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1 中一の沢児童公園 中一の沢町 平成24年1月6日 0.11 41 西一の沢児童公園 西一の沢町 平成24年1月6日 0.10
2 中今泉１丁目公園 中今泉1丁目 平成24年1月5日 0.11 42 西が岡北公園 宝木町2丁目 平成24年1月5日 0.06
3 中今泉２丁目公園 中今泉2丁目 平成24年1月5日 0.08 43 西釜井台第１公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.12
4 中今泉５丁目西公園 中今泉5丁目 平成24年1月5日 0.09 44 西釜井台第２公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.12
5 中今泉５丁目東公園 中今泉5丁目 平成24年1月5日 0.08 45 西川田１０号児童公園 西川田南1丁目 平成24年1月11日 0.10
6 長岡公園 長岡町 平成24年1月6日 0.09 46 西川田１号児童公園 西川田3丁目 平成24年1月10日 0.09
7 中岡本オアシックタウン公園 中岡本町 平成24年1月11日 0.09 47 西川田１丁目公園 西川田1丁目 平成24年1月10日 0.09
8 中岡本西公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.11 48 西川田１丁目東公園 西川田本町1丁目 平成24年1月10日 0.09
9 中岡本ふれあい通り公園 中岡本町 平成24年1月11日 0.10 49 西川田２号児童公園 西川田南1丁目 平成24年1月11日 0.10
10 中岡本緑公園 中岡本町 平成23年12月15日 0.10 50 西川田３号児童公園 西川田南1丁目 平成24年1月11日 0.13
11 長岡横堀児童公園 長岡町 平成24年1月6日 0.10 51 西川田４号児童公園 西川田町 平成24年1月18日 0.13
12 中河原児童公園 中河原町 平成24年1月19日 0.12 52 西川田５号児童公園 西川田町 平成24年1月18日 0.11
13 中久保児童公園 中久保1丁目 平成24年1月6日 0.11 53 西川田５丁目南公園 西川田5丁目 平成24年1月11日 0.09
14 中里権現山公園 中里町 平成24年1月5日 0.12 54 西川田６号児童公園 西川田6丁目 平成24年1月11日 0.11
15 中里原ゆずっこ公園 中里町 平成24年1月5日 0.09 55 西川田６丁目公園 西川田6丁目 平成24年1月11日 0.10
16 中戸祭児童公園 中戸祭1丁目 平成24年1月10日 0.09 56 西川田７号児童公園 西川田1丁目 平成24年1月10日 0.11
17 中戸祭下原公園 中戸祭町 平成24年1月10日 0.09 57 西川田８号児童公園 西川田1丁目 平成24年1月10日 0.12
18 中丸公園 駒生町 平成23年12月9日 0.11 58 西川田９号児童公園 西川田町 平成24年1月18日 0.11
19 ながみや公園 下栗町 平成24年1月17日 0.07 59 西川田上原公園 西川田町 平成24年1月18日 0.08
20 なかよし児童公園 御幸ヶ原町 平成24年1月18日 0.10 60 西川田北ノ原公園 西川田町 平成24年1月19日 0.10
21 納豆内児童公園 横田新町 平成24年1月10日 0.10 61 西川田黒木橋１号公園 西川田町 平成24年1月18日 0.11
22 奈坪２区第１公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.09 62 西川田黒木橋２号公園 西川田町 平成24年1月18日 0.08
23 奈坪２区第２公園 下岡本町 平成24年1月6日 0.10 63 西川田公園 緑5丁目 平成24年1月10日 0.11
24 奈坪台団地公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.12 64 西川田下原児童公園 西川田本町4丁目 平成24年1月19日 0.09
25 奈坪台ゆうすい公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.11 65 西川田稚子沼公園 西川田町 平成24年1月19日 0.10
26 奈坪ニュータウン北緑地 中岡本町 平成24年1月12日 0.08 66 西川田堤之上公園 西川田町 平成24年1月18日 0.08
27 奈坪ニュータウン第１公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.09 67 西川田東浦公園 西川田町 平成24年1月19日 0.10
28 奈坪ニュータウン第２公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.09 68 西川田東浦東公園 西川田町 平成24年1月19日 0.08
