
地上 5 センチメートルで毎時 0.23 マイクロシーベルト以上の 

空間放射線量が予測された箇所の測定について【平成 23 年度】 

 

 

平成 23 年 11 月 29 日（火）より平成 24 年 4 月 20 日（金）まで、区有施設について、雨どいの下等の

周辺よりも高い空間放射線量が予測された場所の測定を行い、地上 5センチメートルで毎時 0.23マイク

ロシーベルト以上の箇所について、必要な措置を行いました。 

 

【測定対象施設】 

保育園、子ども園、児童館、幼稚園、小中学校の全園・全校（一部私立を含む）134施設 

 

【測定器】 

シンチレーションサーベイメータ 

型番：（株）日立アロカメディカル TCS-172B（γ線用エネルギー補償型） 

 

【測定方法】 

高い空間放射線量が予測される雨樋、集水ます、水たまりができやすい場所、落ち葉だまり等について、

地上約 5センチメートルでスクリーニング調査 

スクリーニング調査で、毎時 0.23マイクロシーベルト以上の放射線量が計測された場所について、地上

1メートルと 5センチメートルにおける詳細測定 

スクリーニング調査で、毎時 0.23マイクロシーベルト以上の場所がない場合は、最高値が計測された場

所について詳細測定 

 

【施設ごとの測定結果】 

◆保育園（平成 23年 12月 5日~平成 24年 4月 20日分） 

 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

あ行

エイビイシイ保育園 大久保2-11-5 花壇（左側） 平成23年12月13日 0.08 0.10

エイビイシイ保育園
（分館）

大久保2-16-1 植込み（西側） 平成23年12月13日 0.09 0.09

エデュケアセンター・
新宿

富久町13-1 プランター 平成23年12月20日 0.07 0.09

大久保第一保育園
（旧西戸山中学校）

大久保3-1-1
園庭
（0歳児沐浴室前）

平成23年12月13日 0.09 0.15 ※仮園舎

大久保第二保育園 大久保1-4-1 砂場脇 平成23年12月13日 0.07 0.11

オルト保育園 高田馬場3-40-3 排水口 平成23年12月14日 0.09 0.12

か行

平成23年12月6日 0.13 0.69
12月6日：立入禁止

12月8日：表土・砂利入替え

平成23年12月9日 0.08 0.15 再測定

施設名

北新宿第二保育園 北新宿3-20-2
【併設】
北新宿第二
児童館

雨どい下
（玄関脇植込み）



 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

さ行

獅子吼保育園 中井2-8-6 砂場 平成24年1月12日 0.09 0.13

平成24年1月11日 0.11 0.24
1月11日：立入禁止

1月13日：洗浄

平成24年1月13日 0.12 0.12 再測定

信濃町保育園 信濃町20 園庭（隅） 平成23年12月21日 0.09 0.14

【併設】

信濃町子ども

家庭支援セン

ター

新栄保育園 百人町3-21-14 花壇 平成23年12月13日 0.09 0.17

新宿こだま保育園 中落合4-25-19 砂場 平成24年1月12日 0.07 0.10

新宿せいが保育園 下落合2-10-20 園庭（南西隅） 平成23年12月26日 0.08 0.17

雨水ます
（ポーチ北）

平成23年12月20日 0.09 0.17

雨水ます
（ポーチ中央）

平成23年12月20日 0.08 0.18

さ行

平成23年12月5日 0.10 0.40

12月5日：立入禁止

12月28日：高圧洗浄

3月24日：囲い設置

平成24年4月20日 0.13 0.20 再測定

平成23年12月5日 0.10 0.36

12月5日：立入禁止

12月28：高圧洗浄

1月27日：コーキング材充填

平成24年4月10日 0.13 0.21 再測定

平成23年12月5日 0.10 0.25
12月5日：立入禁止

12月19日：洗浄

平成23年12月19日 0.10 0.22 再測定

新宿三つの木保育園
もりさんかくしかく

大京町29 雨どい下 平成23年12月22日 0.07 0.07

た行

高田馬場第二保育園 高田馬場1-4-17 園庭隅 平成23年12月14日 0.09 0.15
【併設】

高田馬場第二

児童館

長延保育園 市谷長延寺町8 砂場 平成23年12月21日 0.08 0.10

つくし保育園
（国立国際医療研究
センター内）

戸山1-21-1 園庭（壁際中央） 平成23年12月5日 0.10 0.13

平成23年12月13日 0.10 0.41

12月13日：立入禁止

12月14日：高圧洗浄、表面切削

12月16日：砂利・コンクリート除去、

土壌入替え、立入禁止
12月30日：土壌入替え、セメント補

修

平成24年1月10日 0.10 0.22 再測定

平成23年12月20日 0.12 0.45
12月20日：立入禁止

12月20日・22日：土壌除去

平成23年12月28日 0.08 0.18 再測定

平成23年12月20日 0.12 0.44
12月20日：立入禁止

12月22日：土壌除去

平成23年12月28日 0.08 0.19 再測定

戸山第一保育園 戸山2-26-101 雨どい下（倉庫脇） 平成23年12月13日 0.10 0.17

平成23年12月5日 0.13 0.23 12月5日：清掃

平成23年12月9日 0.12 0.21 再測定

戸山第三保育園 戸山2-4-101 側溝（プール脇中央） 平成23年12月5日 0.09 0.15

雨どい下
（園舎北西側）

戸山2-18-101 ※仮園舎雨水ます（園庭隅）

雨どい下（園舎脇）

西新宿6-7-39

園庭植込み（中央）

園庭植込み（隅）

富久町22-21
【併設】

富久町児童館

雨どい下（北側）

雨どい下（南側）

施設名

新宿第二保育園

至誠会保育園 河田町10-13

新宿5-3-13

富久町保育園

戸山第二保育園

北新宿4-21-14 雨どい下（東側）

新宿成子坂愛育園

東京母子愛育会
保育園



 

 

