槻市西真上町２－１７－１北側正門 ○ 18 15

ｓ８６ 高槻市立真上小学校 高槻市西真上町２－１７－１北西水路団地横 ○ 15 15

ｓ８７ 高槻市立真上小学校 高槻市西真上町２－１７－１南東グランド南に芥川 ○ 9 15

ｓ８８ 高槻市立真上小学校 高槻市西真上町２－１７－１東側水田 ○ 15 15

ｓ８９ 高槻市立桃園小学校 高槻市桃園町３－２７ × 5 19

ｓ９０ 高槻市立桃園小学校 高槻市桃園町３－２７ × 2 19

ｓ９１ 高槻市立桃園小学校 高槻市桃園町３－２７ なし 19

ｓ９２ 高槻市立桃園小学校 高槻市桃園町３－２７ なし 19

ｓ９３ 高槻市立松原小学校 高槻市沢良木町１８ー１中庭 ○ 17 29

ｓ９４ 高槻市立松原小学校 高槻市沢良木町１８ー１グラウンド西隅 ○ 10 29

ｓ９５ 高槻市立松原小学校 高槻市沢良木町１８ー１グラウンド東隅 ○ 8 29

ｓ９６ 高槻市立松原小学校 高槻市沢良木町１８ー１南門交通量多い ○ 10 29

ｓ９７ 高槻市立大冠小学校 高槻市天川町４２－２グラウンド南側 ○ 12 29

ｓ９８ 高槻市立大冠小学校 高槻市天川町４２－２グラウンド隅 ○ 13 29

ｓ９９ 高槻市立大冠小学校 高槻市天川町４２－２教材園の近く ○ 9 29

ｓ１００ 高槻市立大冠小学校 高槻市天川町４２－２北側通用門 ○ 8 29

ｓ１０１ 大阪府立枚方高等学校 枚方市大垣内町３-１６-１西通用門 ○ 8 15

ｓ１０２ 大阪府立枚方高等学校 枚方市大垣内町３-１６-１東側学校林 ○ 14 15

ｓ１０３ 大阪府立枚方高等学校 枚方市大垣内町３-１６-１通用門外木立 ○ 12 15

ｓ１０４ 大阪府立枚方高等学校 枚方市大垣内町３-１６-１南１００ｍ国道一号線 ○ 19 15

ｓ１０５ 大阪府立寝屋川高等学校寝屋川市本町１５-６４正門近く ○ 11 23

ｓ１０６ 大阪府立寝屋川高等学校寝屋川市本町１５-６４テニスコート横 ○ 15 25

ｓ１０７ 大阪府立寝屋川高等学校寝屋川市本町１５-６４北西角 ○ 11 25

ｓ１０８ 大阪府立寝屋川高等学校寝屋川市本町１５-６４西通用門 ○ 6 25

ｓ１０９ 門真共同作業所 門真市五月田町5-15                    なし 11

ｓ１１０ 門真共同作業所 門真市五月田町5-16 なし 11

ｓ１１１ 門真共同作業所 門真市五月田町5-17 なし 11

ｓ１１２ 門真共同作業所 門真市五月田町5-18 なし 11

　

周辺は川や水田だが校
地の北東に名神高速

阪急高槻駅前
国道１７１号線北側

住宅地の中で周りには
道路もない

生物同好会に相談（試
験中のため）結果は生
徒と共有

国道１７０号線西側



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ１１３ 大阪府立守口東高等学校守口市八雲中町２-１-３２西側バス通り ○ 19 21

