
単位：マイクロシーベルト／時間

施設名 測定日 天気 測定場所 地上1m 地上5cm 備考

愛住公園
（愛住町11）

平成25年11月8日 晴れ 砂場 0.08 0.07

あおぎり児童遊園
（西落合1-2）

平成25年6月26日 雨 砂場 0.08 0.10

あかぎ児童遊園
（赤城下町21）

平成25年8月30日 晴れ 砂場 0.09 0.09

あさひ児童遊園
（横寺町52）

平成25年8月30日 晴れ 砂場 0.06 0.06

荒井山公園
（西早稲田2-3）

平成25年8月29日 晴れ 砂場跡 0.08 0.07

牛込弁天公園
（弁天町84）

平成25年8月7日 晴れ 砂場 0.07 0.07

榎町公園
（東榎町11）

平成25年8月7日 晴れ 砂場 0.08 0.08

ますＡ上 0.08 0.07

ますＢ上 0.07 0.07

水飲み場ます上 0.07 0.06

ｽﾎﾟｰﾂｺｰﾅｰ 0.06 0.06

築山 0.05 0.05

砂場 0.06 0.06

橋の上 0.08 0.09

犬の広場脇桜の下 0.07 0.08

砂場 0.08 0.10

テニスコート前 0.08 0.09

野球場前 0.07 0.06

広場（中央） 0.08 0.06

砂場 0.07 0.07

四阿前 0.10 0.11

下の池脇園路 0.08 0.08

管理棟前 0.08 0.07

中央ゾーン側溝 0.07 0.06

か行 加賀公園
（市谷加賀町2-4）

平成25年8月7日 晴れ 砂場 0.08 0.08

柏木公園
（西新宿7-14）

平成25年6月28日 晴れ 砂場 0.08 0.08

かすみ児童遊園
（霞ヶ丘町5）

平成25年8月26日 晴れ 砂場 0.06 0.06

広場（中央） 0.06 0.06

かばの置物近く 0.06 0.05

水飲み場ます 0.07 0.06

イチョウの周り 0.07 0.06

上落合公園
（上落合2-16）

平成25年7月3日 曇り 砂場 0.08 0.09

上落合西公園
（上落合3-11）

平成25年6月25日 曇り 砂場 0.08 0.08

広場（中央） 0.09 0.08

砂場 0.08 0.10

池周辺 0.09 0.09

砂場（南小滝橋） 0.07 0.07

砂場（亀齢橋） 0.08 0.07

広場（中央） 0.11 0.13

砂場 0.07 0.07

北新宿公園
（北新宿3-20）

平成25年6月27日 晴れ 砂場 0.06 0.05

神田上水公園
（北新宿4-37）

平成25年7月1日 曇り

新宿区立公園・児童遊園等の空間放射線量測定結果（平成25年6月21日以降分）

甘泉園公園
（西早稲田3-5）

平成25年7月1日 曇り

曇り

北柏木公園
（北新宿4-12）

平成25年7月1日 曇り

あ行

おとめ山公園
（下落合2-10）

平成25年7月2日 晴れ

落合中央公園
（上落合1-2）

平成25年7月3日 曇り

大久保北公園
（大久保2-28）

平成25年6月25日 曇り

落合公園
（中井1-14）

平成25年6月24日

かば公園
（中落合2-16）

平成25年7月1日 曇り



か行 砂場 0.08 0.09

ベンチ脇 0.08 0.07

こばと児童遊園
（西落合4-36）

平成25年6月28日 晴れ ます上 0.09 0.09

さ行 管理棟前 0.08 0.08

水飲み場脇 0.10 0.11

さくら児童遊園
（水道町4）

平成25年11月15日 曇り 砂場 0.09 0.10

さつき児童遊園
（北新宿1-13）

平成25年6月27日 晴れ 砂場 0.08 0.06

左門公園
（左門町5）

平成25年8月28日 晴れ 砂場 0.08 0.08

三栄公園
（三栄町24）

平成25年11月5日 晴れ 砂場 0.07 0.08

信濃町児童遊園
（信濃町20）

平成25年8月28日 晴れ 砂場 0.09 0.09

砂場 0.09 0.08

広場（中央） 0.08 0.09

下落合東公園
（下落合3-5）

平成25年7月3日 曇り 広場（中央） 0.10 0.07

下落合野鳥の森公園
（下落合4-8）

平成25年7月3日 曇り 堆肥前 0.08 0.07

十二社児童遊園
（西新宿4-9）

平成25年6月28日 晴れ ます上 0.07 0.07

砂場 0.07 0.05

複合遊具脇 0.05 0.06

しらゆり児童遊園
（喜久井町20）

平成25年8月7日 晴れ 砂場 0.08 0.08

広場 0.06 0.06

砂場 0.07 0.07

新小川公園
（新小川町3）

平成25年7月3日 曇り 砂場 0.09 0.10

砂場 0.06 0.17

ターザンロープ脇 0.05 0.10

新左門児童遊園
（左門町19）

平成25年8月26日 晴れ 砂場 0.09 0.10

事務所前雨枡 0.09 0.09