◆児童館等（平成 23年 12月 5日~平成 24年 1月 18日分） 

 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

な行

平成24年1月12日 0.11 0.29 1月12日：砂除去、洗浄、盛土

平成24年1月17日 0.11 0.17 再測定

中落合第二保育園 中落合2-7-24 ます（園庭南東） 平成23年12月26日 0.09 0.11

【併設】

中落合子ども

家庭支援

センター

西落合保育園 西落合1-31-24 排水口 平成24年1月12日 0.07 0.12
【併設】

西落合児童館

西早稲田保育園 西早稲田1-9-30 砂場 平成23年12月20日 0.11 0.15

は行

八幡神社愛育園 上落合1-26-19 雨水ます（神社前右） 平成24年1月12日 0.09 0.15

は行

原町みゆき保育園 原町2-43 砂場 平成23年12月26日 0.10 0.15

東五軒町保育園 東五軒町5-24 排水口（屋上） 平成23年12月20日 0.07 0.15
【併設】

東五軒町

児童館

百人町保育園 百人町2-18-21 排水口 平成23年12月6日 0.09 0.17
【併設】

百人町児童館

平成23年12月21日 0.09 0.57
12月21日：人工芝撤去、土壌除

去、洗浄

平成23年12月22日 0.08 0.08 再測定

弁天町保育園 弁天町50
雨どい下排水口
（乳児園庭）

平成24年1月11日 0.08 0.13

ポピンズナーサリー
スクール早稲田

西早稲田1-1-7 雨どい下 平成23年12月20日 0.08 0.17

や行

平成23年12月14日 0.08 0.28
12月14日：立入禁止

12月15日：枯葉・泥除去、洗浄

平成24年1月17日 0.08 0.08 再測定

よろい保育園 北新宿3-16-18 砂場 平成23年12月6日 0.10 0.13

わ行

早稲田南町保育園 早稲田南町50
側溝
（2歳児室前ポーチ）

平成24年1月11日 0.09 0.14
【併設】

早稲田南町

児童館

【併設】

中井児童館

四谷保育園 四谷4-17 側溝（2階南側）

中井保育園 中井1-8-12 園庭南フェンス下

二葉南元保育園 南元町4 排水口（2階）

施設名

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

あ行
榎町子ども家庭支援
センター

榎町36 水道排水口（屋上） 平成24年1月11日 0.08 0.09

か行

北新宿第一児童館 北新宿2-3-7 排水口（屋上北側） 平成23年12月6日 0.06 0.18
【併設】
柏木子ども園

平成23年12月6日 0.10 0.64
12月6日：立入禁止

12月10日：石除去、盛土

平成23年12月12日 0.09 0.19 再測定

北山伏児童館 北山伏町2-17
雨どい下
（外階段踊り場）

平成23年12月26日 0.09 0.20
【併設】
ゆったりーの

施設名

北新宿第二児童館 北新宿3-20-2 玄関脇植込み
【併設】
北新宿第二
保育園



