
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 3 報） 

 

 

● 第 3 報の再測定個所は公園及びその他施設等の合計 22施設（38個所） 

・ 測定日：平成 24年 6月 26 日から同年 7 月 31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 

 

 

＜公園＞ 

○問い合わせ先：建設部 公園課  TEL 04-2998-9196 

単位：μSv／時 

公園名 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 滝の城祉公園 城 
グレーチング 〈14-4〉 0.18 0.093 

グレーチング 〈14-6〉 0.18 0.062 

2 亀ヶ谷公園 東所沢 

トイレ(雨樋) 〈11〉 0.15 0.149 

トイレ(雨樋) 〈11-1〉 0.16 0.156 

トイレ(雨樋) 〈11-2〉 0.14 0.183 

雨水桝 〈13-1〉 0.16 0.065 

雨水桝 〈13-2〉 0.19 0.087 

3 東所沢公園 東所沢和田 

公園中央部 ポンプ裏 〈1〉 0.15 0.221 

トイレ(雨樋) 〈11〉 0.18 
※10.259 

(除染後 0.222) 

4 北山緑地 松郷 公園 北 〈5〉 0.13 0.171 

5 
所沢カルチャ

ーパーク 
下新井 ケヤキ 〈15〉 0.16 0.081 

6 富士見緑地 中新井 公園 東 〈2〉 0.11 0.122 

7 武野原公園 中富南 
公園 南 〈4〉 0.20 0.228 

側溝 〈14〉 0.17 0.219 

8 武野原南公園 中富南 公園中央部 〈1〉 0.11 0.171 

9 山ノ上公園 喜多町 公園 東 〈2〉 0.11 0.093 

10 緑町中央公園 緑町 
皿型側溝 〈15-5〉 0.11 0.100 

園路ツリーサークル跡 〈19〉 0.08 0.102 

11 
狭山ヶ丘  

第 2 緑地 
和ヶ原 公園 西 〈3〉 0.126 0.137 

12 大谷公園 松が丘 階段の先土壌の前 〈11-1〉 0.186 0.154 

13 茨原東公園 北秋津 グレーチング 〈14〉 0.117 0.090 

 



単位：μSv／時 

公園名 所在地 測定個所〈地点番号〉 
地表から 1 ㎝の測定値 

前回測定値 再測定値 

14 
北野公園 

(市民プール) 
小手指町 

プール事務所 北側雨樋 〈15-1〉 0.204 0.104 

事務所入口 雨樋 〈15-4〉 0.190 0.214 

プール入口建物北側雨樋 〈15-6〉 0.204 
※10.274 

(除染後 0.177) 

プール入口建物北側雨樋 〈15-8〉 0.162 0.171 

児 童 プ ー ル      

ポンプ小屋トヨ 
〈15-9〉 0.103 0.197 

スライダー下トヨ 〈15-11〉 0.199 0.137 

15 小谷公園 小手指南 トイレ 〈11〉 0.166 
※10.293 

(除染後 0.177) 

16 
梨子ノ木戸 

公園 
小手指台 雨水桝 〈13〉 0.119 0.116 

17 椿峰中央公園 山口 トイレ 裏側 〈11〉 0.177 0.115 

18 椿峰公園 山口 集会場(雨樋) 〈15-1〉 0.127 
※10.251 

(除染後 0.096) 

 

 

 

 

＜障害者施設＞ 

○ 問い合わせ先：保健福祉部 障害福祉課 TEL04-2998-9116 

単位：μ㏜/時 

施設名 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 

所沢市立プロペラ 坂之下 
中庭東側雨樋下 <10> 0.173 0.186 

中庭西側雨樋付近 <11> 0.189 0.132 

 

 

 

 

＜市民文化センターミューズ＞ 

○ 問い合わせ先：市民部 コミュニティ推進課 TEL04-2998-9083 

単位：μ㏜/時 

施設名 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 

市民文化センター

ミューズ 
並木 

中ホールから展示室 

への階段上雨樋下苔 
<7> 0.139 0.090 

 

 

 

 

 

 

 



＜スポーツ施設＞ 

○ 問い合わせ先：教育総務部 スポーツ振興課 TEL04-2998-9248 

単位：μ㏜/時 

施設名 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 

所沢市民体育館 並木 

雨樋の下 <9> 0.203 0.206 

ひさしの下 <10> 0.180 0.222 

ひさしの下 <13> 0.108 0.080 

 

 

 

 

＜市営住宅＞ 

○ 問い合わせ先：街づくり計画部 都市整備課 TEL04-2998-9208 

単位：μ㏜/時 

施設名 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 

市営久米団地 久米 自転車駐輪場樋 <10> 0.116 0.116 

 


