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中学校の大気中放射線量測定結果

市川市

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

平成27年2月20日(金) 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.06 -

平成27年2月20日(金) 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.07 0.07 0.07

平成27年2月20日(金) 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成27年2月20日(金) 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.06 0.07 0.07

平成27年2月19日(木) 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.06 -

平成27年2月19日(木) 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.06 0.07 0.06

平成27年2月19日(木) 高谷中学校 高谷 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成27年2月19日(木) 高谷中学校 高谷 砂場 砂 0.06 0.05 0.06

平成27年2月16日(月) 塩浜中学校 塩浜 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成27年2月16日(月) 塩浜中学校 塩浜 砂場 砂 0.07 0.07 0.08

平成27年2月9日(月) 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成27年2月9日(月) 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.08 0.08 0.08

平成27年2月9日(月) 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成27年2月9日(月) 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.07 0.07 0.08

平成27年2月9日(月) 特別支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.08 -

平成27年2月9日(月) 特別支援学校 須和田 砂場 砂 0.07 0.07 0.07

平成27年2月2日(月) 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成27年2月2日(月) 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.07 0.07 0.07

平成27年2月2日(月) 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成27年2月2日(月) 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.07 0.07 0.07

平成27年1月20日(火) 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成27年1月20日(火) 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.08 0.08 0.08

平成27年1月20日(火) 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成27年1月20日(火) 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.11 0.11 0.10

平成27年1月16日(金) 第七中学校 末広 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成27年1月16日(金) 第七中学校 末広 砂場 砂 0.08 0.08 0.10

平成27年1月16日(金) 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.22 -

平成27年1月16日(金) 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.08 0.09 0.07

平成27年1月16日(金) 南行徳中学校 南行徳 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成27年1月16日(金) 南行徳中学校 南行徳 砂場 砂 0.06 0.06 0.06

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成27年1月16日(金) 妙典中学校 妙典 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成27年1月16日(金) 妙典中学校 妙典 砂場 砂 0.07 0.07 0.08

平成27年1月14日(水) 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成27年1月14日(水) 第四中学校 中山 砂場 砂

平成26年2月28日（金） 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.08 0.09 -

平成26年2月28日（金） 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成26年2月28日（金） 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成26年2月28日（金） 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 -

平成26年2月24日（月） 高谷中学校 高谷 砂場 砂 0.05 0.08 -

平成26年2月24日（月） 高谷中学校 高谷 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.07 -

平成26年2月24日（月） 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.07 0.09 -

平成26年2月24日（月） 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成26年2月19日（水） 塩浜中学校 塩浜 砂場 砂 0.09 0.08 -

平成26年2月19日（水） 塩浜中学校 塩浜 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成26年2月17日（月） 須和田の丘支援学校 須和田 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成26年2月17日（月） 須和田の丘支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.10 -

平成26年2月17日（月） 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.09 0.08 -

平成26年2月17日（月） 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成26年2月17日（月） 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成26年2月17日（月） 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成26年2月7日（金） 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成26年2月7日（金） 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.10 -

平成26年2月7日（金） 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成26年2月7日（金） 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成26年1月28日（火） 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.12 0.10 -

平成26年1月28日（火） 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成26年1月28日（火） 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成26年1月28日（火） 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成26年1月22日（水） 妙典中学校 妙典 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成26年1月22日（水） 妙典中学校 妙典 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成26年1月22日（水） 南行徳中学校 南行徳 砂場 砂 0.06 0.07 -

校庭造成中につき無し
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成26年1月22日（水） 南行徳中学校 南行徳 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成26年1月22日（水） 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.09 0.11 -

平成26年1月22日（水） 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成26年1月22日（水） 第七中学校 末広 砂場 砂 0.12 0.10 -

平成26年1月22日（水） 第七中学校 末広 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成26年1月20日（月） 第四中学校 中山 砂場 砂 -

平成26年1月20日（月） 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成25年3月7日（木） 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.15 0.13 -

平成25年3月7日（木） 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.13 -

平成25年3月7日（木） 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.10 0.09 -

平成25年3月7日（木） 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成25年3月4日（月） 妙典中学校 妙典 砂場 砂 0.09 0.10 -

平成25年3月4日（月） 妙典中学校 妙典 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成25年3月4日（月） 南行徳中学校 南行徳 砂場 砂 0.09 0.07 -

