
【別紙１】空間放射線量測定結果 （単位：マイクロシーベルト／時）
測定月日 区名 学校名 測定地点 測定値 低減措置後の

測定値

11月28日 西　区 植水小学校 体育館通路雨どい下 0.10 －
11月28日 西　区 植水小学校 体育館南西角雨どい下 0.11 －
11月28日 西　区 植水小学校 校庭ジャングルジム付近 0.08 －
11月28日 西　区 植水小学校 体育小屋雨どい 0.07 －
11月28日 西　区 植水小学校 西資料室北側 0.09 －
11月28日 西　区 植水小学校 作業室北側 0.13 －
11月28日 西　区 植水小学校 給食室西側雨どい下 0.07 －
11月28日 西　区 植水小学校 中庭南側 0.14 －
11月28日 西　区 植水小学校 体育館北側 0.16 －
11月28日 西　区 植水小学校 体育館東側 0.13 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 第1校庭東側体育小屋脇側溝 0.08 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 第1校庭南東体育小屋脇側溝 0.07 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 第1グラウンド南端雨水ます 0.08 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 潤い自然園水場 0.06 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 体育館正面花壇 0.08 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 体育館正面付近 0.07 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 第2校舎前廊下階段 0.08 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 プール排水ます 0.07 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 北昇降口雨どい下 0.07 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 第1校庭北側遊具付近 0.07 －
11月24日 西　区 大宮西小学校 正門脇側溝 0.13 －
11月24日 西　区 栄小学校 仮校舎昇降口前 0.08 －
11月24日 西　区 栄小学校 仮校舎D棟南側遊具前 0.09 －
11月24日 西　区 栄小学校 仮校舎B棟C棟渡り廊下 0.06 －
11月24日 西　区 栄小学校 バックネット前 0.07 －
11月24日 西　区 栄小学校 砂場西側 0.05 －
11月24日 西　区 栄小学校 プール南側造形砂場 0.06 －
11月24日 西　区 栄小学校 ホタル舎西側 0.07 －
11月24日 西　区 栄小学校 アスレチック広場 0.06 －
11月24日 西　区 栄小学校 グリーン広場 0.07 －
11月24日 西　区 栄小学校 正門自転車置場付近 0.08 －
11月24日 西　区 指扇小学校 ビオトープ 0.04 －
11月24日 西　区 指扇小学校 グラウンド南側砂場 0.07 －
11月24日 西　区 指扇小学校 体育館東側側溝 0.08 －
11月24日 西　区 指扇小学校 体育館南東雨どい下 0.22 －
11月24日 西　区 指扇小学校 体育館南側中庭 0.07 －
11月24日 西　区 指扇小学校 プール東側畑 0.06 －
11月24日 西　区 指扇小学校 南校舎北側雨どい下 0.11 －
11月24日 西　区 指扇小学校 校庭北東雨水ます 0.10 －
11月24日 西　区 指扇小学校 中校舎北側草むら 0.09 －
11月24日 西　区 指扇小学校 職員玄関前雨水ます 0.08 －
11月24日 西　区 指扇小学校 プール日除け雨どい下 0.09 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 昇降口前雨水ます 0.09 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 飼育小屋前池 0.10 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 校庭南東草むら 0.11 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 校庭南側木の根元 0.07 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 防災倉庫前側溝 0.07 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 体育館渡り廊下雨どい下 0.10 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 体育館北側水たまり 0.11 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 給食室前雨どい下 0.07 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 正門前花壇 0.07 －
11月24日 西　区 指扇北小学校 中庭 0.12 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 校舎2階生活科室前ベランダ側溝 0.07 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 校舎2階相談室前ベランダ側溝 0.07 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 大宮公園で収集した落ち葉 0.05 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 大宮公園で収集した松 0.06 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 給食室西側 0.17 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 浄化槽南側 0.15 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 体育館南側 0.08 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 砂場 0.06 －
11月24日 西　区 馬宮西小学校 飼育小屋 0.06 －
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11月24日 西　区 馬宮西小学校 学校ファーム 0.17 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 西門前木の下 0.08 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 昇降口南側雨水ます 0.07 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 東側昇降口前校庭 0.15 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 グラウンド東側砂場 0.08 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 南門付近 0.07 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 グラウンド西側側溝 0.13 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 石油庫脇 0.09 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 給食室北側 0.25 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 体育館北側 0.10 －
11月24日 西　区 馬宮東小学校 プール東側 0.09 －
11月24日 西　区 宮前小学校 グラウンド東側水たまり 0.17 －
11月24日 西　区 宮前小学校 放課後児童クラブ東側雨どい下 0.10 －
11月24日 西　区 宮前小学校 グラウンド西側側溝 0.12 －
11月24日 西　区 宮前小学校 ブランコ下水たまり 0.16 －
11月24日 西　区 宮前小学校 プール東側排水口 0.08 －
11月24日 西　区 宮前小学校 南校舎南側腐葉土ボックス 0.09 －
11月24日 西　区 宮前小学校 南校舎南側側溝 0.10 －
11月24日 西　区 宮前小学校 南校舎北側花壇 0.08 －
11月24日 西　区 宮前小学校 昇降口雨どい下 0.32 －
11月24日 西　区 宮前小学校 給食室東側水たまり 0.08 －
11月28日 西　区 植水中学校 中庭西側側溝 0.07 －
11月28日 西　区 植水中学校 自転車置き場西側けやき下 0.09 －
11月28日 西　区 植水中学校 グラウンド北東側溝 0.07 －
11月28日 西　区 植水中学校 グラウンド南東角 0.08 －
11月28日 西　区 植水中学校 校庭南西体育小屋雨どい下 0.21 －
11月28日 西　区 植水中学校 グラウンド西側植え込み 0.08 －
11月28日 西　区 植水中学校 北倉庫東側雨どい下 0.11 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 生徒昇降口下側溝 0.10 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 生徒昇降口前側溝 0.12 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 生徒昇降口前側溝 0.13 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 正門前水たまり 0.43 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 A棟南側花壇 0.18 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 中庭腐葉土 0.05 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 プール西側芝生 0.10 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 学校ファーム 0.10 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 体育館北西雨どい下 0.09 －
11月24日 西　区 大宮西中学校 体育館北東側溝 0.12 －
11月24日 西　区 指扇中学校 給食室南側木の根元 0.08 －
11月24日 西　区 指扇中学校 昇降口脇雨どい下 0.18 －
11月24日 西　区 指扇中学校 昇降口前マンホール 0.10 －
11月24日 西　区 指扇中学校 体育館南側雨水ます 0.13 －
11月24日 西　区 指扇中学校 校庭中央 0.08 －
11月24日 西　区 指扇中学校 正門前側溝 0.21 －
11月24日 西　区 指扇中学校 プール北西水道 0.06 －
11月24日 西　区 土屋中学校 武道場西側水路 0.08 －
11月24日 西　区 土屋中学校 武道場南西 0.11 －
11月24日 西　区 土屋中学校 グラウンド南側砂場横 0.07 －
11月24日 西　区 土屋中学校 体育小屋南側 0.09 －
11月24日 西　区 土屋中学校 グラウンド東端 0.16 －
11月24日 西　区 土屋中学校 グラウンド北側倉庫付近 0.07 －
11月24日 西　区 土屋中学校 昇降口キウイ柵下 0.08 －
11月24日 西　区 土屋中学校 体育館西側 0.06 －
11月24日 西　区 土屋中学校 プール入口 0.10 －
11月24日 西　区 土屋中学校 プールサイド 0.06 －
11月24日 西　区 土屋中学校 プール東側排水溝 0.08 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 職員室東側新川脇草むら 0.11 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 体育館東側落ち葉置場 0.15 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 昇降口西側湿地 0.11 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 工作室西側花壇 0.12 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 A校舎屋上給水管付近水たまり 0.08 －
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11月24日 西　区 馬宮中学校 昇降口屋上北側 0.10 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 プール排水口 0.09 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 C校舎北側 0.16 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 C校舎南側 0.06 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 体育館西側倉庫横 0.11 －
11月24日 西　区 馬宮中学校 昇降口屋上南側 0.23 －
11月15日 西　区 宮前中学校 玄関前側溝 0.09 －
11月15日 西　区 宮前中学校 校舎北側自転車置場前 0.15 －
11月15日 西　区 宮前中学校 給食室南側 0.08 －
11月15日 西　区 宮前中学校 管理特別棟南側植え込み 0.08 －
11月15日 西　区 宮前中学校 管理特別棟南側植え込み 0.10 －
11月15日 西　区 宮前中学校 武道場北西角　雨どい下 0.26 －
11月15日 西　区 宮前中学校 武道場南東側側溝 0.08 －
11月15日 西　区 宮前中学校 校庭南側側溝付近 0.08 －
11月15日 西　区 宮前中学校 第二グラウンド南西側側溝 0.07 －
11月15日 西　区 宮前中学校 第二グラウンド門 0.11 －
11月15日 西　区 宮前中学校 第二グラウンド南東側側溝 0.08 －
11月24日 西　区 養護学校 職員玄関前雨どい下 0.07 －
11月24日 西　区 養護学校 昇降口前雨どい下 0.08 －
11月24日 西　区 養護学校 校舎西側雨どい下 0.09 －
11月24日 西　区 養護学校 中庭芝生 0.12 －
11月24日 西　区 養護学校 校舎南側側溝 0.09 －
11月24日 西　区 養護学校 実習棟東側雨どい下 0.40 －
11月24日 西　区 養護学校 多目的室北側雨どい下 0.38 －
11月24日 西　区 養護学校 校舎北東階段下水たまり 0.23 －
11月24日 西　区 養護学校 校舎北側畑 0.11 －
11月24日 西　区 養護学校 教育相談室北東雨どい下 1.16 0.10
11月10日 北　区 植竹小学校 植竹山側溝 0.12 －
11月10日 北　区 植竹小学校 ビオトープ東側砂場 0.17 －
11月10日 北　区 植竹小学校 ビオトープ 0.06 －
11月10日 北　区 植竹小学校 中庭渡り廊下雨どい下 0.30 －
11月10日 北　区 植竹小学校 体育倉庫前 0.11 －
11月10日 北　区 植竹小学校 ポンプ室前草むら 0.08 －
11月10日 北　区 植竹小学校 校舎北側家庭科室前草むら 0.09 －
11月10日 北　区 植竹小学校 体育館西側排水溝 0.37 －
11月10日 北　区 植竹小学校 学校菜園 0.07 －
11月10日 北　区 植竹小学校 校庭中央 0.06 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 給食室北側雨水ます 0.07 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 体育館北側砂場 0.08 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 体育小屋北側雨水ます 0.10 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 校庭西側ブランコ下 0.12 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 校庭西側ケヤキ下 0.11 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 校庭東側桜の木の下 0.29 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 ビオトープ 0.08 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 校庭中央 0.09 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 プール北側 0.09 －
11月10日 北　区 大砂土小学校 5、6年生教室スロープ下 0.05 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 プール更衣室東側雨どい下 0.62 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 校地北側物置裏雨どい下 0.15 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 体育館東側雨どい下 0.15 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 自転車置場雨どい下 0.22 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 ナシ園（正門） 0.06 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 校庭入口側溝 0.07 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 校舎北東 0.14 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 西門近くの教室前側溝 0.11 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 サッカーゴール裏側溝 0.08 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 西門 0.07 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 中庭 0.17 －
11月15日 北　区 大宮別所小学校 体育倉庫北側 0.14 －
11月10日 北　区 泰平小学校 体育小屋北側側溝 0.07 －
11月10日 北　区 泰平小学校 築山草むら 0.08 －
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11月10日 北　区 泰平小学校 築山南側フェンス 0.11 －
11月10日 北　区 泰平小学校 中庭東側 0.27 －
11月10日 北　区 泰平小学校 中庭西側側溝 0.10 －
11月10日 北　区 泰平小学校 校舎北側ゴミ集積所東側 0.09 －
11月10日 北　区 泰平小学校 デイサービスセンター東側 0.13 －
11月10日 北　区 泰平小学校 校地東側水路沿いフェンス 0.07 －
11月10日 北　区 泰平小学校 うさぎ小屋北側 0.11 －
11月10日 北　区 泰平小学校 校庭西側遊具西側木の根元 0.15 －
11月10日 北　区 泰平小学校 校庭南側泰平中沿いフェンス 0.08 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 昇降口前雨水ます 0.06 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 校庭北西側溝 0.07 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 校庭北側芝生 0.11 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 校庭南側芝生 0.11 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 飼育小屋東側 0.08 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 正門前花壇 0.08 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 校庭南側砂場 0.08 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 校舎南側保健室前花壇 0.12 －
11月10日 北　区 つばさ小学校 駐輪場前雨水ます 0.09 －
11月15日 北　区 日進小学校 プール更衣室北西雨どい下 0.17 －
11月15日 北　区 日進小学校 校庭北側ヒマラヤスギの下 0.23 －
11月15日 北　区 日進小学校 ビオトープ南側落ち葉だまり 0.09 －
11月15日 北　区 日進小学校 ビオトープ南側ウッドデッキ 0.04 －
11月15日 北　区 日進小学校 給食室北東木の枝集積場所 0.07 －
11月15日 北　区 日進小学校 給食室北西側溝 0.08 －
11月15日 北　区 日進小学校 図書室前雨どい下 0.14 －
11月15日 北　区 日進小学校 渡り廊下下雨どい下 0.08 －
11月15日 北　区 日進北小学校 校庭南東側溝 0.12 －
11月15日 北　区 日進北小学校 校庭南西防災倉庫脇 0.14 －
11月15日 北　区 日進北小学校 プール南東用具室前 0.10 －
11月15日 北　区 日進北小学校 更衣室西側（側溝残さ置場下） 0.55 －
11月15日 北　区 日進北小学校 管理特別教室棟北側側溝 0.14 －
11月15日 北　区 日進北小学校 給食棟北側　雨どい 0.07 －
11月15日 北　区 日進北小学校 教室棟北側　腐葉土置場（木の根元） 0.08 －
11月15日 北　区 日進北小学校 北側教室棟南側　側溝 0.15 －
11月15日 北　区 日進北小学校 体育館南西側溝 0.12 －
11月15日 北　区 日進北小学校 南側玄関 0.08 －
11月10日 北　区 東大成小学校 校舎西側雨水ます 0.10 －
11月10日 北　区 東大成小学校 正門前雨水ます 0.07 －
11月10日 北　区 東大成小学校 昇降口前側溝 0.06 －