 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

さ行

平成23年12月21日 0.09 0.30 12月21日：泥除去、清掃

平成23年12月27日 0.08 0.07 再測定

[子ども総合センター]
汚水ます

平成24年1月11日 0.08 0.11

[しごと棟]
玄関前植栽

平成24年1月11日 0.07 0.12

[多目的運動広場]
側溝

平成24年1月11日 0.09 0.10

[農業体験の場]
畑（隅）

平成24年1月11日 0.09 0.10

た行

平成23年12月14日 0.09 0.60
12月14日：立入禁止

12月28日土壌入替え、高圧洗浄

平成24年1月6日 0.09 0.13 再測定

高田馬場第二
児童館

高田馬場1-4-17 側溝（屋上） 平成23年12月14日 0.06 0.21
【併設】

高田馬場第二

保育園

富久町児童館 富久町22-21 排水口 平成23年12月20日 0.07 0.13
【併設】

富久町保育園

な行

中井児童館 中井1-8-12 屋上 平成24年1月12日 0.06 0.08
【併設】

中井保育園

中落合子ども家庭支援セ
ンター

中落合2-7-24 雨どい下 平成23年12月26日 0.07 0.21
【併設】

中落合第二

保育園

中町児童館 中町25 けやき根元 平成23年12月21日 0.08 0.11

西落合児童館 西落合1-31-24 排水口 平成24年1月12日 0.08 0.17
【併設】

西落合保育園

西新宿児童館 西新宿4-35-28 雨どい下 平成23年12月5日 0.08※ 0.22
※障害物あり地

上57cmで測定

は行

東五軒町児童館 東五軒町5-24 排水口 平成23年12月22日 0.07 0.21
【併設】

東五軒町

保育園

百人町児童館 百人町2-18-21 側溝（2階テラス） 平成23年12月6日 0.07 0.13
【併設】

百人町保育園

本塩町児童館 本塩町8 排水口（1階） 平成23年12月14日 0.08 0.16

や行

平成23年12月21日 0.09 0.47
12月21日：立入禁止

1月18日:土壌除去、土壌埋戻し

平成24年1月18日 0.10 0.22

平成23年12月26日 0.11 0.54
12月26日：立入禁止、土壌除去

12月28日：土壌埋戻し

平成24年1月6日 0.09 0.12 再測定

雨どい下
（傘立て付近）

平成23年12月26日 0.09 0.20

わ行

早稲田南町児童館 早稲田南町50
排水口
（3階テラス雨どい下）

平成24年1月11日 0.09 0.21
【併設】

早稲田南町

保育園

新宿7-3-29

ゆったりーの 北山伏町2-17
【併設】

北山伏児童館

高田馬場第一
児童館

高田馬場3-18-21 雨水タンク付近

雨どい下（庭中央）

薬王寺児童館 市谷薬王寺町51 雨どい下

施設名

信濃町子ども家庭
支援センター

信濃町20 側溝（屋上）
【併設】

信濃町保育園

新宿ここ・から広場



◆子ども園（平成 23年 12月 5日~平成 23年 12月 21日分） 

 

