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広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.12
磯辺児童公園 広場（0.5m） 0.09 打瀬２丁目公園 広場（0.5m） 0.12
(磯辺１丁目) 雨水ます付近(0.5m) 0.10 H23.10.18 (打瀬２丁目) パーゴラ横（0.5m） 0.11 H23.11.28

ベンチ脇(0.5m) 0.12 曇 遊具脇（0.5m） 0.09 曇

広場（1m） 0.13 広場（1m） 0.10
稲毛海岸２丁目公園 広場（0.5m） 0.13 打瀬第６公園 広場（0.5m） 0.11
(稲毛海岸２丁目) 雨水ます付近(0.5m) 0.11 H23.10.18 (打瀬２丁目) 集水桝(0.5m) 0.13 H23.11.28

砂場(0.5m) 0.09 曇 砂場(0.5m) 0.07 曇

広場（1m） 0.08 芝生①（1m） 0.10
稲毛海浜公園 広場（0.5m） 0.08 千葉臨海線第１緑地 芝生①（0.5m） 0.10
(高浜７丁目) 雨水ます付近(0.5m) 0.10 H23.10.18 (美浜) 芝生②（0.5m） 0.09 H23.11.28

流れ(0.5m) 0.08 曇 曇

広場（1m） 0.15 集水桝（0.5m) 0.16
北磯辺公園 広場（0.5m） 0.17 植込地(0.5m) 0.15
(磯辺６丁目) 園路(0.5m) 0.11 H23.10.18 H23.11.28

曇 中瀬緑道 曇
(中瀬１丁目)

広場（1m） 0.10 園路（1m） 0.14
高浜第３公園 広場（0.5m） 0.11 園路（0.5m） 0.14
(高浜５丁目) 遊具付近(0.5m) 0.09 H23.10.18 植込み地（0.5m) 0.14 H23.12.22

広場の端(0.5m) 0.09 曇 曇

広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.14
こじま公園 広場（0.5m） 0.13 浜田川緑地 広場（0.5m） 0.14
(高洲４丁目) 雨水ます付近(0.5m) 0.16 H23.10.18 (浜田２丁目) 東屋横（0.5m） 0.16 H23.11.28

遊具付近(0.5m) 0.10 曇 モニュメントゲート横（0.5m） 0.16 曇

広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.14
高洲公園 広場（0.5m） 0.11 浜田公園 広場（0.5m） 0.13
(高洲３丁目) 雨水ます付近(0.5m) 0.10 H23.10.18 (浜田２丁目) 集水桝(0.5m) 0.09 H23.11.28

園路(0.5m) 0.11 曇 落葉上(0.5m) 0.14 曇

広場（1m） 0.09 落葉上（1m） 0.13
高浜第１公園 広場（0.5m） 0.09 幕張海浜緑地 落葉上(0.5m) 0.13
(高浜１丁目) 雨水ます付近(0.5m) 0.09 H23.10.18 (幕張西６丁目) 園路（桝）(0.5m) 0.16 H23.11.28

園路(0.5m) 0.11 曇 曇

広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.13
中磯辺第２公園 広場（0.5m） 0.08 幕張西１丁目第３公園 広場（0.5m） 0.11
(磯辺３丁目) 雨水ます付近(0.5m) 0.09 H23.10.18 (幕張西１丁目) 砂場(0.5m) 0.09 H23.11.28

砂場(0.5m) 0.08 曇 曇

広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.13
真砂１丁目公園 広場（0.5m） 0.11 真砂４丁目第２公園 広場（0.5m） 0.13
(真砂１丁目) 植え込み(0.5m) 0.11 H23.10.18 (真砂４丁目) 園路（桝）(0.5m) 0.12 H23.11.28

砂場(0.5m) 0.09 曇 園路(0.5m) 0.10 曇

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.13
幸町１丁目第２公園 広場（0.5m） 0.09 真砂中央公園 広場（0.5m） 0.13
(幸町１丁目) 集水桝（0.5m) 0.08 H23.11.15 (真砂５丁目) 池横(0.5m) 0.09 H23.11.28

