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広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.08
御成公園 広場（0.5m） 0.10 若松台公園 広場（0.5m） 0.09
(千城台東２丁目) 滑り台降口（0.5m) 0.10 H23.11.29 (若松台３丁目) 砂場(0.5m) 0.09 H23.10.19

樹木根元(イチョウ)（0.5m) 0.08 曇 遊具下(0.5m) 0.07 曇
階段下（0.5m) 0.12 花壇(0.5m) 0.09
広場（1m） 0.12 広場（1m） 0.10

御成台公園 広場（0.5m） 0.13 愛生町公園 広場（0.5m） 0.11
(御成台３丁目) 滑り台降口（0.5m) 0.11 H23.11.29 (愛生町) 芝生(0.5m) 0.11 H23.10.27

集水桝（0.5m) 0.12 晴 遊具下（落葉）（0.5m) 0.16 晴
砂場(0.5m) 0.09 砂場(0.5m) 0.09
林床①（1m） 0.07 広場（1m） 0.10

坂月市民の森 林床①（0.5m） 0.08 子どもたちの森公園 広場（0.5m） 0.10
(坂月町) 林床②(0.5m) 0.09 H23.11.29 (源町) 屋根下(0.5m) 0.11 H23.10.27

晴 林床(0.5m) 0.10 晴

広場（1m） 0.08 グランド中央（1m） 0.09
高根公園 広場（0.5m） 0.08 上林房公園 グランド中央（0.5m） 0.09
(中田町) 芝生広場（0.5m) 0.10 H23.11.29 (西都賀１丁目) 複合遊具ブランコ間(0.5m) 0.10 H23.10.27

ブランコ下（0.5m) 0.09 曇 植込み脇（0.5m) 0.15 晴
砂場(0.5m) 0.09 砂場(0.5m) 0.12
広場（1m） 0.08 園路（キリン前）（１m） 0.12

多部田第２公園 広場（0.5m） 0.08 千葉市動物公園 園路（キリン前）（0.5m） 0.12
(多部田町) 階段下（0.5m) 0.07 H23.11.29 (源町) 広場（子ども動物園）（0.5m） 0.12 H23.10.27

ブランコ下（0.5m) 0.08 晴 広場（ステージ前）（0.5m） 0.12 晴
砂場(0.5m) 0.07 広場（観覧車前）（0.5m） 0.14
広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.10

多部田第３公園 広場（0.5m） 0.10 都賀の台公園 広場（0.5m） 0.10
(多部田町) 滑り台下(0.5m) 0.09 H23.11.29 (都賀の台３丁目) ブランコ(0.5m) 0.09 H23.10.27

ブランコ下（0.5m) 0.07 晴 桝（0.5m) 0.09 晴
砂場(0.5m) 0.07 砂場(0.5m) 0.10
広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.07

千城台公園 広場（0.5m） 0.09 都賀東公園 広場（0.5m） 0.08
(千城台南１丁目) 複合遊具下(0.5m) 0.08 H23.11.29 (都賀３丁目) 複合滑り台下(0.5m) 0.07 H23.10.27

集水桝（0.5m) 0.08 晴 植込地（0.5m) 0.10 晴
砂場(0.5m) 0.09 砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.16

千城台東第９公園 広場（0.5m） 0.06 みつわ台公園 広場（0.5m） 0.16
(千城台東４丁目) ブランコ下(0.5m) 0.08 H23.11.29 (みつわ台１丁目) 林床(0.5m) 0.11 H23.10.27

集水桝（0.5m) 0.08 曇 斜面下（0.5m) 0.12 晴
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.08 野球場（1m） 0.09

千城台南第５公園 広場（0.5m） 0.08 みつわ台第２公園 野球場（0.5m） 0.09
(千城台南４丁目) 滑り台降口（0.5m) 0.09 H23.11.29 (みつわ台３丁目) 滑り台脇(0.5m) 0.12 H23.10.27

集水桝（0.5m) 0.08 曇 集水桝（0.5m) 0.14 晴
砂場(0.5m) 0.07 砂場(0.5m) 0.07
広場（1m） 0.08 落葉１（1m） 0.11

若台第２公園 広場（0.5m） 0.10 源四季の森 落葉１（0.5m） 0.12
(若松台１丁目) 滑り台下(0.5m) 0.07 H23.10.19 (源町) 落葉２(0.5m) 0.11 H23.10.27

芝生(0.5m) 0.07 曇 晴
砂場(0.5m) 0.11
広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.10

若台第４公園 広場（0.5m） 0.08 若松町公園 広場（0.5m） 0.10
(若松町) 集水桝（0.5m） 0.09 H23.10.19 (若松町) 集水桝(0.5m) 0.14 H23.10.27

砂場(0.5m) 0.08 曇 遊具脇（汽車）（0.5m) 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.09

広場（1m） 0.07 広場（落葉）（1m） 0.09
若松かまいけ公園 広場（0.5m） 0.08 若松みんなの森 広場（落葉）（0.5m） 0.10
(若松町) 遊具下（0.5m） 0.08 H23.10.19 (若松町) 林床（チップ）(0.5m) 0.10 H23.10.27