ｓ１１４ 大阪府立守口東高等学校守口市八雲中町２-１-３２南通用門 ○ 11 21

ｓ１１５ 大阪府立守口東高等学校守口市八雲中町２-１-３２東フェンス駐車場 ○ 13 21

ｓ１１６ 大阪府立守口東高等学校守口市八雲中町２-１-３２南東１号線交差点（通学路）○ 27 21

ｓ１１７ 大阪府立門真なみはや高等学校門真市上島頭５６０ なし 8

ｓ１１８ 大阪府立門真なみはや高等学校門真市上島頭５６０ なし 8

ｓ１１９ 大阪府立門真なみはや高等学校門真市上島頭５６０ なし 8

ｓ１２０ 大阪府立門真なみはや高等学校門真市上島頭５６０ なし 8

ｓ１２１ 大阪府立東淀川高等学校淀川区宮原４-４-５ 東通用門新御堂筋側 ○ 26 23

ｓ１２２ 大阪府立東淀川高等学校淀川区宮原４-４-５ 南正門 ○ 23 23

ｓ１２３ 大阪府立東淀川高等学校淀川区宮原４-４-５ グラウンド北隅 ○ 21 23

ｓ１２４ 大阪府立東淀川高等学校淀川区宮原４-４-５ 西体育館裏道路 ○ 22 23

ｓ１２５ 大阪府立西淀川高等学校西淀川区出来島３-３-６グランド北角 ○ 21 22

ｓ１２６ 大阪府立西淀川高等学校西淀川区出来島３-３-６西側食堂フェンス ○ 24 22

ｓ１２７ 大阪府立西淀川高等学校西淀川区出来島３-３-６南側駐輪場フェンス ○ 38 22

ｓ１２８ 大阪府立西淀川高等学校西淀川区出来島３-３-６南東正門トラック多 ○ 35 22

ｓ１２９ 泉大津市立東陽中学校 泉大津市池浦町４－４－１北角 × 3 21

ｓ１３０ 泉大津市立東陽中学校 泉大津市池浦町４－４－１西門 × 5 21

ｓ１３１ 泉大津市立東陽中学校 泉大津市池浦町４－４－１南角 × 2 21

ｓ１３２ 泉大津市立東陽中学校 泉大津市池浦町４－４－１東角 × 4 21

ｓ１３３ 英真学園高等学校 淀川区十三東５-４-３８生徒下足室グランド横 ○ 17 22

ｓ１３４ 英真学園高等学校 淀川区十三東５-４-３８南館生徒通用門京都線 ○ 21 22

ｓ１３５ 英真学園高等学校 淀川区十三東５-４-３８北館駐輪場交通量大 ○ 11 22

ｓ１３６ 英真学園高等学校 淀川区十三東５-４-３８正門西に宝塚線 ○ 12 22

ｓ１３７ 大阪府立成城高等学校　城東区諏訪３-１１-４１南側 ○ 13 17

ｓ１３８ 大阪府立成城高等学校　城東区諏訪３-１１-４１南西角 ○ 16 17

ｓ１３９ 大阪府立成城高等学校　城東区諏訪３-１１-４１南東角 ○ 8 17

ｓ１４０ 大阪府立成城高等学校　城東区諏訪３-１１-４１北西グラウンド北 ○ 16 17

新御堂筋に面し新大阪
駅の北２００m緑が少な
いビル街

西淀川高校エココミニュ
ケーション部測定。国道
４３号線から１５０ｍト
ラックのアイドリングなど
多い

南海本線泉大津駅前

社会経済部生徒で測定
阪急十三駅そば京都線
宝塚線国道１７６号近く

内環状線から東１００ｍ



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ１４５ 大阪市立汎愛高等学校 鶴見区今津中２-１-５２西側正門 ○ 18 20

