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広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.06
泉谷公園 広場（0.5m） 0.08 広場（0.5m） 0.07
(おゆみ野中央６丁目) 園路(0.5m) 0.05 H23.10.20 H23.10.28

曇り 大百池公園 晴
(おゆみ野中央２丁目)

雑木林(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.06 砂場(0.5m) 0.06

おゆみ野 広場（0.5m） 0.07 広場（1m） 0.06
あきのみち公園 集水桝(0.5m) 0.07 H23.10.20 おゆみ野 広場（0.5m） 0.06
(おゆみ野南６丁目) 水飲み桝上(0.5m) 0.07 曇り かみにいや公園 集水桝(0.5m) 0.08 H23.10.28

(おゆみ野１丁目) 晴
広場（1m） 0.05

おゆみ野 広場（0.5m） 0.05 砂場(0.5m) 0.06
しんせきべ公園 砂場(0.5m) 0.07 H23.10.20 広場（1m） 0.06
(おゆみ野中央８丁目) 曇り おゆみ野の森 広場（0.5m） 0.06

(おゆみ野中央１丁目) ベンチ脇(0.5m) 0.06 H23.10.28
広場（1m） 0.07 晴

おゆみ野 広場（0.5m） 0.07
なつのみち公園 樹林地（落葉）(0.5m) 0.07 H23.10.20 広場（1m） 0.06
(おゆみ野５丁目) 芝生(0.5m) 0.07 曇り おゆみ野 広場（0.5m） 0.06

やまぼうし公園 集水桝(0.5m) 0.06 H23.10.28
広場（1m） 0.06 ((おゆみ野中央３丁目)) 集水桝（広場）（0.5m) 0.07 晴

高田公園 広場（0.5m） 0.06 砂場(0.5m) 0.06
(高田町) H23.10.20 広場（1m） 0.06

曇り 刈田子公園 広場（0.5m） 0.07
砂場(0.5m) 0.07 (刈田子町) 集水桝(0.5m) 0.07 H23.10.28
広場（1m） 0.06 砂場（0.5m) 0.07 晴

誉田さくら公園 広場（0.5m） 0.07 ベンチ脇（池）(0.5m) 0.07
(誉田町２丁目) 園路(0.5m) 0.08 H23.10.20 広場（1m） 0.07

芝生(0.5m) 0.07 曇り 平山町第１公園 広場（0.5m） 0.07
砂場(0.5m) 0.06 (平山町) 集水桝(0.5m) 0.09 H23.10.28
広場（1m） 0.07 晴

誉田清水台 広場（0.5m） 0.07
第１公園 集水桝(0.5m) 0.07 H23.10.20 広場（1m） 0.07

(誉田２丁目) 砂場(0.5m) 0.07 曇り 古市場公園 広場（0.5m） 0.07
(古市場町) H23.10.28

広場（1m） 0.06 晴
誉田下宿公園 広場（0.5m） 0.06 園路（0.5m) 0.08
(誉田町１丁目) 遊具広場(0.5m) 0.07 H23.10.20 集水桝(0.5m) 0.07

集水桝(0.5m) 0.07 曇り 広場（1m） 0.09
砂場(0.5m) 0.06 古市場第６公園 広場（0.5m） 0.08
広場（1m） 0.07 (古市場町) 集水桝(0.5m) 0.07 H23.10.28

誉田町２丁目 広場（0.5m） 0.07 晴
第３公園 土(0.5m) 0.07 H23.10.20

(誉田町２丁目) 砂場(0.5m) 0.05 曇り 広場（1m） 0.07
高田第２公園 広場（0.5m） 0.07

広場（1m） 0.06 (高田町) 砂場(0.5m) 0.06 H23.10.28
誉田町２丁目 広場（0.5m） 0.06 集水桝付近（0.5m) 0.08 晴