集水桝（0.5m） 0.10 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（若葉区）＜公園・緑地、調整池等＞
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広場（野外卓脇）（1m） 0.07 広場（1m） 0.09
小倉自然の森 広場（野外卓脇）（0.5m） 0.07 加曽利じゅん菜池公園 広場（0.5m） 0.08
(小倉町) 樹林地(0.5m) 0.08 H23.11.4 (加曽利町) 園路脇（落葉）(0.5m) 0.09 H23.11.17

晴 スプリング遊具脇（0.5m) 0.10 晴
砂場(0.5m) 0.08

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.08
小倉市民の森 広場（0.5m） 0.08 ことぶき公園 広場（0.5m） 0.08
(小倉町) 樹林地(0.5m) 0.08 H23.11.4 (桜木５丁目) 集水桝付近(0.5m) 0.09 H23.11.17

晴 滑り台下（0.5m) 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.07

広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.09
小倉そよ風の森　 広場（0.5m） 0.08 高品公園 広場（0.5m） 0.09
(小倉町) 樹林地(0.5m) 0.08 H23.11.4 (高品町) 側溝付近(0.5m) 0.10 H23.11.17

晴 複合遊具滑り台（0.5m) 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.08

広場（ダスト舗装）（1m） 0.08 広場（1m） 0.10
小倉台公園 広場（ダスト舗装）（0.5m） 0.07 高品第3公園 広場（0.5m） 0.10
(小倉台４丁目) 水飲み場桝(0.5m) 0.07 H23.11.4 (高品町) 集水桝付近(0.5m) 0.10 H23.11.17

防災倉庫（雨水桝）（0.5m) 0.13 晴 スプリング遊具(0.5m) 0.10 晴
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.06

さくらぎの森　 広場（0.5m） 0.08 ほおじろ台公園 広場（0.5m） 0.07
(桜木北３丁目) 林床(0.5m) 0.08 H23.11.4 (加曽利町) ブランコ下(0.5m) 0.08 H23.11.17

晴 鉄棒下（0.5m) 0.07 晴
砂場(0.5m) 0.08

広場（複合遊具隣）（1m） 0.09 広場（1m） 0.09
城北公園 広場（複合遊具隣）（0.5m） 0.10 山野辺公園 広場（0.5m） 0.09
(千城台北２丁目) 芝地(0.5m) 0.09 H23.11.4 (加曽利町) 滑り台下(0.5m) 0.09 H23.11.17

樹林地（0.5m) 0.07 晴 植込み（0.5m) 0.12 晴
砂場(0.5m) 0.08 砂場(0.5m) 0.08
広場（野外卓脇）（1m） 0.07 草原（1m） 0.09

広作公園 広場（野外卓脇）（0.5m） 0.08 泉自然公園 草原（0.5m） 0.10
(小倉台５丁目) 水飲み場桝(0.5m) 0.08 H23.11.4 (野呂町) お花見広場(0.5m) 0.10 H23.11.29

滑り台（0.5m) 0.08 晴 野草園（0.5m) 0.08 曇り
砂場(0.5m) 0.07 菖蒲田(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.08

森水公園 広場（0.5m） 0.08 大宮北公園 広場（0.5m） 0.09
(小倉台７丁目) 滑り台脇(0.5m) 0.09 H23.11.4 (大宮町) 水飲み場(0.5m) 0.08 H23.11.21

ジャングルジム脇（0.5m) 0.07 晴 ベンチ脇（0.5m) 0.09 晴
砂場(0.5m) 0.06 砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.07

小倉町公園 広場（0.5m） 0.09 大宮北の森 広場（0.5m） 0.07
(小倉町) 遊具広場(0.5m) 0.08 H23.11.17 (大宮町) 林床(0.5m) 0.07 H23.11.21

ブランコ下（0.5m) 0.07 晴 晴
砂場(0.5m) 0.08
広場（草地）（1m） 0.10 広場（1m） 0.08

貝塚憩の森 広場(草地）（0.5m） 0.10 大宮市民の森 広場（0.5m） 0.08
(貝塚町) 園路(0.5m) 0.10 H23.11.17 (大宮町) 林床(0.5m) 0.07 H23.11.21

晴 晴

広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.09
貝塚第１緑地 広場（0.5m） 0.09 大宮下長公園 広場（0.5m） 0.09
(貝塚町) 林床（落葉）(0.5m) 0.10 H23.11.17 (大宮町) 排水溝(0.5m) 0.08 H23.11.21

側溝（0.5m) 0.07 晴 木製遊具脇（0.5m) 0.09 晴
砂場(0.5m) 0.07

林床（1m） 0.08 広場（1m） 0.08
加曽利市民の森 林床（0.5m） 0.07 木戸公園 広場（0.5m） 0.08
(加曽利町) 林床(0.5m) 0.06 H23.11.17 (大宮台３丁目) ブランコ脇(0.5m) 0.07 H23.11.21

晴 砂場(0.5m 0.07 晴

※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） 0.08
新宮南公園 広場（0.5m） 0.06 若桜公園 広場（0.5m） 0.08
(大宮町) 植込み地（0.5m) 0.06 H23.11.21 (若松町) ブランコ下(0.5m) 0.09 H23.12.13

