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幼稚園の大気中放射線量測定結果

市川市

所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

平成23年6月28日(火) つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.21 0.21 0.17

平成23年6月28日(火) 自然幼稚園 市川 園庭 砂 0.24 0.26 0.35

平成23年6月28日(火) 自然幼稚園 市川 砂場 砂 0.19 0.24 0.29

平成23年6月28日(火) 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.17 0.23 0.36

平成23年6月28日(火) 日出学園幼稚園 菅野 砂場 砂 0.34 0.32 0.28

平成23年6月28日(火) 真間山幼稚園 真間 園庭 土（砂混じり） 0.38 0.40 0.35

平成23年6月28日(火) 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.31 0.29 0.24

平成23年6月28日(火) いなほ幼稚園 国分 園庭 土（砂混じり） 0.30 0.27 0.26

平成23年6月28日(火) いなほ幼稚園 国分 砂場 砂 0.20 0.20 0.17

平成23年6月28日(火) 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.32 0.33 0.31

平成23年6月28日(火) 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.38 0.29 0.39

平成23年6月30日(木) 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.29 0.22 0.35

平成23年6月30日(木) 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.23 0.34 0.39

平成23年6月30日(木) 三愛幼稚園 東国分 園庭 芝生 0.32 0.34 0.33

平成23年6月30日(木) 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.15 0.19 0.19

平成23年6月30日(木) 須和田幼稚園 須和田 園庭 土(砂混じり) 0.21 0.20 0.18

平成23年6月30日(木) 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.27 0.23 0.34

平成23年6月30日(木) 昭和学院幼稚園 東菅野 園庭 土(砂混じり) 0.29 0.30 0.37

平成23年6月30日(木) 昭和学院幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.23 0.19 0.17

平成23年6月30日(木) 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.28 0.26 0.29

平成23年6月30日(木) 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.21 0.21 0.25

平成23年6月30日(木) 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.33 0.33 0.34

平成23年6月30日(木) 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.27 0.25 0.31

平成23年6月30日(木) 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 土(砂混じり) 0.28 0.26 0.35

平成23年6月30日(木) 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.22 0.23 0.24

平成23年6月30日(木) 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土(砂混じり) 0.16 0.15 0.16

平成23年6月30日(木) 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.16 0.16 0.15

平成23年7月4日(月) 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土(砂混じり) 0.18 0.23 0.21

平成23年7月4日(月) 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.20 0.14 0.16

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成23年7月4日(月) 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.08 0.11 0.09

平成23年7月4日(月) 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.23 0.20 0.22

平成23年7月4日(月) 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.17 0.22 0.26

平成23年7月4日(月) 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.20 0.15 0.15

平成23年7月4日(月) いずみ学院 南行徳 園庭 土(砂混じり) 0.12 0.22 0.24

平成23年7月4日(月) 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.17 0.18 0.17

平成23年7月4日(月) 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.20 0.21 0.24

平成23年7月4日(月) ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.14 0.18 0.17

平成23年7月4日(月) ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.25 0.25 0.20

平成23年7月4日(月) 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.24 0.22 0.23

平成23年7月4日(月) 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.24 0.22 0.23

平成23年7月4日(月) 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.21 0.25 0.28

平成23年7月4日(月) 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.21 0.27 0.29

平成23年7月4日(月) 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.17 0.14 0.22

平成23年7月4日(月) 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.17 0.29 0.19

平成23年7月4日(月) 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土(砂混じり) 0.25 0.26 0.33

平成23年7月4日(月) 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.21 0.20 0.14

平成23年7月4日(月) 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.21 0.20 0.31

平成23年7月4日(月) 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.18 0.14 0.21

平成23年7月4日(月) アイリス幼稚園 北方 園庭 砂 0.11 0.15 0.20

平成23年7月4日(月) アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.15 0.21 0.19

平成23年7月4日(月) わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土(砂混じり) 0.15 0.21 0.23

平成23年7月4日(月) わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.22 0.17 0.11

平成23年7月4日(月) 若宮幼稚園 若宮 園庭 土(砂混じり) 0.16 0.16 0.25

平成23年7月4日(月) 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.17 0.16 0.15

平成23年7月4日(月) 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土(砂混じり) 0.31 0.23 0.24

平成23年7月4日(月) 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.19 0.15 0.14

平成23年7月4日(月) 原木幼稚園 原木 園庭 土(砂混じり) 0.16 0.20 0.21

平成23年7月4日(月) 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.15 0.17 0.19

平成23年8月17日(水) 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.10 0.11 0.10

平成23年8月17日(水) 日出学園幼稚園 菅野 砂場 砂 0.14 0.14 0.14

平成23年8月17日(水) 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.15 0.16 0.15

平成23年8月17日(水) 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.18 0.17 0.16

平成23年8月17日(水) 三愛幼稚園 東国分 園庭 芝生 0.25 0.28 0.30

平成23年8月17日(水) 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.19 0.22 0.26
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成23年8月17日(水) 昭和学院幼稚園 東菅野 園庭 土(砂混じり) 0.21 0.23 0.24

