
大気 中の放射線量の測定 について

測定の目的

福島第
一

原子力発電所の事故発生に伴い、区民の不安解消を図るため、正確な沢J定が

できる知識 と経験を有する 「学校法人中央医療学園中央医療技術専門学校」の協力を得

て、区内 7か 所の公園で 6月 2日 か ら放射線量の測定を開始 したもの。

預J定方法及び場所

測定方法 :地 Ll mの 地点で、 30秒 毎に 5回 測定 した値の平均

学校の校庭や保育園 ・幼稚園の園庭でも行っているダス ト舗装 Lに よる

瀬1定機器 :シ ンテレーシ ョン式サーベイメーター (Al″OKA TCS-171)

渡」定場所 。測定曜 日 :

(1)毎 週月曜 日、区西側に位置する次の 3か 所の公園

中道公園 (西亀右■ -3-1)

本閣公園 (立石 3-4-18)

新小岩公園 (西新小岩 1-1-3)

(2)毎 週木曜 日、区東側に位置する次の4か 所の公園

水元中央公園 (水元 1-23-1)

金町iL丁 目ときわ公園 (金町 2-16-4)

金町公園 (柴又 3-24-1)

高砂北公園 (高砂 4-3-1)



3 測 定結果

測定場所/測定 日
5 月 2 5 日

(水)晴

6月 2日

(木)雨

6月 9

(木)

日

靖

1水元中央公園 0.27   i 0,24

1金町二丁 目ときわ公園 0.31  1 0.28

金町公園 0.22

高砂北公園

中道公園 0. 13

0.15

0.20 0.20

*単 位マイクロシーベル ト/時

*5月 25日 に今後の測定方法等 を検討す るために、テス ト測定を行いま した。

4 東 京都における空間放射線量の測定の拡充について

(1)都 内全域の空間放射線量の測定

都内全域 を 4kmメ ッシュ 100箇 所程度で東京都 が源じ定を行 うものっ

測定時期 :平成 23年 6月 15日 (水)か ら 1週 間程度

葛飾 区の源」定は、 6月 17日 (金)に 実施

損」定方法 :地表面 (地上 5cm)及 び地面か らの高 さ lm

測定場所 :葛飾 区は 4箇 所 (既測定値 を補完す る地域で選定)

南奥戸小学校 奥 戸 3-5-1

南堀切保育園 掘 切 1-23-3

花の木小学校 南 水元 3-2-1

住吉保育園  高 砂 7-26-3

(2)区 市町村への測定機器の貸与

地域での空間放射線量測定を支援するため、都が確保した機器を希望する区市町

村に貸与するもの。

① 概要

貸与期間 :平成 23年 6月 22日 (月)から平成 24年 3月末まで

6月 13日 現在

6 月 6 日

(月)日青

6 月1 3 目

(月)曇



貸与台数 :2台 を予定

貸与機器 :シ ンチレーション式サーベイメーター (小型)

(DoseRAE2 PRM‐ 1200)

② イヽ中学校、幼稚園、保育園での放射線量の測定について

都から貸与 される小型測定器 を用いて、区内の公立小中学校、公 。私立幼稚園、
公私立保育園を対象に、 6月 下旬から放射線量の測定をおこな うもの。地表面

(地上 5セ ンチメー トル)と 地上 1メ ー トルで測定 し、測定結果はホームペー

ジで公表する。





煮務 幸長告 (追加資料)

平成 23年 6月 23日

測定結果 (6月 20日 現在)

区の測定結果

測定場所/測 定 日
6 月1 6 日
(木)曇

日
晴

０ワ
■
―
′

月
働

６

水元中央公園 0。24

金町二丁 目ときわ公園 0.28

金町公 園 0.21

高秒北公園 0。22

中道公園 0。13

本田公園 0。16

新小岩公園 0。20

東京都 の涙」定結果

測定場所 地上 1メ ー トル
地表面 (地上 5セ ン

チメー トル)

奥戸三丁 目 南奥戸小学校 0.12 0.15

堀切一丁 目 南堀切保育園 0.06 0.06

南水元三丁 目 花の木小学校 0。20 0.19

高秒七丁 目 住吉保育園 0.12 0.16

※区、東京都 とも、単位はマイクロシーベル ト/時


