
通学路の放射線量測定結果

学校名： 学校名：

測定日： 平成２３年１２月１５日（木） 測定日： 平成２３年１２月２６日（月）

天   候： 晴れ 天   候： 晴れ

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№ 測定値 № 測定値

1 0.083 1 0.084

2 0.093 2 0.125

3 0.094 3 0.087

4 0.117 4 0.118

5 0.091 5 0.086

6 0.098 6 0.100

7 0.091 7 0.080

8 0.089 8 0.073

9 0.086 9 0.105

10 0.088 10 0.130

11 0.105 11 0.081

12 0.088 12 0.093

13 0.103 13 0.087

14 0.097 14

15 15

16 16

17 17

朝霞第一小学校

測定地点

水道庁舎入口（下）

島の上公園（下）

膝折町４－１２遊歩道

島の上公園（上）

北浦公園前

膝折町３丁目付近

泉橋

黒目橋

県道下のトンネル入口

南朝霞公民館（下）

一小そばスクールゾーン

一小溝沼門付近

黒目橋に向かう丁字路

変電所付近

朝霞第二小学校

測定地点

岡氷川神社から城山公園に
　　　　　　　向かった丁字路

東圓寺前信号付近

二小正門前

県道朝霞蕨線柊塚古墳入口

二小東門前

二小角信号付近

根岸台２丁目信号付近

第二小学校入口信号付近

根岸台第４分団信号付近

根岸台４－２　コンビニ付近

東出荷組合付近

馬頭観音交差点

根岸台保育園交差点



通学路の放射線量測定結果

学校名： 学校名：

測定日： 平成２３年１２月２０日（火） 測定日： 平成２３年１２月１３日（火）

天   候： 晴れ 天   候： 晴れ

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№ 測定値 № 測定値

1 0.116 1 0.108

2 0.077 2 0.096

3 0.088 3 0.069

4 0.092 4 0.083

5 0.091 5 0.097

6 0.081 6 0.116

7 0.066 7 0.116

8 0.103 8 0.102

9 0.138 9 0.102

10 0.097 10 0.092

11 0.075 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

朝霞第三小学校 朝霞第四小学校

測定地点 測定地点

上内間木　阿弥陀堂付近 膝折町２－１２付近

下内間木　不動堂付近 膝折町２－３付近

下内間木　内間木通西 膝折町１－１３付近

上内間木　新盛橋東 膝折町１丁目末無川付近

内間木公民館前信号付近 膝折町５－１付近

朝霞三小前 幸町２－１１付近

大字宮戸
　細田学園グラウンド付近

幸町２－４付近

浜崎峡公園東 幸町３－２付近

浜崎４丁目　歩道橋下
幸町２丁目
　青葉台公園信号付近

東薬師堂付近 溝沼１丁目　消防署付近

岡橋付近



通学路の放射線量測定結果

学校名： 学校名：

測定日： 平成２３年１２月２１日（水） 測定日： 平成２３年１２月２１日（水）

天   候： 晴れ 天   候： 曇り

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№ 測定値 № 測定値

1 0.092 1 0.080

2 0.087 2 0.076

3 0.106 3 0.081

4 0.108 4 0.096

5 0.095 5 0.098

6 0.108 6 0.104

7 0.109 7 0.089

8 0.090 8 0.088

9 0.107 9 0.081

10 0.101 10 0.076

11 11 0.079

12 12 0.083

13 13 0.089

14 14 0.093

15 15 0.101

16 16 0.093

17 17 0.061

朝霞第五小学校 朝霞第六小学校

測定地点 測定地点

朝五小正門前 放課後児童クラブ玄関雨どい

西弁財２－４
　武蔵野線信号付近

中道公園砂場

三原１丁目　かどや付近 じゅうたん王国　横断歩道

三原２－３５
　西弁財停留所付近

第六小学校入口信号付近

西弁財１丁目
　さいか幼稚園付近

溝沼六丁目信号付近

六道地蔵尊付近 滝の根公園入口信号付近

三原２丁目
　境久保手押信号下

本町１－２３　朝六小裏

三原５丁目信号下 本町１－２８　交差点

三原１丁目
　フードコート信号下

本町隧道歩道

三原１－１０　味香園付近 仲町１－７　北側丁字路付近

天ヶ久保信号付近

本町２－２５　コンビニ付近

朝霞市民会館入口信号付近

本町１－３４
　南側マンション角付近

本町１－３３　南東角

本町２－９　南側道路

本町１－１１　北側丁字路



通学路の放射線量測定結果

学校名： 学校名：

測定日： 平成２３年１２月１４日（水） 測定日： 平成２３年１２月２１日（水）