平成23年8月17日(水) 真間山幼稚園 真間 園庭 土(砂混じり) 0.25 0.27 0.30

平成23年8月22日(月) 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.17 0.17 0.17

平成23年8月22日(月) 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土(砂混じり) 0.17 0.18 0.18

平成23年9月15日(木) 真間山幼稚園 真間 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.07 0.06

平成23年9月15日(木) 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.10 0.10 0.09

平成23年9月15日(木) いなほ幼稚園 国分 園庭 土（砂混じり） 0.11 0.10 0.07

平成23年9月15日(木) いなほ幼稚園 国分 砂場 砂 0.15 0.13 0.12

平成23年9月15日(木) 須和田幼稚園 須和田 園庭 土(砂混じり) 0.14 0.14 0.15

平成23年9月15日(木) 三愛幼稚園 東国分 園庭 砂 0.09 0.09 0.08

平成23年9月15日(木) 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.09 0.09 0.09

平成23年9月15日(木) 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.09 0.09

平成23年9月15日(木) 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.13 0.13 0.13

平成23年9月15日(木) 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.17 0.18 0.20

平成23年9月15日(木) 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.19 0.20 0.20

平成23年9月15日(木) 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.17 0.17 0.17

平成23年9月22日(木) 昭和学院幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.16 0.15 0.10

平成23年9月22日(木) 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.16 0.18 0.23

平成23年9月22日(木) 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.17 0.19 0.25

平成23年9月22日(木) 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.15 0.13 0.10

平成23年9月22日(木) つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.16 0.17 0.18

平成23年9月22日(木) つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.16 0.17 0.16

平成23年9月22日(木) 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.07 0.06 0.06

平成23年9月22日(木) 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.11 0.11 0.11

平成23年10月17日(月) 原木幼稚園 原木 園庭 土(砂混じり) 0.15 0.17 0.18

平成23年10月17日(月) 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.15 0.16 0.15

平成23年10月17日(月) ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.13 0.14 0.15

平成23年10月17日(月) ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.15 0.15 0.14

平成23年10月27日(木) 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土(砂混じり) 0.15 0.16 0.15

平成23年10月27日(木) 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.13 0.14 0.12

平成23年10月27日(木) いずみ学院 南行徳 園庭 土(砂混じり) 0.08 0.08 0.08

平成23年10月27日(木) 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.08 0.08 0.08

平成23年10月27日(木) 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.14 0.15 0.16
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成23年10月27日(木) 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.16 0.17 0.17

平成23年10月27日(木) 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.12 0.11 0.10

平成23年10月27日(木) 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.13 0.13 0.15

平成23年10月27日(木) 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.11 0.12 0.10

平成23年11月7日(月) 自然幼稚園 市川 園庭 砂 0.16 0.18 -

平成23年11月7日(月) 自然幼稚園 市川 砂場 砂 0.15 0.17 0.17

平成23年11月14日(月) ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.13 0.13 -

平成23年11月14日(月) 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土(砂混じり) 0.14 0.15 -

平成23年11月14日(月) いずみ学院 南行徳 園庭 土(砂混じり) 0.09 0.09 -

平成23年11月14日(月) 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.08 0.08 -

平成23年11月14日(月) 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.18 0.19 -

平成23年11月14日(月) 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成23年11月14日(月) 原木幼稚園 原木 園庭 土(砂混じり) 0.13 0.13 -

平成23年11月14日(月) ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.14 0.14 0.14

平成23年11月14日(月) 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.13 0.14 0.16

平成23年11月14日(月) 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.12 0.12 0.10

平成23年11月14日(月) 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.12 0.14 0.12

平成23年11月14日(月) 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.12 0.13 0.12

平成23年11月15日(火) 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.12 0.12 -

平成23年11月15日(火) 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.15 0.15 -

平成23年11月15日(火) アイリス幼稚園 北方 園庭 砂 0.11 0.11 -

平成23年11月15日(火) みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.10 0.10 -

平成23年11月15日(火) 若宮幼稚園 若宮 園庭 土(砂混じり) 0.15 0.15 -

平成23年11月15日(火) わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土(砂混じり) 0.14 0.14 -

平成23年11月15日(火) 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土(砂混じり) 0.11 0.12 -

平成23年11月15日(火) 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成23年11月15日(火) 三愛幼稚園 東国分 園庭 砂 0.11 0.11 -

平成23年11月15日(火) 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.13 0.13 0.14