第７公園 集水桝(0.5m) 0.06 H23.10.20
(誉田町２丁目) 曇り 広場（1m） 0.08

平川公園 広場（0.5m） 0.08
広場（1m） 0.08 (平川町) 砂場(0.5m) 0.06 H23.10.28

万花台公園 広場（0.5m） 0.09 集水桝（0.5m) 0.07 晴
(高田町) 園路(0.5m) 0.09 H23.10.20

砂場(0.5m) 0.06 曇り 広場（1m） 0.06
越智中央公園 広場（0.5m） 0.06

広場（1m） 0.06 (越智町) 園路（0.5m） 0.07 H23.11.14
おゆみ野 広場（0.5m） 0.06 H23.10.28 集水桝（0.5m) 0.07 晴
かまとり公園 集水桝(0.5m) 0.11 晴 遊具脇(0.5m) 0.07

(おゆみ野２丁目) 砂場(0.5m) 0.07

空間放射線量率　測定結果（緑区）＜公園・緑地、調整池等＞

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）
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広場（1m） 0.07 芝生①（1m） 0.07
下大和田公園 広場（0.5m） 0.08 あすみが丘 芝生①（0.5m） 0.07
(下大和田町) 砂場(0.5m) 0.07 H23.11.14 第８緑地 芝生②(0.5m) 0.08 H23.11.22

晴 (あすみが丘６丁目) 芝生③（0.5m) 0.08 晴
植込み(0.5m) 0.08

園路（1m） 0.07 広場（1m） 0.07
あすみが丘東３丁目 園路（0.5m） 0.07 大木戸第１公園 広場（0.5m） 0.07

城楽台公園 集水桝（0.5m) 0.07 H23.11.14 (大木戸町) 排水桝(0.5m) 0.08 H23.11.22
(あすみが丘東３丁目) 砂場（0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.07 晴

広場（1m） 0.05 芝生広場（1m） 0.07
越智新田公園 広場（0.5m） 0.06 大野台中央公園 芝生広場（0.5m） 0.08
(越智町) 集水桝（0.5m) 0.07 H23.11.14 (大野台１丁目) 排水桝(0.5m) 0.08 H23.11.22

園路（0.5m） 0.07 晴 園路（0.5m) 0.11 晴
植込み(0.5m) 0.08

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.08
広場（0.5m） 0.09 大野台北緑地 広場（0.5m） 0.08

昭和の森 集水桝(0.5m) 0.08 H23.11.14 (大野台１丁目) 植込み(0.5m) 0.08 H23.11.22
(土気町) 落葉付近0.5m) 0.07 晴 曇り

流れ始点(0.5m) 0.08
流れ終点(0.5m) 0.09 芝生①（1m） 0.08
広場（1m） 0.08 大野台東緑地 芝生①（0.5m） 0.08

高津戸第４公園 広場（0.5m） 0.09 (大野台２丁目) 芝生②（0.5m） 0.09 H23.11.22
(高津戸町) 砂場(0.5m) 0.08 H23.11.14 園路(0.5m) 0.09 曇り

晴 排水溝（0.5m) 0.08
野球場（1m） 0.08

広場（1m） 0.07 創造の杜 野球場（0.5m） 0.08
高津戸町公園 広場（0.5m） 0.07 (あすみが丘５丁目) 池（景石）(0.5m) 0.14 H23.11.22
(高津戸町) 園路（0.5m） 0.07 H23.11.14 側溝桝（0.5m) 0.10 晴

砂場(0.5m) 0.07 晴 芝生(0.5m) 0.08

広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.07
土気中峠公園 広場（0.5m） 0.07 あすみが丘ふれあい 広場（0.5m） 0.08
(土気町) 集水桝（0.5m) 0.08 H23.11.14 の広場公園 遊具（0.5m) 0.07 H23.12.15

砂場(0.5m) 0.08 晴 (あすみが丘６丁目) 入口（0.5m) 0.10 晴
砂場(0.5m) 0.06

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.10
あすみが丘 広場（0.5m） 0.08 あすみが丘ほほえみ 広場（0.5m） 0.10
くすのき公園 集水桝（0.5m) 0.07 H23.11.14 の広場公園 水飲み場(0.5m) 0.11 H23.12.15
(あすみが丘９丁目) 砂場(0.5m) 0.07 晴 (あすみが丘４丁目) 木製遊具（0.5m) 0.10 晴

砂場(0.5m) 0.06
広場①（1m） 0.08 広場（1m） 0.07

あすみが丘 広場①（0.5m） 0.09 あすみが丘 広場（0.5m） 0.07
第１１緑地 広場②(0.5m) 0.08 H23.11.14 ゆりのき公園 水飲み場(0.5m) 0.10 H23.12.15