 

◆幼稚園（平成 23年 12月 9日~平成 24年 2月 23日分） 

 

 

 

 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

あ行

あいじつ子ども園 北町17 ブランコ下 平成23年12月21日 0.09 0.09

か行

柏木子ども園 北新宿2-3-7 排水口（屋上北側） 平成23年12月6日 0.06 0.18
【併設】
北新宿第一

児童館

な行

西新宿子ども園 西新宿4-35-5 遊具脇 平成23年12月5日 0.10 0.16

や行

四谷子ども園 四谷2-6 側溝脇（遊戯室前） 平成23年12月14日 0.07 0.15

施設名

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

あ行

市谷幼稚園 市谷山伏町1-3 花壇（都道側園庭） 平成23年12月13日 0.10 0.18
【併設】
市谷小学校

砂場 平成23年12月22日 0.08 0.07

ブランコ下 平成23年12月22日 0.07 0.07

側溝（うんてい横） 平成24年1月16日 0.08 0.14

平成24年1月16日 0.10 0.35
1月16日：立入禁止

1月17日：砂の一部除去

平成24年1月18日 0.06 0.09 再測定

平成23年12月16日 0.13 0.81

12月16日：立入禁止

12月21日・22日：砂利除去、

高圧洗浄

平成24年1月5日 0.15 0.20 再測定

おおや幼稚園 高田馬場2-8-18 雨どい下（園舎前） 平成24年1月26日 0.07 0.19

落合第三幼稚園 西落合1-12-20 フェンスと教室の間 平成24年1月19日 0.08 0.13
【併設】

落合第三
小学校

平成23年12月13日 0.09 0.40
12月13日：立入禁止

12月19日・22日：高圧洗浄

平成23年12月26日 0.06 0.08 再測定

落合第五幼稚園 上落合3-1-6 ジャングルジム東側 平成23年12月22日 0.09 0.17
※仮園舎

（落合第五
小学校内）

さ行

下落合みどり幼稚園 中落合4-3-1 園庭 平成24年1月19日 0.08 0.15

大久保幼稚園 大久保1-1-21 雨どい下（駐輪場）
【併設】
大久保小学校

下落合2-9-34

施設名

牛込成城幼稚園 原町3-87
【併設】
成城中学校

園庭（隅）
【併設】

落合第四
小学校

落合第四幼稚園

牛込仲之幼稚園 市谷仲之町4-33

砂場

【併設】

牛込仲之
小学校



 

 

