
測定期間 ： 
測定高さ ： 中学校　…　地上から１ｍ

小学校、幼稚園・保育園　…　５０ｃｍ
運動公園・都市公園施設　…　５０ｃｍ
観光公園施設　…　５０cm

測定地点 ： 校庭、園庭、施設の中央
測定機器 ： 日立アロカメディカル　TCS-172B

小中学校

番号 学校名 所在地
空間放射線量
（μSv/h）

測定日

1 今市小学校 今市531番地 0.06 令和3年4月7日
2 今市第二小学校 瀬川227番地 0.07 令和3年4月7日
3 今市第三小学校 今市本町18番地1 0.08 令和3年4月7日
4 南原小学校 土沢460番地 0.09 令和3年4月16日
5 落合東小学校 文挾町106番地 0.06 令和3年4月21日
6 落合西小学校 長畑522番地2 0.08 令和3年4月16日
7 大桑小学校 大桑町179番地 0.08 令和3年4月7日
8 轟小学校 轟53番地 0.07 令和3年4月12日
9 小百小学校 小百531番地 0.08 令和3年4月7日

10 大沢小学校 大沢町97番地 0.07 令和3年4月14日
11 大室小学校 大室356番地 0.06 令和3年4月14日
12 猪倉小学校 猪倉3314番地 0.06 令和3年4月16日
13 小林小学校 小林2708番地 0.08 令和3年4月14日
14 日光小学校 萩垣面2390番地2 0.09 令和3年4月2日
15 清滝小学校 清滝2丁目10番1号 0.07 令和3年4月2日
16 野口小学校 野口900番地 令和２年4月閉校
17 中宮祠小学校 中宮祠2478番地 0.09 令和3年4月2日
18 所野小学校 所野820番地 令和２年4月閉校
19 小来川小学校 中小来川2817番地 0.07 令和3年4月21日
20 安良沢小学校 久次良町1777番地 0.07 令和3年4月2日
21 鬼怒川小学校 藤原19番地 0.09 令和3年4月12日
22 下原小学校 鬼怒川温泉大原2番地 0.07 令和3年4月12日
23 三依小学校 芹沢20番地 0.10 令和3年4月8日
24 栗山小学校 日陰570番地 0.07 令和3年4月27日
25 湯西川小学校 湯西川643番地 0.08 令和3年4月8日
26 足尾小学校 足尾町赤沢6番地2 0.11 令和3年4月5日
27 今市中学校 今市1659番地 0.06 令和3年4月8日
28 東原中学校 平ケ崎775番地1 0.07 令和3年4月6日
29 落合中学校 小代310番地 0.06 令和3年4月21日
30 豊岡中学校 芹沼1958番地 0.06 令和3年4月12日
31 大沢中学校 大沢町97番地 0.06 令和3年4月14日
32 小林中学校 小林2384番地 0.07 令和3年4月14日
33 日光中学校 久次良町2096番地1 0.06 令和3年4月2日
34 中宮祠中学校 中宮祠2478番地 0.08 令和3年4月2日
35 東中学校 七里1020番地 0.07 令和3年4月5日
36 小来川中学校 中小来川2817番地 0.08 令和3年4月21日
37 藤原中学校 鬼怒川温泉大原790番地 0.08 令和3年4月12日
38 三依中学校 中三依835番地1 0.09 令和3年4月8日
39 栗山中学校 日向1465番地 0.06 令和3年4月27日
40 湯西川中学校 湯西川643番地 0.08 令和3年4月8日
41 足尾中学校 足尾町向原7番地1 0.08 令和3年4月5日

放射線量測定の公表について

令和3年4月１日～令和3年4月３0日

【問い合わせ先】　学校教育課　℡２１－５１８１



保育園、幼稚園等

番号 施設名 所在地
空間放射線量

（μSｖ／ｈ）
測定日

1 並木保育園 瀬川1316番地1 0.07 令和3年4月6日
2 せせらぎ保育園 瀬尾81番地2 0.07 令和3年4月7日
3 原町みどり保育園 平ヶ崎132番地2 0.07 令和3年4月6日
4 しばやま保育園 荊沢540番地3 0.06 令和3年4月8日
5 日光保育園 御幸町6番地1 0.08 令和3年4月5日
6 清滝保育園 清滝2丁目9番37号 平成30年4月閉園
7 所野保育園 所野689番地8 0.08 令和3年4月2日
8 小来川保育園 中小来川2612番地2 0.09 令和3年4月21日
9 下原保育園 鬼怒川温泉大原2 平成31年4月閉園