平成23年11月15日(火) 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.11 0.10 0.10

平成23年11月15日(火) アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.11 0.12 0.10

平成23年11月15日(火) 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.13 0.13 0.12

平成23年11月15日(火) わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.11 0.11 0.12

平成23年11月15日(火) 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.11 0.10 0.10
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成23年11月15日(火) 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.10 0.09 0.09

平成23年11月17日(木) 真間山幼稚園 真間 園庭 土(砂混じり) 0.08 0.09 -

平成23年11月17日(木) アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.18 0.19 -

平成23年11月17日(木) 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.18 0.21 -

平成23年11月17日(木) 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成23年11月17日(木) 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.13 0.15 -

平成23年11月17日(木) 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 土(砂混じり) 0.14 0.16 -

平成23年11月17日(木) 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.20 0.22 -

平成23年11月17日(木) 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土(砂混じり) 0.11 0.12 -

平成23年11月17日(木) 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.10 0.10 0.09

平成23年11月17日(木) アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.15 0.18 0.19

平成23年11月17日(木) 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.19 0.19 0.15

平成23年11月17日(木) 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.10 0.12 0.14

平成23年11月17日(木) 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.14 0.18 0.21

平成23年11月17日(木) 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.15 0.17 0.17

平成23年11月17日(木) 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.18 0.16 0.16

平成23年11月17日(木) 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.09 0.09 0.10

平成23年11月18日(金) 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.15 0.15 -

平成23年11月18日(金) 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土(砂混じり) 0.16 0.17 -

平成23年11月18日(金) 昭和学院幼稚園 東菅野 園庭 土(砂混じり) 0.20 0.21 -

平成23年11月18日(金) 須和田幼稚園 須和田 園庭 土(砂混じり) 0.14 0.15 -

平成23年11月18日(金) 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.12 0.12 -

平成23年11月18日(金) つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.17 0.17 -

平成23年11月18日(金) 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.09 0.09 -

平成23年11月18日(金) 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.15 0.17 0.18

平成23年11月18日(金) 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.15 0.14 0.11

平成23年11月18日(金) 昭和学院幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.18 0.14 0.12

平成23年11月18日(金) 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.18 0.19 0.21

平成23年11月18日(金) 日出学園幼稚園 菅野 砂場 砂 0.12 0.12 0.14

平成23年11月18日(金) つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.18 0.20 0.19

平成23年11月18日(金) 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.12 0.12 0.12

 平成24年 2月24日（金） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

 平成24年 2月24日（金） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.14 0.16 -

 平成24年 2月24日（金） 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.15 0.18 -

 平成24年 2月24日（金） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.08 0.09 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

 平成24年 2月24日（金） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.11 0.10 -

 平成24年 2月24日（金） 和光幼稚園 相之川 園庭 土(砂混じり) 0.16 0.18 -

平成24年4月17日（火） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.11 0.11 -

平成24年4月17日（火） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.14 0.14 －

平成24年4月17日（火） 自然幼稚園 市川 園庭 砂 0.08 0.08 -

平成24年4月17日（火） つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.14 0.14 -

平成24年4月17日（火） つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.11 0.12 －

平成24年4月17日（火） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.10 0.10 -

平成24年4月17日（火） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.12 0.12 -

平成24年4月17日（火） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.12 0.11 －

平成24年4月17日（火） 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.08 0.09 -

平成24年4月17日（火） 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.13 0.13 －

平成24年4月17日（火） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成24年4月17日（火） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.09 0.09 －

平成24年4月24日（火） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.10 0.11 -

平成24年4月24日（火） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.11 0.11 －

平成24年4月24日（火） 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土(砂混じり) 0.13 0.14 -

平成24年4月24日（火） 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.13 0.11 －

平成24年4月24日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成24年4月24日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.10 0.09 －

平成24年4月24日（火） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成24年4月24日（火） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.08 0.08 －

平成24年4月24日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.16 0.17 -

平成24年4月24日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.17 0.13 －

平成24年4月24日（火） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.12 0.12 -

平成24年4月24日（火） 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.15 0.14 －

平成24年4月24日（火） 真間山幼稚園 真間 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成24年4月24日（火） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.09 0.10 －

平成24年4月24日（火） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土（砂混じり） 0.11 0.12 -

平成24年4月24日（火） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.11 0.11 －

平成24年5月1日（火） アイリス幼稚園 北方 園庭 砂 0.10 0.10 -

平成24年5月1日（火） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.08 0.09 －

平成24年5月1日（火） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成24年5月1日（火） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.09 0.10 －
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成24年5月1日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成24年5月1日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.13 0.13 －