天   候： 曇り 天   候： 晴れ

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№ 測定値 № 測定値

1 0.075 1 0.095

2 0.094 2 0.082

3 0.116 3 0.084

4 0.110 4 0.092

5 0.103 5 0.086

6 0.126 6 0.090

7 0.175 7 0.084

8 0.100 8 0.086

9 0.126 9 0.101

10 0.135 10 0.116

11 0.107 11 0.080

12 0.141 12 0.101

13 0.119 13 0.085

14 0.109 14 0.079

15 0.102 15

16 0.090 16

17 17

朝霞第七小学校 朝霞第八小学校

測定地点 測定地点

歩道橋南（下） 図書館前交差点付近

歩道橋北（下） 市営球場と四中の間の歩道

朝志ヶ丘３－１１付近 朝八小南側側溝

朝志ヶ丘３－７付近 朝八小校門前手押信号

朝志ヶ丘３－５付近 広沢の池前

北原１－２
　武蔵野線高架下北西

南の風公園付近

北原１－２
　武蔵野線高架下北東

南の風公園横の畑付近

浜崎３－９　南西角 越戸隧道歩道

浜崎３－６　南側 あけぼの公園前側溝

浜崎３－６　西側 仲町２－１０　県道信号付近

浜崎３－６
　武蔵野線高架下南東

根岸台６－１０　畑の前

浜崎３－６
　武蔵野線高架下北東

東朝霞公民館入口付近

浜崎３－６
　武蔵野線高架下北西

越戸公園付近

浜崎３－６
　武蔵野線高架下南西

第４中学校入口信号付近

浜崎１－８　武蔵野線下
　原付駐車場付近

北割公園南西



通学路の放射線量測定結果

学校名：

測定日： 平成２３年１２月２６日（月）

天   候： 晴れ

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№
測定値

（除染後）
№ 測定値

1 0.117 18 0.086

2 0.117 19 0.092

3 0.175 20 0.099

4 0.120 21 0.074

5 0.079 22 0.086

6 0.105 23 0.082

7
0.222

（0.109）
24 0.084

8
0.193

（0.091）
25 0.108

9 0.098 26 0.100

10 0.108 27 0.107

11 0.109 28 0.107

12 0.084 29 0.104

13 0.124 30 0.106

14 0.078

15 0.091

16 0.093

17 0.094

朝霞第九小学校

測定地点 測定地点

九小歩道橋南側階段付近

田島２－３　すみれ児童
　　　　　遊園地付近丁字路

積水住宅バス停付近

第九小学校入口バス停付近 積水化学バス停付近

根岸台８－１２　台坂

根岸台３－６
　積水化学駐車場付近

九小歩道橋北側階段付近

根岸台３－６信号付近

赤池橋付近

台坂下歩道橋北側階段付近

台坂下歩道橋南側階段付近

根岸台４－１３歩道橋付近

笹橋信号付近

根岸台自然公園階段下付近

根岸台８－４　北側道路

根岸台８－７マンション付近

根岸台４丁目バス停付近

根岸台３－５　金剛寺付近

根岸台８－３　西側丁字路

根岸台４－１１　東側丁字路

冨善寺南側交差点

根岸台４－１４　東側坂道

東橋　黒目川右岸側

東橋　黒目川左岸側

田島歩道橋西側階段付近

田島２－１　田島歩道橋付近

田島２－４　東側三叉路

田島２－１０　西側道路

田島２－９　北側角



通学路の放射線量測定結果

学校名：

測定日： 平成２３年１２月２１日（水）

天   候： 曇り

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№ 測定値

1 0.095

2 0.085

3 0.129

4 0.114

5 0.103

6 0.115

7 0.112

8 0.106

9 0.100

10 0.071

11

12

13

14

15

16

17

溝沼４－２　北西丁字路

溝沼７－１４　二本松通り付近

溝沼７－８　交差点付近

朝霞第十小学校

測定地点

溝沼黒目橋手前

溝沼２－９　交差点付近

滝の根公園トイレ付近

溝沼２－１１　北西丁字路

溝沼７－６　南東丁字路

溝沼６－２０　交差点付近

光善寺そば丁字路



通学路の放射線量測定結果

学校名： 学校名：

測定日： 平成２３年１２月２７日（火） 測定日： 平成２３年１２月２７日（火）

天   候： 晴れ 天   候： 晴れ

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№
測定値

（除染後）
№ 測定値

1 0.097 1 0.091

2 0.102 2 0.094

3 0.091 3 0.097

4 0.079 4 0.098

5 0.106 5 0.088

6 0.076 6 0.112

7 0.108 7 0.102