11月10日 北　区 東大成小学校 校舎南側花壇 0.06 －
11月10日 北　区 東大成小学校 校庭東側桜の木の下 0.08 －
11月10日 北　区 東大成小学校 体育舎南側雨どい下 0.14 －
11月10日 北　区 東大成小学校 体育舎南側腐葉土置き場 0.07 －
11月10日 北　区 東大成小学校 体育館南側花壇の木の下 0.08 －
11月10日 北　区 東大成小学校 体育館西側アジサイの根元 0.08 －
11月10日 北　区 東大成小学校 プール北側木の下 0.08 －
11月15日 北　区 宮原小学校 校舎南側雨どい下 0.27 －
11月15日 北　区 宮原小学校 校舎正面入口雨どい下 0.17 －
11月15日 北　区 宮原小学校 東門側溝 0.09 －
11月15日 北　区 宮原小学校 体育館南東雨だれ 0.17 －
11月15日 北　区 宮原小学校 北東（第４校舎）雨どい下 0.25 －
11月15日 北　区 宮原小学校 給食室南側中庭 0.08 －
11月15日 北　区 宮原小学校 校舎南側花壇 0.06 －
11月15日 北　区 宮原小学校 動物小屋南側雨だれ 0.06 －
11月15日 北　区 宮原小学校 校庭南側側溝 0.08 －
11月15日 北　区 宮原小学校 校庭バスケットゴール前（水たまり） 0.07 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟南側技術科室前 0.20 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟南側家庭科室前木の下 0.08 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟南側家庭科室前 0.16 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟西側第二理科室前 0.13 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟北側家庭科室前 0.19 －
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11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟北側技術科室前 0.12 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟東側理科室前 0.24 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟東側第二理科室前 0.24 －
11月10日 北　区 植竹中学校 特別棟南側第二理科室前 0.24 －
11月10日 北　区 泰平中学校 給食室南側雨水ます 0.07 －
11月10日 北　区 泰平中学校 テニスコート東側草むら 0.13 －
11月10日 北　区 泰平中学校 体育館南側 0.29 －
11月10日 北　区 泰平中学校 図書室北側 0.08 －
11月10日 北　区 泰平中学校 砂場 0.08 －
11月10日 北　区 泰平中学校 美術室北側 0.09 －
11月10日 北　区 泰平中学校 体育館東側 0.14 －
11月10日 北　区 泰平中学校 武道場北側 0.09 －
11月10日 北　区 泰平中学校 美術室東側コンポスト 0.08 －
11月10日 北　区 泰平中学校 体育館北側雨水ます 0.08 －
11月28日 北　区 土呂中学校 テニスコート南西 0.08 －
11月28日 北　区 土呂中学校 武道場北側雨どい下 0.07 －
11月28日 北　区 土呂中学校 グラウンド南側草地 0.08 －
11月28日 北　区 土呂中学校 グラウンド南東角 0.08 －
11月28日 北　区 土呂中学校 グラウンド北西階段下 0.11 －
11月28日 北　区 土呂中学校 図書室東側側溝 0.12 －
11月28日 北　区 土呂中学校 砂場 0.08 －
11月28日 北　区 土呂中学校 テニスコート南東草地 0.09 －
11月15日 北　区 日進中学校 校地東側側溝 0.17 －
11月15日 北　区 日進中学校 北校舎北側雨どい下 0.17 －
11月15日 北　区 日進中学校 プール更衣室北側雨どい下 0.11 －
11月15日 北　区 日進中学校 プール北側フェンス沿い草むら 0.07 －
11月15日 北　区 日進中学校 体育館東側雨どい下 0.11 －
11月15日 北　区 日進中学校 体育館西側雨どい下 0.10 －
11月15日 北　区 日進中学校 体育館北西雨どい下 0.15 －
11月15日 北　区 日進中学校 プール南側 0.11 －
11月15日 北　区 日進中学校 体育倉庫南側雨どい下 0.25 －
11月15日 北　区 日進中学校 校地南西 0.11 －
11月15日 北　区 宮原中学校 バックネット裏水たまり 0.15 －
11月15日 北　区 宮原中学校 北校舎北門側入口側溝 0.13 －
11月15日 北　区 宮原中学校 北校舎北側雨どい下 0.10 －
11月15日 北　区 宮原中学校 南校舎北側雨どい下 0.09 －
11月15日 北　区 宮原中学校 南校舎西側雨どい下 0.16 －
11月15日 北　区 宮原中学校 技術室西側雨どい下 0.20 －
11月15日 北　区 宮原中学校 新校舎北側雨どい下 0.30 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 西校舎南側水道脇雨どい下 0.34 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 本館スロープ下左側雨どい下 0.41 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 美術工作室西側雨どい下 0.38 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 ごみステーション北側坂の下 0.08 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 生徒昇降口右側植え込み下 0.09 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 校門の花壇 0.10 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 体育館南側雨どい下 0.10 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 部室東側水たまり 0.11 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 テニスコート西側イチョウの木の下 0.12 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 野球グラウンド北西 0.10 －
11月15日 北　区 大宮北高等学校 グラウンド南西端側溝 0.08 －
11月15日 大宮区 大成小学校 給食室北西雨どい下 0.09 －
11月15日 大宮区 大成小学校 校庭西側木の下 0.06 －
11月15日 大宮区 大成小学校 校庭西側フェンス沿い 0.14 －
11月15日 大宮区 大成小学校 砂場 0.07 －
11月15日 大宮区 大成小学校 バックネット前 0.08 －
11月15日 大宮区 大成小学校 校庭東側落ち葉集積所 0.07 －
11月15日 大宮区 大成小学校 校庭中央 0.05 －
11月15日 大宮区 大成小学校 築山トンネル前 0.06 －
11月15日 大宮区 大成小学校 プール更衣室北側雨どい下 0.10 －
11月9日 大宮区 大宮小学校 体育館と校舎の間雨どい下 0.39 －
11月9日 大宮区 大宮小学校 体育館と校舎の間雨どい下 0.14 －
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11月9日 大宮区 大宮小学校 校舎南側花壇 0.85 －
11月9日 大宮区 大宮小学校 鳥小屋北側 0.08 －
11月9日 大宮区 大宮小学校 校庭東側遊具前 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮北小学校 校舎北側トイレ前雨どい下 0.10 －
11月9日 大宮区 大宮北小学校 校舎北側駐車場 0.26 －
11月9日 大宮区 大宮北小学校 校舎北側簡易トイレ前 0.08 －
11月9日 大宮区 大宮北小学校 校庭東側鳥小屋裏 0.16 －
11月9日 大宮区 大宮北小学校 体育館北側植栽 0.07 －
11月9日 大宮区 大宮北小学校 体育館西側倉庫雨どい下 0.10 －
11月9日 大宮区 大宮北小学校 校庭西側雨水ます 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 校庭北東雨水ます 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 校庭北東雨水ます 0.07 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 体育館と校舎の間 0.05 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 校舎南側花壇 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 校庭北側 0.07 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 校庭北西菜園 0.05 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 正門横雨水ます 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 プール更衣室東側木の下 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 プール東側雨水ます 0.07 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 バックネット裏雨水ます 0.07 －
11月9日 大宮区 大宮東小学校 体育倉庫北側雨水ます 0.07 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 玄関東側雨どい下 0.11 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 給食搬入口側溝 0.09 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 中庭 0.06 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 渡り廊下東側雨どい下 0.19 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 渡り廊下西側 0.06 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 体育館北側 0.07 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 グラウンド北側芝生 0.09 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 グラウンド南側芝生 0.08 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 プール更衣室西側草地 0.07 －
11月29日 大宮区 大宮南小学校 プールサイド南西側溝 0.07 －
11月15日 大宮区 上小小学校 ビオトープ 0.07 －
11月15日 大宮区 上小小学校 校地北側受水槽東側草むら 0.08 －
11月15日 大宮区 上小小学校 体育館東側排水口 0.19 －
11月15日 大宮区 上小小学校 校庭東側落ち葉だまり 0.13 －
11月15日 大宮区 上小小学校 校庭西側落ち葉だまり 0.18 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 昇降口前 0.06 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校地北西倉庫北側雨どい下 0.14 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校地北西倉庫南側雨どい下 0.37 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 プール西側木の下 0.08 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 学校ファーム 0.05 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校庭南側体育倉庫南側雨どい下 0.07 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校庭南側体育倉庫北側雨どい下 0.07 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校庭東側木の下 0.06 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 砂場 0.06 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校舎南側花壇前雨どい下 0.04 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校舎南側保健室前雨どい下 0.06 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校庭北東落ち葉だまり 0.06 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校舎北側植え込み 0.08 －
11月15日 大宮区 桜木小学校 校舎屋上芝生 0.06 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 グラウンド南東雨水ます 0.07 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 グラウンド北東雨水ます 0.07 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 グラウンド北側砂場 0.06 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 プール東側学校ファーム 0.06 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 昇降口横側溝 0.08 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 正門脇落ち葉置き場 0.07 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 旧校舎北側落ち葉置き場 0.07 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 給食室南側学校ファーム 0.05 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 渡り廊下雨どい下 0.08 －
11月29日 大宮区 芝川小学校 体育館南側雨どい下 0.10 －
11月28日 大宮区 三橋小学校 東門前 0.23 －
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11月28日 大宮区 三橋小学校 正門脇植え込み 0.06 －
11月28日 大宮区 三橋小学校 職員室前植え込み 0.07 －
11月28日 大宮区 三橋小学校 中庭学校ファーム 0.07 －
11月28日 大宮区 三橋小学校 給食室北側雨どい下 0.19 －
11月28日 大宮区 三橋小学校 北門前 0.13 －
11月28日 大宮区 三橋小学校 第１校舎北側 0.31 －
11月15日 大宮区 大成中学校 技術室南側雨どい下 0.08 －
11月15日 大宮区 大成中学校 学校ファーム 0.04 －
11月15日 大宮区 大成中学校 テニスコート南側側溝 0.08 －
11月15日 大宮区 大成中学校 校庭西側落ち葉だまり 0.07 －
11月15日 大宮区 大成中学校 武道場南側落ち葉集積所 0.14 －
11月15日 大宮区 大成中学校 給食室南側草むら 0.09 －
11月15日 大宮区 大成中学校 体育館東側雨どい脇 0.07 －
11月15日 大宮区 大成中学校 中庭花壇 0.08 －
11月15日 大宮区 大成中学校 砂場 0.07 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 B棟西側自転車置場雨どい下 0.12 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 B棟北側雨どい下 0.25 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 テニスコート東側側溝 0.11 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 正門横 0.14 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 昇降口雨水ます 0.08 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 特別教室棟脇ストックヤード 0.09 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 体育館北側雨どい下 0.18 －
11月9日 大宮区 大宮北中学校 部室南側雨どい下 0.08 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 正面昇降口横雨どい下 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 校庭南西雨水ます 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 校庭西側校舎入口 0.06 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 体育館南西渡り廊下雨どい下 0.18 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 特別教室棟南側雨どい下 0.38 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 体育館北側雨どい下 0.25 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 武道場西側雨どい下 0.27 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 テニスコート北側フェンス草の上 0.08 －
11月9日 大宮区 大宮東中学校 プール南側草の上 0.08 －
11月29日 大宮区 大宮南中学校 武道場西側側溝 0.08 －
11月29日 大宮区 大宮南中学校 技術科室北側雨どい下 0.16 －
11月29日 大宮区 大宮南中学校 調理室北側雨どい下 0.19 －
11月29日 大宮区 大宮南中学校 体育館西側雨どい下 0.11 －
11月29日 大宮区 大宮南中学校 テニスコート入口 0.07 －
11月15日 大宮区 桜木中学校 体育館南東雨どい下 0.09 －
11月15日 大宮区 桜木中学校 武道場南東雨どい下 0.22 －
11月15日 大宮区 桜木中学校 バックネット前 0.11 －
11月15日 大宮区 桜木中学校 校舎南側木の下 0.06 －
11月15日 大宮区 桜木中学校 体育館北東雨どい下 0.14 －
11月15日 大宮区 桜木中学校 ゴミ置き場内 0.06 －
11月15日 大宮区 桜木中学校 学校ファーム 0.05 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 中庭西側側溝 0.10 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 体育館南側池 0.06 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 プール南側植え込み 0.08 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 さわやか相談室南側側溝 0.07 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 グラウンド南西 0.06 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 グラウンド南東 0.06 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 グラウンド東側学校ファーム 0.05 －
11月29日 大宮区 第二東中学校 テニスコート南側 0.06 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 グラウンド北側藤棚下 0.06 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 野球部部室南側 0.06 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 職員玄関雨どい下 0.11 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 給食室東側グリストラップ 0.08 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 貯水槽付近 0.12 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 技術科室前非常階段下 0.06 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 体育館通路植え込み 0.07 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 体育館北側水道下 0.07 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 石灰小屋南側 0.19 －
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11月28日 大宮区 三橋中学校 南門側溝 0.07 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 丸池 0.05 －