平成25年3月4日（月） 南行徳中学校 南行徳 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成25年3月4日（月） 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.12 0.10 -

平成25年3月4日（月） 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成25年3月4日（月） 第七中学校 末広 砂場 砂 0.15 0.16 -

平成25年3月4日（月） 第七中学校 末広 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成25年2月28日（木） 高谷中学校 高谷 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成25年2月28日（木） 高谷中学校 高谷 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.08 -

平成25年2月28日（木） 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.09 0.10 -

平成25年2月28日（木） 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成25年2月25日（月） 塩浜中学校 塩浜 砂場 砂 0.10 0.09 -

平成25年2月25日（月） 塩浜中学校 塩浜 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成25年2月21日（木） 第四中学校 中山 砂場 砂 -

平成25年2月21日（木） 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成25年2月19日（火） 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.10 0.11 -

平成25年2月19日（火） 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成25年2月19日（火） 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.12 0.11 -

平成25年2月19日（火） 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

工事中のため砂場無し

工事中のため砂場無し
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成25年2月4日（月） 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.10 0.10 -

平成25年2月4日（月） 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成25年2月4日（月） 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.10 0.09 -

平成25年2月4日（月） 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成25年1月31日（木） 須和田の丘支援学校 須和田 砂場 砂 0.09 0.08 -

平成25年1月31日（木） 須和田の丘支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.11 -

平成25年1月31日（木） 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.10 0.10 -

平成25年1月31日（木） 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.07 -

平成25年1月31日（木） 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.12 0.10 -

平成25年1月31日（木） 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.11 -

平成24年8月20日（月） 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.10 0.11 -

平成24年8月20日（月） 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成24年8月20日（月） 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成24年8月20日（月） 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成24年8月14日（火） 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成24年8月14日（火） 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.13 -

平成24年8月14日（火） 第四中学校 中山 砂場 砂 0.09 0.10 -

平成24年8月14日（火） 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成24年8月14日（火） 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.16 0.15 -

平成24年8月14日（火） 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.13 -

平成24年8月9日（木） 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成24年8月9日（木） 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年8月9日（木） 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.10 0.10 -

平成24年8月9日（木） 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成24年8月9日（木） 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.10 0.10 -

平成24年8月9日（木） 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.13 -

平成24年8月9日（木） 須和田の丘支援学校 須和田 砂場 砂 0.09 0.08 -

平成24年8月9日（木） 須和田の丘支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年7月30日（月） 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.10 0.11 -

平成24年7月30日（月） 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成24年7月30日（月） 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成24年7月30日（月） 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年7月30日（月） 妙典中学校 妙典 砂場 砂 0.11 0.12 -

平成24年7月30日（月） 妙典中学校 妙典 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成24年7月24日（火） 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.11 0.10 -
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成24年7月24日（火） 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成24年7月24日（火） 第七中学校 末広 砂場 砂 0.13 0.14 -

平成24年7月24日（火） 第七中学校 末広 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年7月24日（火） 高谷中学校 高谷 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成24年7月24日（火） 高谷中学校 高谷 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年7月24日（火） 塩浜中学校 塩浜 砂場 砂 0.11 0.11 -

平成24年7月24日（火） 塩浜中学校 塩浜 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年7月24日（火） 南行徳中学校 南行徳 砂場 砂 0.08 0.10 -

平成24年7月24日（火） 南行徳中学校 南行徳 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年5月1日（火） 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.13 0.12 -

平成24年5月1日（火） 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.11 -

平成24年5月1日（火） 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成24年5月1日（火） 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.14 -

平成24年4月25日（水） 須和田の丘支援学校 須和田 砂場 砂 0.09 0.08 -

平成24年4月25日（水） 須和田の丘支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.13 -

平成24年4月25日（水） 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.13 0.13 -

平成24年4月25日（水） 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年4月25日（水） 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.17 0.17 -

平成24年4月25日（水） 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.15 0.16 -

平成24年4月23日（月） 高谷中学校 高谷 砂場 砂 0.09 0.10 -

平成24年4月23日（月） 高谷中学校 高谷 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年4月23日（月） 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.14 0.15 -

平成24年4月23日（月） 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.12 -

平成24年4月19日（木） 妙典中学校 妙典 砂場 砂 0.13 0.15 -

平成24年4月19日（木） 妙典中学校 妙典 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年4月19日（木） 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.18 0.16 -