8 0.077 8 0.075

9 0.089 9 0.098

10 0.118 10 0.102

11 0.096 11 0.109

12 0.088 12 0.092

13 0.082 13 0.084

14 0.106 14 0.074

15
0.234

（0.097）
15 0.086

16 16 0.095

17 17 0.096

18 18 0.099

朝霞第一中学校 朝霞第二中学校

測定地点 測定地点

市役所前交差点 朝志ヶ丘市民センター前

市役所通り第５分団付近 北朝霞公民館前

荒船神社付近 北割公園前

膝折町４丁目信号付近 朝霞浄水場正門付近

膝折宿町内会館信号付近 北朝霞野球場３塁側道路

膝折町５丁目バス停付近 武蔵野線浜崎ガード下

一乗院南側階段下 浜崎公園前

四小裏階段 岡橋

西高南側道路ベンチ付近 浜崎共同調理場付近

一中ソフトボール場
　　　　　　　　　　１塁側道路

博物館脇県道

一中野球場３塁側道路 岡２－１３　信号交差点

総合体育館正門付近 東圓寺前信号付近

税務署前丁字路付近 城山公園前信号付近

根岸郵便局付近

青葉台公園テニスコートと
　　　　　　西高との間の道路

花の木信号付近

一中正門前　側溝の上 東通り田島団地付近

岡氷川神社付近

岡１－２　公園通り



通学路の放射線量測定結果

学校名： 学校名：

測定日： 平成２３年１２月２８日（水） 測定日： 平成２３年１２月２６日（月）

天   候： 晴れ 天   候： 晴れ

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№ 測定値 № 測定値

1 0.105 1 0.085

2 0.083 2 0.093

3 0.117 3 0.089

4 0.094 4 0.071

5 0.116 5 0.101

6 0.105 6 0.183

7 0.110 7 0.090

8 0.080 8 0.095

9 0.089 9 0.087

10 0.115 10 0.093

11 11 0.083

12 12 0.083

13 13 0.091

14 14 0.081

15 15 0.089

16 16 0.093

17 17 0.078

18 18 0.100

朝霞第三中学校 朝霞第四中学校

測定地点 測定地点

二本松通り
　　ガソリンスタンド付近

四中正門前

新高橋 栄町２－１２　県道との角

弁財坂下手前
仲町中継ポンプ場付近
　　　　　　　　　　　　ガード下

弁財坂下バス停付近 四中ファーム前

第２グラウンド脇黒目川通り 栄町３－８　県道歩道

泉水３－１　マンション下 朝霞駅（南）入口信号付近

十小裏黒目川左岸 原畑隧道歩道中央部

子どもプール裏黒目川左岸 朝霞駅東口歩行者用地下道

溝沼黒目橋
仲町１－１
　　県道との交差点信号付近

三中南側道路 天ヶ久保交差点

根岸台５丁目区画整理地内
　開発道路と県道との交差点

根岸台４－２　コンビニ交差点

根岸台７－２　幼稚園前

水久保公園管理事務所前

馬頭観音付近

根岸台自然公園下

稲荷山児童遊園地付近

東かすみ台児童遊園地付近



通学路の放射線量測定結果

学校名：

測定日： 平成２３年１２月２６日（月）

天   候： 晴れ

単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時

№ 測定値

1 0.089

2 0.097

3 0.085

4 0.079

5 0.098

6 0.077

7 0.074

8 0.080

9 0.077

10 0.078

11 0.095

12 0.074

13 0.078

14 0.090

15 0.081

16 0.087

17 0.085

五中前坂上押ボタン信号付近

押ボタン信号から
　浄水場への丁字路

フラワーロードと
　　　　浄水場との丁字路

朝霞第五中学校

測定地点

第五中学校信号付近

宮戸立出児童遊園地付近

たちばな幼稚園付近

宮戸大山公園付近

宮戸市民センター信号付近

宮戸郵便局前

朝志ヶ丘バス停付近

五中横排水処理所付近

宝蔵寺そば信号付近

宮戸保育園前信号付近

宮戸八ケタ公園付近

宮戸２－１０　北東角

宮戸３－２　南側道路

天明稲荷神社付近


	一小・二小
	三小・四小
	五小・六小
	七小・八小
	九小
	十小
	一中・二中
	三中・四中
	五中


一小・二小

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第一小学校 アサカダイ１ショウガッコウ								学校名： ガッコウメイ		朝霞第二小学校 アサカダイ２ショウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月１５日（木） ヘイセイネンガツニチモク								測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２６日（月） ヘイセイネンガツニチガツ