11月28日 大宮区 三橋中学校 校舎曲がり角 0.06 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 北校舎北側駐輪場 0.20 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 南校舎北西雨どい下 0.23 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 生徒ホール北側雨どい下 0.15 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 テニスコート砂置場 0.09 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 古墳南側 0.07 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 グラウンド東側側溝 0.23 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 グラウンド北側砂場 0.06 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 グラウンド西側倉庫前 0.08 －
11月28日 大宮区 大宮西高等学校 体育館南側側溝 0.07 －
11月9日 大宮区 幼児教育センター付属幼稚園 園庭雨水ます 0.06 －
11月9日 大宮区 幼児教育センター付属幼稚園 園庭南側側溝 0.09 －
11月9日 大宮区 幼児教育センター付属幼稚園 大宮小給食室北側雨どい下 0.08 －
11月9日 大宮区 幼児教育センター付属幼稚園 大宮小プール北側雨どい下 0.13 －
11月9日 大宮区 幼児教育センター付属幼稚園 池東側雨水ます 0.08 －
11月9日 大宮区 幼児教育センター付属幼稚園 大宮小プール北東草の上 0.09 －
11月9日 大宮区 幼児教育センター付属幼稚園 校舎北側 0.08 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 図書室南側雨どい下 0.07 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 ビオトープ 0.11 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 校舎南側外階段下 0.08 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 グラウンド北東側溝 0.06 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 北門横雨水ます 0.10 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 受水槽南側 0.09 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 給食室北側 0.22 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 裏門前側溝 0.11 －
11月29日 見沼区 海老沼小学校 南昇降口西側雨どい下 0.10 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 保健室北側雨どい下 0.26 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 渡り廊下東側雨どい下 0.13 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 校地西側物置西側 0.15 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 プール更衣室北東雨どい下 0.07 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 プール南西桜の木根元 0.07 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 校庭南側桜の木根元 0.04 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 校庭南側サージャント南側 0.12 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 グラウンド南東側溝 0.11 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 体育館南側雨どい下 0.26 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 体育館南東雨どい下 0.19 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 体育館東側雨どい下 0.15 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 体育館北側側溝 0.23 －
11月28日 見沼区 大砂土東小学校 第3校舎西側雨どい下 0.22 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 学校開放用建物西側竹林 0.07 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 体育倉庫北側 0.07 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 グラウンド北側鉄棒脇雨水ます 0.09 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 キュービクル前側溝 0.10 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 北校舎南側側溝 0.10 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 プール南側 0.14 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 体育館北側 0.10 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 プール北側 0.09 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 給食室北側雨水ます 0.13 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 給食室南側雨水ます 0.09 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 特別教室棟南側 0.13 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 バックネット裏雨水ます 0.09 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 校舎西側南雨どい下 0.09 －
11月21日 見沼区 大谷小学校 校舎西側北雨どい下 0.27 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 グラウンド南側体育館寄り側溝 0.08 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 グラウンド南側校門前側溝 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 南校舎東側側溝 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 給食室南側体育小屋雨どい下 0.09 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 校庭開放団体用建物雨どい下 0.09 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 南校舎体育館連絡通路前側溝 0.18 －
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11月21日 見沼区 片柳小学校 南校舎北校舎連絡通路前側溝 0.11 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 鳥小屋西側側溝 0.13 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 北校舎北側雨どい下 0.10 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 北校舎北側倉庫前 0.11 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 東校舎うんてい前側溝 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳小学校 北校舎家庭科室前側溝 0.08 －
11月22日 見沼区 島小学校 正門北側石碑前 0.11 －
11月22日 見沼区 島小学校 グラウンド南西ジャングルジム後ろ 0.10 －
11月22日 見沼区 島小学校 C棟理科室北側 0.09 －
11月22日 見沼区 島小学校 プール北側 1.05 0.17
11月22日 見沼区 島小学校 体育館南側入口前 0.08 －
11月22日 見沼区 島小学校 グラウンド南側側溝 0.10 －
11月22日 見沼区 島小学校 B棟東側非常口付近 0.12 －
11月22日 見沼区 島小学校 飼育小屋付近 0.11 －
11月22日 見沼区 島小学校 中庭物置付近 0.20 －
11月22日 見沼区 島小学校 A棟東側出入口前 0.08 －
11月22日 見沼区 島小学校 A棟南側花壇 0.08 －
11月22日 見沼区 島小学校 A棟西側植え込み 0.08 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 A棟西側昇降口付近雨どい下 0.12 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 A棟南側側溝（西寄り） 0.10 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 A棟南側側溝（中央） 0.20 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 A棟南側側溝（東寄り） 0.18 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 グラウンド南側倉庫南側 0.15 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 グラウンド西側鉄棒付近側溝 0.09 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 給食室南側側溝 0.08 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 プール南側側溝 0.08 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 砂場 0.07 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 防災倉庫北側木の根元 0.25 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 放課後児童クラブ南側雨どい下 0.08 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 体育館通路雨どい下 0.07 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 体育館東側体育倉庫北側 0.11 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 体育館西側側溝 0.11 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 特別支援学級北側側溝 0.11 －
11月28日 見沼区 蓮沼小学校 昇降口雨どい下 0.16 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 学校ファーム 0.08 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 北校舎南側植え込み 0.08 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 南校舎北側渡り廊下東側雨どい下 1.23 0.11
11月22日 見沼区 春岡小学校 南校舎北側渡り廊下横雨どい下 0.48 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 給食室西側階段下 0.07 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 鳥小屋南側 0.20 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 砂場 0.08 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 砂場付近木の下 0.05 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 体育小屋東側雨どい下 0.43 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 東門前側溝 0.19 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 南校舎北側雨どい下 0.14 －
11月22日 見沼区 春岡小学校 受水槽南側 0.14 －
11月22日 見沼区 春野小学校 屋上プール西側側溝 0.13 －
11月22日 見沼区 春野小学校 屋上プール排水口 0.05 －
11月22日 見沼区 春野小学校 学校ファーム 0.20 －
11月22日 見沼区 春野小学校 グラウンド北側階段（一番北） 0.11 －
11月22日 見沼区 春野小学校 体育館南側雨どい下 0.09 －
11月22日 見沼区 春野小学校 グラウンド北側砂場 0.11 －
11月22日 見沼区 春野小学校 グラウンド南東斜面 0.13 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 体育館南西 0.11 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 キュービクル南側 0.13 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 プール南側 0.07 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 グラウンド南側木製遊具前 0.08 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 学校ファーム 0.06 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 給食室北側 0.07 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 体育館東側雨どい下 0.11 －
11月21日 見沼区 東宮下小学校 駐車場側溝 0.11 －
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11月21日 見沼区 七里小学校 職員玄関前 0.09 －
11月21日 見沼区 七里小学校 南校舎南側花壇 0.07 －
11月21日 見沼区 七里小学校 バックネット裏雨水ます 0.08 －
11月21日 見沼区 七里小学校 グラウンド南西ハントウ棒前 0.07 －
11月21日 見沼区 七里小学校 渡り廊下西側雨どい下 0.14 －
11月21日 見沼区 七里小学校 北校舎南側花壇 0.09 －
11月21日 見沼区 七里小学校 受水槽北側 0.09 －
11月21日 見沼区 七里小学校 北校舎北側雨どい下 0.27 －
11月21日 見沼区 七里小学校 体育館渡り廊下雨どい下 0.21 －
11月21日 見沼区 七里小学校 体育館東側雨水ます 0.05 －
11月21日 見沼区 七里小学校 学校ファーム 0.06 －
11月21日 見沼区 七里小学校 体育館北側雨どい下 0.13 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 多目的室南側側溝 0.16 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 理科室南西側溝 0.14 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 グラウンド西側うんてい西側 0.35 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 グラウンド南側体育小屋南側側溝 0.09 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 グラウンド南側はんとう棒付近側溝 0.07 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 プール更衣室階段脇植え込み 0.08 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 グラウンド中央 0.07 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 昇降口脇 0.09 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 校舎北側自転車置き場脇雨どい下 0.15 －
11月28日 見沼区 見沼小学校 校舎北側非常階段下雨どい下 0.14 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 砂場 0.07 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 バックネット裏側溝 0.11 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 テニスコート南東 0.13 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 B校舎南側学校ファーム 0.06 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 B校舎北東雨どい下 0.15 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 受水槽西側 0.11 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 校地北西角木の根元 0.07 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 武道場南西 0.13 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 プール南西 0.06 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 中庭南東側溝 0.14 －
11月28日 見沼区 大砂土中学校 グラウンド北西角側溝 0.08 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 グラウンド南東 0.08 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 体育小屋東側 0.08 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 校舎東側 0.08 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 正門西側側溝 0.15 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 自転車置き場脇側溝 0.12 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 武道場南西雨どい下 0.11 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 西門北側ゴミ置き場側溝 0.13 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 西門側溝 0.08 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 体育館南側雨どい下 0.11 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 グラウンド北西照明付近 0.09 －
11月28日 見沼区 大宮八幡中学校 南門スロープ下側溝 0.14 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 体育館南側 0.41 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 受水槽北側 0.08 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 給食室北側 0.08 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 砂場西側 0.10 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 西門前 0.15 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 校庭南側角 0.09 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 バックネット裏 0.07 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 プール南側倉庫前 0.07 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 南校舎南側 0.07 －
11月21日 見沼区 大谷中学校 昇降口前雨水ます 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 正門前雨水ます 0.14 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 プール北側 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 体育館西側雨どい下 0.10 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 西門前雨水ます 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 テニスコート南西 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 グラウンド中央 0.06 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 浄化槽南側雨水ます 0.06 －