ｓ１４６ 大阪市立汎愛高等学校 鶴見区今津中２-１-５２南東自転車置き場 ○ 21 20

ｓ１４７ 大阪市立汎愛高等学校 鶴見区今津中２-１-５２北東グランドバックネット裏 ○ 15 20

ｓ１４８ 大阪市立汎愛高等学校 鶴見区今津中２-１-５２北西角 ○ 14 20

ｓ１４９ 大阪市立姫里小学校 大阪市西淀川区姫里2-8-24北西交差点 × 5 22

ｓ１５０ 大阪市立姫里小学校 大阪市西淀川区姫里2-8-24南東校舎横 ○ 22 22

ｓ１５１ 大阪市立姫里小学校 大阪市西淀川区姫里2-8-24北西校庭側 × 5 22

ｓ１５２ 大阪市立姫里小学校 大阪市西淀川区姫里2-8-24北東 × 5 22

ｓ１５３ 大阪市立出来島小学校 大阪市西淀川区出来島2-2-24校舎西４３号線 ○ 18 22

ｓ１５４ 大阪市立出来島小学校 大阪市西淀川区出来島2-2-24東側出来島公園側 ○ 26 22

ｓ１５５ 大阪市立出来島小学校 大阪市西淀川区出来島2-2-24北側正門 ○ 29 22

ｓ１５６ 大阪市立出来島小学校 大阪市西淀川区出来島2-2-24南側工場 ○ 20 22

ｓ１５７ 大阪市立歌島小学校 大阪市西淀川区歌島2-5-18校舎東側 ○ 23 28

ｓ１５８ 大阪市立歌島小学校 大阪市西淀川区歌島2-5-18グラウンド北東 ○ 25 28

ｓ１５９ 大阪市立歌島小学校 大阪市西淀川区歌島2-5-18グラウンド北 ○ 26 28

ｓ１６０ 大阪市立歌島小学校 大阪市西淀川区歌島2-5-18西講堂横 ○ 24 28

ｓ１６１ 大阪府立咲洲高等学校 住之江区南港中４-６-４３グラウンド南東 ○ 23 43

ｓ１６２ 大阪府立咲洲高等学校 住之江区南港中４-６-４３南西正門前 ○ 31 43

ｓ１６３ 大阪府立咲洲高等学校 住之江区南港中４-６-４３校舎入口 × 11 43

ｓ１６４ 大阪府立咲洲高等学校 住之江区南港中４-６-４３事務室前 ○？ 23 43

ｓ１６５ 大阪府立港南造形高等学校住之江区南港東２-５-７２北西通用門ニュートラム下　× 9 42

ｓ１６６ 大阪府立港南造形高等学校住之江区南港東２-５-７２北東正門ニュートラム下 × 5 42

ｓ１６７ 大阪府立港南造形高等学校住之江区南港東２-５-７２南西物流センター高速道路× 11 42

ｓ１６８ 大阪府立港南造形高等学校住之江区南港東２-５-７２南東物流センター高速道路× 9 42

ｓ１６９ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５北正門幹線道路沿い ○ 37 16

ｓ１７０ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５西門細い道路 ○ 21 16

ｓ１７１ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５グランド南 ○ 31 16

ｓ１７２ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５宝持交差点 ○ 27 16

阪神高速神戸線東側

北側をニュートラムと幹
線道路、南側を湾岸線
が通っている。空気が悪
い。

１７３、１７４中央環状交差点



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ１７３ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５中央環状巨摩橋交差点 ○ 41 16