(あすみが丘９丁目) 広場③（0.5m) 0.08 晴 (あすみが丘７丁目) 砂場（0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.08
あすみが丘 広場（0.5m） 0.08 大椎第１公園 広場（0.5m） 0.07
水辺の郷公園 流れ始点(0.5m) 0.08 H23.11.14 (大椎町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H23.12.15

(あすみが丘８丁目) 雨水桝付近（0.5m) 0.09 晴 砂場（0.5m) 0.06 晴
集水桝付近(0.5m) 0.12
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.07

あすみが丘 広場（0.5m） 0.06 おゆみ野 広場（0.5m） 0.06
ねむのき公園 排水桝(0.5m) 0.10 H23.11.22 きなだ公園 水飲み場(0.5m) 0.09 H23.12.15
(あすみが丘３丁目) 晴 (おゆみ野有吉) 砂場（0.5m) 0.06 晴

空間放射線量率　測定結果（緑区）＜公園・緑地、調整池等＞

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）
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広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.04
おゆみ野 広場（0.5m） 0.08 鎌取第５公園 広場（0.5m） 0.04
さくら公園 水飲み場(0.5m) 0.12 H23.12.15 (鎌取町) 排水桝（0.5m) 0.05 H25.7.16

(おゆみ野２丁目) U字溝上（0.5m) 0.07 晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
おゆみ野 広場（0.5m） 0.06 鎌取第３公園 広場（0.5m） 0.04
はちまんがた公園 水飲み場(0.5m) 0.09 H23.12.15 (鎌取町) 排水桝（0.5m) 0.04 H25.7.16
(おゆみ野南５丁目) 遊具（0.5m) 0.06 晴 晴

砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.06

おゆみ野 広場（0.5m） 0.08 辺田町三角公園 広場（0.5m） 0.08
はるのみち公園 水飲み場(0.5m) 0.09 H23.12.15 (辺田町) 桝（0.5m) 0.07 H25.7.16
(おゆみ野１丁目) 木製遊具脇（0.5m) 0.06 晴 晴

砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.04

おゆみ野 広場（0.5m） 0.07 辺田町第1公園 広場（0.5m） 0.04
ふれあい公園 水飲み場(0.5m) 0.07 H23.12.15 (辺田町) 桝（0.5m) 0.05 H25.7.16

(おゆみ野中央１丁目) 遊具（0.5m) 0.06 晴 晴
砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.05

土気第２公園 広場（0.5m） 0.07 辺田町大角公園 広場（0.5m） 0.04
(土気町) 水飲み場(0.5m) 0.09 H23.12.15 (辺田町) 桝（0.5m) 0.06 H25.7.16

砂場（0.5m) 0.06 晴 晴

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.05
誉田２丁目 広場（0.5m） 0.09 辺田町南公園 広場（0.5m） 0.05

第２公園 水飲み場(0.5m) 0.09 H23.12.15 (平山町) 桝（0.5m) 0.05 H25.7.16
(誉田町２丁目) 遊具（0.5m) 0.06 晴 晴

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.06
誉田町２丁目 広場（0.5m） 0.08 南鎌取公園 広場（0.5m） 0.06

チビッコ広場 ブランコ脇(0.5m) 0.07 H23.12.15 (鎌取町) 砂場(0.5m) 0.05 H25.7.16
(誉田町２丁目) 晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
大金沢チビッコ広場 広場（0.5m） 0.05 誉田チビッコ広場 広場（0.5m） 0.05
(大金沢町) ブランコ脇(0.5m) 0.05 H24.10.19 (誉田町１丁目) 砂場(0.5m) 0.07 H25.7.16

砂場（0.5m) 0.05 晴 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
鎌取越戸公園 広場（0.5m） 0.05 中芝公園 広場（0.5m） 0.05
(鎌取町) 排水桝（0.5m) 0.06 H25.7.16 (高田町) 砂場(0.5m) 0.05 H25.7.16

晴 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.04
鎌取清水谷公園 広場（0.5m） 0.05 誉田町１丁目第４公園 広場（0.5m） 0.04

(鎌取町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.16 (誉田町1丁目) 桝（0.5m) 0.05 H25.7.16
晴 晴

