
№ 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 安又榎内公園 簗瀬町 平成24年1月18日 0.09 41 立伏花立公園 立伏町 平成24年1月10日 0.08
2 安又大隅公園 簗瀬町 平成24年1月18日 0.10 42 ローズタウン１号児童公園 富士見が丘2丁目 平成24年1月5日 0.08
3 安又かわうそ公園 簗瀬町 平成24年1月18日 0.08 43 ローズタウン２号児童公園 富士見が丘2丁目 平成24年1月5日 0.08
4 安又西畑公園 下栗町 平成24年1月18日 0.10 44 ローズタウン３号児童公園 富士見が丘2丁目 平成24年1月5日 0.08
5 八千代児童公園 八千代2丁目 平成24年1月18日 0.10 45 麓史公園 田下町 平成24年1月12日 0.11
6 簗下北児童公園 東簗瀬1丁目 平成24年1月18日 0.09 46 六ノ島児童公園 鶴田町 平成24年1月16日 0.10
7 簗下中央公園 東簗瀬1丁目 平成24年1月19日 0.14 47 六軒児童公園 宝木町1丁目 平成24年1月10日 0.12
8 簗下南児童公園 下栗1丁目 平成24年1月19日 0.10 48 若草１号児童公園 若草1丁目 平成24年1月11日 0.13
9 簗瀬１号児童公園 簗瀬町 平成24年1月18日 0.12 49 若草２号児童公園 若草3丁目 平成24年1月11日 0.10
10 簗瀬２号児童公園 簗瀬町 平成24年1月18日 0.11 50 若草３号公園 若草3丁目 平成24年1月11日 0.08
11 簗瀬３号児童公園 簗瀬町 平成24年1月18日 0.13 51 若草宮の関公園 若草3丁目 平成24年1月11日 0.09
12 簗瀬９丁目北公園 簗瀬町 平成24年1月19日 0.11 52 若杉台児童公園 下川俣町 平成24年1月18日 0.10
13 簗瀬９丁目南公園 簗瀬町 平成24年1月19日 0.10 53 若葉の里公園 下小倉町 平成24年1月5日 0.14
14 簗瀬桶内公園 簗瀬町 平成24年1月19日 0.09 54 若松原１号児童公園 若松原2丁目 平成24年1月16日 0.10
15 大和３丁目公園 大和3丁目 平成24年1月4日 0.10 55 若松原１丁目北公園 若松原1丁目 平成24年1月16日 0.08
16 山本２丁目公園 山本2丁目 平成24年1月5日 0.09 56 若松原１丁目公園 若松原1丁目 平成24年1月16日 0.11
17 弥生児童公園 弥生2丁目 平成24年1月19日 0.08 57 若松原１丁目東公園 若松原1丁目 平成24年1月16日 0.10
18 弥生２号児童公園 弥生2丁目 平成24年1月19日 0.09 58 若松原２号児童公園 若松原1丁目 平成24年1月16日 0.11
19 ゆずの里公園 下小倉町 平成24年1月5日 0.16 59 若松原３号公園 若松原1丁目 平成24年1月16日 0.11
20 ユッピーの森 今里町 平成23年12月8日 0.19 60 若松原３丁目西公園 若松原3丁目 平成24年1月12日 0.11
21 ユニ団地中央公園 若松原3丁目 平成24年1月12日 0.09 61 和光公園 田野町 平成24年1月12日 0.10
22 陽向台１号緑地 富士見が丘１丁目 平成24年1月6日 0.10 62 わんぱく公園 豊郷台3丁目 平成24年1月4日 0.10
23 陽向台２号緑地 富士見が丘１丁目 平成24年1月6日 0.09
24 陽向台公園 山本3丁目 平成24年1月6日 0.08
25 陽向台西公園 山本3丁目 平成24年1月6日 0.10
26 陽東５丁目公園 陽東5丁目 平成24年1月6日 0.10
27 陽東７丁目公園 陽東7丁目 平成24年1月18日 0.09
28 陽東桜が丘公園 陽東1丁目 平成24年1月18日 0.10
29 陽東桜が丘パイン公園 陽東6丁目 平成24年1月18日 0.06
30 陽東桜が丘ひかり公園 陽東6丁目 平成24年1月18日 0.05
31 陽東桜が丘ふれあい公園 陽東6丁目 平成24年1月18日 0.08
32 陽南４丁目公園 陽南4丁目 平成24年1月4日 0.09
33 葭谷児童公園 河原町 平成24年1月4日 0.11
34 立伏グリーンタウン第１公園 立伏町 平成24年1月10日 0.11
35 立伏グリーンタウン第２公園 立伏町 平成24年1月10日 0.09
36 立伏グリーンタウン第３公園 立伏町 平成24年1月10日 0.12
37 立伏グリーンタウン第４公園 立伏町 平成24年1月10日 0.14
38 立伏グリーンタウン第５公園 立伏町 平成24年1月10日 0.12
39 立伏グリーンタウン第６公園 立伏町 平成24年1月10日 0.11
40 立伏ショッピングセンター公園 立伏町 平成24年1月10日 0.10

公園における空間放射線量率測定結果一覧（公園名　や・ら・わ行）