ｓ１７４ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５中央環状巨摩橋交差点 ○ 53 16

ｓ１７５ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５２階教室内 ○ 20 16

ｓ１７６ 大阪府立布施工科高等学校東大阪市宝持３-７-５非常階段校舎西 ○ 26 16

ｓ１７７ 近畿大学 東大阪市小若江3-4-1キャンパス内１１号館 ○ 34 11

ｓ１７８ 近畿大学 東大阪市小若江3-4-1旧中央環状正門 ○ 18 11

ｓ１７９ 近畿大学 柏原市高井田1586-17自宅 ○ 8 7

ｓ１８０ 近畿大学 柏原市高井田1586-17自宅 ○ 12 7

ｓ１８１ 樟蔭高等学校 東大阪市菱屋西４-２-２６東側正門 ○ 13 11

ｓ１８２ 樟蔭高等学校 東大阪市菱屋西４-２-２６北東角 ○ 17 11

ｓ１８３ 樟蔭高等学校 東大阪市菱屋西４-２-２６校舎西側 ○ 10 11

ｓ１８４ 樟蔭高等学校 東大阪市菱屋西４-２-２６校舎西側 ○ 15 11

ｓ１８５ 東大阪市立盾津東中学校東大阪市川田3-2-26東門道路前公園 ○ 13 17

ｓ１８６ 東大阪市立盾津東中学校東大阪市川田3-2-26西門 ○ 7 17

ｓ１８７ 東大阪市立盾津東中学校東大阪市川田3-2-26北東プール横 ○ 11 17

ｓ１８８ 東大阪市立盾津東中学校東大阪市川田3-2-26北側校舎 ○ 14 17

ｓ１８９ 東大阪市立弥刀中学校 東大阪市近江堂3-4-27南側正門交通量小 ○ 11 14

ｓ１９０ 東大阪市立弥刀中学校 東大阪市近江堂3-4-27 紛失 14

ｓ１９１ 東大阪市立弥刀中学校 東大阪市近江堂3-4-27北側住宅街 ○ 14 14

ｓ１９２ 東大阪市立弥刀中学校 東大阪市近江堂3-4-27中央環状新家町三丁目東 ○ 35 14

ｓ１９３ 東大阪市立若江小学校 東大阪市若江南町2-9-54北側正門やや大きい道路 ○ 29 11

ｓ１９４ 東大阪市立若江小学校 東大阪市若江南町2-9-54東校舎と体育倉庫の間 ○ 23 11

ｓ１９５ 東大阪市立若江小学校 東大阪市若江南町2-9-54グラウンド南住宅街 ○ 19 11

ｓ１９６ 東大阪市立若江小学校 東大阪市若江南町2-9-54西校舎南端 ○ 20 11

ｓ１９７ 堺市立大浜中学校 堺区大浜南町２－４－１西正門 ○ 22 21

ｓ１９８ 堺市立大浜中学校 堺区大浜南町２－４－１東側フェンス ○ 28 21

ｓ１９９ 堺市立大浜中学校 堺区大浜南町２－４－１北側体育館横 ○ 19 21

ｓ２００ 堺市立大浜中学校 堺区大浜南町２－４－１校舎南グラウンド ○ 17 21

１７３、１７４中央環状交差点

柏原市自宅

理科クラブあり。２３（月）
～２４（火）に測定

理科クラブあり。試験前
で参加できず。

１９２は中間交差点

北側に幹線道路。
西２００ｍに中央環状

西１００ｍ湾岸線



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ２０１ 堺市立浅香山中学校 堺区今池町５－３－８南側正門 ○ 15 7

ｓ２０２ 堺市立浅香山中学校 堺区今池町５－３－８北側やや大きな道路 ○ 20 7

ｓ２０３ 堺市立浅香山中学校 堺区今池町５－３－８東側 ○ 20 7

ｓ２０４ 堺市立浅香山中学校 堺区今池町５－３－８西側プール横 ○ 20 7

ｓ２０５ 堺市立金岡南中学校 北区金岡町２４６９ 北側正門道路横 ○ 16 16

ｓ２０６ 堺市立金岡南中学校 北区金岡町２４６９ 北側職員玄関 ○ 16 16

ｓ２０７ 堺市立金岡南中学校 北区金岡町２４６９ 校舎東グラウンド側扉外 ○ 19 16

ｓ２０８ 堺市立金岡南中学校 北区金岡町２４６９ 校舎南端南門 ○ 16 16

ｓ２０９ 堺市立八下中学校 北区中村町９７７－２０南側正門 ○ 24 12

ｓ２１０ 堺市立八下中学校 北区中村町９７７－２０校舎の間 ○ 23 12

ｓ２１１ 堺市立八下中学校 北区中村町９７７－２０体育館北側グラウンド ○ 21 12

ｓ２１２ 堺市立八下中学校 北区中村町９７７－２０グラウンド北西橋 ○ 14 12

ｓ２１３ 堺市立登美丘中学校 東区高松４０８ 西側正門 ○ 13

ｓ２１４ 堺市立登美丘中学校 東区高松４０８ 校舎東側駐車場近く ○ 18

ｓ２１５ 堺市立登美丘中学校 東区高松４０８ 東側プール横 ○ 15

ｓ２１６ 堺市立登美丘中学校 東区高松４０８ グランド北側住宅地 ○ 14

ｓ２１７ 堺市立深井中学校 中区深井沢町２４７０－１ なし 12

ｓ２１８ 堺市立深井中学校 中区深井沢町２４７０－１ なし 12

ｓ２１９ 堺市立深井中学校 中区深井沢町２４７０－１ なし 12

ｓ２２０ 堺市立深井中学校 中区深井沢町２４７０－１ なし 12

ｓ２２１ 堺市立若松台中学校 南区若松台３－３４－１校舎東側生徒玄関 ○ 6 10

ｓ２２２ 堺市立若松台中学校 南区若松台３－３４－１北側正門前 ○ 6 10

ｓ２２３ 堺市立若松台中学校 南区若松台３－３４－１北側職員玄関 ○ 6 10

ｓ２２４ 堺市立若松台中学校 南区若松台３－３４－１西校舎渡り廊下 ○ 13 10

ｓ２２５ 堺市立鳳中学校 西区鳳西町１－１５９－１北西正門 ○ 26 26

ｓ２２６ 堺市立鳳中学校 西区鳳西町１－１５９－１北東東門 ○ 21 26

ｓ２２７ 堺市立鳳中学校 西区鳳西町１－１５９－１南東グラウンド ○ 25 26

ｓ２２８ 堺市立鳳中学校 西区鳳西町１－１５９－１紛失 紛失 26

大泉緑地の端南側
中央環状の北側１００ｍ

５月２３～２４

東側に阪和線



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ２２９ 堺市立月州中学校 堺区神南辺町１－１ 校舎東側体育館より ○ 5 20