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.05
鎌取第１公園 広場（0.5m） 0.08 高田第３公園 広場（0.5m） 0.05
(おゆみ野２丁目) 排水桝（0.5m) 0.06 H25.7.16 (高田町) 桝（0.5m) 0.05 H25.7.16

砂場(0.5m) 0.05 晴 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.04
鎌取第４公園 広場（0.5m） 0.04 おゆみ野こじろうさく公園 広場（0.5m） 0.04
(鎌取町) 排水桝（0.5m) 0.06 H25.7.16 (おゆみ野南６丁目) 砂場(0.5m) 0.06 H25.7.17

晴 曇

空間放射線量率　測定結果（緑区）＜公園・緑地、調整池等＞
※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）
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広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
おゆみ野こやつ公園 広場（0.5m） 0.05 おゆみ野しのぼり公園 広場（0.5m） 0.05
(おゆみ野５丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.17 (おゆみ野中央４丁目) 砂場(0.5m) 0.05 H25.7.17

砂場（0.5m) 0.05 曇 曇

広場（1m） 0.04 草地1（1m） 0.06
おゆみ野だいだいぶし公園 広場（0.5m） 0.04 おゆみ野１号緑地 草地1（0.5m） 0.06
(おゆみ野中央９丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.17 (おゆみ野中央４丁目) 草地2（0.5m） 0.07 H25.7.17

曇 曇

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
おゆみ野どうのうしろ公園 広場（0.5m） 0.04 おゆみ野そばら公園 広場（0.5m） 0.04
(おゆみ野南６丁目) 砂場(0.5m) 0.06 H25.7.17 (おゆみ野南１丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.17

曇 砂場（0.5m) 0.05 曇

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
おゆみ野なかよし公園 広場（0.5m） 0.04 おゆみ野南１丁目第１公園 広場（0.5m） 0.06
(おゆみ野６丁目) 砂場(0.5m) 0.05 H25.7.17 (おゆみ野南１丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.17

曇 曇

広場（1m） 0.04 広場1（1m） 0.06
おゆみ野のりくら公園 広場（0.5m） 0.04 おゆみ野南１丁目第２公園 広場1（0.5m） 0.06
(おゆみ野４丁目) 砂場(0.5m) 0.06 H25.7.17 (おゆみ野南１丁目) 広場2(0.5m) 0.06 H25.7.17

曇 曇

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
おゆみ野六通公園 広場（0.5m） 0.05 有吉貝塚公園 広場（0.5m） 0.05
(おゆみ野中央７丁目) 砂場(0.5m) 0.04 H25.7.17 (おゆみ野中央５丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.17

曇 曇

広場（1m） 0.04 広場①（1m） 0.05
おゆみ野六通むかい公園 広場（0.5m） 0.04 有吉公園 広場①（0.5m） 0.05
(おゆみ野中央８丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.17 (おゆみ野有吉) 広場②（0.5m） 0.04 H25.7.17

砂場（0.5m) 0.04 曇 曇

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
おゆみ野南公園 広場（0.5m） 0.05 あすみが丘しらかし公園 広場（0.5m） 0.06
(おゆみ野南３丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.17 (あすみが丘６丁目) 遊具脇(0.5m) 0.08 H25.7.18

砂場（0.5m) 0.05 曇 集水桝(0.5m) 0.07 晴
砂場（0.5m) 0.06

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
おゆみ野ゆずりは公園 広場（0.5m） 0.06 二塚公園 広場（0.5m） 0.04
(おゆみ野南３丁目) 集水桝（0.5m) 0.06 H25.7.17 (あすみが丘３丁目) 集水桝(0.5m) 0.09 H25.7.18

曇 砂場（0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
おゆみ野おちな台公園 広場（0.5m） 0.04 あすみが丘やまもも公園 広場（0.5m） 0.05
(おゆみ野南１丁目) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.7.17 (あすみが丘６丁目) 遊具脇(0.5m) 0.06 H25.7.18

砂場（0.5m) 0.05 曇 集水桝(0.5m) 0.07 晴
砂場（0.5m) 0.06

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
おゆみ野かすがさく公園 広場（0.5m） 0.04 あすみが丘けやき公園 広場（0.5m） 0.05
(おゆみ野南４丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.17 (あすみが丘７丁目) ツリーサークル横(0.5m) 0.06 H25.7.18