排水溝（0.5m) 0.10 晴 草地(0.5m) 0.12 晴
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.08

都川水の里公園 広場（0.5m） 0.09 大広公園 広場（0.5m） 0.08
(大宮町) 農業体験広場(0.5m) 0.10 H23.11.21 (西都賀２丁目) ブランコ(0.5m) 0.08 H23.12.27

保全水田（0.5m) 0.07 晴 水飲み場(0.5m) 0.09 晴
水路脇（0.5m) 0.07 砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.09

宮津公園 広場（0.5m） 0.08 源北公園 広場（0.5m） 0.09
(大宮台３丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H23.11.21 (みつわ台５丁目) ブランコ(0.5m) 0.09 H23.12.27

シーソー脇（0.5m) 0.08 晴 水飲み場(0.5m) 0.09 晴
砂場(0.5m) 0.07 砂場(0.5m) 0.09
広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.06

美しの森公園 広場（0.5m） 0.10 野呂団地公園 広場（0.5m） 0.06
(都賀２丁目) 複合遊具脇(0.5m) 0.11 H23.12.13 (野呂町) 排水溝(0.5m) 0.06 H25.7.8

集水桝(0.5m) 0.09 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.09 砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06

加上公園 広場（0.5m） 0.05 川井市営公園 広場（0.5m） 0.06
(加曽利町) ブランコ下(0.5m) 0.07 H23.12.13 (川井町) 低地(0.5m) 0.06 H25.7.8

入口(0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.07 晴
砂場(0.5m) 0.07
広場（1m） 0.07 広場1（1m） 0.05

加曽利公園 広場（0.5m） 0.07 川井町サイクリング休憩地 広場1（0.5m） 0.05
(加曽利町) 草地(0.5m) 0.07 H23.12.13 (川井町) 広場2（1m） 0.06 H25.7.8

四阿(0.5m) 0.07 晴 広場2（0.5m） 0.06 晴
階段(0.5m) 0.07
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.08

桜木大作公園 広場（0.5m） 0.05 高根児童公園 広場（0.5m） 0.10
(桜木町) 遊具下(0.5m) 0.06 H23.12.13 (中田町) 滑り台下(0.5m) 0.08 H25.7.8

集水桝(0.5m) 0.07 晴 公園出入口(0.5m) 0.07 晴
ベンチ横(0.5m) 0.07 砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06

桜木第２公園 広場（0.5m） 0.06 高根第２公園 広場（0.5m） 0.06
(桜木町) ブランコ下(0.5m) 0.06 H23.12.13 (高根町) ブランコ(0.5m) 0.07 H25.7.8

ウォール脇(0.5m) 0.07 晴 公園出入口(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.10 水飲み場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.09 広場（1m） 0.04

千城台東第４公園 広場（0.5m） 0.10 高根第３公園 広場（0.5m） 0.04
(千城台東３丁目) 入口(0.5m) 0.08 H23.12.13 (中田町) 滑り台下(0.5m) 0.07 H25.7.8

ブランコ下(0.5m) 0.09 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.05

千城台南公園 広場（0.5m） 0.11 多部田第１公園 広場（0.5m） 0.05
(千城台南１丁目) 滑り台降口(0.5m) 0.10 H23.12.13 (多部田町) 公園出入口(0.5m) 0.06 H25.7.8

芝生(0.5m) 0.10 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.08
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.04

道塚公園 広場（0.5m） 0.07 峠野公園 広場（0.5m） 0.04
(小倉台３丁目) 複合遊具下(0.5m) 0.06 H23.12.13 (大宮台２丁目) 排水溝(0.5m) 0.05 H25.7.8

法面下(0.5m) 0.07 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.06 砂場(0.5m) 0.05
広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.04

谷ッ上公園 広場（0.5m） 0.08 大林公園 広場（0.5m） 0.04
(貝塚町) 滑り台降口(0.5m) 0.07 H23.12.13 (大宮台１丁目) ブランコ脇(0.5m) 0.05 H25.7.8

ブランコ下(0.5m) 0.09 晴 水飲み場(0.5m) 0.05 晴
砂場(0.5m) 0.08 砂場(0.5m) 0.05

※測定機器：TCS-172B（日立アロカメディカル㈱製）
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広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
大宮公園 広場（0.5m） 0.06 田向公園 広場（0.5m） 0.06
(大宮町) ケヤキ下(0.5m) 0.07 H25.7.9 (加曽利町) 出入口（0.5m） 0.06 H25.7.10

水栓前(0.5m) 0.06 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.05

広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.06
大宮市営住宅内遊園地 広場（0.5m） 0.07 立木公園 広場（0.5m） 0.06
(大宮町) 滑り台下(0.5m) 0.07 H25.7.9 (加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.10

砂場(0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場1(芝生）（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
大宮団地緑地 広場1(芝生）（0.5m） 0.05 大谷公園 広場（0.5m） 0.05
(大宮台１丁目) 広場2(低地）（0.5m） 0.06 H25.7.9 (加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.7.10