曇 東屋横（0.5m） 0.13 曇

植込み脇（1m） 0.08 広場（1m） 0.09
臨海第２緑地 植込み脇(0.5m) 0.09 高浜第２公園 広場（0.5m） 0.09
(幸町２丁目) 園路（バス停横）(0.5m) 0.12 H23.11.15 (高浜１丁目) 砂場（0.5m) 0.07 H23.11.28

曇 曇

※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（美浜区）＜公園・緑地、調整池等＞

（ポイント不足の為
再測定)



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） 0.09 広場①（平板舗装）（1m） 0.08
高浜第4公園 広場（0.5m） 0.10 幸町（４号）緑地 広場①（平板舗装）（0.5m） 0.09
(高浜６丁目) 砂場（0.5m) 0.07 H23.11.28 (幸町２丁目) 広場②（平板）（0.5m） 0.09 H24.5.17

曇 植栽帯（0.5m） 0.09 晴

広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.09 　
打瀬１丁目公園 広場（0.5m） 0.09 幸町１丁目公園 広場（0.5m） 0.09
(打瀬１丁目) 遊具脇（0.5m） 0.10 H23.12.22 (幸町１丁目) 四阿（0.5m） 0.07 H24.5.17

植込み地（0.5m) 0.12 曇 植栽帯（0.5m） 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.09 水飲み場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.08 　

打瀬第１公園 広場（0.5m） 0.11 幸町１丁目第３公園 広場（0.5m） 0.08
(打瀬１丁目) 遊具下（0.5m） 0.09 H23.12.22 (幸町１丁目) 植栽帯（0.5m） 0.08 H24.5.17

桝上（0.5m） 0.17 曇 集水桝（0.5m） 0.09 晴
砂場(0.5m) 0.09 水飲み場(0.5m) 0.09
広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.07 　

幸町公園 広場（0.5m） 0.10 幸町１丁目第４公園 広場（0.5m） 0.08
(幸町１丁目) 桝上（0.5m） 0.12 H23.12.22 (幸町１丁目) 植栽帯（0.5m） 0.08 H24.5.17

植込み地（0.5m) 0.09 曇 集水桝（0.5m） 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.07 水飲み場(0.5m) 0.09
林床①（1m） 0.09 広場（1m） 0.08 　

袖ヶ浦第２緑地 林床①（0.5m） 0.09 幸町２丁目公園 広場（0.5m） 0.08
(磯辺,真砂,高洲) 林床②（落葉上）（0.5m） 0.09 H23.12.22 (幸町２丁目) 植栽帯（0.5m） 0.10 H24.5.17

林床③（0.5m） 0.12 曇 集水桝（0.5m） 0.10 晴

広場（1m） 0.09 広場①（1m） 0.09 　
中磯辺公園 広場（0.5m） 0.10 幸町街園 広場①（0.5m） 0.08
(磯辺４丁目) 野球場（0.5m） 0.10 H23.12.22 (幸町１丁目) 広場②（0.5m） 0.10 H24.5.17

桝上（0.5m） 0.09 曇 植栽帯①（0.5m） 0.08 晴
砂場（0.5m) 0.08 植栽帯②（0.5m） 0.09
広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.08 　

中高浜公園 広場（0.5m） 0.09 高浜公園 広場（0.5m） 0.08
(高浜４丁目) 野球場(芝生)（0.5m） 0.11 H23.12.22 (高浜１丁目) ブランコ下（0.5m） 0.07 H24.5.17

植込み地（0.5m） 0.10 曇 ベンチ（0.5m) 0.07 晴
砂場（0.5m) 0.06 砂場(0.5m) 0.07
広場（1m） 0.12 広場（1m） 0.09 　

幕張西第３公園 広場（0.5m） 0.12 H23.12.22 中高浜第１公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.17
(幕張西６丁目) 植込み地（0.5m） 0.13 曇 (高浜４丁目) 園路（0.5m） 0.10 晴

砂場（0.5m) 0.09
広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.07 　
広場（0.5m） 0.11 中高浜第２公園 広場（0.5m） 0.08