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11月21日 見沼区 片柳中学校 砂場南側雨水ます 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 第一校舎南東雨どい下 0.15 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 給食室東側雨どい下 0.09 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 給食室北側花壇 0.07 －
11月21日 見沼区 片柳中学校 第一校舎昇降口前 0.08 －
11月28日 見沼区 春里中学校 体育館南側 0.11 －
11月28日 見沼区 春里中学校 南校舎北側更衣室前側溝 0.14 －
11月28日 見沼区 春里中学校 配膳室北側側溝 0.17 －
11月28日 見沼区 春里中学校 第1理科室北側木の根元 0.12 －
11月28日 見沼区 春里中学校 職員室南側側溝 0.06 －
11月28日 見沼区 春里中学校 テニスコート側溝 0.13 －
11月28日 見沼区 春里中学校 グラウンド東側倉庫東側側溝 0.16 －
11月28日 見沼区 春里中学校 給食室北側雨どい下 0.10 －
11月22日 見沼区 春野中学校 事務室前雨水ます 0.12 －
11月22日 見沼区 春野中学校 正門南側アーチ下の木の根元 0.10 －
11月22日 見沼区 春野中学校 生徒昇降口入口 0.10 －
11月22日 見沼区 春野中学校 グラウンド南端 0.15 －
11月22日 見沼区 春野中学校 グラウンド西側階段横 0.09 －
11月22日 見沼区 春野中学校 グラウンド北側階段前 0.08 －
11月22日 見沼区 春野中学校 給食室南側ゴミ置き場前 0.07 －
11月22日 見沼区 春野中学校 テニスコート西側 0.08 －
11月21日 見沼区 七里中学校 体育小屋西側 0.23 －
11月21日 見沼区 七里中学校 校舎北側雨どい下 0.27 －
11月21日 見沼区 七里中学校 特別教室棟南側 0.27 －
11月21日 見沼区 七里中学校 トイレ棟雨どい下 0.33 －
11月21日 見沼区 七里中学校 教室棟北側雨どい下 0.20 －
11月21日 見沼区 七里中学校 武道場東側雨どい下 0.27 －
11月21日 見沼区 七里中学校 テニスコート東側側溝 0.17 －
11月21日 見沼区 七里中学校 テニスコート南側側溝 0.07 －
11月21日 見沼区 七里中学校 グラウンド中央 0.04 －
11月8日 中央区 大戸小学校 校地北側教室棟南池の上 0.04 －
11月8日 中央区 大戸小学校 東門付近花壇 0.08 －
11月8日 中央区 大戸小学校 校庭南東雨樋 0.10 －
11月8日 中央区 大戸小学校 校庭南砂場 0.07 －
11月8日 中央区 大戸小学校 体育館東側溝 0.05 －
11月8日 中央区 大戸小学校 校地北側教室棟南花壇 0.10 －
11月8日 中央区 大戸小学校 管理教室棟南側溝 0.09 －
11月8日 中央区 大戸小学校 校地東側教室棟北砂場 0.07 －
11月8日 中央区 大戸小学校 特別教室棟北東雨樋 0.35 －
11月8日 中央区 大戸小学校 体育館西雨樋 0.15 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校地北側正門前 0.07 －
11月16日 中央区 上落合小学校 教室棟北側昇降口横 0.06 －
11月16日 中央区 上落合小学校 防災倉庫脇 0.14 －
11月16日 中央区 上落合小学校 体育館北側花壇 0.07 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校庭北東築山 0.07 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校庭北側排水口 0.06 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校庭北側菜園 0.07 －
11月16日 中央区 上落合小学校 管理教室棟（事務室）南 0.07 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校庭南西砂場 0.11 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校庭南（ジャングルジム下） 0.09 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校庭東花壇 0.06 －
11月16日 中央区 上落合小学校 校庭北東池 0.05 －
11月16日 中央区 下落合小学校 管理教室棟（事務室）南雨樋下 0.10 －
11月16日 中央区 下落合小学校 体育館北花壇 0.06 －
11月16日 中央区 下落合小学校 飼育小屋西 0.11 －
11月16日 中央区 下落合小学校 体育館北（渡り廊下脇） 0.12 －
11月16日 中央区 下落合小学校 体育館西 0.08 －
11月16日 中央区 下落合小学校 中庭池（西側） 0.08 －
11月16日 中央区 下落合小学校 校庭北西砂場 0.07 －
11月16日 中央区 下落合小学校 掲揚塔周り 0.10 －
11月16日 中央区 下落合小学校 プール南東脇 0.07 －
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11月16日 中央区 下落合小学校 防災倉庫東 0.07 －
11月16日 中央区 下落合小学校 校庭南隅 0.08 －
11月16日 中央区 下落合小学校 校庭南東隅 0.07 －
11月16日 中央区 下落合小学校 中庭池（東側） 0.07 －
11月16日 中央区 下落合小学校 教室棟（PTA会議室）南 0.27 －
11月16日 中央区 下落合小学校 教室棟（放課後児童クラブ）南 0.14 －
11月16日 中央区 下落合小学校 教室棟昇降口前雨樋下 0.20 －
11月16日 中央区 下落合小学校 給食室南側側溝 0.18 －
11月16日 中央区 下落合小学校 給食室北側 0.12 －
11月16日 中央区 下落合小学校 教室棟北側駐車場側溝 0.13 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 校地東側正門脇側溝 0.08 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 西側教室棟タイサンボク（高木）下 0.07 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 東側教室棟渡り廊下脇側溝 0.13 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 西側教室棟南脇コケ付近 0.06 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 校舎西側正門脇側溝 0.25 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 校庭北西砂場 0.08 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 校庭南西隅落ち葉 0.07 －
11月16日 中央区 鈴谷小学校 校庭南東防災倉庫脇 0.09 －
11月28日 中央区 与野西北小学校 体育館北西側溝 0.11 －
11月28日 中央区 与野西北小学校 体育館南西角 0.06 －
11月28日 中央区 与野西北小学校 体育館南側 0.09 －
11月28日 中央区 与野西北小学校 グラウンド南東 0.06 －
11月28日 中央区 与野西北小学校 北校舎北側 0.08 －
11月28日 中央区 与野西北小学校 中庭 0.07 －
11月28日 中央区 与野西北小学校 南校舎南側側溝 0.08 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 校地西側正門側溝 0.09 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 校地西側花壇 0.07 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 ２号棟南側溝 0.13 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 校庭南西砂場 0.10 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 校庭南西隅落ち葉（側溝） 0.15 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 校庭北東体育小屋脇側溝 0.10 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 プール東側受水槽脇側溝 0.07 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 教室棟（保健室）南側溝 0.14 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 特別教室棟（保健室）北側溝 0.21 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 放課後児童クラブ前側溝 0.09 －
11月16日 中央区 与野八幡小学校 校舎北側駐車場 0.08 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 校地西正門脇側溝 0.07 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 南校舎北側雨樋下 0.14 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 校庭東遊具下側溝 0.13 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 校庭東遊具脇側溝 0.11 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 南校舎北職員玄関前側溝 0.12 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 南校舎北渡り廊下雨樋下 0.11 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 校庭北東隅側溝 0.10 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 校地西正門脇側溝 0.12 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 プール入り口落ち葉 0.09 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 校庭南歩道橋雨樋下 0.08 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 放課後児童クラブ前 0.08 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 東校舎東畑 0.06 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 校地北東正門脇ごみ置き場 0.07 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 給食室東側 0.44 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 給食室北東下水溝 0.07 －
11月16日 中央区 与野本町小学校 コミュニティセンター駐車場 0.12 －
11月8日 中央区 与野南小学校 管理棟北西付近芝生 0.09 －
11月8日 中央区 与野南小学校 校地北木の根元 0.07 －
11月8日 中央区 与野南小学校 校地中央（運動場境目）側溝 0.07 －
11月8日 中央区 与野南小学校 校庭北西小道 0.06 －
11月8日 中央区 与野南小学校 校庭西落葉 0.08 －
11月8日 中央区 与野南小学校 校庭南西バックネット裏 0.07 －
11月8日 中央区 与野南小学校 校庭南西落葉 0.07 －
11月8日 中央区 与野南小学校 校庭南東側溝 0.10 －
11月8日 中央区 与野南小学校 教室棟南側畑 0.06 －
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11月8日 中央区 与野南小学校 教室棟南側溝 0.11 －
11月8日 中央区 与野南小学校 体育館南東側溝 0.19 －
11月8日 中央区 与野南小学校 体育館南中央側溝 0.07 －
11月8日 中央区 与野南小学校 体育館東側溝 0.08 －
11月8日 中央区 与野南小学校 体育館東側溝 0.08 －
11月8日 中央区 与野南小学校 体育館東雨樋 0.08 －
11月8日 中央区 与野南小学校 体育館盛土 0.20 －
11月8日 中央区 与野南小学校 体育館北側溝 0.08 －
11月8日 中央区 与野南小学校 管理棟北側溝 0.10 －
11月28日 中央区 八王子中学校 渡り廊下雨どい下 0.08 －
11月28日 中央区 八王子中学校 体育館南側側溝 0.09 －
11月28日 中央区 八王子中学校 バックネット裏側溝 0.11 －
11月28日 中央区 八王子中学校 給食室搬入口前 0.08 －
11月28日 中央区 八王子中学校 ピロティけやき下 0.08 －
11月28日 中央区 八王子中学校 ピロティ東側けやき下 0.07 －
11月28日 中央区 八王子中学校 体育倉庫 0.07 －
11月16日 中央区 与野西中学校 校地北側正門脇 0.08 －
11月16日 中央区 与野西中学校 管理特別棟北（小裁園） 0.08 －
11月16日 中央区 与野西中学校 管理特別棟南側溝 0.08 －
11月16日 中央区 与野西中学校 特別教室棟東側溝 0.17 －
11月16日 中央区 与野西中学校 管理特別棟西側溝 0.07 －
11月16日 中央区 与野西中学校 校庭西鉄棒脇側溝 0.09 －
11月16日 中央区 与野西中学校 校庭南枯葉集積所 0.07 －
11月16日 中央区 与野西中学校 体育館東側溝 0.07 －
11月16日 中央区 与野西中学校 体育館北屋根の上 0.10 －
11月16日 中央区 与野西中学校 教室棟北２階ベランダ東 0.14 －
11月16日 中央区 与野西中学校 教室棟北２階ベランダ西 0.10 －
11月16日 中央区 与野東中学校 校庭西側花壇 0.07 －
11月16日 中央区 与野東中学校 校庭西側渡り廊下脇 0.07 －
11月16日 中央区 与野東中学校 事務室南側 0.06 －
11月16日 中央区 与野東中学校 校庭東側側溝 0.06 －
11月16日 中央区 与野東中学校 テニスコート北西脇 0.07 －
11月16日 中央区 与野東中学校 特別教室棟西側（特別支援学級裏） 0.07 －
11月16日 中央区 与野東中学校 特別教室棟西側 0.08 －
11月16日 中央区 与野東中学校 南側教室棟南（家庭科室前） 0.07 －
11月8日 中央区 与野南中学校 給食室東 0.10 －
11月8日 中央区 与野南中学校 防火倉庫南 0.07 －
11月8日 中央区 与野南中学校 校地北側植え込み落葉 0.07 －
11月8日 中央区 与野南中学校 体育館東雨樋 0.16 －
11月8日 中央区 与野南中学校 生徒昇降口東側アスファルト割目 0.10 －
11月8日 中央区 与野南中学校 管理棟北側木の根元 0.08 －
11月8日 中央区 与野南中学校 体育館東 0.07 －
11月8日 中央区 与野南中学校 テニスコート北側 0.08 －
11月8日 中央区 与野南中学校 管理棟南芝生 0.06 －
11月8日 中央区 与野南中学校 校庭南東バックネット裏 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 グラウンド南側サッカーボード裏側溝 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 グラウンド西側体育倉庫西側雨どい下 0.06 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 体育館北側雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 北校舎北側トイレ付近 0.14 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 プールポンプ室北側雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 プールポンプ室南側雨どい下 0.10 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 南校舎南側 0.05 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 南裏門前グラウンド雨水ます 0.06 －
11月25日 桜　区 大久保小学校 給食室南側雨どい下 0.10 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 給食室南側通路雨どい下 0.11 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 中庭東側角 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 南側校舎トイレ付近 0.08 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 グラウンド東側アスレチック付近 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 南側校舎南側側溝（正門寄り） 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 プール更衣室付近腰洗い槽 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 旧鳥小屋側溝 0.08 －
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【別紙１】空間放射線量測定結果 （単位：マイクロシーベルト／時）
測定月日 区名 学校名 測定地点 測定値 低減措置後の

測定値

11月25日 桜　区 大久保東小学校 体育館西側渡り廊下 0.13 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 給食室北側物資出入口 0.08 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 体育館北側雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保東小学校 南側校舎南側側溝 0.06 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 北校舎南東雨どい下 0.13 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 北校舎北東雨どい下 0.18 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 給食室北側植え込み 0.08 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 北校舎南西雨どい下 0.15 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 南校舎北西 0.08 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 南校舎南側植え込み 0.06 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 グラウンド南東雨水ます 0.04 －
11月22日 桜　区 栄和小学校 南校舎東側植え込み 0.05 －
11月22日 桜　区 新開小学校 学校ファーム南側 0.05 －
11月22日 桜　区 新開小学校 渡り廊下東側雨水ます 0.08 －
11月22日 桜　区 新開小学校 渡り廊下西側 0.39 －
11月22日 桜　区 新開小学校 校舎南側植え込み 0.07 －
11月22日 桜　区 新開小学校 放課後児童クラブ東側雨水ます 0.07 －
11月22日 桜　区 新開小学校 グラウンド南西雨水ます 0.08 －
11月22日 桜　区 新開小学校 図工室南側雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 神田小学校 芝山頂上付近 0.05 －
11月25日 桜　区 神田小学校 正門横側溝 0.12 －
11月25日 桜　区 神田小学校 グラウンド北側側溝 0.08 －
11月25日 桜　区 神田小学校 昇降口前側溝 0.07 －
11月25日 桜　区 神田小学校 体育館通路西側側溝 0.12 －
11月25日 桜　区 神田小学校 物置西側たい肥置き場 0.07 －
11月25日 桜　区 神田小学校 給食室北側 0.11 －
11月22日 桜　区 田島小学校 図工室東側植え込み 0.07 －
11月22日 桜　区 田島小学校 体育館北側植え込み 0.06 －
11月22日 桜　区 田島小学校 体育館北西雨どい下 0.07 －
11月22日 桜　区 田島小学校 プール更衣室西側雨どい下 0.10 －
11月22日 桜　区 田島小学校 資料室南側植え込み 0.06 －
11月22日 桜　区 田島小学校 第2昇降口雨水ます 0.07 －
11月22日 桜　区 田島小学校 校舎南側植え込み 0.07 －
11月22日 桜　区 田島小学校 グラウンド南側雨水ます（西） 0.05 －
11月22日 桜　区 田島小学校 グラウンド南側雨水ます（東） 0.07 －
11月22日 桜　区 田島小学校 グラウンド南西落ち葉だまり 0.07 －
11月22日 桜　区 土合小学校 管理棟北東雨どい下 0.10 －
11月22日 桜　区 土合小学校 西校舎北側雨水ます 0.12 －
11月22日 桜　区 土合小学校 西校舎北門前雨水ます 0.11 －
11月22日 桜　区 土合小学校 北門脇倉庫雨どい下 0.23 －
11月22日 桜　区 土合小学校 西校舎ポンプ室前側溝 0.13 －
11月22日 桜　区 土合小学校 西校舎北西植え込み 0.07 －
11月22日 桜　区 土合小学校 グラウンド南西雨水ます 0.05 －