29 奈坪ニュータウン第３公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.09 69 西川田東浦南公園 西川田本町１丁目 平成24年1月19日 0.08
30 奈坪ニュータウン第４公園 中岡本町 平成24年1月12日 0.10 70 西川田東公園 西川田東町 平成24年1月11日 0.09
31 奈坪ニュータウン南緑地 中岡本町 平成24年1月12日 0.09 71 西川田東中央公園 西川田東町 平成24年1月11日 0.11
32 なのはな公園 鶴田2丁目 平成24年1月16日 0.07 72 西川田本町４丁目公園 西川田本町4丁目 平成24年1月19日 0.10
33 鍋久保児童公園 越戸町 平成24年1月10日 0.10 73 西川田本町北公園 西川田本町1丁目 平成24年1月19日 0.10
34 鍋久保東公園 越戸町 平成24年1月10日 0.06 74 西川田本町東公園 西川田本町4丁目 平成24年1月19日 0.07
35 鍋久保南公園 越戸町 平成24年1月10日 0.11 75 西川田本町南２号公園 西川田本町4丁目 平成24年1月19日 0.09
36 鍋沼児童公園 泉ヶ丘4丁目 平成24年1月6日 0.10 76 西川田本町南公園 西川田本町4丁目 平成24年1月19日 0.08
37 並木台１号児童公園 野沢町 平成24年1月12日 0.08 77 西川田前田公園 西川田町 平成24年1月18日 0.08
38 並木台２号児童公園 野沢町 平成24年1月12日 0.10 78 西川田南１丁目公園 西川田南1丁目 平成24年1月11日 0.10
39 にこにこ児童公園 上戸祭町 平成24年1月6日 0.09 79 西川田南２丁目公園 西川田南2丁目 平成24年1月11日 0.11
40 西２丁目児童公園 西2丁目 平成24年1月19日 0.08 80 西川田南２丁目西公園 西川田南2丁目 平成24年1月11日 0.08
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81 西川田南児童公園 西川田本町3丁目 平成24年1月19日 0.10
82 錦１丁目北公園 錦1丁目 平成24年1月13日 0.11
83 錦１丁目西公園 錦1丁目 平成24年1月13日 0.10
84 にしき西児童公園 錦3丁目 平成24年1月13日 0.08
85 にしき東児童公園 錦3丁目 平成24年1月13日 0.09
86 西田１号児童公園 五代2丁目 平成24年1月16日 0.11
87 西田２号児童公園 雀の宮6丁目 平成24年1月13日 0.12
88 西田３号児童公園 雀の宮7丁目 平成24年1月13日 0.13
89 西田４号児童公園 五代2丁目 平成24年1月16日 0.11
90 西田５号児童公園 雀の宮7丁目 平成24年1月13日 0.10
91 西大寛児童公園 西大寛1丁目 平成24年1月19日 0.11
92 西の宮１号児童公園 西の宮町 平成24年1月11日 0.10
93 西の宮２号児童公園 西の宮町 平成24年1月11日 0.10
94 西の宮３号児童公園 西の宮町 平成24年1月11日 0.10
95 西の宮４号児童公園 西の宮町 平成24年1月11日 0.10
96 西原町街道西公園 西原町 平成24年1月5日 0.11
97 西谷児童公園 越戸2丁目 平成24年1月10日 0.12
98 ﾆｭｰ富士見ヶ丘１号児童公園 横山1丁目 平成24年1月4日 0.11
99 ﾆｭｰ富士見ヶ丘２号児童公園 横山1丁目 平成24年1月4日 0.13
100 ﾆｭｰ富士見ヶ丘３号児童公園 横山2丁目 平成24年1月4日 0.13
101 ﾆｭｰ富士見ヶ丘４号児童公園 横山2丁目 平成24年1月4日 0.11
102 ﾆｭｰ富士見ヶ丘５号児童公園 横山3丁目 平成24年1月4日 0.10
103 ﾆｭｰ富士見ヶ丘中央公園 横山3丁目 平成24年1月4日 0.10
104 仁良塚１号児童公園 宝木本町 平成24年1月13日 0.10
105 のぎく公園 鶴田1丁目 平成24年1月16日 0.09
106 野沢あじさい公園 野沢町 平成24年1月11日 0.09
107 野沢西児童公園 野沢町 平成24年1月12日 0.12
108 野沢弁天橋東公園 野沢町 平成24年1月11日 0.10
109 野沢町１号児童公園 野沢町 平成24年1月11日 0.10
110 野沢町２号児童公園 野沢町 平成24年1月11日 0.09
111 野沢町萱野公園 野沢町 平成24年1月11日 0.07
112 野沢町西沢公園 野沢町 平成24年1月12日 0.06
113 野沢向内公園 野沢町 平成24年1月11日 0.10
114 野沢吉内公園 野沢町 平成24年1月12日 0.08
115 のびのび児童公園 豊郷台2丁目 平成24年1月4日 0.08

公園における空間放射線量率測定結果一覧（公園名　な行）