ゴミ集積所前 0.07 0.07

富士見台下円形広場枡 0.09 0.09

熊野交番裏土嚢 0.08 0.08

ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ北坂下枡 0.09 0.08

ｴｺｷﾞｬﾗﾘｰ南坂下枡 0.09 0.09

芝生広場(大) 0.09 0.09

水の広場枡 0.11 0.14

ちびっこ広場砂場 0.07 0.07

ちびっこ広場植込 0.07 0.08

ジャブ池（1） 0.08 0.08

ジャブ池（2） 0.08 0.08

ジャブ池（3） 0.08 0.08

ジャブ池（4） 0.07 0.08

多目的運動広場枡 0.07 0.07

砂場 0.08 0.08

すべり台前 0.08 0.08

砂場 0.07 0.09

ベンチ脇 0.09 0.08

落ち葉上 0.07 0.07

ベンチ脇 0.09 0.08

しんかいばし児童遊園
（北新宿3-30）

白銀公園
（白銀町3）

平成25年8月30日

下落合公園
（下落合4-18）

平成25年7月3日 曇り

諏訪の森公園
（高田馬場1-12）

平成25年6月21日 雨

諏訪公園
（高田馬場1-16）

平成25年6月21日

平成25年6月27日 晴れ

蜀江坂公園
（北新宿2-3）

平成25年6月27日 晴れ

晴れ

新宿中央公園
（西新宿2-11）

平成25年8月12日 晴れ

平成25年8月13日 晴れ

佐伯公園
（中落合2-4）

平成25年6月25日 雨

葛ケ谷公園
（西落合2-1）

平成25年6月25日 雨

聖母病院脇遊び場
（中落合2-5）

平成25年7月1日 曇り

雨



砂場 0.09 0.09

健康遊具前 0.08 0.08

砂場 0.08 0.08

スプリング遊具前 0.08 0.07

高田馬場公園
（高田馬場4-22）

平成25年7月3日 曇り 砂場 0.07 0.07

砂場 0.09 0.10

スツール前 0.07 0.08

高田馬場第二児童遊園
（高田馬場1-4）

平成25年6月21日 雨 砂場 0.10 0.10

筑土八幡町遊び場
（筑土八幡町2）

平成25年7月3日 曇り 砂場 0.10 0.11

奥側スツール前 0.09 0.10

雨水ます 0.09 0.09

角筈公園
（西新宿4-38）

平成25年6月28日 晴れ 砂場 0.10 0.10

広場（中央） 0.06 0.07

砂場 0.08 0.08

北東側出入口 0.08 0.08

戸塚公園
（高田馬場3-40）

平成25年7月1日 曇り 砂場 0.08 0.08

広場 0.08 0.10

砂場 0.06 0.07

排水溝 0.09 0.08

植込み 0.09 0.09

富久町児童遊園
（余丁町4）

平成25年11月5日 晴れ 砂場 0.07 0.07

戸山東公園
（戸山1-19）

平成25年7月1日 曇り 砂場 0.09 0.09

な行 内藤児童遊園
（内藤町1）

平成25年8月28日 晴れ 砂場 0.08 0.07

中井東公園
（中井2-4）

平成25年6月26日 雨 広場（中央） 0.08 0.07

広場 0.08 0.08

砂場 0.09 0.08

砂場 0.07 0.07

桝上 0.07 0.08

中町公園
（中町5）

平成25年8月30日 晴れ 砂場 0.07 0.07

なるこ児童遊園
（西新宿8-15）

平成25年6月28日 晴れ 砂場 0.08 0.08

なんど児童遊園
（納戸町19）

平成25年8月30日 晴れ 砂場 0.08 0.09

納戸町公園
（納戸町26）

平成25年8月30日 晴れ 砂場 0.08 0.06

トイレ前 0.08 0.07

複合遊具前 0.08 0.08

西大久保公園
（大久保1-17）

平成25年6月28日 晴れ 砂場 0.07 0.06

西落合北公園
（西落合4-13）

平成25年6月25日 雨 砂場 0.09 0.10

広場（遊具付近） 0.07 0.07

広場(公衆便所前） 0.07 0.07

砂場 0.07 0.09

西落合東公園
（西落合1-23）

平成25年6月26日 曇り 砂場 0.08 0.09

砂場 0.08 0.10

水飲み場脇 0.08 0.08

鶴巻南公園
（早稲田町78）

平成25年8月7日 晴れ

中富久児童遊園
（富久町22）

平成25年11月5日 晴れ

大東橋公園
（北新宿4-32）

平成25年7月1日

つつじの里児童遊園
（百人町2-17）

平成25年6月24日 曇り

高田馬場駅西児童遊園
（高田馬場4-28）

平成25年7月2日 晴れ

西大久保児童遊園
（大久保2-8）

平成25年6月25日 晴れ

高田馬場第一児童遊園
（高田馬場4-30）

平成25年7月2日 晴れ

西落合公園
（西落合2-19）

平成25年6月24日 晴れ

富久さくら公園
（富久町21）