11月22日 桜　区 土合小学校 グラウンド南西 0.06 －
11月22日 桜　区 土合小学校 体育倉庫西側 0.08 －
11月22日 桜　区 土合小学校 中庭南側植え込み 0.08 －
11月22日 桜　区 土合小学校 中庭南東植え込み 0.06 －
11月25日 桜　区 中島小学校 体育館への渡り廊下東角雨どい下 0.08 －
11月25日 桜　区 中島小学校 グラウンド南東角雨水ます 0.06 －
11月25日 桜　区 中島小学校 放課後児童クラブ南側雨水ます 0.04 －
11月25日 桜　区 中島小学校 グラウンド南西角 0.06 －
11月25日 桜　区 中島小学校 校舎北側正面玄関 0.09 －
11月25日 桜　区 中島小学校 飼育小屋雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 中島小学校 プール西側遊具広場桜の木の下 0.05 －
11月25日 桜　区 中島小学校 築山出入口付近 0.04 －
11月25日 桜　区 中島小学校 砂場 0.06 －
11月25日 桜　区 中島小学校 グラウンド中央 0.04 －
11月25日 桜　区 中島小学校 校舎南側雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 中島小学校 給食調理室東側校舎雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 正門前側溝 0.08 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 自転車置き場雨どい下 0.07 －
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11月25日 桜　区 大久保中学校 励志館東側校舎雨どい下 0.19 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 砲丸投げサークル前の側溝 0.12 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 給食室西側付近 0.08 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 励志館南側側溝 0.06 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 校舎北側生徒昇降口 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 校舎北側ダストシュート付近 0.08 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 部室西側雨どい下 0.11 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 ポンプ室屋上 0.07 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 部室東側雨どい 0.11 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 校舎南側受水槽南側側溝 0.09 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 体育館南ゴミ置き場裏 0.13 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 校舎北側職員玄関 0.06 －
11月25日 桜　区 大久保中学校 校舎屋上雨水ます 0.05 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 北側校舎西側雨どい下 0.07 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 保健室前 0.06 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 中庭自転車置き場前 0.09 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 グラウンド西側朝礼台前 0.03 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 体育館北東 0.05 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 グラウンド南東バックネット前 0.07 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 砂場 0.06 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 グラウンド北東バックネット裏 0.06 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 グラウンド北西バスケットコート東側 0.06 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 体育館器具室前側溝 0.05 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 プール更衣室出入口付近 0.11 －
11月25日 桜　区 上大久保中学校 中庭中央 0.06 －
11月22日 桜　区 田島中学校 正門前雨水ます 0.08 －
11月22日 桜　区 田島中学校 北門前雨水ます 0.06 －
11月22日 桜　区 田島中学校 金工室北側雨水ます 0.08 －
11月22日 桜　区 田島中学校 変電室南側 0.07 －
11月22日 桜　区 田島中学校 北側グラウンド北側植え込み 0.05 －
11月22日 桜　区 田島中学校 武道場東側雨どい下 0.06 －
11月22日 桜　区 田島中学校 武道場北側倉庫北側側溝 0.07 －
11月22日 桜　区 田島中学校 武道場南側植え込み 0.05 －
11月22日 桜　区 田島中学校 武道場南側雨どい下 0.17 －
11月22日 桜　区 田島中学校 バックネット裏雨水ます 0.07 －
11月22日 桜　区 田島中学校 グラウンド南側植え込み 0.05 －
11月22日 桜　区 田島中学校 グラウンド南側体育倉庫東側 0.06 －
11月22日 桜　区 田島中学校 プール西側 0.06 －
11月22日 桜　区 田島中学校 プール更衣室西側雨どい下 0.20 －
11月22日 桜　区 田島中学校 体育館西側雨水ます 0.04 －
11月22日 桜　区 田島中学校 昇降口前植え込み 0.06 －
11月22日 桜　区 土合中学校 昇降口南側側溝 0.11 －
11月22日 桜　区 土合中学校 武道場北側植え込み 0.06 －
11月22日 桜　区 土合中学校 昇降口西側雨どい下 0.18 －
11月22日 桜　区 土合中学校 西門脇雨水ます 0.06 －
11月22日 桜　区 土合中学校 体育館北東雨どい下 0.06 －
11月22日 桜　区 土合中学校 プール更衣室西側 0.10 －
11月22日 桜　区 土合中学校 自転車置き場前 0.07 －
11月22日 桜　区 土合中学校 正門前 0.04 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 プール南側側溝 0.06 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 グラウンド北側砂場横側溝 0.09 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 築山北側 0.07 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 グラウンド南側砂場 0.07 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 グラウンド南側鉄棒横 0.06 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 学校ファーム 0.05 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 受水槽西側 0.06 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 体育館北側木の根元 0.06 －
11月29日 浦和区 上木崎小学校 昇降口階段下側溝 0.07 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 昇降口前側溝 0.09 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 飼育小屋西側花壇 0.05 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 グラウンド北側雨水ます 0.04 －
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11月18日 浦和区 木崎小学校 図工室前 0.07 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 グラウンド南側雨水ます 0.06 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 グラウンド東側雨水ます 0.07 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 プール更衣室北側雨どい下 0.08 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 校地東側倉庫雨どい下 0.09 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 体育館南側雨どい下 0.08 －
11月18日 浦和区 木崎小学校 体育館北側木の下 0.09 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 体育館南西雨どい下 0.10 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 体育館西側雨どい下 0.10 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 グラウンド北側木の根元 0.09 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 ジャングルジム南側腐葉土置き場 0.14 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 飼育小屋東側雨どい下 0.09 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 グラウンド東側芝生 0.08 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 ジャングルジム南側砂場 0.08 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 保健室前花壇 0.07 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 図工室（工作）前中庭側溝 0.09 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 体育倉庫西側 0.25 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 正門脇桜の根元 0.07 －
11月29日 浦和区 岸町小学校 校地北東角倉庫東側 0.10 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 正門前側溝 0.07 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 南校舎南側花壇 0.08 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 グラウンド北側側溝 0.08 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 砂場 0.07 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 東門北側側溝 0.07 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 ジャングルジム 0.06 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 給食調理室北側学校ファーム 0.07 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 渡り廊下昇降口横雨どい下 0.15 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 体育館北側花壇 0.07 －
11月18日 浦和区 北浦和小学校 北門西側雨水ます 0.07 －
11月18日 浦和区 大東小学校 昇降口前集水ます 0.08 －
11月18日 浦和区 大東小学校 グラウンド北東側溝 0.08 －
11月18日 浦和区 大東小学校 南口前集水ます 0.08 －
11月18日 浦和区 大東小学校 南口前水たまりしやすい場所 0.12 －
11月18日 浦和区 大東小学校 砂場 0.07 －
11月18日 浦和区 大東小学校 グラウンド北西木の下 0.07 －
11月18日 浦和区 大東小学校 プール南側側溝 0.08 －
11月18日 浦和区 大東小学校 校地北西木の下 0.07 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 東門側溝 0.05 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 防災倉庫北側 0.22 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 プール更衣室南側 0.07 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 西門付近 0.07 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 体育館北西 0.05 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 池 0.06 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 ごみ集積所東側 0.10 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 築山西側側溝 0.13 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 東側学年園 0.07 －
11月29日 浦和区 高砂小学校 西側学年園 0.06 －
11月8日 浦和区 常盤小学校 普通教室棟雨樋１ 0.69 －
11月8日 浦和区 常盤小学校 校地北側物置脇盛土 0.43 －
11月8日 浦和区 常盤小学校 普通教室棟雨樋２ 0.60 －
11月8日 浦和区 常盤小学校 普通教室棟雨樋３ 0.43 －
11月8日 浦和区 常盤小学校 普通教室棟雨樋４ 0.43 －
11月8日 浦和区 常盤小学校 管理棟西側鉄棒付近木の根元 0.06 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 飼育小屋前砂場 0.07 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 校舎南側付近木の根元 0.07 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 校舎南雨樋 0.10 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 体育館南盛土 0.10 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 体育館西花壇 0.07 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 体育館西盛土 0.09 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 校庭南西側溝 0.07 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 校庭西側砂場 0.07 －
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11月8日 浦和区 常盤北小学校 体育倉庫脇側溝 0.08 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 バックネット裏 0.07 －
11月8日 浦和区 常盤北小学校 体育館西花壇 0.06 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 体育館南側側溝 0.06 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校庭北東砂場 0.07 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校庭北東物置裏 0.11 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校庭西側側溝 0.07 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 普通教室棟南側付近木の根元 0.07 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 普通教室棟南側付近草の上 0.08 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校地北東学校園南 0.07 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校地北東学校園北 0.06 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校地北花壇 0.05 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 体育館西側溝 0.11 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 体育館西トイレ側側溝 0.10 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 体育館西廊下側雨樋 0.08 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 体育館北東雨樋 0.05 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 体育館西側溝 0.09 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校庭北側溝 0.07 －
11月8日 浦和区 仲町小学校 校庭南側溝 0.05 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 校庭南側側溝 0.07 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 北校舎東側雨どい下 0.35 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 飼育舎雨どい下 0.14 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 たい肥置き場 0.07 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 花壇脇雨水ます 0.11 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 北校舎北側落ち葉だまり 0.08 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 東門脇南側側溝 0.11 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 東門脇北側側溝 0.13 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 正門駐車場西側側溝 0.08 －
11月9日 浦和区 仲本小学校 相撲土俵北側 0.16 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 芝生 0.07 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 学校ファーム 0.05 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 体育館東側 0.08 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 体育館東側側溝 0.08 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 校舎南側花壇 0.05 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 校舎南側雨どい下 0.43 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 砂場 0.06 －
11月18日 浦和区 針ヶ谷小学校 校舎北側腐葉土 0.04 －
11月9日 浦和区 本太小学校 体育館南側雨どい下 0.09 －
11月9日 浦和区 本太小学校 体育館北側雨どい下 0.18 －
11月9日 浦和区 本太小学校 校舎玄関階段裏下 0.15 －
11月9日 浦和区 本太小学校 校舎北側二宮像下 0.11 －
11月9日 浦和区 本太小学校 校庭芝生東側 0.08 －
11月9日 浦和区 本太小学校 築山裏雨水ます 0.05 －
11月9日 浦和区 本太小学校 給食室脇倉庫裏 0.25 －
11月9日 浦和区 本太小学校 飼育小屋前花壇裏 0.07 －
11月9日 浦和区 本太小学校 正門脇雨水ます 0.07 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 正門脇芝生 0.06 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 重層自転車置き場雨どい下 0.10 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 体育館脇側溝 0.18 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 中学校玄関脇花壇 0.06 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 校庭西側シュート板脇 0.08 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 中学校保健室前花壇 0.07 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 体育館脇桜の木前 0.08 －
