
所沢市における周辺より放射線量の高い個所 

（ミニスポット）の再測定結果（第 1 報） 

 

 

● 第 1 報の再測定個所は保育園・幼稚園等の合計 16施設（39個所） 

・ 測定日：平成 24年 4月 5日から同年 4月 20日     

・ 測定器：ホリバ ラディ PA-1000 または 日立アロカメディカル製 TCS-172B 

・ ※1 は、0.23μSv／時以上 

 

 

＜保育園＞ 

○問い合わせ先：こども未来部 保育課  TEL 04-2998-9126 

単位：μSv／時 

施 設 名 称 所在地 測定個所〈地点番号〉 

地表から 1cm の測定値 

前回測定値 再測定値 

1 並木保育園 並木 

園舎裏側雨樋付近 〈17〉 0.121 0.091 

園舎裏フェンス沿い① 〈18〉 0.144 0.112 

園舎裏フェンス沿い② 〈18〉 0.103 0.139 

園舎裏フェンス沿い③ 〈18〉 0.126 0.133 

2 松井保育園 下新井 
建物 2階避難口角 〈40〉 0.15 0.119 

屋上排水溝 〈41〉 0.15 0.205 

3 三ヶ島保育園 三ヶ島 

園舎北側雨樋の下 〈14〉 0.109 0.104 

園舎北側雨樋の下 〈15〉 0.116 0.154 

園舎北側雨樋の下 〈16〉 0.121 0.139 

園舎北側雨樋の下 〈17〉 0.134 0.140 

4 山口西保育園 上山口 駐輪場 〈12〉 0.133 0.097 

5 ひまわり保育園 大字中新井 

建物北側雨樋排水口(西) 〈7〉 0.16 0.105 

建物北側雨樋排水口(中央) 〈8〉 0.10 0.093 

建物北側屋根下植込み(東) 〈9〉 0.13 0.104 

 

＜幼稚園＞ 

○問い合わせ先：こども未来部 こども支援課 TEL 04-2998-9124  

単位：μSv／時 

施 設 名 称 所在地 測定個所〈地点番号〉 

地表から 1cm の測定値 

前回測定値 再測定値 

1 所沢富士幼稚園 元町 園舎西前浸透桝 〈9〉 0.172 0.182 

2 所沢ひまわり幼稚園 三ｹ島 
バス駐車場雨樋下(南) 〈13〉 0.093 0.179 

バス駐車場雨樋下(北) 〈15〉 0.126 0.138 

 



＜児童クラブ＞ 

○問い合わせ先：こども未来部 青少年課 TEL 04-2998-9103 

単位：μSv／時 

施 設 名 称 所在地 測定個所〈地点番号〉 

地表から 1cm の測定値 

前回測定値 再測定値 

1 三ヶ島児童クラブ 三ヶ島 

雨樋の下 〈6〉 0.144 0.168 

雨樋の下 〈7〉 0.143 0.127 

雨樋の下 〈8〉 0.141 0.118 

雨樋の下 〈9〉 0.133 0.131 

2 中富児童クラブ 中富 
竪樋の下 〈9〉 0.109 0.119 

竪樋の下 〈13〉 0.206 0.198 

3 荒幡児童クラブ 荒幡 

雨樋下(破損部分の下) 〈6〉 0.143 0.108 

雨樋下(破損部分の下) 〈7〉 0.167 0.129 

雨樋の脇 〈9〉 0.223 
※10.292 

(除染後 0.160) 

4 松井児童クラブ 上安松 

雨樋の下 〈16〉 0.197 0.205 

雨樋の下 〈17〉 0.109 0.125 

雨樋の下 〈18〉 0.206 0.194 

雨樋の下 〈20〉 0.163 0.215 

 

＜こども広場＞ 

○問い合わせ先：こども未来部 青少年課 TEL 04-2998-9103 

単位：μSv／時 

施 設 名 称 所在地 測定個所〈地点番号〉 

地表から 1cm の測定値 

前回測定値 再測定値 

1 
三ヶ島 2 区新興支部 

子ども広場 三ヶ島 雨樋の下 〈8〉 0.124 0.201 

2 西富子どもひろば 北中 草茂み 〈11〉 0.157 0.152 

3 上新井簡易児童遊園地 上新井 物置雨樋(東側) 〈7〉 0.198 0.139 

4 
所沢ハイコーポ 

北側子ども広場 若松町 北東電柱 〈8〉 0.189 0.172 

 

＜かしの木学園＞ 

○問い合わせ先：こども未来部 こども支援課 TEL 04-2998-9124 

単位：μSv／時 

施 設 名 称 所在地 測定個所〈地点番号〉 

地表から 1cm の測定値 

前回測定値 再測定値 

1 かしの木学園 中富 

園舎西側 雨樋下 〈14〉 0.11 0.185 

園舎西側 雨樋下 〈16〉 0.18 
※10.461 

(除染後 0.176) 

建物前雨樋の横 〈21〉 0.12 0.165 

建物前草木の上 〈22〉 0.19 
※10.310 

(除染後 0.170) 

建物前草木の上 〈23〉 0.06 0.072 

 