平成24年5月1日（火） 若宮幼稚園 若宮 園庭 土（砂混じり） 0.11 0.12 -

平成24年5月1日（火） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.12 0.13 －

平成24年5月1日（火） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年5月1日（火） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.09 0.09 －

平成24年5月1日（火） みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.08 0.09 -

平成24年5月1日（火） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.10 0.09 －

平成24年5月1日（火） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成24年5月1日（火） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.12 0.12 －

平成24年5月11日（金） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.15 0.16 -

平成24年5月11日（金） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.12 0.11 －

平成24年5月11日（金） 須和田幼稚園 須和田 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成24年5月11日（金） 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.15 0.17 －

平成24年5月11日（金） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成24年5月11日（金） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.09 0.09 －

平成24年5月11日（金） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.09 -

平成24年5月11日（金） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.08 0.08 －

平成24年5月15日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.12 0.13 -

平成24年5月15日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.12 0.12 －

平成24年5月15日（火） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.08 -

平成24年5月15日（火） いずみ学院 南行徳 砂場 - - - -

平成24年5月15日（火） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.08 0.08 -

平成24年5月15日（火） 延命寺学園 新井 砂場 - - - -

平成24年5月15日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年5月15日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.12 0.11 －

平成24年5月18日（金） いなほ幼稚園 国分 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成24年5月18日（金） いなほ幼稚園 国分 砂場 砂 0.10 0.10 －

平成24年5月18日（金） 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 土（砂混じり） 0.13 0.14 -

平成24年5月18日（金） 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.12 0.10 －

平成24年6月14日（木） アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.14 0.15 -

平成24年6月14日（木） アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.14 0.15 －

平成24年7月26日（木） 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年7月26日（木） 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.11 0.11 －
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成24年7月26日（木） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.11 0.11 -

平成24年7月26日（木） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.13 0.14 －

平成24年7月26日（木） つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成24年7月26日（木） つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.10 0.12 －

平成24年7月26日（木） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.10 0.11 -

平成24年7月26日（木） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.11 0.10 －

平成24年7月26日（木） 三愛幼稚園 東国分 園庭
中央：芝生

外周：土（砂混）
0.09 0.10 -

平成24年7月26日（木） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.08 0.09 －

平成24年7月26日（木） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.08 0.08 -

平成24年7月26日（木） 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.11 0.11 －

平成24年7月26日（木） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.14 0.14 -

平成24年7月26日（木） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.09 0.11 －

平成24年7月26日（木） いずみ学院 南行徳 園庭 土(砂混じり) 0.08 0.09 -

平成24年7月31日（火） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.09 0.09 -

平成24年7月31日（火） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.11 0.10 －

平成24年7月31日（火） アイリス幼稚園 北方 園庭 砂 0.10 0.10 -

平成24年7月31日（火） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.08 0.08 －

平成24年7月31日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成24年7月31日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.09 0.09 －

平成24年7月31日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.15 0.17 -

平成24年7月31日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.13 0.13 －

平成24年7月31日（火） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.11 0.11 -

平成24年7月31日（火） 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.13 0.12 －

平成24年7月31日（火） 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 土（砂混じり） 0.13 0.13 -

平成24年7月31日（火） 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.11 0.13 －

平成24年7月31日（火） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.09 0.10 -

平成24年7月31日（火） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.10 0.10 －

平成24年8月6日（月） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.10 0.09 -

平成24年8月6日（月） 須和田幼稚園 須和田 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成24年8月6日（月） 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.12 0.13 －

平成24年8月6日（月） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成24年8月6日（月） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.09 0.11 －

平成24年8月17日（金） 真間山幼稚園 真間 園庭 砂 0.07 0.08 -

平成24年8月17日（金） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.08 0.09 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成24年8月17日（金） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成24年8月17日（金） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.12 0.14 -

平成24年8月24日（金） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成24年8月24日（金） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成24年8月24日（金） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.08 -

平成24年8月24日（金） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成24年8月24日（金） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成24年8月24日（金） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成24年8月24日（金） 若宮幼稚園 若宮 園庭 砂 0.10 0.11 -

平成24年8月24日（金） みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.08 0.08 -

平成24年8月24日（金） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.09 0.07 -

平成24年8月24日（金） 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.07 0.08 -

平成24年8月24日（金） 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.11 0.13 -

平成24年8月24日（金） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成24年8月24日（金） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成24年8月24日（金） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成24年8月24日（金） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.11 0.10 -

平成24年8月24日（金） 東浜幼稚園 行頭駅前 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成24年8月24日（金） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.10 0.10 -

平成24年8月24日（金） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成24年8月24日（金） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成24年9月18日（月） 自然幼稚園 市川 園庭 砂 0.11 0.13 -