真砂第２公園 野球場(芝生)（0.5m） 0.11 H23.12.22 (高浜４丁目) ブランコ下（0.5m） 0.08 H24.5.17
(真砂３丁目) 林床園路（0.5m） 0.13 曇 ベンチ（0.5m) 0.09 晴

砂場（0.5m) 0.12 砂場(0.5m) 0.09
広場（1m） 0.12 広場（1m） 0.08 　

真砂地区 広場（0.5m） 0.12 南高浜公園 広場（0.5m） 0.09
　子どもルーム 植込（芝生)（0.5m） 0.14 H23.12.22 (高浜３丁目) ブランコ下（0.5m） 0.07 H24.5.17
　隣接広場 入口(0.5m) 0.13 曇 野球場（0.5m) 0.09 晴
(真砂５丁目) 砂場(0.5m) 0.07

【京葉線側】 広場（1m） 0.11 　
芝生広場（1m） 0.10 袖ヶ浦第４緑地 広場（0.5m） 0.11
芝生広場（0.5m） 0.10 (高浜，磯辺) テニスコート（0.5m） 0.06 H24.5.17
ベンチ(0.5m) 0.09 林間（健康遊具横）（0.5m) 0.08 曇
植込み(0.5m) 0.13 入口横(0.5m) 0.10

花見川緑地 【交通公園付近】 広場（1m） 0.07 　
(打瀬2丁目) 芝生（広場脇）(0.5m) 0.12 H24.4.18 稲毛海岸公園 広場（0.5m） 0.07

自転車走行路中央（0.5ｍ） 0.10 晴 (稲毛海岸２丁目) 四阿下（0.5m） 0.09 H24.5.18
自転車走行路海側（0.5ｍ） 0.08 野球場（0.5m) 0.11 晴
芝生（中央）(0.5m) 0.10 砂場(0.5m) 0.09
管理棟脇（0.5ｍ） 0.11 広場①（樹林地）（1m） 0.10 　
【海側】 袖ヶ浦第５緑地 広場①（樹林地）（0.5m） 0.11
芝生広場(0.5m) 0.07 (稲毛海岸２丁目) 広場②（樹林地）（0.5m） 0.09 H24.5.18
園路①（0.5ｍ） 0.09 晴
園路②（0.5ｍ） 0.09

※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（美浜区）＜公園・緑地、調整池等＞
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広場（1m） 0.09 　 広場（1m） 0.10
高洲４丁目西公園 広場（0.5m） 0.09 打瀬第４公園 広場（0.5m） 0.11
(高洲４丁目) ブランコ下（0.5m） 0.08 H24.5.18 (打瀬１丁目) 園路（入口付近）（0.5m） 0.07 H24.5.23

集水桝（0.5m) 0.10 晴 集水桝（0.5m) 0.07 晴
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.09 　 広場（園路）（アスファルト）（1m） 0.13

高洲４丁目東公園 広場（0.5m） 0.09 若葉緑地 広場（園路）(アルファルト）（0.5m） 0.14
(高洲４丁目) ブランコ下（0.5m） 0.09 H24.5.18 (若葉１丁目) 園路（樹林地）（0.5m） 0.13 H24.5.23

ベンチ（0.5m) 0.09 晴 藤棚（小歩石）（0.5m） 0.14 曇
砂場(0.5m) 0.08 植栽帯（0.5m） 0.15
広場(時計塔前）(1.0m) 0.09 広場(1.0m) 0.07

稲岸公園 広場(時計塔前）(0.5m) 0.10 打瀬３丁目公園 広場(0.5m) 0.07
(稲毛海岸４丁目) 園路(0.5m) 0.10 H24.5.21 (打瀬３丁目) バスケットコート(0.5m) 0.09 H24.5.24