平成24年4月19日（木） 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.14 0.15 -

平成24年4月19日（木） 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.15 0.13 -

平成24年4月19日（木） 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年4月19日（木） 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成24年4月19日（木） 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.11 -
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成24年4月19日（木） 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.13 0.12 -

平成24年4月19日（木） 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.13 -

平成24年4月16日（月） 南行徳中学校 南行徳 砂場 砂 0.11 0.12 -

平成24年4月16日（月） 南行徳中学校 南行徳 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年4月16日（月） 塩浜中学校 塩浜 砂場 砂 0.12 0.10 -

平成24年4月16日（月） 塩浜中学校 塩浜 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.13 -

平成24年4月16日（月） 第七中学校 末広 砂場 砂 0.15 0.14 -

平成24年4月16日（月） 第七中学校 末広 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.12 -

平成24年4月16日（月） 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.14 0.14 -

平成24年4月16日（月） 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年4月16日（月） 第四中学校 中山 砂場 砂 0.11 0.12 -

平成24年4月16日（月） 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成23年6月23日(金) 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.24 0.27 0.19

平成23年6月27日(月) 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.26 0.18 0.15

平成23年6月27日(月) 塩浜中学校 塩浜 砂場 砂 0.15 0.15 0.11

平成23年6月23日(木) 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.24 0.13 0.16

平成23年6月23日(木) 高谷中学校 高谷 砂場 砂 0.10 0.14 0.16

平成23年6月21日(火) 第七中学校 末広 砂場 砂 0.17 0.17 0.21

平成23年6月20日(月) 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.24 0.23 0.29

平成23年6月20日(月) 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.26 0.25 0.15

平成23年6月16日(木) 妙典中学校 妙典 校庭 土（砂混じり） 0.16 0.17 0.18

平成23年6月16日(木) 妙典中学校 妙典 砂場 砂 0.14 0.16 0.13

平成23年6月16日(木) 南行徳中学校 南行徳 校庭 土（砂混じり） 0.16 0.20 0.19

平成23年6月16日(木) 南行徳中学校 南行徳 砂場 砂 0.17 0.17 0.18

平成23年6月16日(木) 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.21 0.18 0.18

平成23年6月16日(木) 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.23 0.24 0.14

平成23年6月16日(木) 須和田の丘支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.17 0.26 0.25

平成23年6月16日(木) 須和田の丘支援学校 須和田 砂場 砂 0.28 0.23 0.19

平成23年6月15日(水) 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.21 0.23 0.16

平成23年6月15日(水) 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.26 0.27 0.19

平成23年6月15日(水) 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.23 0.24 0.21
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成23年6月15日(水) 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.15 0.20 0.27

平成23年6月15日(水) 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.28 0.19 0.21

平成23年6月15日(水) 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.28 0.26 0.25

平成23年6月15日(水) 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.33 0.30 0.30

平成23年6月15日(水) 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.26 0.22 0.20

平成23年6月14日(火) 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.14 0.15 0.16

平成23年6月14日(火) 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.27 0.22 0.21

平成23年6月14日(火) 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.26 0.22 0.21

平成23年6月14日(火) 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.28 0.21 0.24

平成23年6月13日(月) 第七中学校 末広 校庭 土（砂混じり） 0.24 0.25 0.18

平成23年6月13日(月) 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.23 0.25 0.21

平成23年6月13日(月) 高谷中学校 高谷 校庭 土（砂混じり） 0.21 0.15 0.23

平成23年6月13日(月) 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.25 0.18 0.23

平成23年6月10日(金) 塩浜中学校 塩浜 校庭 土（砂混じり） 0.24 0.26 0.19

平成23年11月21日(月) 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.18 0.15 0.12

平成23年11月21日(月) 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.12 -

平成23年11月21日(月) 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.16 0.18 0.19

平成23年11月21日(月) 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.14 0.14 -

平成23年11月21日(月) 須和田の丘支援学校 須和田 砂場 砂 0.19 0.17 0.17

平成23年11月21日(月) 須和田の丘支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.19 0.19 -

平成23年11月21日(月) 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.14 0.12 0.13

平成23年11月21日(月) 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.12 -

平成23年11月18日(金) 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.17 0.16 0.15

平成23年11月18日(金) 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.19 0.19 -

平成23年11月18日(金) 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.19 0.19 0.18