平成24年9月18日（月） アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.13 0.14 -

平成24年9月18日（月） アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.11 0.13 -

平成25年1月30日（水） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.11 0.10 -

平成25年1月30日（水） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.11 0.14 -

平成25年1月30日（水） 自然幼稚園 市川 園庭 砂 0.11 0.12 -

平成25年1月30日（水） つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成25年1月30日（水） つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.11 0.12 -

平成25年1月30日（水） 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.08 0.09 -

平成25年1月30日（水） 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.10 0.11 -

平成25年1月30日（水） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.09 0.10 -

平成25年1月30日（水） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.11 0.10 -

平成25年1月30日（水） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.12 0.14 -

平成25年1月30日（水） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.09 0.09 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成25年1月30日（水） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成25年1月30日（水） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成25年1月30日（水） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月7日（木） 若宮幼稚園 若宮 園庭 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月7日（木） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.10 0.11 -

平成25年2月7日（木） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.11 -

平成25年2月7日（木） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月7日（木） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 -

平成25年2月7日（木） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月7日（木） 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.09 -

平成25年2月7日（木） 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成25年2月7日（木） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.15 0.16 -

平成25年2月7日（木） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.15 0.13 -

平成25年2月7日（木） 真間山幼稚園 真間 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成25年2月7日（木） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月7日（木） アイリス幼稚園 北方 園庭 砂 0.09 0.10 -

平成25年2月7日（木） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成25年2月7日（木） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.09 0.09 -

平成25年2月7日（木） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成25年2月7日（木） アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.12 0.12 -

平成25年2月7日（木） アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.12 0.13 -

平成25年2月7日（木） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成25年2月7日（木） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.12 0.11 -

平成25年2月12日（火） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.09 0.08 -

平成25年2月12日（火） 須和田幼稚園 須和田 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.11 -

平成25年2月12日（火） 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.10 0.11 -

平成25年2月12日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成25年2月12日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成25年2月12日（火） 東浜幼稚園 行頭駅前 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成25年2月12日（火） 東浜幼稚園 行頭駅前 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月12日（火） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.07 0.08 -

平成25年2月12日（火） 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.10 0.09 -

平成25年2月27日（水） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成25年2月27日（水） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.11 0.10 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成25年2月27日（水） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成25年2月27日（水） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成25年2月27日（水） みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月27日（水） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成25年2月27日（水） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成25年2月27日（水） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.08 0.09 -

平成25年2月27日（水） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.05 0.06 -

平成25年2月27日（水） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成25年2月27日（水） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成25年2月27日（水） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成25年2月27日（水） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.10 0.10 -

平成25年2月27日（水） 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.12 0.12 -

平成25年2月27日（水） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成25年2月27日（水） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成26年1月21日（火） みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成26年1月21日（火） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成26年1月21日（火） 若宮幼稚園 若宮 園庭 砂 0.07 0.08 -

平成26年1月21日（火） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成26年1月21日（火） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成26年1月21日（火） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成26年1月21日（火） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成26年1月21日（火） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.07 0.06 -

平成26年1月21日（火） 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成26年1月21日（火） 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成26年1月21日（火） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.06 0.07 -

平成26年1月21日（火） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.08 0.10 -

平成26年1月21日（火） 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成26年1月21日（火） 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成26年1月21日（火） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成26年1月21日（火） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.10 0.09 －

平成26年1月21日（火） 真間山幼稚園 真間 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成26年1月21日（火） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成26年1月21日（火） つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 -

平成26年1月21日（火） つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.08 0.07 －
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成26年1月29日（水） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成26年1月29日（水） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成26年1月29日（水） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成26年1月29日（水） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成26年1月29日（水） 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成26年1月29日（水） 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成26年1月29日（水） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成26年1月29日（水） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成26年1月29日（水） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成26年1月29日（水） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成26年1月29日（水） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成26年1月29日（水） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成26年1月29日（水） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.06 0.06 -

平成26年1月29日（水） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成26年1月29日（水） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成26年1月29日（水） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成26年3月4日（火） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 －

平成26年3月4日（火） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成26年3月4日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成26年3月4日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成26年3月4日（火） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 －

平成26年3月4日（火） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成26年3月4日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.11 0.12 -

平成26年3月4日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.09 0.08 -

平成26年3月4日（火） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成26年3月4日（火） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成26年3月4日（火） アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成26年3月4日（火） アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.08 0.12 -

平成26年3月4日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.70 0.07 -

平成26年3月4日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.10 0.11 -

平成26年3月12日（水） アイリス幼稚園 北方 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成26年3月12日（水） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成26年3月12日（水） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成26年3月12日（水） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.07 0.07 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成26年3月12日（水） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.08 0.08 -

平成26年3月12日（水） 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.09 0.10 -

平成26年3月12日（水） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成26年3月12日（水） 自然幼稚園 市川 園庭 土 0.09 0.10 -