入口（0.5m） 0.07 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
大宮町公園 広場（0.5m） 0.07 高の輪公園 広場（0.5m） 0.06
(大宮町) 入口（0.5m） 0.07 H25.7.9 (加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.10

水飲み場(0.5m) 0.07 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06
新宮東公園 広場（0.5m） 0.05 木谷公園 広場（0.5m） 0.06
(大宮町) ブランコ下(0.5m) 0.05 H25.7.9 (加曽利町) ブランコ下（0.5m） 0.06 H25.7.10

砂場(0.5m) 0.05 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.06

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.06
倉宮公園 広場（0.5m） 0.04 池の谷公園 広場（0.5m） 0.05
(大宮台７丁目) 滑り台下(0.5m) 0.06 H25.7.9 (加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.10

砂場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
新宮西公園 広場（0.5m） 0.05 京桜公園 広場（0.5m） 0.06
(大宮町) 法下芝生（0.5m） 0.07 H25.7.9 (桜木２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.10

砂場(0.5m) 0.04 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
鳥ヶ沢公園 広場（0.5m） 0.06 道丸公園 広場（0.5m） 0.06
(大宮台５丁目) 桝上(アジサイ脇）（0.5m） 0.06 H25.7.9 (加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.10

植込み(桜の下）（0.5m） 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05

東宮公園 広場（0.5m） 0.05 加曽利第２公園 広場（0.5m） 0.05
(大宮台７丁目) ブランコ下(0.5m) 0.06 H25.7.9 (加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.7.10

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 晴

広場（1m） 0.04 広場（1m） 0.05
大宮台公園 広場（0.5m） 0.04 加曽利貝塚公園 広場（0.5m） 0.05
(大宮台５丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.9 (桜木町) 樹林地(0.5m) 0.05 H25.7.11

砂場(0.5m) 0.05 晴 通路1(トイレ前）(0.5m) 0.05 晴
通路2(0.5m) 0.06

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
加曽利第１公園 広場（0.5m） 0.04 加曽利第４公園 広場（0.5m） 0.05
(加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.7.10 (加曽利町) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.11

晴 水飲み場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
都ヶ丘公園 広場（0.5m） 0.06 桜木大作第２公園 広場（0.5m） 0.05
(加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.10 (桜木４丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.11

砂場(0.5m) 0.05 晴 水飲み場(0.5m) 0.05 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（若葉区）＜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 広場（1m） 0.06
桜木京願台公園 広場（0.5m） 0.05 桜木南公園 広場（0.5m） 0.05
(桜木町) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.11 (桜木５丁目) 水飲み場(0.5m) 0.08 H25.7.12

水飲み場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
桜木東第２公園 広場（0.5m） 0.04 貝塚第２公園 広場（0.5m） 0.05
(桜木町) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.11 (貝塚町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.12

砂場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06
桜木東第３公園 広場（0.5m） 0.05 高品北公園 広場（0.5m） 0.07
(桜木３丁目) 樹木(0.5m) 0.08 H25.7.11 (高品町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.12

集水桝(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.08 晴
水飲み場(0.5m) 0.05
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06

桜木東第４公園 広場（0.5m） 0.06 都賀西公園 広場（0.5m） 0.06
(桜木町) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.11 (都賀１丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.7.12

水飲み場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.04
桜木東第５公園 広場（0.5m） 0.04 藤桜公園 広場（0.5m） 0.04
(桜木４丁目) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.7.11 (桜木町) 水飲み場(0.5m) 0.04 H25.7.12

水飲み場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.04 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
桜木東第６公園 広場（0.5m） 0.05 中尾余公園 広場（0.5m） 0.05
(桜木４丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.7.11 (桜木町) 入口(0.5m) 0.05 H25.8.12

砂場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
桜木南第２公園 広場（0.5m） 0.06 都賀の台３丁目公園 広場（0.5m） 0.07
(桜木２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.11 (都賀の台３丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.8.12

砂場(0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.10 広場（1m） 0.07
桜木南第３公園 広場（0.5m） 0.11 若桜１号公園 広場（0.5m） 0.07
(桜木2丁目) 階段(0.5m) 0.08 H25.7.11 (若松町) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.8.12

水飲み場(0.5m) 0.09 晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.07
桜木公園 広場（0.5m） 0.06 若桜２号公園 広場（0.5m） 0.07
(桜木１丁目) グランド(0.5m) 0.06 H25.7.12 (若松町) 植込地（0.5m) 0.07 H25.8.12

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 集水桝(0.5m) 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.05
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05

桜木緑地 広場（0.5m） 0.07 桜木第３公園 広場（0.5m） 0.05
(桜木町) 水溜り(0.5m) 0.12 H25.7.12 (桜木町) ブランコ下(0.5m) 0.07 H25.8.12

砂場(0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.07
桜木子供の遊び場 広場（0.5m） 0.06 桜木第４公園 広場（0.5m） 0.07
(桜木４丁目) 砂場(0.5m) 0.06 H25.7.12 (桜木町) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.8.12

晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
桜木東公園 広場（0.5m） 0.06 桜木第５公園 広場（0.5m） 0.06
(桜木４丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.7.12 (桜木町) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.8.12