				天   候： テンコウ		晴れ ハ								天   候： テンコウ		晴れ ハ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ										単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ				№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		水道庁舎入口（下） スイドウチョウシャイリグチシタ				0.083				1		岡氷川神社から城山公園に
　　　　　　　向かった丁字路 オカヒカワジンジャシロヤマコウエンムテイジロ				0.084

		2		島の上公園（下） シマウエコウエンシタ				0.093				2		東圓寺前信号付近 ヒガシツブラテラマエシンゴウフキン				0.125

		3		膝折町４－１２遊歩道 ヒザオリチョウユウホドウ				0.094				3		二小正門前 ２ショウセイモンマエ				0.087

		4		島の上公園（上） シマウエコウエンウエ				0.117				4		県道朝霞蕨線柊塚古墳入口 ケンドウアサカワラビセンヒイラギツカコフンイリグチ				0.118

		5		北浦公園前 キタウラコウエンマエ				0.091				5		二小東門前 ２ショウヒガシモンマエ				0.086

		6		膝折町３丁目付近 ヒザオリチョウチョウメフキン				0.098				6		二小角信号付近 ２ショウカドシンゴウフキン				0.100

		7		泉橋 イズミバシ				0.091				7		根岸台２丁目信号付近 ネギシダイチョウメシンゴウフキン				0.080

		8		黒目橋 クロメバシ				0.089				8		第二小学校入口信号付近 ダイ２ショウガッコウイリグチシンゴウフキン				0.073

		9		県道下のトンネル入口 ケンドウシタイリグチ				0.086				9		根岸台第４分団信号付近 ネギシダイダイブンダンシンゴウフキン				0.105

		10		南朝霞公民館（下） ミナミアサカコウミンカンシタ				0.088				10		根岸台４－２　コンビニ付近 ネギシダイフキン				0.130

		11		一小そばスクールゾーン １ショウ				0.105				11		東出荷組合付近 アズマシュッカクミアイフキン				0.081

		12		一小溝沼門付近 １ショウミゾヌマモンフキン				0.088				12		馬頭観音交差点 バトウカンノンコウサテン				0.093

		13		黒目橋に向かう丁字路 クロメバシムテイジロ				0.103				13		根岸台保育園交差点 ネギシダイホイクエンコウサテン				0.087

		14		変電所付近 ヘンデンショフキン				0.097				14

		15										15

		16										16

		17										17





三小・四小

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第三小学校 アサカダイ３ショウガッコウ								学校名： ガッコウメイ		朝霞第四小学校 アサカダイ４ショウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２０日（火） ヘイセイネンガツニチカ								測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月１３日（火） ヘイセイネンガツニチカ

				天   候： テンコウ		晴れ ハ								天   候： テンコウ		晴れ ハ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ										単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ				№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		上内間木　阿弥陀堂付近 カミウチマキアミダドウフキン				0.116				1		膝折町２－１２付近 ヒザオリチョウフキン				0.108

		2		下内間木　不動堂付近 シモウチマキフドウドウフキン				0.077				2		膝折町２－３付近 ヒザオリチョウフキン				0.096

		3		下内間木　内間木通西 シモウチマキウチマキトオリニシ				0.088				3		膝折町１－１３付近 ヒザオリチョウフキン				0.069

		4		上内間木　新盛橋東 カミウチマキシンセイバシヒガシ				0.092				4		膝折町１丁目末無川付近 ヒザオリチョウチョウメスエナシガワフキン				0.083

		5		内間木公民館前信号付近 ウチマキコウミンカンマエシンゴウフキン				0.091				5		膝折町５－１付近 ヒザオリチョウフキン				0.097

		6		朝霞三小前 アサカ３ショウマエ				0.081				6		幸町２－１１付近 サイワイチョウフキン				0.116

		7		大字宮戸
　細田学園グラウンド付近 オオアザミヤトホソダガクエンフキン				0.066				7		幸町２－４付近 サイワイチョウフキン				0.116

		8		浜崎峡公園東 ハマサキキョウコウエンヒガシ				0.103				8		幸町３－２付近 サイワイチョウフキン				0.102

		9		浜崎４丁目　歩道橋下 ハマサキチョウメホドウキョウシタ				0.138				9		幸町２丁目
　青葉台公園信号付近 サイワイチョウチョウメアオバダイコウエンシンゴウフキン				0.102

		10		東薬師堂付近 ヒガシヤクシドウフキン				0.097				10		溝沼１丁目　消防署付近 ミゾヌマチョウメショウボウショフキン				0.092

		11		岡橋付近 オカバシフキン				0.075				11

		12										12

		13										13

		14										14

		15										15

		16										16

		17										17





五小・六小

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第五小学校 アサカダイ５ショウガッコウ								学校名： ガッコウメイ		朝霞第六小学校 アサカダイ６ショウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２１日（水） ヘイセイネンガツニチスイ								測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２１日（水） ヘイセイネンガツニチスイ

