
№ 公  園  名 町　名 測　定　日
測定値
μSv/ｈ

№ 公  園  名 町　名 測　定　日
測定値
μSv/ｈ

1 細工瀬児童公園 下横田町 平成24年1月17日 0.11 41 下戸祭１号児童公園 下戸祭1丁目 平成24年1月10日 0.10
2 坂口児童公園 横田新町 平成24年1月10日 0.12 42 下戸祭２号児童公園 下戸祭2丁目 平成24年1月10日 0.10
3 桜ヶ丘児童公園 川俣町 平成24年1月18日 0.10 43 下戸祭３号児童公園 下戸祭2丁目 平成24年1月10日 0.10
4 さくら児童公園 桜2丁目 平成24年1月4日 0.08 44 下平あじさい公園 下栗町 平成24年1月19日 0.10
5 桜台１号児童公園 陽東8丁目 平成24年1月18日 0.11 45 下平くすのき公園 下栗町 平成24年1月19日 0.12
6 桜台２号児童公園 陽東8丁目 平成24年1月18日 0.11 46 下平さくら公園 下栗町 平成24年1月19日 0.08
7 桜台３号公園 陽東8丁目 平成24年1月18日 0.08 47 下平中央公園 平松本町 平成24年1月19日 0.08
8 桜づつみ園 白沢町 平成24年1月5日 0.12 48 下平つばき公園 平松本町 平成24年1月19日 0.09
9 さざなみ児童公園 宿郷1丁目 平成24年1月4日 0.10 49 下平はなみずき公園 平松本町 平成24年1月19日 0.09
10 さつき１号児童公園 富士見町 平成24年1月13日 0.14 50 下細谷児童公園 宝木町1丁目 平成24年1月10日 0.08
11 さつき２号児童公園 さつき3丁目 平成24年1月13日 0.14 51 下細谷南公園 細谷町 平成24年1月6日 0.08
12 さつき３号児童公園 さつき1丁目 平成24年1月12日 0.13 52 十郎が峰児童公園 鶴田町 平成24年1月12日 0.09
13 さつき４号児童公園 さつき1丁目 平成24年1月12日 0.12 53 十郎ヶ峰中央公園 鶴田町 平成24年1月12日 0.08
14 さつき中央児童公園 さつき3丁目 平成24年1月13日 0.14 54 十郎ケ峰西公園 鶴田町 平成24年1月12日 0.08
15 サマーランド中央公園 野沢町 平成24年1月12日 0.10 55 城址団地公園 竹下町 平成24年1月13日 0.11
16 サマーランド東公園 野沢町 平成24年1月12日 0.09 56 城東なかよし公園 城東1丁目 平成24年1月19日 0.09
17 申内あけぼの団地公園 中岡本町 平成24年1月11日 0.10 57 城東ふれあい公園 城東2丁目 平成24年2月8日 0.06
18 山王団地１号公園 徳次郎町 平成24年1月12日 0.10 58 城南２丁目緑地 城南2丁目 平成24年1月6日 0.09
19 山王団地２号公園 徳次郎町 平成24年1月12日 0.08 59 城南北児童公園 城南1丁目 平成24年1月5日 0.09
20 三ノ久保２号公園 石井町 平成24年1月17日 0.10 60 城南児童公園 宮原4丁目 平成24年1月4日 0.10
21 三ノ久保児童公園 石井町 平成24年1月17日 0.10 61 城南中児童公園 城南2丁目 平成24年1月6日 0.10
22 三ノ久保中央公園 東峰町 平成24年1月17日 0.09 62 城南南児童公園 城南3丁目 平成24年1月6日 0.11
23 三の沢北児童公園 鶴田町 平成24年1月10日 0.07 63 松風台北公園 松風台 平成24年1月5日 0.16
24 三の沢西児童公園 鶴田町 平成24年1月11日 0.08 64 松風台中央公園 松風台 平成24年1月5日 0.15
25 篠井ふれあい公園 下小池町 平成24年1月12日 0.15 65 松風台西公園 松風台 平成24年1月5日 0.17
26 下荒針1号児童公園 下荒針町 平成24年1月12日 0.08 66 松風台東公園 松風台 平成24年1月5日 0.18
27 下荒針野尻公園 下荒針町 平成24年1月12日 0.09 67 松風台南公園 松風台 平成24年1月5日 0.18