ｓ２３０ 堺市立月州中学校 堺区神南辺町１－１ 南東正門 ○ 5 20

ｓ２３１ 堺市立月州中学校 堺区神南辺町１－１ 南西校舎 ○ 4 20

ｓ２３２ 堺市立月州中学校 堺区神南辺町１－１ 北西角 ○ 6 20

ｓ２３３ 大阪府立泉北高等学校 堺市若松台３-２-２ Ｃ棟玄関付近 ○ 16 10

ｓ２３４ 大阪府立泉北高等学校 堺市若松台３-２-２ 北西正門前 ○ 19 10

ｓ２３５ 大阪府立泉北高等学校 堺市若松台３-２-２ Ａ棟Ｂ棟中庭 ○ 14 10

ｓ２３６ 大阪府立泉北高等学校 堺市若松台３-２-２ 南西通用門 ○ 11 10

ｓ２４１ 和泉市立南横山小学校 和泉市父鬼町１５０６南側父鬼門 ○ 5 6

ｓ２４２ 和泉市立南横山小学校 和泉市父鬼町１５０６北東大野門 ○ 9 6

ｓ２４３ 和泉市立南横山小学校 和泉市父鬼町１５０６北側プールサイド ○ 4 6

ｓ２４４ 和泉市立南横山小学校 和泉市父鬼町１５０６西学校林入り口 ○ 7 6

ｓ２４５ 和泉市立光明台北小学校和泉市光明台１－３５－１北側道路 ○ 14 12

ｓ２４６ 和泉市立光明台北小学校和泉市光明台１－３５－１北西道路　池 ○ 9 12

ｓ２４７ 和泉市立光明台北小学校和泉市光明台１－３５－１グラウンド南 ○ 11 12

ｓ２４８ 和泉市立光明台北小学校和泉市光明台１－３５－１グラウンド東 ○ 6 12

ｓ２４９ 和泉市立石尾中学校 和泉市万町９３０ 西側正門 ○ 16 10

ｓ２５０ 和泉市立石尾中学校 和泉市万町９３０ 北側バス停 ○ 13 10

ｓ２５１ 和泉市立石尾中学校 和泉市万町９３０ 校舎玄関北側グランド ○ 12 10

ｓ２５２ 和泉市立石尾中学校 和泉市万町９３０ 紛失 紛失 10

ｓ２５３ 和泉市立光明台中学校 和泉市光明台１－２８－１通用門北側住宅地 ○ 13 12

ｓ２５４ 和泉市立光明台中学校 和泉市光明台１－２８－１南側正門道路沿い ○ 10 12

ｓ２５５ 和泉市立光明台中学校 和泉市光明台１－２８－１南西プール横道路沿い ○ 11 12

ｓ２５６ 和泉市立光明台中学校 和泉市光明台１－２８－１北西体育館遊歩道 ○ 12 12

ｓ２５７ 高石市立清高小学校 高石市西取石８－５－１北側正門 ○ 24 17

ｓ２５８ 高石市立清高小学校 高石市西取石８－５－１西門校内の並木 ○ 21 17

ｓ２５９ 高石市立清高小学校 高石市西取石８－５－１南門工事中 ○ 24 17

ｓ２６０ 高石市立清高小学校 高石市西取石８－５－１東側校舎裏　２６号線近い ○ 20 17

住宅地の中

泉北１号線南側。
サイエンス部の生徒が
測定参加

山に囲まれている国道
（４８０）があるが交通量
は少ない

東側幼稚園を挟んで国
道２６号西側は臨海工
業地帯



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ２６５ 泉北教組書記局 和泉市府中町６－１２－２入り口府道３０号線 ○ 19 18