平成26年3月12日（水） 自然幼稚園 市川 砂場 砂 0.09 0.11 -

平成27年1月13日（火） みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成27年1月13日（火） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成27年1月13日（火） 若宮幼稚園 若宮 園庭 砂 0.06 0.07 -

平成27年1月13日（火） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成27年1月13日（火） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.06 -

平成27年1月13日（火） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成27年1月13日（火） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成27年1月13日（火） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成27年1月13日（火） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.07 0.07 -

平成27年1月13日（火） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成27年1月19日（月） 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成27年1月19日（月） 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.07 0.06 -

平成27年1月19日（月） 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.06 0.07 -

平成27年1月19日（月） 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成27年1月19日（月） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.06 0.07 -

平成27年1月19日（月） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成27年1月19日（月） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 －

平成27年1月19日（月） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成27年1月19日（月） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 －

平成27年1月19日（月） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成27年1月28日（水） 自然幼稚園 市川 園庭 土 0.08 0.09 -

平成27年1月28日（水） 自然幼稚園 市川 砂場 砂 0.08 0.10 -

平成27年1月28日（水） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成27年1月28日（水） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成27年1月28日（水） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成27年1月28日（水） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 -

平成27年1月28日（水） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成27年1月28日（水） 須和田幼稚園 須和田 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 -

平成27年1月28日（水） 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.06 0.07 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成27年2月24日（火） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成27年2月24日（火） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成27年2月24日（火） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成27年2月24日（火） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成27年2月24日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成27年2月24日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成27年2月24日（火） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成27年2月24日（火） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成27年2月24日（火） 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.10 -

平成27年2月24日（火） 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.08 0.09 －

平成27年2月24日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成27年2月24日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成27年2月24日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成27年2月24日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成27年2月24日（火） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.06 0.07 -

平成27年2月24日（火） 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.08 0.10 -

平成27年2月24日（火） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月8日（金） 自然幼稚園 市川 園庭 土 0.07 0.07 -

平成28年1月8日（金） みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成28年1月8日（金） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成28年1月8日（金） 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成28年1月8日（金） 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成28年1月8日（金） アイリス幼稚園 北方 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成28年1月8日（金） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成28年1月8日（金） 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.06 0.07 -

平成28年1月8日（金） 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成28年1月8日（金） 若宮幼稚園 若宮 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成28年1月8日（金） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成28年1月8日（金） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成28年1月8日（金） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成28年1月13日（水） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 砂 0.07 0.06 -

平成28年1月13日（水） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成28年1月13日（水） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成28年1月13日（水） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.06 0.05 -

平成28年1月13日（水） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.06 0.05 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成28年1月13日（水） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.10 0.10 -

平成28年1月13日（水） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.10 0.09 -

平成28年1月13日（水） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.06 －

平成28年1月13日（水） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.05 0.07 -

平成28年1月13日（水） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 砂 0.07 0.08 -

平成28年1月13日（水） 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.08 0.09 -

平成28年1月13日（水） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月13日（水） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成28年1月14日（木） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成28年1月14日（木） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成28年1月14日（木） 真間山幼稚園 真間 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成28年1月14日（木） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成28年1月14日（木） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土(砂混じり) 0.05 0.05 -

平成28年1月14日（木） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成28年1月14日（木） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月14日（木） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.07 0.06 －

平成28年1月14日（木） アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成28年1月14日（木） アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成28年1月14日（木） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成28年1月14日（木） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成28年1月22日（金） つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.05 -

平成28年1月22日（金） つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成28年1月22日（金） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成28年1月22日（金） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成28年1月22日（金） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月22日（金） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.05 0.04 -

平成28年1月22日（金） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成28年1月22日（金） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成28年1月26日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月26日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成28年1月26日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月26日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成28年1月26日（火） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成28年1月26日（火） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.05 0.05 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成28年1月26日（火） アース学園 幸 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 -

平成28年1月26日（火） アース学園 幸 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成28年1月27日（水） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.06 0.06 -

平成28年1月27日（水） 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成28年1月27日（水） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月27日（水） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.08 0.08 -

平成28年1月27日（水） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成28年1月27日（水） いずみ学院 南行徳 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成29年2月13日(月） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月13日(月） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.05 0.07 -

平成29年2月13日(月） 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 砂 0.0.7 0.08 -

平成29年2月13日(月） 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.09 0.09 -

平成29年2月13日(月） 大町不二幼稚園 大野 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月13日(月） 大町不二幼稚園 大野 砂場 砂 0.0.7 0.07 -

平成29年2月13日(月） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.0.7 0.07 -

平成29年2月13日(月） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.0.7 0.06 -

平成29年2月13日(月） 須和田幼稚園 須和田 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月13日(月） 須和田幼稚園 須和田 砂場 砂 0.0.7 0.07 -