28 下川俣１号児童公園 下川俣町 平成24年1月18日 0.11 68 松風台夕焼け公園 関白町 平成24年1月5日 0.14
29 下川俣２号公園 下川俣町 平成24年1月18日 0.10 69 城北児童公園 中央3丁目 平成24年1月19日 0.08
30 下河原児童公園 下河原町 平成24年1月4日 0.11 70 しらかば児童公園 下川俣町 平成24年1月18日 0.12
31 下栗１号児童公園 下栗町 平成24年1月17日 0.11 71 白沢坂上公園 白沢町 平成24年1月12日 0.13
32 下栗２号児童公園 下栗町 平成24年1月17日 0.10 72 白沢台公園 白沢町 平成24年1月12日 0.11
33 下栗３号公園 下栗町 平成24年1月17日 0.08 73 白沢中道公園 白沢町 平成24年1月5日 0.12
34 下栗石井境公園 下栗町 平成24年1月17日 0.12 74 白沢なかよし１号公園 白沢町 平成24年1月12日 0.09
35 下栗ヶ丘北児童公園 下栗町 平成24年1月18日 0.10 75 白沢なかよし２号公園 白沢町 平成24年1月12日 0.09
36 下栗ヶ丘南児童公園 下栗町 平成24年1月18日 0.13 76 新川筋公園 針ヶ谷町 平成24年1月13日 0.13
37 下栗台児童公園 下栗町 平成24年1月17日 0.10 77 新田１号児童公園 針ヶ谷町 平成24年1月12日 0.09
38 下栗東原北公園 下栗町 平成24年1月17日 0.12 78 新富児童公園 新富町 平成24年1月17日 0.14
39 下栗東原児童公園 下栗町 平成24年1月17日 0.12 79 新平公園 雀の宮4丁目 平成24年1月13日 0.09
40 下小倉オアシス公園 下小倉町 平成24年1月5日 0.18 80 すいせん公園 鶴田3丁目 平成24年1月13日 0.08
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81 雀天狗北公園 雀の宮7丁目 平成24年1月16日 0.11
82 雀天狗児童公園 雀の宮7丁目 平成24年1月13日 0.11
83 雀の宮２丁目公園 雀の宮2丁目 平成24年1月16日 0.07
84 雀の宮４丁目北公園 雀の宮4丁目 平成24年1月13日 0.09
85 雀宮４丁目児童公園 雀の宮4丁目 平成24年1月13日 0.10
86 雀の宮４丁目中央公園 雀の宮4丁目 平成24年1月13日 0.10
87 雀の宮４丁目緑地 雀の宮4丁目 平成24年1月13日 0.09
88 雀宮６丁目児童公園 雀の宮6丁目 平成24年1月13日 0.10
89 雀の宮６丁目南公園 雀の宮6丁目 平成24年1月13日 0.11
90 雀宮上原公園 富士見町 平成24年1月13日 0.10
91 雀宮上町児童公園 雀の宮1丁目 平成24年1月16日 0.10
92 雀宮児童公園 高砂町 平成24年1月13日 0.09
93 雀の宮末広児童公園 末広2丁目 平成24年1月17日 0.11
94 雀宮団地北児童公園 雀の宮2丁目 平成24年1月16日 0.12
95 雀宮団地南児童公園 雀の宮2丁目 平成24年1月16日 0.11
96 雀宮東原児童公園 若松原1丁目 平成24年1月16日 0.09
97 生協団地北公園 雀の宮4丁目 平成24年1月13日 0.08
98 生協団地三角地公園 五代2丁目 平成24年1月13日 0.11
99 生協団地中央公園 五代2丁目 平成24年1月13日 0.11
100 生協団地西公園 五代2丁目 平成24年1月13日 0.10
101 生協団地東公園 雀の宮4丁目 平成24年1月13日 0.12
102 関原児童公園 末広2丁目 平成24年1月17日 0.12
103 千波児童公園 千波町 平成24年1月19日 0.12
104 そよかぜ児童公園 宿郷5丁目 平成24年1月4日 0.09
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