平成23年11月18日(金) 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.16 0.18 -

平成23年11月18日(金) 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.18 0.17 0.18

平成23年11月18日(金) 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.14 0.15 -

平成23年11月17日(木) 妙典中学校 妙典 砂場 砂 0.13 0.14 0.15

平成23年11月17日(木) 妙典中学校 妙典 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.14 -

平成23年11月17日(木) 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.16 0.16 0.14
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成23年11月17日(木) 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.16 0.17 -

平成23年11月15日(火) 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.21 0.18 0.16

平成23年11月15日(火) 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.17 0.17 -

平成23年11月15日(火) 第四中学校 中山 砂場 砂 0.18 0.16 0.17

平成23年11月15日(火) 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成23年11月15日(火) 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.18 0.17 0.18

平成23年11月15日(火) 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.14 0.14 -

平成23年11月14日(月) 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.16 0.16 0.14

平成23年11月14日(月) 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.18 0.19 -

平成23年11月8日(火) 塩浜中学校 塩浜 砂場 砂 0.13 0.12 0.07

平成23年11月8日(火) 塩浜中学校 塩浜 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.12 -

平成23年11月8日(火) 南行徳中学校 南行徳 砂場 砂 0.09 0.08 0.10

平成23年11月8日(火) 南行徳中学校 南行徳 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.11 -

平成23年11月8日(火) 第七中学校 末広 砂場 砂 0.18 0.19 0.19

平成23年11月8日(火) 第七中学校 末広 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.13 -

平成23年11月4日(金) 高谷中学校 高谷 砂場 砂 0.12 0.10 0.10

平成23年11月4日(金) 高谷中学校 高谷 校庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成23年11月1日(火) 第二中学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 0.10

平成23年11月1日(火) 第二中学校 須和田 砂場 砂 0.22 0.23 0.20

平成23年11月1日(火) 東国分中学校 東国分 校庭 土（砂混じり） 0.14 0.13 0.14

平成23年11月1日(火) 東国分中学校 東国分 砂場 砂 0.23 0.21 0.17

平成23年11月1日(火) 須和田の丘支援学校 須和田 校庭 土（砂混じり） 0.18 0.19 0.19

平成23年11月1日(火) 須和田の丘支援学校 須和田 砂場 砂 0.19 0.20 0.18

平成23年10月25日(火) 大洲中学校 大洲 校庭 土（砂混じり） 0.16 0.17 0.18

平成23年10月25日(火) 大洲中学校 大洲 砂場 砂 0.15 0.14 0.11

平成23年10月18日(火) 下貝塚中学校 下貝塚 校庭 土（砂混じり） 0.11 0.11 0.11

平成23年10月18日(火) 下貝塚中学校 下貝塚 砂場 砂 0.15 0.14 0.15

平成23年10月7日(金) 第五中学校 大野町 校庭 土（砂混じり） 0.15 0.15 0.15

平成23年10月7日(金) 第五中学校 大野町 砂場 砂 0.17 0.17 0.15

平成23年10月7日(金) 第四中学校 中山 校庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 0.10

平成23年10月7日(金) 第四中学校 中山 砂場 砂 0.13 0.14 0.14
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測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称 所在地

測定結果（単位：マイクロシーベルト毎
時）

地表面の状況詳細箇所

平成23年9月16日(金) 福栄中学校 福栄 校庭 土（砂混じり） 0.14 0.14 0.15

平成23年9月16日(金) 福栄中学校 福栄 砂場 砂 0.16 0.15 0.14

平成23年9月16日(金) 第八中学校 大和田 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.13 0.13

平成23年9月16日(金) 第八中学校 大和田 砂場 砂 0.17 0.17 0.15

平成23年9月16日(金) 第六中学校 鬼高 校庭 土（砂混じり） 0.13 0.13 0.12

平成23年9月16日(金) 第六中学校 鬼高 砂場 砂 0.16 0.15 0.13

平成23年9月14日(水) 第三中学校 曽谷 校庭 土（砂混じり） 0.16 0.17 0.17

平成23年9月14日(水) 第三中学校 曽谷 砂場 砂 0.18 0.16 0.15

平成23年9月14日(水) 第一中学校 国府台 砂場 砂 0.19 0.17 0.14

平成23年9月14日(水) 第一中学校 国府台 校庭 土（砂混じり） 0.21 0.21 0.20
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