 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

た行
雨水ます
（すべり台南西側）

平成23年12月19日 0.08 0.10

雨水ます（南西端） 平成23年12月19日 0.09 0.17

鶴巻幼稚園 早稲田鶴巻町140 幼稚園玄関 平成24年1月10日 0.08 0.09
【併設】

鶴巻小学校

戸塚第一幼稚園 西早稲田3-10-12 園庭（雨どい） 平成24年1月10日 0.07 0.08
【併設】

戸塚第一

小学校

戸塚第二幼稚園 高田馬場1-25-21 排水口（園舎角） 平成24年1月26日 0.08 0.16
【併設】

戸塚第二

小学校

た行
雨どいA下

（園長室北）
平成23年12月16日 0.09 0.20

平成23年12月16日 0.10 0.51
12月16日：立入禁止

12月17日：清掃、砂利除去

平成24年2月23日 0.08 0.20 再測定

戸山幼稚園（区立） 百人町2-1-38 すべり台横植込み 平成23年12月16日 0.09 0.14
【併設】

戸山小学校

園庭（中央） 平成24年1月19日 0.07 0.08

砂場 平成24年1月19日 0.06 0.08

な行

西戸山幼稚園  百人町4-7-1 園庭（隅） 平成23年12月12日 0.08 0.16

は行

花園幼稚園 新宿1-22-1 花壇 平成24年1月10日 0.07 0.08
【併設】

花園小学校

東戸山幼稚園 戸山2-34-101 排水口（園庭） 平成23年12月16日 0.10 0.15

ま行

目白平和幼稚園 下落合3-14-25
園舎非常用
すべり台下

平成24年1月27日 0.10 0.17

や行

余丁町幼稚園 若松町13-1 花壇（入口横） 平成24年1月16日 0.08 0.10
【併設】

余丁町小学校

四谷新生幼稚園 四谷1-14 砂場 平成24年1月26日 0.08 0.08

四谷第六幼稚園 大京町30 砂場 平成24年1月13日 0.08 0.10
【併設】

四谷第六

小学校

雨どい下 平成24年1月23日 0.07 0.17

砂場 平成24年1月23日 0.12 0.17

淀橋第四幼稚園 北新宿3-17-1 園庭（中央） 平成23年12月9日 0.08 0.10
【併設】

淀橋第四

小学校

わ行

早稲田幼稚園 早稲田南町25 雨どい下（教室棟） 平成23年12月14日 0.11 0.14
【併設】

早稲田小学校

淀橋幼稚園 西新宿6-12-37

戸山幼稚園（私立） 戸山2-7-2

施設名

豊多摩幼稚園 西落合4-8-18

【併設】

津久戸小学校
津久戸幼稚園 津久戸町2-2

雨どいB下

（園長室北）



◆小学校（平成 23年 11月 29日~平成 24年 2月 9日分） 

 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

あ行

平成23年12月14日 0.09 0.35
12月14日：立入禁止

12月26日：汚泥除去、洗浄

平成23年12月27日 0.07 0.21 再測定

平成23年12月13日 0.12 0.51
12月13日：立入禁止

12月20日：土壌入替え

平成23年12月20日 0.09 0.10 再測定

平成23年12月13日 0.11 0.37
12月13日：立入禁止

12月20日：汚泥除去、洗浄

平成23年12月20日 0.08 0.12 再測定

平成24年1月16日 0.09 0.29
1月16日：立入禁止

1月17日：高圧洗浄

平成24年1月18日 0.07 0.16 再測定

平成24年1月16日 0.12 0.58
1月16日：立入禁止

1月17日：砂の一部除去

平成24年1月18日 0.10 0.14 再測定

雨どい下雨水ます
（屋内運動場前）

平成23年12月19日 0.08 0.11

砂場 平成23年12月19日 0.09 0.17

平成23年12月16日 0.10 0.26
12月16日：立入禁止

12月21日・22日：高圧洗浄

平成24年1月5日 0.10 0.11 再測定

平成24年1月27日 0.12 0.48
1月27日：立入禁止

2月9日：ゴムチップ撤去、舗装