平成25年11月8日 晴れ

た行

仲之公園
（市谷仲之町2）

平成25年8月7日 晴れ

曇り

西坂公園
（中落合2-7）

平成25年7月1日 曇り



な行 砂場 0.10 0.08

記念樹前 0.08 0.08

砂場 0.08 0.09

バスケットコーナー 0.07 0.08

北東側出入口 0.07 0.06

西早稲田児童遊園
（西早稲田3-20）

平成25年7月1日 曇り 砂場 0.07 0.07

抜弁天北公園
（新宿7-3）

平成25年7月1日 曇り 砂場 0.08 0.08

砂場 0.09 0.08

健康遊具前 0.07 0.06

砂場 0.08 0.08

遊具付近 0.08 0.08

花園西公園
（新宿1-32）

平成25年11月8日 晴れ 砂場 0.09 0.08

花園東公園
（新宿1-25）

平成25年11月8日 晴れ 砂場 0.11 0.10

砂場 0.08 0.09

植込地 ― 0.09

広場 0.09 0.08

砂場 0.08 0.09

植込地 0.08 0.08

東大久保公園
（新宿6-14）

平成25年11月5日 晴れ 旧砂場 0.09 0.09 現植込

東五軒公園
（東五軒町3）

平成25年7月3日 曇り 砂場 0.09 0.11

砂場 0.09 0.10

広場（中央） 0.07 0.08

ひまわり児童遊園
（百人町4-4）

平成25年6月24日 曇り 広場（中央） 0.09 0.08

砂場 0.09 0.08

出入口付近 0.08 0.09

砂場 0.07 0.07

広場（中央） 0.08 0.09

水野原児童遊園
(若松町5）

平成25年7月1日 曇り 砂場 0.08 0.08

砂場 0.07 0.09

広場（中央） 0.07 0.06

砂場 0.08 0.09

南側出入口 0.09 0.09

みなみ児童遊園
（南元町18）

平成25年8月26日 晴れ 砂場 0.08 0.09

南榎公園
（南榎町57）

平成25年8月7日 晴れ 砂場 0.09 0.09

グラウンド 0.08 0.09

砂場 0.09 0.09

遊具付近 0.08 0.09

砂場 0.08 0.09

水飲み前 0.08 0.09

宮田橋公園
（高田馬場3-8）

平成25年7月2日 晴れ 砂場 0.07 0.08

広場（中央） ― 0.08

砂場 0.09 0.10

もとまち公園
（南元町4）

平成25年8月28日 晴れ 砂場 0.07 0.08

や行 砂場 0.06 0.07

植込地 0.07 0.06

桝上 0.05 0.05

原町公園
（原町3-74）

平成25年7月1日 曇り

みょうが坂児童遊園
（四谷4-22）

平成25年11月8日 晴れ

東大久保児童遊園
（新宿7-26）

平成25年7月1日 曇り

やまぶき児童遊園
（山吹町35）

平成25年8月7日 晴れ

みなみもと町公園
（南元町20）

平成25年8月26日 晴れ

みやた児童遊園
（高田馬場3-3）

平成25年7月2日 晴れ

百人町ふれあい公園
（百人町3-28）

平成25年6月21日

みなか児童遊園
（上落合3-16）

平成25年6月26日 雨

は行

ま行

ひばり児童遊園
（西落合3-17）

平成25年6月26日 雨

みつば児童遊園
（中落合2-25）

平成25年6月26日 雨

八幡公園
（上落合1-7）

平成25年7月3日 曇り

花園公園
（新宿1-21）

平成25年11月8日 晴れ

曇り

百二公園
（百人町2-24）

平成25年6月21日 曇り

曇り

西戸山公園（１号地）
（百人町4-1）

平成25年6月21日 小雨

西戸山公園（３号地）
（百人町4-1）

平成25年6月24日



や行 広場（中央） 0.07 0.07

砂場 0.07 0.08

矢来公園
（矢来町38）

平成25年8月7日 晴れ 砂場 0.09 0.09

余丁東児童遊園
（余丁町12）

平成25年8月29日 晴れ 砂場 0.08 0.07

よつや児童遊園
（四谷2-8）

平成25年8月26日 晴れ 砂場 0.08 0.10

広場 0.07 0.07

砂場 0.08 0.09

よどばし児童遊園
（西新宿5-3）

平成25年6月28日 晴れ 砂場 0.09 0.09

若葉公園
（若葉3-4）

平成25年8月28日 晴れ 砂場 0.09 0.07

わかまつ児童遊園
（若松町27）

平成25年7月1日 曇り 砂場 0.08 0.08

広場 0.09 0.07

植込み 0.07 0.09

U字溝 0.09 0.08

早稲田公園
（早稲田南町37）

平成25年8月7日 晴れ 砂場 0.08 0.10

若宮公園
（若宮町20）

平成25年7月3日 曇り

やよい児童遊園
（中落合3-14）

平成25年6月26日 雨

四谷見附公園
（四谷1-12）

平成25年8月26日 晴れ

わ行