砂場（0.5m) 0.04 曇 集水桝(0.5m) 0.06 晴
砂場（0.5m) 0.06

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.04
おゆみ野いけのいり公園 広場（0.5m） 0.06 あすみが丘はなみずき公園 広場（0.5m） 0.04
(おゆみ野南２丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.17 (あすみが丘８丁目) 遊具脇(0.5m) 0.06 H25.7.18

砂場（0.5m) 0.05 曇 集水桝(0.5m) 0.06 晴
砂場（0.5m) 0.05

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）



測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
あすみが丘さくら公園 広場（0.5m） 0.06 あすみが丘あけぼの公園 広場（0.5m） 0.05
(あすみが丘５丁目) ベンチ脇(0.5m) 0.06 H25.7.18 (あすみが丘４丁目) 斜面下(0.5m) 0.07 H25.7.18

集水桝(0.5m) 0.06 晴 集水桝(0.5m) 0.06 晴
砂場（0.5m) 0.05 砂場（0.5m) 0.06
園路①（0.5m） 0.07 広場（1m） 0.05

あすみが丘第１緑地 園路②（0.5m） 0.06 北河原坂団地内公園 広場（0.5m） 0.05
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (あすみが丘３丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.18

晴 砂場（0.5m) 0.05 晴

園路①（0.5m） 0.07 広場①（1m） 0.06
あすみが丘第２緑地 園路②（0.5m） 0.06 北河原団地第２公園 広場①（0.5m） 0.06
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (あすみが丘) 広場②（0.5m） 0.06 H25.7.18

晴 晴

園路①（0.5m） 0.06 園路（1m） 0.06
あすみが丘第３緑地 園路②（0.5m） 0.07 あすみが丘第１０緑地 園路（0.5m） 0.06
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (あすみが丘６丁目) 広場（0.5m） 0.06 H25.7.18

晴 晴

園路①（0.5m） 0.06 広場（1m） 0.06
あすみが丘第４緑地 園路②（0.5m） 0.06 鎌取第２公園 広場（0.5m） 0.05
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (おゆみ野２丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.19

晴 晴

園路①（0.5m） 0.06 広場（1m） 0.06
あすみが丘第５緑地 園路②（0.5m） 0.06 誉田十文字公園 広場（0.5m） 0.06
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (誉田町2丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.19

晴 砂場（0.5m) 0.05 晴

園路①（0.5m） 0.05 広場（1m） 0.04
あすみが丘第６緑地 園路②（0.5m） 0.06 誉田町２丁目第５公園 広場（0.5m） 0.05
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (誉田町２丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19

晴 晴

園路①（0.5m） 0.06 広場（1m） 0.04
あすみが丘第７緑地 園路②（0.5m） 0.06 誉田町３丁目公園 広場（0.5m） 0.04
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (誉田町３丁目) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.7.19

晴 晴

園路（0.5m） 0.06 広場（1m） 0.07
あすみが丘第９緑地 樹林地（0.5m） 0.06 誉田町３丁目第２公園 広場（0.5m） 0.07
(あすみが丘６丁目) H25.7.18 (誉田町３丁目) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.7.19

曇 晴

園路①（0.5m） 0.08 広場（1m） 0.06
あすみが丘第１２緑地 園路②（0.5m） 0.08 大滝公園 広場（0.5m） 0.07
(あすみが丘９丁目) H25.7.18 (誉田町３丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.19

曇 砂場（0.5m) 0.06 晴

園路①（0.5m） 0.06 広場（1m） 0.05
あすみが丘第１３緑地 園路②（0.5m） 0.06 誉田町２丁目東第１公園 広場（0.5m） 0.05
(あすみが丘９丁目) H25.7.18 (誉田町２丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.19

曇 晴

斜面地①（0.5m） 0.05 広場（1m） 0.04
あすみが丘第１４緑地 斜面地②（0.5m） 0.05 誉田町２丁目東第２公園 広場（0.5m） 0.04
(あすみが丘８丁目) H25.7.18 (誉田町２丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19