				天   候： テンコウ		晴れ ハ								天   候： テンコウ		曇り クモ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ										単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ				№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		朝五小正門前 アサ５ショウセイモンマエ				0.092				1		放課後児童クラブ玄関雨どい ホウカゴジドウゲンカンアマ				0.080

		2		西弁財２－４
　武蔵野線信号付近 ニシベンザイムサシノセンシンゴウフキン				0.087				2		中道公園砂場 ナカミチコウエンスナバ				0.076

		3		三原１丁目　かどや付近 ミハラチョウメフキン				0.106				3		じゅうたん王国　横断歩道 オウコクオウダンホドウ				0.081

		4		三原２－３５
　西弁財停留所付近 ミハラニシベンザイテイリュウジョフキン				0.108				4		第六小学校入口信号付近 ダイ６ショウガッコウイリグチシンゴウフキン				0.096

		5		西弁財１丁目
　さいか幼稚園付近 ニシベンザイチョウメヨウチエンフキン				0.095				5		溝沼六丁目信号付近 ミゾヌマ６チョウメシンゴウフキン				0.098

		6		六道地蔵尊付近 ロクドウジゾウソンフキン				0.108				6		滝の根公園入口信号付近 タキネコウエンイリグチシンゴウフキン				0.104

		7		三原２丁目
　境久保手押信号下 ミハラチョウメサカイクボテオシンゴウシタ				0.109				7		本町１－２３　朝六小裏 ホンチョウアサ６ショウウラ				0.089

		8		三原５丁目信号下 ミハラチョウメシンゴウシタ				0.090				8		本町１－２８　交差点 ホンチョウコウサテン				0.088

		9		三原１丁目
　フードコート信号下 ミハラチョウメシンゴウシタ				0.107				9		本町隧道歩道 ホンチョウズイドウホドウ				0.081

		10		三原１－１０　味香園付近 ミハラミコウエンフキン				0.101				10		仲町１－７　北側丁字路付近 ナカチョウキタガワテイジロフキン				0.076

		11										11		天ヶ久保信号付近 テンクボシンゴウフキン				0.079

		12										12		本町２－２５　コンビニ付近 ホンチョウフキン				0.083

		13										13		朝霞市民会館入口信号付近 アサカシミンカイカンイリグチシンゴウフキン				0.089

		14										14		本町１－３３　南東角 ホンチョウナントウカド				0.093

		15										15		本町２－９　南側道路 ホンチョウミナミガワドウロ				0.101

		16										16		本町１－１１　北側丁字路 ホンチョウキタガワテイジロ				0.093

		17										17		本町１－３４
　南側マンション角付近 ホンチョウミナミガワカドフキン				0.061





七小・八小

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第七小学校 アサカダイ７ショウガッコウ								学校名： ガッコウメイ		朝霞第八小学校 アサカダイ８ショウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月１４日（水） ヘイセイネンガツニチスイ								測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２１日（水） ヘイセイネンガツニチスイ

				天   候： テンコウ		曇り クモ								天   候： テンコウ		晴れ ハ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ										単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ				№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		歩道橋南（下） ホドウキョウミナミシタ				0.075				1		図書館前交差点付近 トショカンマエコウサテンフキン				0.095

		2		歩道橋北（下） ホドウキョウキタシタ				0.094				2		市営球場と四中の間の歩道 シエイキュウジョウ４チュウアイダホドウ				0.082

		3		朝志ヶ丘３－１１付近 アサシガオカフキン				0.116				3		朝八小南側側溝 アサ８ショウミナミガワソッコウ				0.084

		4		朝志ヶ丘３－７付近 アサシガオカフキン				0.110				4		朝八小校門前手押信号 アサ８ショウコウモンマエテオシンゴウ				0.092

		5		朝志ヶ丘３－５付近 アサシガオカフキン				0.103				5		広沢の池前 ヒロサワイケマエ				0.086

		6		北原１－２
　武蔵野線高架下北西 キタハラムサシノセンコウカシタホクセイ				0.126				6		南の風公園付近 ミナミカゼコウエンフキン				0.090

		7		北原１－２
　武蔵野線高架下北東 キタハラムサシノセンコウカシタホクトウ				0.175				7		南の風公園横の畑付近 ミナミカゼコウエンヨコハタケフキン				0.084