11月9日 浦和区 浦和中学校・高等学校 プール合宿棟玄関脇 0.08 －
11月29日 浦和区 大原中学校 南グラウンド北西側溝 0.06 －
11月29日 浦和区 大原中学校 昇降口東側雨どい下 0.07 －
11月29日 浦和区 大原中学校 北グラウンド南東側溝 0.08 －
11月29日 浦和区 大原中学校 北グラウンド北東側溝 0.06 －
11月29日 浦和区 大原中学校 学校ファーム 0.07 －
11月18日 浦和区 木崎中学校 第一体育倉庫南側たい積土 0.12 －
11月18日 浦和区 木崎中学校 体育館北側雨どい下 0.08 －
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11月18日 浦和区 木崎中学校 渡り廊下北側雨どい下 0.07 －
11月18日 浦和区 木崎中学校 グラウンド南側木の下 0.07 －
11月18日 浦和区 木崎中学校 南校舎北側雨どい下 0.14 －
11月18日 浦和区 木崎中学校 南校舎南側雨どい下 0.08 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 体育館東アスファルト 0.11 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 体育館東草の上 0.11 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 校地北東校門 0.14 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 校地北自転車駐輪場 0.12 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 特別教室棟南側溝１ 0.10 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 特別教室棟南側溝２ 0.10 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 特別教室棟南雨樋 0.15 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 校地北西雨樋 0.08 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 管理特別普通教室棟南中央付近側溝 0.08 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 東門付近側溝 0.07 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 校庭北東部 0.06 －
11月8日 浦和区 常盤中学校 管理特別普通教室棟南花壇 0.07 －
11月18日 浦和区 本太中学校 中庭トイレ前植込み 0.07 －
11月18日 浦和区 本太中学校 昇降口横 0.09 －
11月18日 浦和区 本太中学校 中庭北側校舎雨どい下 0.16 －
11月18日 浦和区 本太中学校 中庭理科準備室前 0.07 －
11月18日 浦和区 本太中学校 体育館西側通路 0.07 －
11月18日 浦和区 本太中学校 武道場西側植込み 0.07 －
11月18日 浦和区 本太中学校 武道場南東雨水ます 0.06 －
11月18日 浦和区 本太中学校 校庭南側側溝 0.06 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 プール西側側溝 0.09 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 正門前植え込み 0.08 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 給食室西側雨どい下 0.08 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 グラウンド西側遊具付近 0.10 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 グラウンド北側花壇北側側溝 0.12 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 グラウンド東側掲揚台前花壇 0.08 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 砂場 0.07 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 保健室南側池 0.07 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 グラウンド南側側溝 0.07 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 グラウンド北東角側溝 0.06 －
11月29日 南　区 浦和大里小学校 防災倉庫 0.07 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 正門前池 0.06 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 昇降口前 0.09 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 昇降口南側花壇西側 0.05 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 南校舎（仮設）入口前 0.08 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 砂場 0.07 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 築山南西側溝 0.06 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 築山植え込み 0.07 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 築山土管内 0.06 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 ウサギ運動場 0.07 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 体育館入口 0.07 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 東校舎北側アジサイ付近 0.07 －
11月29日 南　区 浦和別所小学校 昇降口南校舎への渡り廊下入口 0.10 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 飼育小屋東側木の下 0.08 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 グラウンド北東側溝 0.08 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 体育小屋東側側溝 0.04 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 グラウンド南西野外観察園 0.06 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 グラウンド北側砂場 0.07 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 グラウンド西側ジャングルジム付近 0.06 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 プール物置西側木の下 0.06 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 グラウンド南東部側溝 0.10 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 児童棟南東側溝 0.03 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 学校ファーム 0.04 －
11月16日 南　区 大谷口小学校 児童棟東側側溝 0.11 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 校地西側小屋前北側 0.07 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 校地西側小屋前南側 0.08 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 管理特別教室棟北側雨樋１ 0.07 －
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11月8日 南　区 大谷場小学校 管理特別教室棟北側雨樋２ 0.07 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 管理特別教室棟北側雨樋３ 0.10 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 管理特別教室棟北側雨樋４ 0.07 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 管理特別教室棟北側雨樋５ 0.09 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 プール更衣室雨樋１ 0.07 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 プール更衣室雨樋２ 0.09 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 プール更衣室雨樋２ 0.08 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 普通・特別教室棟南側雨樋１ 0.06 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 普通・特別教室棟南側雨樋２ 0.36 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 普通・特別教室棟南側雨樋３ 0.34 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 普通・特別教室棟南側池 0.06 －
11月8日 南　区 大谷場小学校  体育館南側トイレ１ 0.11 －
11月8日 南　区 大谷場小学校  体育館南側トイレ２ 0.09 －
11月8日 南　区 大谷場小学校 児童クラブ雨樋 0.08 －
11月8日 南　区 大谷場小学校  敷地中央部木の根元 0.12 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 C棟北西木の下 0.07 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 C棟北側花壇 0.05 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 C棟北東部雨どい下 0.61 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 体育館北西雨どい下 0.09 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 砂場 0.08 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 グラウンド南側側溝 0.06 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 体育館南東部木の下 0.06 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 C棟南東部木の下 0.06 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 C棟南部雨どい下 0.06 －
11月16日 南　区 大谷場東小学校 C棟西側木の下 0.06 －
11月8日 南　区 善前小学校 体育館南側水たまり 0.13 －
11月8日 南　区 善前小学校 体育館北側土だまり 0.14 －
11月8日 南　区 善前小学校 体育倉庫裏雨どい下 0.14 －
11月8日 南　区 善前小学校 南築山植え込み 0.06 －
11月8日 南　区 善前小学校 校庭南西側溝 0.07 －
11月8日 南　区 善前小学校 校庭南側防災倉庫裏泥たまり 0.13 －
11月8日 南　区 善前小学校 校庭南東畑 0.06 －
11月8日 南　区 善前小学校 給食室東側 0.10 －
11月8日 南　区 善前小学校 校地南側ごみ置き場裏 0.10 －
11月8日 南　区 善前小学校 校地西側物置雨どい下 0.07 －
11月8日 南　区 善前小学校 校舎西側畑 0.06 －
11月8日 南　区 善前小学校 校舎西側木根元 0.06 －
11月8日 南　区 善前小学校 ボンプ室雨どい下 0.08 －
11月8日 南　区 善前小学校 飼育小屋雨どい下 0.07 －
11月21日 南　区 辻小学校 渡り廊下西側雨どい下 0.08 －
11月21日 南　区 辻小学校 中庭中央草むら 0.08 －
11月21日 南　区 辻小学校 中庭西側草むら 0.10 －
11月21日 南　区 辻小学校 体育館西側 0.07 －
11月21日 南　区 辻小学校 砂場 0.09 －
11月21日 南　区 辻小学校 南校舎南側植え込み 0.06 －
11月21日 南　区 辻小学校 グラウンド北側 0.08 －
11月21日 南　区 辻小学校 学校ファーム 0.06 －
11月21日 南　区 辻小学校 プール南側 0.08 －
11月21日 南　区 辻南小学校 体育館屋上側溝 0.07 －
11月21日 南　区 辻南小学校 体育館屋上緑化付近側溝 0.10 －
11月21日 南　区 辻南小学校 保健室前雨水タンク蛇口付近 0.07 －
11月21日 南　区 辻南小学校 普通教室棟南側植え込み 0.06 －
11月21日 南　区 辻南小学校 特別支援学級前植え込み 0.06 －
11月21日 南　区 辻南小学校 普通教室棟北側雨水タンク蛇口付近 0.08 －
11月21日 南　区 辻南小学校 砂場 0.06 －
11月21日 南　区 辻南小学校 グラウンド北東雨水ます 0.06 －
11月21日 南　区 辻南小学校 グラウンド中央 0.05 －
11月21日 南　区 辻南小学校 学校ファーム 0.06 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 体育館北側雨水ます 0.06 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 グラウンド南西 0.09 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 渡り廊下西側雨どい下 0.13 －
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11月22日 南　区 西浦和小学校 校舎西側植え込み 0.06 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 西側昇降口西側雨どい下 0.09 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 中庭南側植え込み 0.06 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 東側昇降口東側雨どい下 0.20 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 体育倉庫東側植え込み 0.06 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 飼育小屋雨どい下 0.08 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 グラウンド東側 0.06 －
11月22日 南　区 西浦和小学校 グラウンド南東 0.06 －
11月21日 南　区 沼影小学校 正門前植え込み 0.07 －
11月21日 南　区 沼影小学校 1-1前芝生 0.06 －
11月21日 南　区 沼影小学校 学校ファーム西側遊具付近 0.06 －
11月21日 南　区 沼影小学校 学校ファーム 0.05 －
11月21日 南　区 沼影小学校 うさぎ小屋前 0.08 －
11月21日 南　区 沼影小学校 グラウンド西側側溝 0.05 －
11月21日 南　区 沼影小学校 グラウンド南側側溝 0.06 －
11月21日 南　区 沼影小学校 グラウンド南東側溝 0.04 －
11月21日 南　区 沼影小学校 砂場 0.10 －
11月21日 南　区 沼影小学校 グラウンド北側側溝 0.06 －
11月21日 南　区 沼影小学校 プール西側草むら 0.07 －
11月21日 南　区 沼影小学校 体育館北側学校ファーム 0.07 －
11月21日 南　区 沼影小学校 土俵北側 0.06 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 正門脇観察池 0.06 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 プール北側草むら 0.07 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 体育館西側落ち葉置き場 0.10 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 グラウンド西側体育倉庫雨どい下 0.28 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 防災倉庫東側 0.30 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 砂場 0.06 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 東門脇側溝 0.16 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 学校ファーム 0.05 －
11月21日 南　区 文蔵小学校 普通教室棟南側花壇 0.06 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 学校ファーム西側みかんの木根元 0.07 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 学校ファーム東側みかんの木根元 0.06 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 池の排水口 0.16 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 グラウンド北側砂場 0.06 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 体育館東側雨どい下 0.10 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 保健室南側花壇 0.08 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 うさぎ小屋側溝 0.07 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 グラウンド東側タイヤ遊具付近 0.07 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 正門脇側溝 0.07 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 体育館北東雨どい下 0.10 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 工作室北側側溝 0.32 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 正門モニュメント前 0.06 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 自転車置き場西側 0.12 －
11月29日 南　区 南浦和小学校 体育館西側花壇 0.07 －
11月8日 南　区 向小学校 校庭西側側溝 0.06 －
11月8日 南　区 向小学校 校庭東側砂場 0.12 －
11月8日 南　区 向小学校 校地北側ロータリー生垣 0.09 －
11月8日 南　区 向小学校 ひまわり農園 0.05 －
11月8日 南　区 向小学校 校地内田んぼ 0.06 －
11月8日 南　区 向小学校 給食室南側排水溝 0.06 －
11月8日 南　区 向小学校 中庭 0.08 －
11月8日 南　区 向小学校 校地北西崖の草木 0.06 －
11月8日 南　区 向小学校 校庭東側 0.04 －
11月8日 南　区 向小学校 校舎西側排水溝 0.10 －
11月8日 南　区 向小学校 校舎西側砂場 0.07 －
11月16日 南　区 谷田小学校 グラウンド芝生 0.06 －
11月16日 南　区 谷田小学校 体育館東側雨どい下 0.07 －
11月16日 南　区 谷田小学校 体育館南西雨どい下 0.11 －
11月16日 南　区 谷田小学校 飼育小屋西側木の下 0.06 －
11月16日 南　区 谷田小学校 体育館北西雨どい下 0.13 －
11月16日 南　区 谷田小学校 プール更衣室北側木の下 0.06 －
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11月16日 南　区 谷田小学校 中庭北東側溝 0.10 －
11月16日 南　区 谷田小学校 中庭北西雨どい下 0.08 －
11月16日 南　区 谷田小学校 中庭南西雨どい下 0.32 －
11月16日 南　区 谷田小学校 中庭南側雨どい下 0.19 －
11月16日 南　区 谷田小学校 給食室西側雨どい下 0.17 －
11月16日 南　区 谷田小学校 中庭北側側溝 0.15 －
11月21日 南　区 内谷中学校 プール西側植え込み 0.07 －
11月21日 南　区 内谷中学校 部室北側 0.09 －
11月21日 南　区 内谷中学校 渡り廊下西側雨どい下 0.08 －
11月21日 南　区 内谷中学校 特別教室棟東側雨どい下 0.08 －