平成24年2月9日 0.08 0.17 再測定

落合第二小学校 上落合2-10-23
雨水ます
（保健室前校庭側）

平成24年1月13日 0.10 0.22

落合第三小学校 西落合1-12-20 玄関前の排水溝 平成24年1月19日 0.09 0.14
【併設】
落合第三
幼稚園

平成23年12月13日 0.09 0.33

12月13日：立入禁止

12月19日・22日：高圧洗浄

1月14日：汚泥除去、洗浄

平成24年1月16日 0.06 0.09 再測定

平成23年12月13日 0.11 0.47

12月13日：立入禁止

12月19日・22日：高圧洗浄

1月14日：汚泥除去、洗浄

平成24年1月16日 0.07 0.12 再測定

平成23年12月13日 0.12 0.37
12月13日：立入禁止

12月19日・22日：高圧洗浄

平成23年12月26日 0.09 0.19 再測定

平成23年12月13日 0.09 0.23
12月13日：立入禁止

12月19日・22日：高圧洗浄

平成23年12月26日 0.07 0.09 再測定

平成23年12月13日 0.10 0.24
12月13日：立入禁止

12月19日・22日：高圧洗浄

平成23年12月26日 0.08 0.10 再測定

平成23年12月22日 0.12 0.32 12月22日：立入禁止、高圧洗浄

平成23年12月26日 0.10 0.19 再測定

平成24年1月19日 0.10 0.44 1月19日：立入禁止、土壌除去

平成24年1月19日 0.08 0.17 再測定

【併設】
大久保幼稚園

雨水貯水タンク脇

施設名

【併設】
落合第四

幼稚園

江戸川小学校 水道町1-28

市谷小学校 市谷山伏町1-3

側溝
（第二校庭入口右）

雨どい下（第一校庭）

【併設】

市谷幼稚園

愛日小学校 北町26 校庭体育倉庫裏

雨どい下
（体育倉庫南側）

【併設】
牛込仲之
幼稚園

落合第四小学校 下落合2-9-34

雨水ますB

（グラウンド）

雨水ますA

（グラウンド）

雨どいC下

（教室棟南側）

落合第五小学校 上落合3-1-6 朝礼台排水口（西側）
※落合第五幼
稚園（仮園舎）
併設

雨どいB下

（教室棟南側）

落合第六小学校

大久保小学校 大久保1-1-21

牛込仲之小学校 市谷仲之町4-33

側溝（体育館前）

砂場

雨どいA下

（教室棟南側）

落合第一小学校 中落合2-13-27
雨どい下
（旧幼稚園舎）

西落合4-11-21



 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

か行

平成23年12月9日 0.09 0.37
12月9日：立入禁止

12月16日：土壌除去、洗浄

平成23年12月20日 0.07 0.16 再測定

学習院初等科 若葉1-23-1 排水口（守衛室） 平成24年1月26日 0.09 0.17

た行

津久戸小学校 津久戸町2-2
雨水ます
（屋内運動場前）

平成23年12月19日 0.11 0.21
【併設】
津久戸幼稚園

平成24年1月10日 0.17 0.93
1月10日：立入禁止

2月9日：ゴムチップ撤去、舗装

平成24年2月9日 0.09 0.22 再測定

た行

天神小学校 新宿6-14-2
排水口
（特別教室棟角）

平成24年1月16日 0.16 0.20

戸塚第一小学校 西早稲田3-10-12 倉庫脇（雨どい） 平成24年1月10日 0.09 0.22
【併設】
戸塚第一

幼稚園

戸塚第二小学校 高田馬場1-25-21 校庭（中央） 平成24年1月26日 0.12 0.14
【併設】
戸塚第二

幼稚園

戸塚第三小学校
高田馬場
3-18-21

排水口
（屋内運動場角）

平成24年1月24日 0.08 0.20

富久小学校 富久町7-24 側溝（校庭北西） 平成24年1月10日 0.10 0.17

平成23年12月16日 0.10 0.55
12月16日：立入禁止

12月27日：汚泥除去、高圧洗浄

平成24年1月5日 0.10 0.14 再測定

平成23年12月16日 0.10 0.24
12月16日：立入禁止

12月27日：汚泥除去、高圧洗浄

平成24年1月5日 0.11 0.16 再測定

な行