		8		浜崎３－９　南西角 ハマサキナンセイカド				0.100				8		越戸隧道歩道 コドズイドウホドウ				0.086

		9		浜崎３－６　南側 ハマサキミナミガワ				0.126				9		あけぼの公園前側溝 コウエンマエソッコウ				0.101

		10		浜崎３－６　西側 ハマサキニシガワ				0.135				10		仲町２－１０　県道信号付近 ナカチョウケンドウシンゴウフキン				0.116

		11		浜崎３－６
　武蔵野線高架下南東 ハマサキムサシノセンコウカシタナントウ				0.107				11		根岸台６－１０　畑の前 ネギシダイハタケマエ				0.080

		12		浜崎３－６
　武蔵野線高架下北東 ハマサキムサシノセンコウカシタホクトウ				0.141				12		東朝霞公民館入口付近 ヒガシアサカコウミンカンイリグチフキン				0.101

		13		浜崎３－６
　武蔵野線高架下北西 ハマサキムサシノセンコウカシタホクセイ				0.119				13		越戸公園付近 コドコウエンフキン				0.085

		14		浜崎３－６
　武蔵野線高架下南西 ハマサキムサシノセンコウカシタナンセイ				0.109				14		第４中学校入口信号付近 ダイチュウガッコウイリグチシンゴウフキン				0.079

		15		浜崎１－８　武蔵野線下
　原付駐車場付近 ハマサキムサシノセンシタゲンツキツキチュウシャジョウフキン				0.102				15

		16		北割公園南西 キタワリコウエンナンセイ				0.090				16

		17										17





九小

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第九小学校 アサカダイ９ショウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２６日（月） ヘイセイネンガツニチゲツ

				天   候： テンコウ		晴れ ハ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ										単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値
（除染後） ソクテイチジョセンゴ				№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		九小歩道橋南側階段付近 ９ショウホドウキョウミナミガワカイダンフキン				0.117				18		積水住宅バス停付近 セキスイジュウタクテイフキン				0.086

		2		第九小学校入口バス停付近 ダイ９ショウガッコウイリグチテイフキン				0.117				19		積水化学バス停付近 セキスイカガクテイフキン				0.092

		3		根岸台３－６
　積水化学駐車場付近 ネギシダイセキスイカガクチュウシャジョウフキン				0.175				20		九小歩道橋北側階段付近 ９ショウホドウキョウキタガワカイダンフキン				0.099

		4		根岸台３－６信号付近 ネギシダイシンゴウフキン				0.120				21		東橋　黒目川右岸側 アズマバシクロメガワウガンガワ				0.074

		5		台坂下歩道橋北側階段付近 ダイサカシタホドウキョウキタガワカイダンフキン				0.079				22		東橋　黒目川左岸側 アズマバシクロメガワサガンガワ				0.086

		6		台坂下歩道橋南側階段付近 ダイサカシタホドウキョウミナミガワカイダンフキン				0.105				23		田島歩道橋西側階段付近 タジマホドウキョウニシガワカイダンフキン				0.082

		7		根岸台４－１３歩道橋付近 ネギシダイホドウキョウフキン				0.222
（0.109）				24		田島２－１　田島歩道橋付近 タジマタジマホドウキョウフキン				0.084

		8		根岸台４丁目バス停付近 ネギシダイチョウメテイフキン				0.193
（0.091）				25		田島２－３　すみれ児童
　　　　　遊園地付近丁字路 タジマジドウユウエンチフキンテイジロ				0.108

		9		根岸台８－１２　台坂 ネギシダイダイサカ				0.098				26		田島２－４　東側三叉路 タジマヒガシガワサンサロ				0.100

		10		赤池橋付近 アカイケバシフキン				0.108				27		田島２－１０　西側道路 タジマニシガワドウロ				0.107

		11		根岸台自然公園階段下付近 ネギシダイシゼンコウエンカイダンシタフキン				0.109				28		田島２－９　北側角 タジマキタガワカド				0.107

		12		根岸台８－７マンション付近 ネギシダイフキン				0.084				29		笹橋信号付近 ササバシシンゴウフキン				0.104

		13		根岸台８－４　北側道路 ネギシダイキタガワドウロ				0.124				30		冨善寺南側交差点 フゼンジミナミガワコウサテン				0.106

		14		根岸台８－３　西側丁字路 ネギシダイニシガワテイジロ				0.078

		15		根岸台４－１１　東側丁字路 ネギシダイヒガシガワテイジロ				0.091

		16		根岸台４－１４　東側坂道 ネギシダイヒガシガワサカミチ				0.093

		17		根岸台３－５　金剛寺付近 ネギシダイコンゴウジフキン				0.094





十小

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第十小学校 アサカダイ１０ショウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２１日（水） ヘイセイネンガツニチスイ

				天   候： テンコウ		曇り クモ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		溝沼黒目橋手前 ミゾヌマクロメバシテマエ				0.095