ｓ２６６ 泉北教組書記局 和泉市府中町６－１２－２建物玄関 ○ 21 18

ｓ２６７ 泉北教組書記局 和泉市府中町６－１２－２東側階段登り口　保健所Ｐ ○ 19 18

ｓ２６８ 泉北教組書記局 和泉市府中町６－１２－２会議室内 × 8 18

ｓ２７３ 高石市立高南中学校 高石市綾園５－４－５２校舎南側グランド西隅 × 20

ｓ２７４ 高石市立高南中学校 高石市綾園５－４－５２西側正門近く × 3 20

ｓ２７５ 高石市立高南中学校 高石市綾園５－４－５２校舎北東側入り口 × 4 20

ｓ２７６ 高石市立高南中学校 高石市綾園５－４－５２北東体育館裏 × 3 20

ｓ２７７ 大阪府立佐野支援学校 大阪府泉佐野市日根野375北西スクールバスが通る ○ 10 13

ｓ２７８ 大阪府立佐野支援学校 大阪府泉佐野市日根野375南側スクールバス待機場 ○ 21 13

ｓ２７９ 大阪府立佐野支援学校 大阪府泉佐野市日根野375校舎北側下足室前 ○ 9 13

ｓ２８０ 大阪府立佐野支援学校 大阪府泉佐野市日根野375北側グラウンド隅 ○ 9 13

ｓ２８１ 泉大津市立旭小学校 泉大津市昭和町2-27北側教材園の中 ○ 19 22

ｓ２８２ 泉大津市立旭小学校 泉大津市昭和町2-27南門生徒通用門 ○ 28 22

ｓ２８３ 泉大津市立旭小学校 泉大津市昭和町2-27校舎東側２階へ上がる階段○ 25 22

ｓ２８４ 泉大津市立旭小学校 泉大津市昭和町2-27に仁川正門横 ○ 27 22

ｓ２８５ 岸和田市立山滝小学校 岸和田市内畑町1041北東正門府道沿い ○ 7

ｓ２８６ 岸和田市立山滝小学校 岸和田市内畑町1041南東バス停フェンス ○ 8

ｓ２８７ 岸和田市立山滝小学校 岸和田市内畑町1041体育館北グランド ○ 9

ｓ２８８ 岸和田市立山滝小学校 岸和田市内畑町1041西側裏門外はミカン畑 ○ 11

ｓ２８９ 岸和田市立野村中学校 岸和田市下野町２－１３－１８校舎南剣道場裏 ○ 27 16

ｓ２９０ 岸和田市立野村中学校 岸和田市下野町２－１３－１８校舎北側３階ローカ ○ 21 16

ｓ２９１ 岸和田市立野村中学校 岸和田市下野町２－１３－１８校舎東側廊下 ○ 17 16

ｓ２９２ 岸和田市立野村中学校 岸和田市下野町２－１３－１８西側グランド倉庫 ○ 25 16

ｓ２９３ 岸和田市立春木小学校 岸和田市春木宮川町１１－１３南側体育館裏 ○ 16 33

ｓ２９４ 岸和田市立春木小学校 岸和田市春木宮川町１１－１３南東校舎 ○ 22 33

ｓ２９５ 岸和田市立春木小学校 岸和田市春木宮川町１１－１３東側春木幼稚園 ○ 15 33

ｓ２９６ 岸和田市立春木小学校 岸和田市春木宮川町１１－１３校舎北側 ○ 21 33

北側の府道は交通量が
多い

高等部３年の生徒と相
談して設置場所を決め
た。２０日夕方畑焼きで
煙が流れた

ミカン畑に囲まれている
東側府道４０号

西側に湾岸線２９号線、
ゴミ処理場、生鮮関係工
場などが多い。空気は
悪い。



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ２９７ 岸和田市立城北小学校 岸和田市荒木町2-1-1 × 2 27