平成29年2月13日(月） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月13日(月） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成29年2月13日(月） アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.0.7 0.07 -

平成29年2月13日(月） アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.0.7 0.08 -

平成29年2月13日(月） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.0.7 0.07 -

平成29年2月13日(月） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成29年2月13日(月） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成29年2月13日(月） 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.08 0.09 -

平成29年2月16日（木） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月16日（木） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成29年2月16日（木） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月16日（木） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成29年2月16日（木） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.06 0.05 -

平成29年2月16日（木） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成29年2月16日（木） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土 0.06 0.06 -

平成29年2月16日（木） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成29年2月16日（木） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成29年2月16日（木） 真間山幼稚園 真間 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成29年2月16日（木） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.04 0.05 -

平成29年2月16日（木） 自然幼稚園 市川 園庭 土 0.06 0.06 -

平成29年2月20日（月） 富貴島幼稚園 八幡 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.09 -

平成29年2月20日（月） 富貴島幼稚園 八幡 砂場 砂 0.05 0.04 -

平成29年2月20日（月） 白菊幼稚園 南八幡 園庭 砂 0.0.7 0.06 -

平成29年2月20日（月） 白菊幼稚園 南八幡 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成29年2月20日（月） 若宮幼稚園 若宮 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成29年2月20日（月） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.05 0.07 -

平成29年2月20日（月） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月20日（月） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.07 0.06 -

平成29年2月20日（月） みどり幼稚園 中山 園庭 砂 0.06 0.06 -

平成29年2月20日（月） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成29年2月20日（月） 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月20日（月） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成29年2月20日（月） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.0.7 0.08 -

平成29年2月20日（月） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成29年2月20日（月） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月20日（月） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成29年2月20日（月） アース学園 幸 園庭 土（砂混じり） 0.0.7 0.07 -

平成29年2月20日（月） アース学園 幸 砂場 砂 0.0.7 0.07 -

平成29年2月20日（月） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月20日（月） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.07 0.06 -

平成29年2月20日（月） 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.09 0.07 -

平成29年2月21日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.09 0.1 -

平成29年2月21日（火） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.0.7 0.07 -

平成29年2月21日（火） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.05 -

平成29年2月21日（火） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成29年2月21日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成29年2月21日（火） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成29年2月21日（火） アイリス幼稚園 北方 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成29年2月21日（火） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成29年2月21日（火） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成29年2月21日（火） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.06 0.05 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成30年2月13日（火） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土 0.06 0.06 -

平成30年2月13日（火） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.04 0.04 -

平成30年2月13日（火） 日出学園幼稚園 菅野 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成30年2月13日（火） 自然幼稚園 市川 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月13日（火） 自然幼稚園 市川 砂場 砂 0.05 0.04 -

平成30年2月13日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成30年2月13日（火） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成30年2月14日（水） 若宮幼稚園 若宮 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月14日（水） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.04 0.05 -

平成30年2月14日（水） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土 0.07 0.06 -

平成30年2月14日（水） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成30年2月14日（水） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月14日（水） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成30年2月14日（水） 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成30年2月14日（水） 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成30年2月14日（水） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.05 -

平成30年2月14日（水） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.07 0.08 -

平成30年2月14日（水） 真間山幼稚園 真間 園庭 土 0.04 0.04 -

平成30年2月14日（水） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成30年2月14日（水） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成30年2月14日（水） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成30年2月14日（水） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.07 -

平成30年2月14日（水） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成30年2月19日（月） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月19日（月） いずみ学院 南行徳 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成30年2月19日（月） 延命寺学園 新井 園庭 ゴムチップ 0.05 0.06 -

平成30年2月19日（月） 延命寺学園 新井 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成30年2月19日（月） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.08 -

平成30年2月19日（月） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成30年2月19日（月） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成30年2月19日（月） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成30年2月19日（月） つくし幼稚園 大和田 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月19日（月） つくし幼稚園 大和田 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成30年2月19日（月） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成30年2月19日（月） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.06 0.05 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成30年2月19日（月） アイリス幼稚園 北方 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月19日（月） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成30年2月19日（月） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.04 0.05 -

平成30年2月19日（月） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成30年2月19日（月） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.09 -

平成30年2月19日（月） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.08 0.07 -

平成30年2月19日（月） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成30年2月19日（月） 曽谷幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.07 0.09 -

平成30年2月19日（月） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成30年2月19日（月） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.06 0.05 -

平成30年2月20日（火） みどり幼稚園 中山 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成30年2月20日（火） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成30年2月20日（火） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月20日（火） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.04 0.04 -