		2		溝沼４－２　北西丁字路 ミゾヌマホクセイテイジロ				0.085

		3		溝沼７－１４　二本松通り付近 ミゾヌマニホンマツトオフキン				0.129

		4		溝沼７－８　交差点付近 ミゾヌマコウサテンフキン				0.114

		5		溝沼７－６　南東丁字路 ミゾヌマナントウテイジロ				0.103

		6		溝沼６－２０　交差点付近 ミゾヌマコウサテンフキン				0.115

		7		光善寺そば丁字路 コウゼンジテイジロ				0.112

		8		溝沼２－９　交差点付近 ミゾヌマコウサテンフキン				0.106

		9		滝の根公園トイレ付近 タキネコウエンフキン				0.100

		10		溝沼２－１１　北西丁字路 ミゾヌマホクセイテイジロ				0.071

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17





一中・二中

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第一中学校 アサカダイ１チュウガッコウ								学校名： ガッコウメイ		朝霞第二中学校 アサカダイ２チュウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２７日（火） ヘイセイネンガツニチカ								測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２７日（火） ヘイセイネンガツニチカ

				天   候： テンコウ		晴れ ハ								天   候： テンコウ		晴れ ハ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ										単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値
（除染後） ソクテイチジョセンゴ				№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		市役所前交差点 シヤクショマエコウサテン				0.097				1		朝志ヶ丘市民センター前 アサシガオカシミンマエ				0.091

		2		市役所通り第５分団付近 シヤクショトオダイブンダンフキン				0.102				2		北朝霞公民館前 キタアサコウミンカンマエ				0.094

		3		荒船神社付近 アラフネジンジャフキン				0.091				3		北割公園前 キタワリコウエンマエ				0.097

		4		膝折町４丁目信号付近 ヒザオリチョウチョウメシンゴウフキン				0.079				4		朝霞浄水場正門付近 アサカジョウスイジョウセイモンフキン				0.098

		5		膝折宿町内会館信号付近 ヒザオリシュクチョウナイカイカンシンゴウフキン				0.106				5		北朝霞野球場３塁側道路 キタアサカヤキュウジョウルイガワドウロ				0.088

		6		膝折町５丁目バス停付近 ヒザオリチョウチョウメテイフキン				0.076				6		武蔵野線浜崎ガード下 ムサシノセンハマサキシタ				0.112

		7		一乗院南側階段下 イチジョウインミナミガワカイダンシタ				0.108				7		浜崎公園前 ハマサキコウエンマエ				0.102

		8		四小裏階段 ４ショウウラカイダン				0.077				8		岡橋 オカバシ				0.075

		9		西高南側道路ベンチ付近 ニシコウミナミガワドウロフキン				0.089				9		浜崎共同調理場付近 ハマサキキョウドウチョウリジョウフキン				0.098

		10		一中ソフトボール場
　　　　　　　　　　１塁側道路 １チュウジョウルイガワドウロ				0.118				10		博物館脇県道 ハクブツカンワキケンドウ				0.102

		11		一中野球場３塁側道路 １チュウヤキュウジョウルイガワドウロ				0.096				11		岡２－１３　信号交差点 オカシンゴウコウサテン				0.109

		12		総合体育館正門付近 ソウゴウタイイクカンセイモンフキン				0.088				12		東圓寺前信号付近 ヒガシマドカジマエシンゴウフキン				0.092

		13		税務署前丁字路付近 ゼイムショマエテイジロフキン				0.082				13		城山公園前信号付近 シロヤマコウエンマエシンゴウフキン				0.084

		14		青葉台公園テニスコートと
　　　　　　西高との間の道路 アオバダイコウエンニシコウアイダドウロ				0.106				14		花の木信号付近 ハナキシンゴウフキン				0.074

		15		一中正門前　側溝の上 １チュウセイモンマエソッコウウエ				0.234
（0.097）				15		東通り田島団地付近 アズマトオタジマダンチフキン				0.086

		16										16		岡氷川神社付近 オカヒカワジンジャフキン				0.095

		17										17		岡１－２　公園通り オカコウエントオ				0.096

		18										18		根岸郵便局付近 ネギシユウビンキョクフキン				0.099





三中・四中

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第三中学校 アサカダイ３チュウガッコウ								学校名： ガッコウメイ		朝霞第四中学校 アサカダイ４チュウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２８日（水） ヘイセイネンガツニチスイ								測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２６日（月） ヘイセイネンガツニチガツ

				天   候： テンコウ		晴れ ハ								天   候： テンコウ		晴れ ハ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ										単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ				№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		二本松通り
　　ガソリンスタンド付近 ニホンマツトオフキン				0.105				1		四中正門前 ４チュウセイモンマエ				0.085