11月21日 南　区 内谷中学校 体育館南側植え込み 0.09 －
11月21日 南　区 内谷中学校 昇降口東側階段前マット 0.08 －
11月21日 南　区 内谷中学校 学校ファーム 0.05 －
11月16日 南　区 大谷口中学校 体育館北東雨どい下 0.06 －
11月16日 南　区 大谷口中学校 校舎北側雨どい下 0.06 －
11月16日 南　区 大谷口中学校 グラウンド東側側溝 0.05 －
11月16日 南　区 大谷口中学校 グラウンド北側 0.04 －
11月16日 南　区 大谷口中学校 部室北側雨どい下 0.08 －
11月16日 南　区 大谷口中学校 武道場東側雨どい下 0.08 －
11月16日 南　区 大谷口中学校 校舎南側 0.08 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 B棟4階西側テラス側溝 0.20 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 A棟4階北側テラス雨どい下 0.13 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 B棟3階北側テラス側溝 0.24 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 プール南側排水管 0.08 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 職員玄関前木の下 0.07 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 体育館南側雨どい下 0.08 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 体育館北側木の下 0.07 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 バックネット裏側溝 0.07 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 グラウンド東側 0.07 －
11月16日 南　区 大谷場中学校 中庭保健室前木の下 0.07 －
11月29日 南　区 岸中学校 体育館南側側溝 0.07 －
11月29日 南　区 岸中学校 グラウンド東側バックネット裏側溝 0.08 －
11月29日 南　区 岸中学校 掲揚塔下 0.10 －
11月29日 南　区 岸中学校 グラウンド南側鉄棒付近側溝 0.08 －
11月29日 南　区 岸中学校 グラウンド中央 0.05 －
11月29日 南　区 岸中学校 万葉植物園 0.07 －
11月29日 南　区 岸中学校 Ｂ棟西側倉庫西側 0.09 －
11月29日 南　区 岸中学校 昇降口前 0.13 －
11月29日 南　区 岸中学校 Ａ棟東側昇降口下 0.06 －
11月29日 南　区 岸中学校 グラウンド南東角 0.06 －
11月29日 南　区 岸中学校 球技コート北側 0.08 －
11月29日 南　区 岸中学校 Ｂ棟西側階段南側 0.07 －
11月29日 南　区 岸中学校 Ａ棟西側倉庫西側 0.07 －
11月29日 南　区 岸中学校 Ａ棟北西雨どい下 0.12 －
11月29日 南　区 岸中学校 体育館北側 0.07 －
11月29日 南　区 白幡中学校 南門前側溝 0.07 －
11月29日 南　区 白幡中学校 南門南側側溝 0.07 －
11月29日 南　区 白幡中学校 昇降口前 0.09 －
11月29日 南　区 白幡中学校 昇降口下植え込み 0.07 －
11月29日 南　区 白幡中学校 部室東側雨どい下 0.07 －
11月29日 南　区 白幡中学校 保健室前側溝 0.06 －
11月29日 南　区 白幡中学校 プール西側側溝 0.10 －
11月29日 南　区 白幡中学校 学校ファーム 0.06 －
11月29日 南　区 白幡中学校 体育館東側 0.22 －
11月29日 南　区 白幡中学校 体育館東側側溝 0.08 －
11月29日 南　区 白幡中学校 防災倉庫裏 0.09 －
11月21日 南　区 南浦和中学校 正門北側植え込み 0.19 －
11月21日 南　区 南浦和中学校 北校舎南側植え込み 0.05 －
11月21日 南　区 南浦和中学校 中庭植え込み 0.07 －
11月21日 南　区 南浦和中学校 中庭南側側溝 0.13 －
11月21日 南　区 南浦和中学校 南校舎北西雨どい下 0.53 －
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11月21日 南　区 南浦和中学校 グラウンド西側側溝 0.05 －
11月21日 南　区 南浦和中学校 ピッチャーマウンド 0.04 －
11月21日 南　区 南浦和中学校 テニスコート南側側溝 0.11 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 昇降口前雨どい下 0.72 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 合宿所南側雨どい下 0.46 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 ハンドボールコート南側土山 0.22 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 グラウンド南側側溝 0.08 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 弓道場北側雨どい下 0.33 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 体育館北西雨どい下 0.12 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 正門西側草むら 0.10 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 正門前芝生 0.06 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 普通教室棟南側通路 0.11 －
11月21日 南　区 浦和南高等学校 グラウンド西側雨水ます 0.05 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 プール西側水たまり 0.12 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 プール西側雨どい下 0.15 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 校庭南東側溝 0.06 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 校庭西側倉庫裏土だまり 0.05 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 砂場 0.07 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 校庭北側植え込み 0.07 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 校地南側花壇 0.06 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 飼育小屋横土だまり 0.07 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 飼育小屋横雨どい下 0.08 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 校舎東側花壇 0.07 －
11月8日 緑　区 大牧小学校 校舎東側芝生 0.10 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 校庭南側水たまり 0.15 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 校庭南側土だまり 0.18 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 校庭南西土だまり 0.12 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 校庭西側側溝 0.09 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 校庭西側倉庫裏雨どい下 0.07 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 校舎西側雨どい下 0.19 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 正門前側溝 0.09 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 正門前植え込み 0.08 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 東門前 0.09 －
11月8日 緑　区 尾間木小学校 校庭中央木根元 0.03 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 砂場 0.07 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 校舎北西水たまりしやすい場所 0.08 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 飼育小屋西側木の下 0.08 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 北側グラウンド南側側溝 0.06 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 学校ファーム 0.07 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 校舎南側花壇 0.06 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 プール北側通路 0.12 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 給食室北側水たまりやすい場所 0.11 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 昇降口西側校舎雨どい下 0.09 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 昇降口前側溝 0.06 －
11月18日 緑　区 道祖土小学校 南側グラウンド南東側溝 0.08 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 プール更衣室北側 0.07 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 飼育小屋北側木の根元 0.08 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 学校ファーム南側木の根元 0.05 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 グラウンド南側倉庫南側側溝 0.10 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 グラウンド東側体育倉庫南側側溝 0.08 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 ごみ置き場東側側溝 0.08 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 体育館北側木の根元 0.07 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 Ａ棟南側草むら 0.06 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 Ｂ棟南側木の根元 0.07 －
11月18日 緑　区 芝原小学校 Ｃ棟南側草むら 0.06 －
11月18日 緑　区 大門小学校 体育館東側造形砂場 0.06 －
11月18日 緑　区 大門小学校 体育館西側土山 0.06 －
11月18日 緑　区 大門小学校 校門西側ふれあいの森木の根元 0.05 －
11月18日 緑　区 大門小学校 グラウンド東側体育用砂場 0.06 －
11月18日 緑　区 大門小学校 砂場西側側溝 0.05 －
11月18日 緑　区 大門小学校 正門北側側溝 0.08 －
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11月18日 緑　区 大門小学校 飼育小屋側溝 0.08 －
11月18日 緑　区 大門小学校 校舎南側植込み 0.06 －
11月18日 緑　区 大門小学校 渡り廊下北側 0.14 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 給食室東側雨どい下 0.24 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校舎東側駐車場 0.17 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校庭南側 0.18 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校庭北側雨水ます 0.08 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校舎北側（家庭科室前）雨どい下 0.07 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校舎北西雨水ます 0.07 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 うさぎ小屋前 0.06 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校舎南側畑入り口 0.07 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校舎南側落ち葉置き場 0.07 －
11月9日 緑　区 中尾小学校 校舎南側畑 0.05 －
11月18日 緑　区 野田小学校 玄関前側溝 0.09 －
11月18日 緑　区 野田小学校 体育館東側側溝 0.09 －
11月18日 緑　区 野田小学校 グラウンド北側土山 0.36 －
11月18日 緑　区 野田小学校 グラウンド北側砂場 0.08 －
11月18日 緑　区 野田小学校 グラウンド北側落葉だまり 0.07 －
11月18日 緑　区 野田小学校 校舎北側植木 0.07 －
11月18日 緑　区 野田小学校 グラウンド南西側溝 0.07 －
11月18日 緑　区 野田小学校 プール南側落葉山 0.25 －
11月18日 緑　区 野田小学校 学校ファーム　畑 0.06 －
11月18日 緑　区 野田小学校 学校ファーム　田 0.05 －
11月18日 緑　区 野田小学校 グラウンド北側　畑 0.05 －
11月9日 緑　区 原山小学校 校舎南側落ち葉置き場 0.08 －
11月9日 緑　区 原山小学校 校舎南側落ち葉置き場 0.12 －
11月9日 緑　区 原山小学校 東側校舎北側雨どい下 0.19 －
11月9日 緑　区 原山小学校 東側校舎北側雨どい下 0.22 －
11月9日 緑　区 原山小学校 中庭雨水ます 0.10 －
11月9日 緑　区 原山小学校 体育館東側雨水ます横 0.11 －
11月18日 緑　区 三室小学校 砂場 0.17 －
11月18日 緑　区 三室小学校 グラウンド南西雨水ます 0.07 －
11月18日 緑　区 三室小学校 学校ファーム 0.06 －
11月18日 緑　区 三室小学校 校舎南側堆肥置き場 0.07 －
11月18日 緑　区 三室小学校 体育館南側池の横 0.05 －
11月18日 緑　区 三室小学校 体育館南側雨どい下 0.08 －
11月18日 緑　区 三室小学校 グラウンド東側駐輪場東 0.31 －
11月18日 緑　区 三室小学校 グラウンド東側駐輪場東木の根元 0.05 －
11月18日 緑　区 三室小学校 プール東側 0.14 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 昇降口横雨どい下 0.43 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 昇降口横 0.08 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 特別教室棟前側溝 0.08 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 自転車置き場雨どい下 0.07 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 校庭砂場横側溝 0.07 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 特別教室棟裏芝生 0.07 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 普通教室棟裏 0.05 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 普通教室棟裏植え込み 0.07 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 普通教室棟横側溝 0.08 －
11月8日 緑　区 尾間木中学校 昇降口上屋根 0.13 －
11月9日 緑　区 原山中学校 校庭中央 0.06 －
11月9日 緑　区 原山中学校 校庭南側雨水ます 0.08 －
11月9日 緑　区 原山中学校 校舎玄関階段下 0.12 －
11月9日 緑　区 原山中学校 正門脇排水口 0.07 －
11月9日 緑　区 原山中学校 校舎南側雨どい下 0.18 －
11月9日 緑　区 原山中学校 校舎南側花壇りんごの木前 0.07 －
11月9日 緑　区 原山中学校 受水槽前マンホール蓋 0.11 －
11月9日 緑　区 原山中学校 水道局倉庫前 0.05 －
11月9日 緑　区 原山中学校 校庭南東階段下 0.07 －
11月9日 緑　区 原山中学校 旧正門前 0.08 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 テニスコート側溝 0.10 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 校地南側畑 0.05 －
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11月8日 緑　区 東浦和中学校 校地南側畑横側溝 0.07 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 プール雨どい下 0.21 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 プール横バスケットコート端 0.05 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 砂場 0.06 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 部室裏側溝 0.11 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 自転車置き場雨どい下 0.10 －
11月8日 緑　区 東浦和中学校 校舎東側植え込み 0.06 －
11月18日 緑　区 美園中学校 昇降口側溝 0.08 －
11月18日 緑　区 美園中学校 駐車場南側側溝 0.08 －
11月18日 緑　区 美園中学校 正門北側側溝 0.12 －
11月18日 緑　区 美園中学校 北グラウンド北側草むら 0.11 －
11月18日 緑　区 美園中学校 砂場 0.09 －
11月18日 緑　区 美園中学校 武道場北側側溝 0.06 －
11月18日 緑　区 美園中学校 昇降口北側木の根元 0.08 －
11月18日 緑　区 美園中学校 ピーチグローブガーデン落葉だまり 0.08 －
11月18日 緑　区 美園中学校 南グラウンド南東草むら 0.06 －
11月18日 緑　区 三室中学校 校舎屋上雨どい下 0.07 －
11月18日 緑　区 三室中学校 プール東側側溝 0.07 －
11月18日 緑　区 三室中学校 プール北側側溝 0.14 －
11月18日 緑　区 三室中学校 体育館南側草むら 0.07 －
11月18日 緑　区 三室中学校 グラウンド公旗掲揚塔南側側溝 0.08 －
11月18日 緑　区 三室中学校 校舎第1技術科室前雨どい下 0.07 －
11月18日 緑　区 三室中学校 技術科準備室前雨水マンホール上 0.05 －
11月18日 緑　区 三室中学校 部室北側雨どい下 0.06 －
11月18日 緑　区 三室中学校 通用門北側側溝 0.07 －
11月18日 緑　区 三室中学校 テニスコート北側土山 0.20 －
11月18日 緑　区 三室中学校 テニスコート北西側溝 0.09 －
11月18日 緑　区 三室中学校 グラウンド北東落ち葉だまり 0.06 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 北校舎南側渡り廊下付近雨どい下 0.10 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 中庭北側花壇前 0.08 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 体育館南側玄関脇雨どい下 0.09 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 グラウンド（プール前）鉄棒下 0.10 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 プール南側林内 0.10 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 学校ファーム 0.05 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 築山（アスレチック）トンネル周り 0.06 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 グラウンド東側ブランコ下 0.11 －