曇 晴

空間放射線量率　測定結果（緑区）＜公園・緑地、調整池等＞

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）



測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
誉田公園 広場（0.5m） 0.04 あすみが丘しいのき公園 広場（0.5m） 0.05
(誉田町２丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19 (あすみが丘１丁目) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.05 晴 砂場（0.5m) 0.07 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.04
誉田清水台第２公園 広場（0.5m） 0.04 あすみが丘やすらぎの広場公園 広場（0.5m） 0.04
(誉田１丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.19 (あすみが丘９丁目) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.05 晴 砂場（0.5m) 0.04 曇

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
大膳野公園 広場（0.5m） 0.04 あすみが丘かしのき公園 広場（0.5m） 0.05
(大膳野町) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19 (あすみが丘５丁目) 桝(0.5m) 0.05 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.04 晴 砂場（0.5m) 0.06 曇

広場（1m） 0.06 草地①（1m） 0.04
誉田町１丁目第２公園 広場（0.5m） 0.07 あすみが丘第１５緑地 草地①（0.5m） 0.05
(誉田町１丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.19 (あすみが丘５丁目) 草地②(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.06 晴 曇

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
誉田１丁目公園 広場（0.5m） 0.04 越智宇土下公園 広場（0.5m） 0.06
(誉田町１丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19 (越智町) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.06 晴 曇

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06
誉田町１丁目第３公園 広場（0.5m） 0.05 越智北公園 広場（0.5m） 0.06
(誉田町１丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19 (越智町) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.04 晴 曇

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06
誉田南公園 広場（0.5m） 0.05 越智古坂台公園 広場（0.5m） 0.06
(誉田町１丁目) 植栽地(0.5m) 0.05 H25.7.19 (越智町) 桝(0.5m) 0.05 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.04 晴 砂場（0.5m) 0.05 曇

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
誉田大塚台公園 広場（0.5m） 0.07 越智南公園 広場（0.5m） 0.05
(誉田町1丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.19 (越智町) 桝(0.5m) 0.05 H25.7.22

晴 砂場（0.5m) 0.04 曇

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
誉田２丁目公園 広場（0.5m） 0.05 越智西公園 広場（0.5m） 0.05
(誉田町２丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19 (越智町) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.06 晴 砂場（0.5m) 0.04 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
誉田町２丁目第６公園 広場（0.5m） 0.05 越智東公園 広場（0.5m） 0.05
(誉田町２丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.19 (越智町) 桝(0.5m) 0.05 H25.7.22

晴 砂場（0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.06
あすみが丘もみじ公園 広場（0.5m） 0.05 大椎第２公園 広場（0.5m） 0.06
(あすみが丘１丁目) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22 (大椎町) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.05 晴 砂場（0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
あすみが丘あすなろ公園 広場（0.5m） 0.04 大椎第３公園 広場（0.5m） 0.06
(あすみが丘２丁目) 桝(0.5m) 0.05 H25.7.22 (大椎町) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22

砂場（0.5m) 0.06 晴 砂場（0.5m) 0.04 晴

空間放射線量率　測定結果（緑区）＜公園・緑地、調整池等＞

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）



測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
大木戸第２公園 広場（0.5m） 0.05 土気田向公園 広場（0.5m） 0.05
(大木戸町) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22 (土気町) 集水桝（0.06） 0.06 H25.10.31

砂場（0.5m) 0.05 晴 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
土気第１公園 広場（0.5m） 0.04 高津戸第５公園 広場（0.5m） 0.05
(土気町) 桝(0.5m) 0.06 H25.7.22 (高津戸町) 砂場（0.5m） 0.04 H25.10.31

砂場（0.5m) 0.04 晴 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.06
古市場第１公園 広場（0.5m） 0.04 土気第３公園 広場（0.5m） 0.05
(古市場町) 草地(0.5m) 0.04 H25.9.30 (土気町) 集水桝（0.5m） 0.08 H25.10.31

砂場（0.5m) 0.04 曇 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
古市場第２公園 広場（0.5m） 0.04 土気もみじヶ丘公園 広場（0.5m） 0.05
(古市場町) 砂場（0.5m) 0.04 H25.9.30 (土気町) 集水桝（0.5m） 0.06 H25.10.31