ｓ２９８ 岸和田市立城北小学校 岸和田市荒木町2-1-1 × 4 27

ｓ２９９ 岸和田市立城北小学校 岸和田市荒木町2-1-1 × 4 27

ｓ３００ 岸和田市立城北小学校 岸和田市荒木町2-1-1 × 3 27

ｓ３０１ 岸和田市立大芝小学校 岸和田市磯上町２－４－１東側正門近く交通量多い ○ 18 23

ｓ３０２ 岸和田市立大芝小学校 岸和田市磯上町２－４－１紛失 紛失 23

ｓ３０３ 岸和田市立大芝小学校 岸和田市磯上町２－４－１西側体育館裏 ○ 14 23

ｓ３０４ 岸和田市立大芝小学校 岸和田市磯上町２－４－１ちびっ子教室の外 ○ 20 23

ｓ３０５ 岸和田市立北中学校 岸和田市春木旭町３３－１グラウンドへの出口 ○ 24 27

ｓ３０６ 岸和田市立北中学校 岸和田市春木旭町３３－１校舎南側グラウンド ○ 19 27

ｓ３０７ 岸和田市立北中学校 岸和田市春木旭町３３－１校舎北側正門近く ○ 8 27

ｓ３０８ 岸和田市立北中学校 岸和田市春木旭町３３－１西側交通量多い道路沿い ○ 20 27

ｓ３０９ 岸和田市立産業高校 岸和田市別所町３－３３－１生徒通用門３年徒歩 ○ 13 16

ｓ３１０ 岸和田市立産業高校 岸和田市別所町３－３３－１国道２６号より ○ 21 16

ｓ３１１ 岸和田市立産業高校 岸和田市別所町３－３３－１グラウンド隅 ○ 20 16

ｓ３１２ 岸和田市立産業高校 岸和田市別所町３－３３－１生徒通用門１２年自転車 ○ 25 16

ｓ３１３ 岸和田市立岸城中学校 岸和田市野田町２－１９－１９北東裏門付近 ○ 20 16

ｓ３１４ 岸和田市立岸城中学校 岸和田市野田町２－１９－１９南西大きな道路沿い ○ 18 16

ｓ３１５ 岸和田市立岸城中学校 岸和田市野田町２－１９－１９北東交通量の少ない道路 ○ 21 16

ｓ３１６ 岸和田市立岸城中学校 岸和田市野田町２－１９－１９学校隣の公園への通路 ○ 20 16

ｓ３１７ 岸和田市立中央小学校 岸和田市堺町１－１０校庭滑り台 ○ 20 22

ｓ３１８ 岸和田市立中央小学校 岸和田市堺町１－１０北側校門 ○ 19 22

ｓ３１９ 岸和田市立中央小学校 岸和田市堺町１－１０南側百葉箱 ○ 16 22

ｓ３２０ 岸和田市立中央小学校 岸和田市堺町１－１０東側公民館裏 ○ 22 22

ｓ３２１ 岸和田市立朝陽小学校 岸和田市上野町西１－２８南東正門 ○ 8 16

ｓ３２２ 岸和田市立朝陽小学校 岸和田市上野町西１－２８北東学校園 ○ 11 16

ｓ３２３ 岸和田市立朝陽小学校 岸和田市上野町西１－２８北西グラウンド門 ○ 7 16

ｓ３２４ 岸和田市立朝陽小学校 岸和田市上野町西１－２８南西駐車場 ○ 13 16

記録用紙なし

北側に交通量の多い道
路

東側に国道２６号
南風が強かった。



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ３２５ 守口市立第１中学校 守口市竹町１２－２９南西正門前 ○ 18 11