晴 テニスコート（0.5m) 0.10 晴
植込み(0.5m) 0.11

広場(1.0m) 0.09 広場(ベンチ横）(1.0m) 0.11
高洲１丁目公園 広場(0.5m) 0.09 打瀬３丁目緑地 広場(ベンチ横）(0.5m) 0.12
(高洲１丁目) 砂場(0.5m) 0.08 H24.5.21 (打瀬3丁目) ベンチ(0.5m) 0.13 H24.5.24

ブランコ（0.5m) 0.07 晴 側溝（法面下）（0.5m) 0.09 晴
入口(0.5m) 0.09
広場(1.0m) 0.10 広場(1.0m) 0.08

納涼台公園 広場(0.5m) 0.10 打瀬第１緑地 広場(0.5m) 0.08 H24.5.24
(高洲１丁目) 縁台脇(0.5m) 0.11 H24.5.21 (打瀬３丁目) 植込み(0.5m) 0.08 晴

晴 集水桝（0.5m) 0.07
広場(1.0m) 0.12

広場（1m） 0.10 広場(0.5m) 0.13 H24.5.24
幕張西５丁目公園 広場（0.5m） 0.10 打瀬第２公園 ベンチ横(0.5m) 0.22 晴
(幕張西５丁目) 園路（0.5m） 0.11 H24.5.23 (打瀬２丁目) 芝生（0.5m) 0.13

ブランコ横（0.5m） 0.10 晴 ベンチ横(0.5m) 0.20 （草刈後再測定）

集水桝（0.5m) 0.12 H24.6.15 晴

広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.05
幕張西５丁目第２公園 広場（0.5m） 0.11 打瀬第３公園 広場（0.5m） 0.05
(幕張西５丁目) 植栽帯（0.5m） 0.11 H24.5.23 (打瀬３丁目) 集水桝横（0.5m） 0.11 H24.5.24

集水桝（0.5m) 0.11 晴 シェルターF（0.5m） 0.11 晴
砂場(0.5m) 0.07 芝生（0.5m) 0.10
広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.07

幕張西６丁目公園 広場（0.5m） 0.12 打瀬第５公園 広場（0.5m） 0.08
(幕張西６丁目) 四阿（0.5m） 0.10 H24.5.23 (打瀬３丁目) 植込み（入口）(0.5m) 0.13 H24.5.24

集水桝（0.5m) 0.09 晴 集水桝（0.5m) 0.10 晴
砂場(0.5m) 0.09 砂場(0.5m) 0.05
広場（緑地帯）（1m） 0.09 広場（1m） 0.08

幕張西６丁目緑地 広場（緑地帯）（0.5m） 0.09 打瀬ふれあい緑地 広場（0.5m） 0.08
(幕張西６丁目) 園路（0.5m） 0.10 H24.5.23 (打瀬３丁目) 縁石横(0.5m) 0.08 H24.5.24

植栽帯（0.5m） 0.08 晴 集水桝（0.5m) 0.08 晴

広場（園路）（1m） 0.10 広場（林床）（1m） 0.07
幕張西第２緑地 広場（園路）（0.5m） 0.12 磯辺緑地 広場（林床）（0.5m） 0.08
(幕張西５丁目) 園路（0.5m） 0.10 H24.5.23 (磯辺７丁目，８丁目) 側溝（法面下）(0.5m) 0.09 H24.5.24

樹林地（0.5m) 0.08 晴 晴

広場（園路）（芝）（1m） 0.11 広場（1m） 0.06
打瀬１丁目緑地 広場（園路）(芝）（0.5m） 0.11 北磯辺第３公園 広場（0.5m） 0.07
(打瀬１丁目) 園路①（コンクリート）（0.5m） 0.11 H24.5.23 (磯辺７丁目) 芝生(0.5m) 0.08 H24.5.24

園路②（芝）（0.5m) 0.11 晴 砂場(0.5m) 0.07 晴
集水桝（0.5m) 0.11
広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.08

打瀬第２緑地 広場（0.5m） 0.11 北磯辺第１公園 広場（0.5m） 0.08
(打瀬２丁目) 園路（0.5m） 0.10 H24.5.23 (磯辺６丁目) 桝(0.5m) 0.10 H24.5.25