11月25日 岩槻区 岩槻小学校 グラウンド中央銀杏の木周り 0.09 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 グラウンド中央 0.12 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 グラウンド南角落葉だまり 0.12 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 プールと体育館の間草地 0.11 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 プール東側草地 0.08 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 体育館東側植込み周り 0.20 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 体育館北西側溝 0.09 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 野鳥の森植込内（校舎寄り） 0.09 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 北側渡り廊下北側校舎角 0.10 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 焼物小屋東側草地 0.10 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 中庭学校ファーム 0.09 －
11月25日 岩槻区 太田小学校 西門前体育倉庫横大木の根本 0.11 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 校舎東側雨水ます 0.06 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 畑 0.05 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 校地東側落ち葉置き場 0.16 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 プール南側 0.73 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 給食コンテナ脇側溝 0.07 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 玄関前側溝 0.08 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 池前 0.06 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 体育館西側雨どい下 0.23 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 プール西側芝生 0.08 －
11月10日 岩槻区 柏崎小学校 体育小屋南側 0.12 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 バスケットゴール西側側溝 0.09 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 築山芝生 0.09 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 グラウンド中央 0.07 －
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12月1日 岩槻区 上里小学校 バックネット裏木の根元 0.07 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 グラウンド南西百葉箱前 0.07 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 北棟東側飼育小屋前側溝 0.11 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 プール北西側溝 0.08 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 南棟前花壇側溝 0.06 －
12月1日 岩槻区 上里小学校 玄関前側溝 0.12 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 プール排水口 0.06 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 校庭西側側溝 0.12 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 体育倉庫北側雨水ます 0.12 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 保健室前芝生 0.10 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 図書室北側花壇脇 0.12 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 学校ファーム 0.08 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 用務員室北側腐葉土置き場 0.07 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 陶芸焼物小屋東側雨どい下 0.16 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 体育館南側花壇木の下 0.10 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 体育館北西 0.10 －
11月22日 岩槻区 河合小学校 記念碑横 0.08 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 グラウンド中央 0.11 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 グラウンド南側バスケットゴール裏 0.17 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 グラウンド南側バスケットゴールの間 0.14 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 グラウンド西側ブランコ裏 0.15 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 西棟北東角雨水ます 0.07 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 東棟北側玄関下 0.10 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 体育館南側渡り廊下雨どい下 0.07 －
11月25日 岩槻区 川通小学校 体育館東側物置（ごみ集積所）横 0.07 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 第2校舎南側芝生 0.09 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 体育館南側グラウンド 0.08 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 体育小屋南側側溝 0.09 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 グラウンド南側タイヤ周辺 0.10 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 グラウンド南東フェンス 0.13 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 プール南側側溝 0.12 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 中庭芝生 0.08 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺小学校 岩石園 0.07 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 校庭東側山 0.11 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 体育倉庫脇雨水ます 0.17 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 体育倉庫裏落ち葉だまり 0.08 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 特別教室棟西側角 0.07 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 校庭北西砂場 0.08 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 普通教室棟南側花壇 0.08 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 玄関脇竹林 0.10 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 体育館北西 0.07 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 校庭南側落ち葉だまり 0.13 －
11月10日 岩槻区 城南小学校 校庭南東雨水ます 0.08 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 校舎北側給食搬入口脇雨どい下 0.12 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 昇降口脇植込み 0.12 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 体育館玄関脇植込み 0.15 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 プール東側雨どい下 0.13 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 ビオトープ跡 0.13 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 自転車置場北側木の根元 0.19 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 東門脇 0.16 －
11月25日 岩槻区 城北小学校 焼物小屋北側流水実験地 0.08 －
12月1日 岩槻区 徳力小学校 体育館南東雨どい下 0.09 －
12月1日 岩槻区 徳力小学校 体育館西側 0.14 －
12月1日 岩槻区 徳力小学校 グラウンド西側ブランコ裏 0.11 －
11月10日 岩槻区 新和小学校 玄関前雨水ます 0.06 －
11月10日 岩槻区 新和小学校 校庭東側フェンス沿い 0.10 －
11月10日 岩槻区 新和小学校 校庭モチの木根元 0.05 －
11月10日 岩槻区 新和小学校 校庭南側フェンス沿い 0.12 －
11月10日 岩槻区 新和小学校 校庭南西雨水ます 0.07 －
11月10日 岩槻区 新和小学校 校庭西側砂場 0.08 －
11月10日 岩槻区 西原小学校 物置南側雨どい下 0.44 －
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11月10日 岩槻区 西原小学校 中庭ハクモクレン根元 0.09 －
11月10日 岩槻区 西原小学校 校舎南側 0.14 －
11月10日 岩槻区 西原小学校 校庭東側 0.15 －
11月10日 岩槻区 西原小学校 体育倉庫北側 0.14 －
11月10日 岩槻区 西原小学校 通用門雨水ます 0.08 －
11月10日 岩槻区 西原小学校 体育館北側たい肥置き場 0.20 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 砂場 0.07 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 体育器具庫南側側溝 0.07 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 グラウンド南東すべり台下 0.08 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 学校ファーム 0.06 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 プール北西プールサイド 0.07 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 飼育小屋前 0.07 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 南校舎南側雨どい下 0.13 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 北校舎南側図書室前雨どい下 0.10 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 体育館北東擁壁下 0.12 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 北校舎北側トイレ西側雨どい下 0.27 －
12月1日 岩槻区 東岩槻小学校 北校舎北側図書室前側溝 0.24 －
11月10日 岩槻区 和土小学校 校舎南側池前雨どい下 0.30 －
11月10日 岩槻区 和土小学校 校庭北側側溝 0.07 －
11月10日 岩槻区 和土小学校 正門脇雨水ます 0.09 －
11月10日 岩槻区 和土小学校 花壇前 0.08 －
11月25日 岩槻区 岩槻中学校 南校舎南側側溝 0.11 －
11月25日 岩槻区 岩槻中学校 南校舎北側昇降口雨どい下 0.12 －
11月25日 岩槻区 岩槻中学校 昇降口南側側溝 0.12 －
11月25日 岩槻区 岩槻中学校 体育館玄関南側植込み 0.10 －
11月25日 岩槻区 岩槻中学校 北校舎北側階段室前草地 0.18 －
11月25日 岩槻区 岩槻中学校 プール南側駐車場漏水場所付近 0.13 －
11月25日 岩槻区 岩槻中学校 裏門脇枝置場 0.25 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第1校舎昇降口北側排水溝 0.10 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第1校舎昇降口西側排水溝 0.13 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第1校舎昇降口西側植込み 0.09 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第1校舎給食搬入口前 0.14 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第1校舎給食搬入口前校舎沿い 0.08 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第1校舎北東側校舎沿いの植込み 0.09 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第1校舎東側渡り廊下東側 0.11 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 焼物小屋横 0.12 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 部室南側木の根元 0.09 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 体育館東側側溝 0.26 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 バックネット裏 0.11 －
11月25日 岩槻区 川通中学校 第2校舎昇降口前側溝 0.08 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 生徒会室南側側溝 0.11 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 学校ファーム 0.06 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 体育館南側松の根元 0.08 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 事務室南側側溝 0.06 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 部室棟北側側溝 0.07 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 用務員室南側雨どい下 0.08 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 バックネット前 0.08 －
12月1日 岩槻区 桜山中学校 北校舎南側東寄り雨どい下 0.14 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺中学校 プール機械室前 0.05 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺中学校 自転車置き場南側斜面 0.08 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺中学校 第2グラウンド北側倉庫裏 0.10 －
12月1日 岩槻区 慈恩寺中学校 Ａ棟2階屋上 0.07 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 玄関前階段脇 0.14 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 体育館東側雨水ます 0.18 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 体育館東側雨水ます 0.12 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 体育館南側花壇 0.08 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 プール更衣室雨どい下 0.17 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 プール北側畑落ち葉 0.18 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 校庭西側フェンス前 0.09 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 体育小屋南側雨どい下 0.14 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 校庭鉄棒砂場落ち葉 0.08 －
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11月10日 岩槻区 城南中学校 校庭南側側溝 0.08 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 校庭南側水道前 0.07 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 校庭東側側溝 0.07 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 バスケットコート内 0.09 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 部室南側雨どい下 0.08 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 部室東側落ち葉だまり 0.11 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 部室北側雨どい下 0.10 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 校舎・校庭通路側溝 0.13 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 給食室前搬入口 0.19 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 駐輪場雨水ます 0.13 －
11月10日 岩槻区 城南中学校 正門前側溝 0.26 －
11月25日 岩槻区 城北中学校 渡り廊下南西角雨どい下 0.11 －
11月25日 岩槻区 城北中学校 給食室南東角雨どい下 0.15 －
11月25日 岩槻区 城北中学校 技術室南側雨どい下 0.10 －
11月25日 岩槻区 城北中学校 グラウンド西側側溝 0.17 －
11月25日 岩槻区 城北中学校 学校ファーム 0.09 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 普通教室棟南側雨水ます 0.09 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 体育館東側側溝 0.12 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 体育館南東側溝 0.24 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 プール更衣室東側雨水ます 0.14 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 校地南端芝生 0.08 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 特別教室棟東側雨水ます 0.33 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 部室北側側溝 0.10 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 給食室北側雨水ます 0.11 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 プール排水口 0.07 －
11月22日 岩槻区 西原中学校 プールシャワー排水口 0.06 －
11月10日 岩槻区 柏陽中学校 校舎北側雨どい下 0.10 －
11月10日 岩槻区 柏陽中学校 校舎東側雨どい下 0.07 －
11月10日 岩槻区 柏陽中学校 体育館東側雨どい下 0.34 －
11月10日 岩槻区 柏陽中学校 プール北側落ち葉だまり 0.08 －
11月10日 岩槻区 柏陽中学校 校庭バックネット裏 0.08 －
11月10日 岩槻区 柏陽中学校 校庭南側たい肥置き場 0.07 －
11月10日 岩槻区 柏陽中学校 部室雨どい下 0.07 －
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