平成30年2月20日（火） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成30年2月20日（火） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成30年2月20日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月20日（火） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成30年2月20日（火） アース学園 幸 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成30年2月20日（火） アース学園 幸 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成30年2月20日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成30年2月20日（火） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月18日（月） みどり幼稚園 中山 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成31年2月18日（月） みどり幼稚園 中山 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月18日（月） 若宮幼稚園 若宮 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成31年2月18日（月） 若宮幼稚園 若宮 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成31年2月18日（月） わかたけ幼稚園 北方町 園庭 土 0.05 0.06 -

平成31年2月18日（月） わかたけ幼稚園 北方町 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成31年2月18日（月） 宮久保幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月18日（月） 宮久保幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成31年2月18日（月） 曽谷幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月18日（月） 昭和学院幼稚園 宮久保 園庭 土（砂混じり） 0.08 0.08 -

平成31年2月18日（月） 昭和学院幼稚園 宮久保 砂場 砂 0.06 0.07 -

平成31年2月18日（月） アイリス幼稚園 北方 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成31年2月18日（月） アイリス幼稚園 北方 砂場 砂 0.05 0.05 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成31年2月18日（月） 市川学園幼稚園 八幡 園庭 砂 0.04 0.04 -

平成31年2月18日（月） 市川学園幼稚園 八幡 砂場 砂 0.06 0.04 -

平成31年2月18日（月） 市川学園第２幼稚園 東菅野 園庭 砂 0.04 0.04 -

平成31年2月18日（月） 市川学園第２幼稚園 東菅野 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成31年2月19日（火） 自然幼稚園 市川 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月19日（火） 自然幼稚園 市川 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月22日（金） 鬼高幼稚園 鬼高 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月22日（金） 鬼高幼稚園 鬼高 砂場 砂 0.04 0.04 -

平成31年2月22日（金） 原木幼稚園 原木 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成31年2月22日（金） 原木幼稚園 原木 砂場 砂 0.04 0.05 -

平成31年2月22日（金） 東浜幼稚園 行徳駅前 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月22日（金） 東浜幼稚園 行徳駅前 砂場 砂 0.07 0.05 -

平成31年2月22日（金） アース学園 幸 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.05 -

平成31年2月22日（金） アース学園 幸 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成31年2月22日（金） 塩浜幼稚園 塩浜 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.05 -

平成31年2月22日（金） 塩浜幼稚園 塩浜 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月22日（金） いずみ学院 南行徳 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成31年2月22日（金） いずみ学院 南行徳 砂場 砂 0.05 0.07 -

平成31年2月22日（金） 和光幼稚園 相之川 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月22日（金） 和光幼稚園 相之川 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月22日（金） ソフィア幼稚園 稲荷木 園庭 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月22日（金） ソフィア幼稚園 稲荷木 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月26日（火） 国分幼稚園 曽谷 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月27日（水） 国分幼稚園 曽谷 砂場 砂 0.07 0.06 -

平成31年2月27日（水） 真間山幼稚園 真間 園庭 土 0.04 0.04 -

平成31年2月27日（水） 真間山幼稚園 真間 砂場 砂 0.04 0.05 -

平成31年2月27日（水） 国府台文化幼稚園 中国分 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.05 -

平成31年2月27日（水） 国府台文化幼稚園 中国分 砂場 砂 0.06 0.06 -

平成31年2月27日（水） アンデルセン幼稚園 堀之内 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月27日（水） アンデルセン幼稚園 堀之内 砂場 砂 0.07 0.07 -

平成31年2月27日（水） 三愛幼稚園 東国分 園庭 土（砂混じり） 0.07 0.07 -

平成31年2月27日（水） 三愛幼稚園 東国分 砂場 砂 0.07 0.06 -

平成31年2月27日（水） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 園庭 土 0.05 0.06 -

平成31年2月27日（水） 市川聖マリヤ幼稚園 八幡 砂場 砂 0.05 0.05 -
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所在地 詳細箇所 地表面の状況

測定高さ
100cm

測定高さ
50cm

測定高さ
1cm

調査日 地点名称

測定結果（単位：マイクロシーベ
ルト毎時）

平成31年2月27日（水） 築葉根幼稚園 北方町 園庭 土（砂混じり） 0.06 0.06 -

平成31年2月27日（水） 築葉根幼稚園 北方町 砂場 砂 0.05 0.05 -

平成31年2月27日（水） 大町不二幼稚園 大町 園庭 土（砂混じり） 0.05 0.06 -

平成31年2月27日（水） 大町不二幼稚園 大町 砂場 砂 0.05 0.06 -

平成31年2月27日（水） 浄光寺幼稚園 大野町 園庭 砂 0.07 0.07 -

平成31年2月27日（水） 浄光寺幼稚園 大野町 砂場 砂 0.07 0.07 -
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