植栽帯（0.5m） 0.11 晴 砂場(0.5m) 0.09 曇
集水桝（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（美浜区）＜公園・緑地、調整池等＞
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広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.09
北磯辺第２公園 広場（0.5m） 0.06 H24.5.25 真砂２丁目公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.29
(磯辺７丁目) 桝(0.5m) 0.08 曇 (真砂２丁目) 園路(0.5m) 0.10 晴

砂場(0.5m) 0.10 砂場(0.5m) 0.09

広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.09
北磯辺第４公園 広場（0.5m） 0.09 H24.5.25 真砂２丁目第２公園 広場（0.5m） 0.09 H24.5.29
(磯辺６丁目) 桝(0.5m) 0.10 曇 (真砂２丁目) 滑り台（入口）(0.5m) 0.08 晴

砂場(0.5m) 0.10 水飲み場（0.5m) 0.08
砂場(0.5m) 0.10

広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.07
真砂４丁目公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.25 真砂２丁目第３公園 広場（0.5m） 0.08 H24.5.29
(真砂４丁目) 園路(0.5m) 0.09 曇 (真砂２丁目) ブランコ(0.5m) 0.09 晴

砂場(0.5m) 0.08 砂場(0.5m) 0.10

広場①（真砂付近）（1m） 0.11 広場（1m） 0.09
袖ヶ浦第１緑地 広場①（真砂付近）（0.5m） 0.12 H24.5.28 磯辺公園 広場（0.5m） 0.09 H24.5.29
(真砂4,5,磯辺6,7,8) 広場②（磯部７丁目）(0.5m) 0.11 晴 (磯辺１丁目) ベンチ(0.5m) 0.09 晴

四阿(0.5m) 0.10 集水桝（0.5m) 0.09
砂場(0.5m) 0.07

広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.07
真砂５丁目公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.28 磯辺第２公園 広場（0.5m） 0.08 H24.5.29
(真砂５丁目) 遊具0.5m) 0.10 晴 (磯辺１丁目) 園路(0.5m) 0.09 晴

砂場(0.5m) 0.09 側溝（0.5m) 0.08
砂場(0.5m) 0.07

広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.07
真砂５丁目第２公園 広場（0.5m） 0.12 H24.5.28 磯辺第３公園 広場（0.5m） 0.07 H24.5.29
(真砂５丁目) 遊具(0.5m) 0.10 晴 (磯辺２丁目) ブランコ(0.5m) 0.06 晴

砂場(0.5m) 0.08 水飲み場（0.5m) 0.08
砂場(0.5m) 0.06

広場（1m） 0.10 広場①野球場（1m） 0.08
真砂５丁目第３公園 広場（0.5m） 0.11 H24.5.28 北高浜公園 広場①野球場（0.5m） 0.10 H24.5.29
(真砂５丁目) 植栽帯(0.5m) 0.11 曇 (高浜５丁目) 野球場②(0.5m) 0.07 晴

砂場(0.5m) 0.07 遊具（0.5m) 0.07
砂場(0.5m) 0.08

広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.07
真砂第３公園 広場（0.5m） 0.12 H24.5.28 中磯辺第１公園 広場（0.5m） 0.07 H24.5.29
(真砂４丁目) 桝(0.5m) 0.11 晴 (磯辺４丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 晴

砂場(0.5m) 0.09 砂場(0.5m) 0.08

広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.09
袖ヶ浦第３緑地 広場（0.5m） 0.11 H24.5.28 中磯辺第３公園 広場（0.5m） 0.09 H24.5.29
(真砂１丁目) 園路（(0.5m) 0.08 晴 (磯辺４丁目) 水飲み場(0.5m) 0.09 晴

ローラースケート場（0.5m) 0.13 砂場(0.5m) 0.05
砂場(0.5m) 0.10
広場（1m） 0.11 広場（1m） 0.10

真砂３丁目公園 広場（0.5m） 0.11 H24.5.28 中磯辺第４公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.29
(真砂３丁目) 桝(0.5m) 0.10 晴 (磯辺５丁目) ジャングルジム(0.5m) 0.08 晴