ｓ３２６ 守口市立第１中学校 守口市竹町１２－２９北東グランド倉庫 ○ 19 11

ｓ３２７ 守口市立第１中学校 守口市竹町１２－２９国道１号淀川工高前交差点○ 28 11

ｓ３２８ 守口市立第１中学校 守口市竹町１２－２９守口市役所西交差点南東 ○ 44 11 国道１号線交差点

ｓ３２９ 河南町立白木小学校 河南町加納７４０ 正門 ○ 2 3

ｓ３３０ 河南町立白木小学校 河南町加納７４０ 運動場 ○ 2 3

ｓ３３１ 河南町立白木小学校 河南町加納７４０ 通用門 ○ 2 3

ｓ３３２ 河南町立白木小学校 河南町加納７４０ 道路沿い ○ 2 3

ｓ３３３ 富田林市立貴志小学校 富田林市梅の里１－７－１ なし 9

ｓ３３４ なし 9

ｓ３３５ なし 9

ｓ３３６ なし 9

ｓ３３７ 大阪狭山市立南二小学校大阪狭山市大野台３－２３－１西側正門交通量大 ○ 11 6

ｓ３３８ 大阪狭山市立南二小学校大阪狭山市大野台３－２３－１西側校舎裏交通量大 ○ 11 6

ｓ３３９ 大阪狭山市立南二小学校大阪狭山市大野台３－２３－１北側裏門交通量小 ○ 11 6

ｓ３４０ 大阪狭山市立南二小学校大阪狭山市大野台３－２３－１南門交通量小 ○ 10 6

ｓ３４１ 羽曳野市立峰塚中学校 羽曳野市西浦６－４８ なし 19

ｓ３４２ なし 19

ｓ３４３ なし 19

ｓ３４４ なし 19

ｓ３４５ 太子町立磯長小学校 太子町春日１５６９ 南側駐車場横 ○ 9 8

ｓ３４６ 太子町立磯長小学校 太子町春日１５６９ 南側駐車場横 ○ 8 8

ｓ３４７ 太子町立磯長小学校 太子町春日１５６９ 体育館北側グラウンド × 1 8

ｓ３４８ 太子町立磯長小学校 太子町春日１５６９ 北西グランド隅 ○ 6 8

ｓ３４９ 豊中市立桜塚小学校 豊中市北桜塚２－６－１西側通用門 ○ 17 22

ｓ３５０ 豊中市立桜塚小学校 豊中市北桜塚２－６－１北西側 ○ 21 22

ｓ３５１ 豊中市立桜塚小学校 豊中市北桜塚２－６－１校舎中庭 ○ 16 22

ｓ３５２ 豊中市立桜塚小学校 豊中市北桜塚２－６－１東側プール横 ○ 11 22



カプセル番号 学校 住所 評価 測定結果ｐｐｂメッシュ測定備考

ｓ３５４ 箕面市立北小学校 箕面市箕面3-4-1 ○ 5 5

ｓ３５５ 箕面市立東小学校 箕面市粟生新家5-5-1 ○ 5 7

ｓ３５３ 西野田工科高校 福島区大開２丁目１７－６２ 通用門横 ○ 11 27

福島自主測定 西野田工科高校 福島区大開２丁目１７－６２ 正門 ○ 7 27

福島自主測定 西野田工科高校 福島区大開２丁目１７－６２ グラウンド ○ 15 27

福島自主測定 西野田工科高校 福島区大開２丁目１４－１９ 北東端公園横 ○ 25 27

高石中学校 高石市東羽衣６丁目６番４５号 19 一般局（学校）データ

府立修徳学院 柏原市大字高井田８０９－１ 8.3 一般局（学校）データ

緑ケ丘小学校 大阪府和泉市緑ケ丘3-4-1 9.8 一般局（学校）データ

佐野中学校 大阪府泉佐野市羽倉崎4-3-12　 14.5 一般局（学校）データ

淀川工科高校 大阪市旭区太子橋 3-1-32 24 一般局（学校）データ

松原北小学校 松原市阿保１丁目１６番３号 22.9 一般局（学校）データ

菅北小学校 大阪市北区菅栄町９−５ 17.4 一般局（学校）データ

平尾小学校 堺市美原区平尾360 25.3 一般局（学校）データ

淀中学校 西淀川区大和田6丁目13番6号 25.9 一般局（学校）データ

勝山中学校 生野区勝山北３－１３－４４ 17.8 一般局（学校）データ

大宮中学校 大阪市旭区中宮4-7-11 16.3 一般局（学校）データ

聖賢小学校 大阪府大阪市城東区新喜多２−４−３５ 15.6 一般局（学校）データ

清江小学校 大阪府大阪市住之江区御崎５丁目７−１８ 23.5 一般局（学校）データ

摂陽中学校 大阪府大阪市平野区平野西３丁目４−７ 20.2 一般局（学校）データ

今宮中学校 西成区花園北１－８－３２ 22.9 一般局（学校）データ

九条南小学校 大阪市西区九条南2-13-17 27 一般局（学校）データ

出来島小学校 大阪市西淀川区出来島2-2-24 40.2 一般局（学校）データ

北粉浜小学校 住之江区粉浜１−５−４８ 32.2 一般局（学校）データ

新森小路小学校 大阪市旭区新森６−３−１３ 30.3 一般局（学校）データ

海老江西小学校 福島区海老江８丁目１−１０ 27.4 一般局（学校）データ

茨田中学校 鶴見区諸口３−４−４４ 29.5 一般局（学校）データ

我孫子中学校 住吉区我孫子東１丁目４−３２ 25 一般局（学校）データ

校地北側５０ｍに高速神
戸線。周辺に交通量の
多い道路が多い。生物
部あり。


