
測定日： 令和２年8月11日、12日

ヨウ素131 セシウム134 セシウム137 セシウム合計 カリウム40
1 相模大野７丁目公園 南区相模大野7-36 不検出

(6.9未満)
不検出

(9.2未満) 18.3 27.5 475

2 東林みなみ公園 南区東林間8-13 不検出
(7.8未満)

不検出
(9.1未満) 15.7 24.8 260

3 淵野辺本町どんぐり公園 中央区淵野辺本町1-22 不検出
(6.4未満)

不検出
(6.9未満) 14.6 21.5 522

4 大野台中央公園 南区大野台4-1 不検出
(7.5未満)

不検出
(7.0未満) 63.9 70.9 250

5 麻溝台五丁目公園 南区麻溝台5-14 不検出
(7.0未満)

不検出
(7.5未満) 30.3 37.8 342

6 新磯野公園 南区新磯野4-8 不検出
(4.9未満)

不検出
(5.9未満) 7.9 13.8 100

7 比丘口公園 中央区中央1-7 不検出
(6.3未満)

不検出
(7.8未満) 14.5 22.3 296

8 ひまわり公園 中央区陽光台2-19 不検出
(5.5未満）

不検出
(8.2未満) 10.2 18.4 324

9 中丸公園 南区下溝502 不検出
(6.5未満)

不検出
(9.1未満) 10.3 19.4 307

10 上町西公園 緑区橋本8-7 不検出
(5.5未満）

不検出
(7.6未満) 40 47.6 378

11 下九沢たんぽぽ公園 緑区下九沢2038-15 不検出
(6.5未満)

不検出
(6.1未満) 25.3 31.4 300

12 堀之内ワンパク公園 中央区田名1916-4 不検出
(6.1未満)

不検出
(7.1未満) 26.8 33.9 459

13 若葉台カタクリ公園 緑区若葉台3-9-11 不検出
(5.4未満)

不検出
(6.0未満) 40.7 46.7 404

14 向原南公園 緑区向原3-17-1 不検出
(6.5未満)

不検出
(7.8未満) 31.3 39.1 257

15 太井第二公園 緑区太井311-5 不検出
(5.3未満)

不検出
(6.3未満) 52.9 59.2 348

16 長竹白山公園 緑区長竹3087-2 不検出
(6.4未満)

不検出
(7.5未満) 41.3 48.8 440

17 柳原公園 緑区若柳569-27 不検出
(5.9未満)

不検出
(7.0未満) 44.3 51.3 328

18 ユートピア公園 緑区寸沢嵐2887-54 不検出
(7.5未満)

不検出
(7.4未満) 115 122.4 636

19 鳥屋出張所 緑区鳥屋1064 不検出
(7.8未満)

不検出
(9.9未満) 43.5 53.4 233

20 鳥居原ふれあいの館 緑区鳥屋1674 不検出
(8.6未満) 13.8 255 268.8 251

21 与瀬中丸公園 緑区与瀬149-34 不検出
(7.0未満)

不検出
(7.0未満) 21.0 28.0 427

22 日連台公園 緑区日連1543-2 不検出
(5.1未満)

不検出
(6.1未満) 17 23.1 311

23 篠原配水池 緑区牧野2256 不検出
(4.9未満)

不検出
(5.0未満) 9.6 14.6 278

24 東開戸公園 緑区青野原2364-4 不検出
(4.5未満)

不検出
(5.1未満) 18.3 23.4 222

25 佐野川連絡所 緑区佐野川2903 不検出
(4.1未満)

不検出
(5.1未満) 17.4 22.5 346

26 沢井公民館 緑区澤井936 不検出
(5.1未満)

不検出
(6.2未満) 30.4 36.6 414

27 名倉グラウンド 緑区名倉1000 不検出
(5.0未満)

不検出
(7.3未満) 13.6 20.9 132

28 牧野連絡所 緑区牧野4232 不検出
(6.0未満)

不検出
(7.7未満) 33.7 41.4 235

29 旧青根出張所 緑区青根1331 不検出
(8.6未満)

不検出
(8.3未満) 64.3 72.6 327

※放射性物質は乾土換算後の値を示す。
　カリウム40は天然に存在する放射性物質です。

土壌中の放射性物質測定結果

メッシュ

No. 測定地点名称 測定地点所在地
放射性物質（Bq/kg）