雨どい下雨水ます
（屋内運動場渡り廊下）

平成24年1月23日 0.10 0.13

雨水ます（保健室前） 平成24年1月23日 0.11 0.14

平成23年12月12日 0.10 0.60 12月15日：高圧洗浄、土壌除去

平成23年12月16日 0.08 0.14 再測定

平成23年12月12日 0.10 0.30 12月15日：高圧洗浄、汚泥除去

平成23年12月16日 0.07 0.18 再測定

は行

花園小学校 新宿1-22-1 校庭東側出入口 平成24年1月10日 0.08 0.11
【併設】

花園幼稚園

東戸山小学校 戸山2-34-2
中庭
（コケのある場所）

平成23年12月16日 0.12 0.22

や行

余丁町小学校 若松町13-1 校舎裏側倉庫下 平成24年1月16日 0.08 0.19
【併設】
余丁町幼稚園

四谷小学校 四谷2-6 雨どい下（鳥小屋裏） 平成24年1月10日 0.07 0.15

や行

平成23年11月29日 0.08 0.31

11月29日：立入禁止

12月2日：砂利除去

12月17日：雨どい修理

平成23年12月26日 0.07 0.08 再測定

平成23年11月29日 0.09 0.41

11月29日：立入禁止

12月2日：砂利除去

12月17日：雨どい修理

平成23年12月26日 0.07 0.09 再測定

平成23年11月29日 0.13 0.47

11月29日：立入禁止

12月22日：覆土

1月16日～18日：土壌除去

平成24年1月27日 0.08 0.13 再測定

平成23年12月9日 0.11 0.28
12月9日：立入禁止

12月15日：汚泥除去

平成23年12月16日 0.09 0.19 再測定

わ行

早稲田小学校 早稲田南町25
排水口（管理教室特別
教室棟付近）

平成23年12月14日 0.11 0.22
【併設】
早稲田幼稚園

【併設】
戸山幼稚園
（区立）

排水口
（体育館入口付近）

淀橋第四小学校 北新宿3-17-1
【併設】

淀橋第四
幼稚園

雨どいA下（体育館）

雨どいB下（体育館）

戸山小学校 百人町2-1-38

西戸山小学校  百人町4-2-1

体育館横の倉庫脇

雨水ます（中庭西側）

四谷第六小学校

施設名

雨どい下（教室棟北）

鶴巻小学校 早稲田鶴巻町140
雨水タンク付近
（雨どい）

柏木小学校 北新宿2-11-1 雨どい下（校舎北側）

【併設】
鶴巻幼稚園

ごみ置場付近

【併設】
四谷第六
幼稚園

西新宿小学校 西新宿4-35-5

雨水ます
（特別教室棟脇）

大京町30



◆中学校・養護学校等（平成 23年 12月 9日~平成 24年 2月 9日分） 

 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

あ行

平成23年12月13日 0.14 0.84
12月13日：立入禁止

1月16日：土壌除去

平成24年1月17日 0.13 0.21 再測定

平成23年12月14日 0.10 0.27
12月14日：立入禁止

12月26日：汚泥除去、洗浄

平成23年12月26日 0.12 0.22 再測定

平成23年12月14日 0.10 0.24
12月14日：立入禁止

12月26日：汚泥除去

平成23年12月26日 0.14 0.15 再測定

平成23年12月14日 0.13 0.52
12月14日：立入禁止

12月26日：汚泥除去

平成23年12月26日 0.09 0.12 再測定

平成23年12月14日 0.16 0.80
12月14日：立入禁止

12月26日：汚泥除去

平成23年12月26日 0.09 0.10 再測定

平成23年12月14日 0.10 0.28
12月14日：立入禁止

1月6日：土壌除去

平成24年1月10日 0.08 0.10 再測定

平成23年12月14日 0.11 0.25
12月14日：立入禁止

12月15日：高圧洗浄

平成24年1月10日 0.09 0.12 再測定

平成23年12月14日 0.07 0.30
12月14日：立入禁止

1月6日：土壌除去

平成24年1月10日 0.06 0.07 再測定

平成23年12月14日 0.16 1.26
12月14日：立入禁止