		2		新高橋 シンタカバシ				0.083				2		栄町２－１２　県道との角 サカエチョウケンドウカド				0.093

		3		弁財坂下手前 ベンザイサカシタテマエ				0.117				3		仲町中継ポンプ場付近
　　　　　　　　　　　　ガード下 ナカチョウチュウケイジョウフキンシタ				0.089

		4		弁財坂下バス停付近 ベンザイサカシタテイフキン				0.094				4		四中ファーム前 ４チュウマエ				0.071

		5		第２グラウンド脇黒目川通り ダイワキクロメガワトオ				0.116				5		栄町３－８　県道歩道 サカエチョウケンドウホドウ				0.101

		6		泉水３－１　マンション下 センスイシタ				0.105				6		朝霞駅（南）入口信号付近 アサカエキミナミイリグチシンゴウフキン				0.183

		7		十小裏黒目川左岸 １０ショウウラクロメガワサガン				0.110				7		原畑隧道歩道中央部 ハラハタズイドウホドウチュウオウブ				0.090

		8		子どもプール裏黒目川左岸 コウラクロメガワサガン				0.080				8		朝霞駅東口歩行者用地下道 アサカエキヒガシグチホコウシャヨウチカドウ				0.095

		9		溝沼黒目橋 ミゾヌマクロメバシ				0.089				9		仲町１－１
　　県道との交差点信号付近 ナカチョウケンドウコウサテンシンゴウフキン				0.087

		10		三中南側道路 ３チュウミナミガワドウロ				0.115				10		天ヶ久保交差点 テンクボコウサテン				0.093

		11										11		根岸台５丁目区画整理地内
　開発道路と県道との交差点 ネギシダイチョウメクカクセイリチナイカイハツドウロケンドウコウサテン				0.083

		12										12		根岸台４－２　コンビニ交差点 ネギシダイコウサテン				0.083

		13										13		根岸台７－２　幼稚園前 ネギシダイヨウチエンマエ				0.091

		14										14		馬頭観音付近 バトウカンノンフキン				0.081

		15										15		根岸台自然公園下 ネギシダイシゼンコウエンシタ				0.089

		16										16		稲荷山児童遊園地付近 イナリヤマジドウユウエンチフキン				0.093

		17										17		東かすみ台児童遊園地付近 ヒガシダイジドウユウエンチフキン				0.078

		18										18		水久保公園管理事務所前 ミズクボコウエンカンリジムショマエ				0.100





五中

				通学路の放射線量測定結果 ツウガクロホウシャセンリョウソクテイケッカ

				学校名： ガッコウメイ		朝霞第五中学校 アサカダイ５チュウガッコウ

				測定日： ソクテイビ		平成２３年１２月２６日（月） ヘイセイネンガツニチゲツ

				天   候： テンコウ		晴れ ハ

								単位：μSv（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）/毎時 タンイマイジ

		№		測定地点 ソクテイチテン				測定値 ソクテイチ

		1		第五中学校信号付近 ダイ５チュウガッコウシンゴウフキン				0.089

		2		五中前坂上押ボタン信号付近 ５チュウマエサカウエオシシンゴウフキン				0.097

		3		押ボタン信号から
　浄水場への丁字路 オシシンゴウジョウスイジョウテイジロ				0.085

		4		フラワーロードと
　　　　浄水場との丁字路 ジョウスイジョウテイジロ				0.079

		5		宮戸市民センター信号付近 ミヤトシミンシンゴウフキン				0.098

		6		宮戸郵便局前 ミヤトユウビンキョクマエ				0.077

		7		朝志ヶ丘バス停付近 アサシガオカテイフキン				0.074

		8		宮戸立出児童遊園地付近 ミヤトタデジドウユウエンチフキン				0.080

		9		たちばな幼稚園付近 ヨウチエンフキン				0.077

		10		宮戸大山公園付近 ミヤトオオヤマコウエンフキン				0.078

		11		宮戸２－１０　北東角 ミヤトホクトウカド				0.095

		12		宮戸３－２　南側道路 ミヤトミナミガワドウロ				0.074

		13		天明稲荷神社付近 テンメイイナリジンジャフキン				0.078

		14		宝蔵寺そば信号付近 ホウゾウジシンゴウフキン				0.090

		15		宮戸保育園前信号付近 ミヤトホイクエンマエシンゴウフキン				0.081

		16		宮戸八ケタ公園付近 ミヤト８コウエンフキン				0.087

		17		五中横排水処理所付近 ５チュウヨコハイスイショリジョフキン				0.085