砂場(0.5m) 0.06 晴 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（若葉区）＜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 広場（1m） 0.05
桜木第６公園 広場（0.5m） 0.04 若松台北公園 広場（0.5m） 0.06
(桜木町) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.8.12 (若松台３丁目) 低地部(0.5m) 0.06 H25.8.13

晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.06

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
桜木第７公園 広場（0.5m） 0.05 若松台西公園 広場（0.5m） 0.05
(桜木町) 集水桝(0.5m) 0.05 H25.8.12 (若松台３丁目) 低地部(0.5m) 0.06 H25.8.13

晴 水飲み場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
桜木北公園 広場（0.5m） 0.06 小倉町第２公園 広場（0.5m） 0.06
(桜木町) パーゴラ下(0.5m) 0.06 H25.8.12 (小倉町) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.8.14

砂場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.04
倉前公園 広場（0.5m） 0.06 小倉町第３公園 広場（0.5m） 0.05
(桜木町) 砂場(0.5m) 0.06 H25.8.12 (小倉町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.8.14

晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
桜木北第２公園 広場（0.5m） 0.04 小倉町第４公園 広場（0.5m） 0.05
(桜木町) ブランコ下(0.5m) 0.05 H25.8.12 (小倉町) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.8.14

砂場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
源弁天公園 広場（0.5m） 0.05 小桜公園 広場（0.5m） 0.04
(みつわ台５丁目) 法下(0.5m) 0.09 H25.8.12 (桜木町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.8.14

砂場(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.07
若松台東公園 広場（0.5m） 0.06 千城台北第２公園 広場（0.5m） 0.07
(若松台３丁目) 低地部(0.5m) 0.07 H25.8.13 (千城台北１丁目) クズカゴ(0.5m) 0.07 H25.8.14

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.07 晴
砂場(0.5m) 0.05
広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05

若松公園 広場（0.5m） 0.05 千城台北第３公園 広場（0.5m） 0.05
(若松町) 低地部(0.5m) 0.06 H25.8.13 (千城台北１丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.8.14

水飲み場(0.5m) 0.05 晴 晴
砂場(0.5m) 0.05
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.07

若松第２公園 広場（0.5m） 0.07 吉岡公園 広場（0.5m） 0.07
(若松町) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.8.13 (千城台北１丁目) 雨水流れ(0.5m) 0.06 H25.8.14

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.06 砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.04

若松第７公園 広場（0.5m） 0.07 若松川野辺公園 広場（0.5m） 0.04
(若松町) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.8.13 (若松町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.8.14

水飲み場(0.5m) 0.07 晴 晴
砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05

若台第３公園 広場（0.5m） 0.06 若松第５公園 広場（0.5m） 0.06
(若松台１丁目) 低地部(0.5m) 0.05 H25.8.13 (若松町) 水飲み場(0.5m) 0.08 H25.8.14

砂場(0.5m) 0.06 晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
若台第１公園 広場（0.5m） 0.06 若松南第１公園 広場（0.5m） 0.05
(若松台１丁目) 低地部(0.5m) 0.06 H25.8.13 (若松町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.8.14

水飲み場(0.5m) 0.05 晴 晴
砂場(0.5m) 0.05

※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（若葉区）＜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） 0.06 広場（1m） 0.05
御成台１丁目公園 広場（0.5m） 0.06 若都公園 広場（0.5m） 0.06
(御成台) 桝(0.5m) 0.06 H25.8.15 (若松町) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.8.16

水飲み場(0.5m) 0.05 晴 晴
砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06

御成台２丁目公園 広場（0.5m） 0.06 源西公園 広場（0.5m） 0.06
(御成台) 桝(0.5m) 0.07 H25.8.15 (みつわ台５丁目) ブランコ下(0.5m) 0.05 H25.8.16

水飲み場(0.5m) 0.07 晴 法下(芝生）(0.5m) 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.07 砂場(0.5m) 0.07
広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.07

御成台３丁目公園 広場（0.5m） 0.06 源南公園 広場（0.5m） 0.08
(御成台３丁目) 桝(0.5m) 0.07 H25.8.15 (みつわ台４丁目) 休憩スペース(0.5m) 0.08 H25.8.16

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.07
広場（1m） 0.07 広場①（1m） 0.06

御成台緑地 広場（0.5m） 0.07 H25.8.15 金親町チビッコ広場 広場①（0.5m） 0.06
(下田町) 林床(0.5m) 0.06 晴 (金親町) 広場②（0.5m） 0.06 H25.9.9

晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
下田西原公園 広場（0.5m） 0.06 千城台北公園 広場（0.5m） 0.06
(下田町) 桝(0.5m) 0.07 H25.8.15 (千城台北３丁目) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.9.9

晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
下田西原第2公園 広場（0.5m） 0.05 千城台東４丁目公園 広場（0.5m） 0.06
(下田町) 桝(0.5m) 0.07 H25.8.15 (千城台東) 砂場(0.5m) 0.05 H25.9.9

晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
下田チビッコ広場 広場（0.5m） 0.06 千城台東公園 広場（0.5m） 0.06
(下田町) 遊具周り(0.5m) 0.07 H25.8.15 (千城台東２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.9.9

晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.07
谷当公園 広場（0.5m） 0.07 千城台東第１０公園 広場（0.5m） 0.07
(千城台北４丁目) 桝(0.5m) 0.07 H25.8.15 (千城台東４丁目) 出入口（0.5m） 0.07 H25.9.9

砂場(0.5m) 0.05 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.05

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
辰己公園 広場（0.5m） 0.06 千城台東第２公園 広場（0.5m） 0.05
(千城台北２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.8.15 (千城台東１丁目) 堆肥作り場（0.5m） 0.05 H25.9.9

砂場(0.5m) 0.05 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.04

広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.05
愛生公園 広場（0.5m） 0.08 千城台東第３公園 広場（0.5m） 0.05
(愛生町) ブランコ下(0.5m) 0.09 H25.8.16 (千城台東３丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.9.9

砂場(0.5m) 0.07 晴 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
みつわ台４丁目公園 広場（0.5m） 0.04 千城台東第５公園 広場（0.5m） 0.06
(みつわ台４丁目) 広場(レンガ）(0.5m) 0.08 H25.8.16 (千城台東４丁目) 集水桝（0.5m） 0.05 H25.9.9

入口前(0.5m) 0.05 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05

源第３公園 広場（0.5m） 0.07 千城台東第６公園 広場（0.5m） 0.05
(源町) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.8.16 (千城台東４丁目) 出入口（0.5m） 0.05 H25.9.9

晴 水飲み場(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）

空間放射線量率　測定結果（若葉区）＜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） 0.04 砂場（1m） 0.06
千城台東第７公園 広場（0.5m） 0.04 小桜第２公園 砂場（0.5m） 0.06
(千城台東３丁目) 水飲み場(0.5m) 0.04 H25.9.9 (桜木町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.05 晴 晴

広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.06
千城台東第８公園 広場（0.5m） 0.08 小倉町第５公園 広場（0.5m） 0.06
(千城台東４丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.9.9 (小倉町) 排水溝(0.5m) 0.06 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.07 晴 晴

広場（1m） 0.05 広場(芝生）（1m） 0.05
千城台南３丁目緑地 広場（0.5m） 0.04 小倉緑地 広場(芝生）（0.5m） 0.05
(千城台南3丁目) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.9.10 (小倉台２丁目) 樹林（カイヅカイブキ）(0.5m) 0.06 H25.9.12

曇 晴

広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.05
千城台南第３公園 広場（0.5m） 0.08 桜ヶ丘第１公園 広場（0.5m） 0.05
(千城台南３丁目) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.9.10 (加曽利町) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.05 曇 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.08 広場（1m） 0.06
千城台南第４公園 広場（0.5m） 0.08 桜ヶ丘第２公園 広場）（0.5m） 0.06
(千城台南２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.9.10 (加曽利町) ブランコ（0.5m) 0.06 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.07 曇 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06
千城台南第２公園 広場（0.5m） 0.05 千城台西公園 広場（0.5m） 0.07
(千城台南２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.9.10 (千城台西１丁目) 階段上部（U型溝）(0.5m) 0.06 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.06 曇 階段脇(吹溜まり(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.05

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.07
千城台西第２公園 広場（0.5m） 0.06 千城台野鳥観察園 広場（0.5m） 0.08
(千城台西２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.9.10 (千城台西２丁目) ベンチ脇（0.5m) 0.05 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.05 曇 落葉溜り0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06
千城台西第４公園 広場（0.5m） 0.06 ほおじろ台第２公園 広場（0.5m） 0.06
(千城台西２丁目) 砂場(0.5m) 0.06 H25.9.10 (加曽利町) 入口(排水溝）（0.5m） 0.06 H25.9.12

曇 ブランコ（0.5m) 0.06 晴
水飲み場(0.5m) 0.06

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
千城台西第５公園 広場（0.5m） 0.05 柳沢公園 広場（0.5m） 0.06
(千城台西２丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.9.10 (小倉台２丁目) ブランコ（0.5m) 0.05 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.06 曇 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.05

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
千城台西第３公園 広場（0.5m） 0.05 若里公園 広場（0.5m） 0.05
(千城台西１丁目) 水飲み場(0.5m) 0.05 H25.9.10 (加曽利町) 排水溝（0.5m） 0.06 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.05 曇 砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
小峯公園 広場（0.5m） 0.06 若山公園 広場（0.5m） 0.05
(千城台北１丁目) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.9.10 (加曽利町) 砂場(0.5m) 0.05 H25.9.12

砂場(0.5m) 0.06 曇 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
千城台緑地 広場（0.5m） 0.07 源第２公園 広場（0.5m） 0.05
(千城台西１丁目) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.9.10 (源町) 水飲み場(0.5m) 0.08 H25.9.13

曇 砂場(0.5m) 0.06 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（若葉区）＜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） 0.04 広場（1m） 0.06
みつわ台１丁目公園 広場（0.5m） 0.04 高品西の台公園 広場（0.5m） 0.06
(みつわ台１丁目) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.9.13 (高品町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.10.17