1月6日：土壌除去

平成24年1月10日 0.08 0.15 再測定

平成23年12月14日 0.14 0.46
12月14日：立入禁止

1月6日：土壌除去

平成24年1月10日 0.10 0.22 再測定

平成23年12月14日 0.15 1.18
12月14日：立入禁止

1月6日：土壌除去

平成24年1月10日 0.08 0.14 再測定

平成23年12月14日 0.20 2.25
12月14日：立入禁止

12月21日：土壌除去

平成24年1月10日 0.09 0.18 再測定

平成23年12月14日 0.10 0.54
12月14日：立入禁止

1月6日：土壌除去

平成24年1月10日 0.07 0.12 再測定

平成23年12月14日 0.13 0.81

12月14日：立入禁止

12月25日・1月10日：高圧洗浄

2月9日：レンガ撤去、舗装

平成24年2月9日 0.09 0.19 再測定

平成23年12月14日 0.10 0.27
12月14日：立入禁止

1月6日：土壌除去

平成24年1月10日 0.09 0.19 再測定

平成23年12月14日 0.11 0.35

12月14日：立入禁止

12月15日：高圧洗浄

2月9日：ウレタン撤去、舗装

平成24年2月9日 0.08 0.15 再測定

落合中学校 下落合2-24-6 渡り廊下下 平成23年12月13日 0.09 0.19

落合第二中学校 西落合1-6-5 排水口（時計下） 平成24年1月19日 0.07 0.10

牛込第三中学校①
（次頁へ続く）

市谷加賀町
1-3-1

雨どいE下

（体育館裏）

雨どいF下

（体育館裏）

雨どい下
（シャワー室横）

雨どいA下

（体育館）

雨どいB下

（体育館裏）

雨どいC下

（体育館裏）

雨どいD下

（体育館裏）

牛込第三中学校②
（前頁から続き）

市谷加賀町
1-3-1

雨どい右横
（通用門前）

雨どいG下

（体育館裏）

雨どいB下

（正面入口）

雨どい下
（第二運動場）

雨どいA下

（正面入口）

施設名

牛込第二中学校 喜久井町20

雨どい下
（金工室南東）

木工室北西側通路

雨どい下
（木工室南西）

雨どい下
（図書室北西）

牛込第一中学校 北山伏町4-1



 

所在地 測定場所 測定日 地上1m 地上5cm 対策・再測定等 備考

か行

海城中学校 大久保3-6-1
オムニコート出入口付
近

平成24年1月24日 0.11 0.11

側溝 平成23年12月22日 0.11 0.17

バレーボールコート 平成23年12月22日 0.11 0.13

さ行

平成24年1月16日 0.10 0.25
1月16日：立入禁止

1月18日～2月2日：洗浄

平成24年2月6日 0.08 0.16 再測定

新宿西戸山中学校 百人町4-3-1 排水口（グラウンド） 平成23年12月12日 0.12 0.13

新宿養護学校 西新宿4-20-11
雨水ます
（ごみ集積所前）

平成24年1月23日 0.14 0.14

さ行

サッカーゴール 平成23年12月22日 0.08 0.10

屋上側溝 平成23年12月22日 0.07 0.11

た行

東京韓国学校 若松町2-1 校庭（雨水ます） 平成24年1月13日 0.11 0.15

な行

西新宿中学校 西新宿8-2-44 校庭（トイレ裏） 平成23年12月9日 0.07 0.20

西早稲田中学校 戸山3-20-2 雨水ます（武道場角） 平成24年1月24日 0.11 0.14

や行

四谷中学校 四谷1-12 雨どい下（体育館横） 平成24年1月26日 0.09 0.18

わ行

平成24年1月13日 0.12 0.26
1月13日：立入禁止

1月14日：枯葉・砂除去、高圧洗浄

平成24年1月19日 0.10 0.20 再測定

平成24年1月13日 0.18 0.40
1月13日：立入禁止

1月14日：砂除去、高圧洗浄

平成24年1月19日 0.15 0.20 再測定

戸山3-20-1

成城中学校 原町3-87

早稲田中学校 馬場下町62

体育館雨どい下

校庭記念大教室前

新宿中学校 新宿6-15-22 排水口（正門北側）

【併設】

牛込成城

幼稚園

学習院女子中等科

施設名