砂場(0.5m) 0.09 砂場(0.5m) 0.07

広場①（1m） 0.10 広場（1m） 0.10
真砂公園 広場①（0.5m） 0.11 H24.5.28 幕張西１丁目第１公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.30
(真砂１丁目) 広場②（0.5m） 0.10 曇 (幕張西１丁目) 園路(0.5m) 0.08 晴

樹林地(0.5m) 0.10 集水桝（0.5m) 0.09
砂場(0.5m) 0.07 砂場(0.5m) 0.08
広場（芝生）（1m） 0.09 広場（1m） 0.10

真砂第１公園 広場（芝生）（0.5m） 0.10 H24.5.28 幕張西１丁目第２公園 広場（0.5m） 0.09 H24.5.30
(真砂２丁目) 樹林地（0.5m) 0.10 曇 (幕張西１丁目) 園路(0.5m) 0.10 晴

集水桝（0.5m) 0.10 植栽帯（0.5m) 0.10
砂場(0.5m) 0.08

※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（美浜区）＜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） 0.09 広場（1m） 0.10 　
幕張西１丁目第４公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.30 真砂第４公園 広場（0.5m） 0.11 H24.5.31
(幕張西１丁目) 園路(0.5m) 0.12 晴 (真砂５丁目) 集水桝(0.5m) 0.08 晴

砂場(0.5m) 0.08 砂場(0.5m) 0.10

広場（1m） 0.10
幕張西１丁目第５公園 広場（0.5m） 0.10 H24.5.30
(幕張西１丁目) 園路(0.5m) 0.10 晴

植栽帯(0.5m) 0.10

広場（1m） 0.10
幕張西２丁目第１公園 広場（0.5m） 0.11 H24.5.30
(幕張西２丁目) 遊具横(0.5m) 0.10 晴

パーゴラ下（0.5m) 0.08
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.09

幕張西第１公園 広場（0.5m） 0.09 H24.5.30
(幕張西２丁目) 集水桝(0.5m) 0.08 晴

砂場(0.5m) 0.08

広場（1m） 0.08 　
浜田２丁目緑地 広場（0.5m） 0.08 H24.5.30
(浜田２丁目) 樹林地①(0.5m) 0.11 晴

樹林地②(0.5m) 0.11

広場（園路）（1m） 0.09 　
浜田川横水路第２緑地 広場（園路）（0.5m） 0.10 H24.5.30
(幕張西１丁目) 植栽帯①(0.5m) 0.13 晴

植栽帯②(0.5m) 0.11

広場①（芝）（1m） 0.12 　
浜田緑地 広場①（芝）0.5m） 0.12 H24.5.30
(浜田１丁目) 広場②（ダスト）(0.5m) 0.11 晴

水飲み場付近(0.5m) 0.10

広場①（1m） 0.10 　
幕張西２丁目緑地 広場①（0.5m） 0.10 H24.5.30
(幕張西２丁目) 広場②(0.5m) 0.10 晴

集水桝(0.5m) 0.10

広場（芝生）（1m） 0.11 　
幕張西３丁目第１公園 広場（芝生）（0.5m） 0.11 H24.5.30
(幕張西３丁目) ブランコ（0.5m) 0.09 晴

集水桝（0.5m) 0.11
砂場(0.5m) 0.07
広場（芝生）（1m） 0.12 　

幕張西第２公園 広場（芝生）（0.5m） 0.13 H24.5.30
(幕張西３丁目) 園路（0.5m) 0.10 晴

遊具横（0.5m) 0.10
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.12 　

真砂５丁目第４公園 広場（0.5m） 0.12 H24.5.31
(真砂５丁目) ベンチ前（南側）(0.5m) 0.10 晴

水飲み場(0.5m) 0.09

広場（1m） 0.11 　
真砂５丁目第５公園 広場（0.5m） 0.11 H24.5.31
(真砂５丁目) 入口（南東側）(0.5m) 0.10 晴

入口（北西側）(0.5m) 0.10

※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（美浜区）＜公園・緑地、調整池等＞