砂場(0.5m) 0.07 晴 晴

広場（1m） 0.06 広場①（1m） 0.06
みつわ台２丁目公園 広場（0.5m） 0.06 高品緑地 広場①（0.5m） 0.06
(みつわ台２丁目) トイレ(0.5m) 0.08 H25.9.13 (高品町) 広場②0.5m） 0.06 H25.10.17

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 広場③0.5m） 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.07 広場（1m） 0.06

みつわ台第１公園 広場（0.5m） 0.06 高品第２公園 広場（0.5m） 0.06
(みつわ台１丁目) ブランコ(0.5m) 0.07 H25.9.13 (高品町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.10.17

水飲み場(0.5m) 0.07 晴 晴
砂場(0.5m) 0.06
広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06

原町つつじ公園 広場（0.5m） 0.05 高品オリーブの丘公園 広場（0.5m） 0.06
(原町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.9.13 (高品町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.10.17

砂場(0.5m) 0.05 晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
東寺山ひまわり公園 広場（0.5m） 0.06 高品宮ノ腰公園 広場（0.5m） 0.05
(東寺山町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.9.13 (高品町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.10.17

砂場(0.5m) 0.06 晴 晴

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.06
原町第３緑地 広場（0.5m） 0.07 高品本郷公園 広場（0.5m） 0.06
(原町) 樹林地①(0.5m) 0.07 H25.9.13 (高品町) 水飲み場(0.5m) 0.08 H25.10.17

樹林地②(0.5m) 0.06 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.09
原町第１公園 広場（0.5m） 0.05 高品西第１公園 広場（0.5m） 0.09
(原町) 遊具(0.5m) 0.07 H25.9.13 (高品町) 水飲み場(0.5m) 0.08 H25.10.17

水飲み場(0.5m) 0.07 晴 砂場(0.5m) 0.07 晴

広場①（1m） 0.10 広場（1m） 0.07
原町第４緑地 広場①（0.5m） 0.11 貝塚公園 広場（0.5m） 0.07
(原町) 広場②0.5m） 0.07 H25.9.13 (貝塚町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.10.17

階段(0.5m) 0.10 晴 砂場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.06
東寺山あじさい公園 広場（0.5m） 0.06 高品台公園 広場（0.5m） 0.06
(東寺山町) 水飲み場(0.5m) 0.07 H25.9.13 (西都賀５丁目) 出入口(0.5m) 0.06 H25.10.18

砂場(0.5m) 0.06 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.05

広場（1m） 0.05 広場（1m） 0.05
東寺山第３公園 広場（0.5m） 0.05 都賀の台４丁目公園 広場（0.5m） 0.06
(東寺山町) 水飲み場(0.5m) 0.08 H25.10.17 (都賀の台４丁目) 出入口(0.5m) 0.06 H25.10.18

砂場(0.5m) 0.05 晴 水飲み場(0.5m) 0.06 晴
砂場(0.5m) 0.05

広場①（1m） 0.06 広場（1m） 0.08
東寺山第２公園 広場①（0.5m） 0.06 中広公園 広場（0.5m） 0.08
(東寺山町) 広場②0.5m） 0.08 H25.10.17 (西都賀３丁目) 出入口(0.5m) 0.06 H25.10.18

水飲み場(0.5m) 0.10 晴 水飲み場(0.5m) 0.08 晴
砂場(0.5m) 0.05

広場（1m） 0.06 広場（1m） 0.05
東寺山第１公園 広場（0.5m） 0.06 西都賀４丁目公園 広場（0.5m） 0.06
(東寺山町) 水飲み場(0.5m) 0.06 H25.10.17 (西都賀４丁目) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.10.18

砂場(0.5m) 0.05 晴 水飲み場(0.5m) 0.07 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（若葉区）＜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 樹林地①（0.5m） 0.08
若松かまいけ第2公園 広場（0.5m） 0.05 樹林地②（0.5m） 0.09
(若松町) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.10.18 みつわ台緑地 樹林地③（0.5m） 0.08

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 (みつわ台3丁目) 樹林地④（0.5m） 0.06 H25.11.11
樹林地⑤（0.5m） 0.06 曇

広場（1m） 0.05 樹林地⑥（0.5m） 0.05
若松第３公園 広場（0.5m） 0.05 樹林地⑦（0.5m） 0.06
(若松町) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.10.18 広場（1m） 0.07

水飲み場(0.5m) 0.06 晴 都賀の台１丁目公園 広場（0.5m） 0.07
砂場(0.5m) 0.06 (都賀の台１丁目) 水飲み 0.06 H25.11.11
広場（1m） 0.07 砂場 0.06 曇

若松第４公園 広場（0.5m） 0.07 集水桝 0.08
(若松町) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.10.18