曇 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
古市場第３公園 広場（0.5m） 0.04 刈田子第１公園 広場（0.5m） 0.05
(古市場町) 砂場（0.5m) 0.04 H25.9.30 (刈田子町) 桝 0.05 H25.10.31

曇 晴

広場（1m） 0.05 植栽地（1m） 0.06
古市場第４公園 広場（0.5m） 0.05 越智第１緑地 植栽地（0.5m） 0.06
(古市場町) 砂場（0.5m) 0.04 H25.9.30 (越智町) H25.10.31

曇 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.04
古市場第５公園 広場（0.5m） 0.04 椎名崎町公園 広場（0.5m） 0.04
(古市場町) 桝(0.5m) 0.05 H25.9.30 (椎名崎町) 砂場（0.5m） 0.04 H25.10.31

曇 晴

植栽帯（1m） 0.06 草地（1m） 0.08
おゆみ野２号緑地 植栽帯（0.5m） 0.05 あすみが丘東１丁目緑地 草地（0.5m） 0.08
(おゆみ野南５丁目) H25.9.30 (土気町) H25.10.31

曇 晴

広場（1m） 0.07 樹林地（1m） 0.06
大高町チビッコ広場 広場（0.5m） 0.06 大野台中央緑地 樹林地（0.5m） 0.06
(大高町) H25.9.30 (大野台２丁目) H25.10.31

曇 晴

広場（1m） 0.05 樹林地（1m） 0.04
大木戸チビッコ広場 広場（0.5m） 0.05 大野台南緑地 樹林地（0.5m） 0.05
(大木戸町) 砂場（0.5m) 0.06 H25.9.30 (大野台２丁目) H25.10.31

曇 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
高田奈木台公園 広場（0.5m） 0.05 高津戸第１公園 広場（0.5m） 0.05
(高田町) 桝(0.5m) 0.07 H25.9.30 (高津戸町) 砂場（0.5m） 0.05 H25.10.31

曇 水飲み（0.5m） 0.05 晴

広場（1m） 0.05 樹林地（1m） 0.05
高津戸南第１公園 広場（0.5m） 0.06 越智第３緑地 樹林地（0.5m） 0.06
(高津戸町) 桝(0.5m) 0.05 H25.9.30 (越智町) H25.10.31

曇 晴

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）

空間放射線量率　測定結果（緑区）＜公園・緑地、調整池等＞



測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

測定地点名 測定箇所
測定値
（mSv/h）

測定日
天候

広場（1m） 0.05
高津戸第２公園 広場（0.5m） 0.05
(高津戸町) 砂場（0.5m） 0.05 H25.10.31

晴

広場（1m） 0.05
高津戸第３公園 広場（0.5m） 0.05
(高津戸町) 砂場（0.5m） 0.05 H25.10.31

晴

樹林地（1m） 0.06
越智第２緑地 樹林地（0.5m） 0.06
(越智町) H25.10.31

晴

調整池中央（1m） 0.08
高津戸１号調整池 調整池中央（0.5m） 0.08
(高津戸町) 調整池流入口（0.5m） 0.18 H23.12.15

調整池流出口（0.5m） 0.08 晴
管理用通路（0.5m） 0.09
調整池中央（1m） 0.08

高田排水路西部支線調整池 調整池中央（0.5m） 0.08
(高田町) 調整池流入口（0.5m） 0.22 H23.12.15

調整池流出口（0.5m） 0.11 晴
管理用通路（0.5m） 0.09
調整池中央（1m） 0.07

高田排水路本線調整池 調整池中央（0.5m） 0.08
(高田町) 調整池流入口（0.5m） 0.23 H23.12.15

調整池流出口（0.5m） 0.09 晴
管理用通路（0.5m） 0.08
調整池中央（1m） 0.08

辺田調整池 調整池中央（0.5m） 0.08
(平山町) 調整池流入口（0.5m） 0.15 H23.12.15

調整池流出口（0.5m） 0.08 晴
管理用通路（0.5m） 0.09
調整池中央（1m） 0.08

平川北第3調整池 調整池中央（0.5m） 0.08
(平川町) 調整池流入口（0.5m） 0.10 H23.12.15

調整池流出口（0.5m） 0.08 晴
管理用通路（0.5m） 0.11

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）

空間放射線量率　測定結果（緑区）＜公園・緑地、調整池等＞