水飲み場(0.5m) 0.08 晴

広場（1m） 0.06
若松第６公園 広場（0.5m） 0.06
(若松町) 集水桝(0.5m) 0.07 H25.10.18

砂場(0.5m) 0.05 晴

広場（1m） 0.05
若松第８公園 広場（0.5m） 0.05
(若松町) 集水桝(0.5m) 0.06 H25.10.18

水飲み場(0.5m) 0.06 晴

広場（1m） 0.06
原町さくら公園 広場（0.5m） 0.04
(原町) 砂場（0.5m） 0.05 H25.11.11

水飲み（0.5m） 0.06 曇
集水桝（0.5m） 0.06
樹林地①（0.5m） 0.06

原町第１緑地 樹林地②（0.5m） 0.06
(原町) 樹林地③（0.5m） 0.08 H25.11.11

曇

樹林地（0.5m） 0.05
原町第２緑地
(原町) H25.11.11

曇

広場（1m） 0.06
みつわ台３丁目公園 広場（0.5m） 0.06
(みつわ台３丁目) 水飲み（0.5m） 0.06 H25.11.11

集水桝（0.5m） 0.08 曇
砂場（0.5m） 0.06
広場（1m） 0.07

西都賀街園 広場（0.5m） 0.08
(西都賀１丁目) 出入口（0.5m） 0.10 H25.11.11

曇

広場（1m） 0.05
西都賀中央公園 広場（0.5m） 0.04
(西都賀２丁目) 砂場（0.5m） 0.06 H25.11.11

水飲み（0.5m） 0.06 曇
集水桝（0.5m） 0.05
広場（1m） 0.05

みつわ台３丁目北公園 広場（0.5m） 0.05
(みつわ台３丁目) 水飲み（0.5m） 0.06 H25.11.11

砂場（0.5m） 0.07 曇
集水桝（0.5m） 0.06

※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（若葉区）＜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

調整池中央（1m） 0.13
六方調整池 調整池中央（0.5m） 0.14
(源町) 管理用通路入口①（0.5m） 0.12 H23.10.12

管理用通路入口②（0.5m） 0.18 晴
草地(池のふち)（0.5m） 0.26
調整池中央（1m） 0.09

若松台調整池 調整池中央（0.5m） 0.10
(若松町) 調整池流入口（0.5m） 0.13 H23.11.4

調整池流出口（0.5m） 0.29 曇
管理用通路（0.5m） 0.09
草地(池流入口付近)（1m） 0.09

坂月第一調整池 草地(池流入口付近)（0.5m） 0.10
(千城台西) 野鳥観察場①（0.5m） 0.07 H23.11.4

野鳥観察場②（0.5m） 0.08 曇
草地(おむすび山脇)（0.5m） 0.09
調整池中央（1m） 0.15

東寺山調整池 調整池中央（0.5m） 0.16
(東寺山町) 調整池流入口（0.5m） 0.29 H23.11.4

管理用通路（0.5m） 0.11 曇
草地（0.5m） 0.13
上流右岸高水敷(1.0m) 0.10

坂月川 上流右岸高水敷(0.5m) 0.10 H23.11.4
（坂月町） 下流左岸高水敷(0.5m) 0.11 曇
辺田前橋付近 下流左岸管理用通路(0.5m) 0.10

下流左岸高水敷(0.5m) 0.09 H24.3.13 晴
下流左岸高水敷(0.5m) 0.09 H24.6.26 晴
右岸水際(1.0m) 0.19
右岸水際(1.0m)下流10m 0.24
右岸水際(0.5m)下流10m 0.29
右岸管理用通路(1.0m)下流10m 0.09
右岸水際(1.0m)下流20m 0.25 H24.3.13

坂月川 右岸水際(1.0m)下流40m 0.34 晴
右岸水際(0.5m)下流40m 0.43

（桜木８丁目） 右岸水際(1.0m)下流80m 0.16
谷頭橋下流 右岸管理用通路(1.0m)下流80m 0.10

右岸水際(1.0m) 0.16
右岸水際(1.0m)下流10m 0.26
右岸水際(1.0m)下流20m 0.28
右岸水際(1.0m)下流40m 0.33 H24.6.26
右岸水際(0.5m)下流40m 0.41 晴
右岸水際(1.0m)下流80m 0.20
右岸管理用通路(1.0m)下流80m 0.08
左岸水際(1.0m)下流10m 0.20
左岸水際(1.0m)下流40m 0.26

坂月川 左岸水際(0.5m)下流40m 0.37 H24.3.13
（小倉町） 左岸水際(1.0m)下流80m 0.26 晴
谷頭橋下流 左岸管理用通路(1.0m)下流10m 0.10

左岸管理用通路(1.0m)下流80m 0.10
左岸水際(1.0m)下流10m 0.15
左岸水際(1.0m)下流40m 0.13
左岸水際(1.0m)下流80m 0.31 H24.6.26 晴
左岸管理用通路(1.0m)下流10m 0.08 晴
左岸管理用通路(1.0m)下流80m 0.08

坂月川 右岸水際(1.0m) 0.19
（加曽利町） 右岸管理用通路(1.0m) 0.08
排水路流入口下流 右岸水際(1.0m) 0.10

右岸管理用通路(1.0m) 0.07
左岸水際(0.5m) 0.28

坂月川 左岸水際(1.0m) 0.23 H24.3.13 晴
（小倉町） 左岸管理用通路(1.0m) 0.11
小桜橋下流 左岸水際(1.0m) 0.18

左岸管理用通路(1.0m) 0.08

空間放射線量率　測定結果（若葉区）＜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）

H24.3.13 晴

H24.6.26 晴

H24.6.26 晴