10 藤原保育園 藤原419 平成30年4月閉園
11 鬼怒川保育園 鬼怒川温泉大原988番地2 平成30年4月閉園
12 三依保育園 中三依321 0.10 令和3年4月8日
13 高徳保育園 高徳569 平成31年4月閉園
14 足尾認定こども園 足尾町赤沢6番地5 0.08 令和3年4月5日
15 湯西川保育園 湯西川597番地3 令和2年4月休園
16 栗山中央保育園 日蔭557 休　園　中
17 大沢保育園 大沢町62番地1 0.06 令和3年4月9日
18 芹沼保育園 芹沼892 0.06 令和3年4月9日
19 さかえ保育園 木和田島1373番地72 0.07 令和3年4月9日
20 明神保育園 明神274番地1 0.07 令和3年4月16日
21 宝珠保育園 土沢1216 0.09 令和3年4月16日
22 杉の子保育園 今市72番地1 0.07 令和3年4月8日
23 落合児童館 文挾町38 0.08 令和3年4月21日
24 塩野室児童館 小林2453番地2 0.07 令和3年4月14日
25 豊岡児童館 大桑町120番地1 0.08 令和3年4月9日
26 鬼怒川児童館 藤原19 平成30年4月閉園
27 下原児童館 鬼怒川温泉大原2番地24 0.08 令和3年4月12日
28 今市幼稚園 今市710番地 0.09 令和3年4月6日
29 今市中央幼稚園 今市本町8番地16 0.07 令和3年4月7日
30 聖ヨゼフ幼稚園 瀬川199番地 0.07 令和3年4月6日
31 長畑幼稚園 長畑3084番地 0.08 令和3年4月16日
32 清滝幼稚園 清滝安良沢町1728番地1 0.07 令和3年4月5日
33 輪王寺附属日光幼稚園 山内2383番地 0.09 令和3年4月2日
34 聖アントニオ幼稚園 下鉢石町969番地 令和2年4月閉園
35 中宮祠保育園 中宮祠2478番地1 0.07 令和3年4月2日
36 きぬ川幼稚園 鬼怒川温泉滝857番地 0.07 令和3年4月20日
37 ㈱近代ビル管理社　たんぽぽ託児所 0.12 令和3年4月12日
38 宇都宮ヤクルト㈱　杉並木託児所 0.09 令和3年4月7日
39 宇都宮ヤクルト㈱　鬼怒川託児所 0.10 令和3年4月9日
40 つばさ園 平ヶ崎109番地 0.09 令和3年4月7日
41 小来川たんぽぽ広場 0.08 令和3年4月21日
42 川治たんぽぽ広場 0.09 令和3年4月8日
43 栗山たんぽぽ広場 0.07 令和3年4月27日
44 きらきら保育園 猪倉2537-1 0.05 令和3年4月16日

※　栗山中央保育園については、平成27年度より休園しておりますので測定しておりません。

【問い合わせ先】　子育て支援課　℡２１－５１０１



運動公園施設

番号 公園名／所在地 施設名
空間放射線量
（μSv/h）

測定日

野球場 0.08 令和3年4月20日
テニスコート（北） 0.07 令和3年4月20日
テニスコート（南） 0.07 令和3年4月20日
自由運動広場 0.06 令和3年4月20日
野球場 0.06 令和3年4月15日
スポーツ広場 0.06 令和3年4月15日
テニスコート 0.08 令和3年4月15日
ちびっこ広場 0.08 令和3年4月15日

3
藤原運動公園
　鬼怒川温泉大原485

多目的広場 0.08 令和3年4月15日

4
足尾中央グラウンド
　足尾町2805-4

野球場 0.12 令和3年4月1日

アイスアリーナ前 0.08 令和3年4月16日
屋外リンク脇 0.06 令和3年4月16日

6
下原運動場
　鬼怒川温泉大原２番

多目的広場 0.07 令和3年4月14日

野球場 0.06 令和3年4月12日
テニスコート 0.07 令和3年4月12日
児童公園 0.09 令和3年4月12日

8
藤原運動場
　藤原355-1

野球場 0.10 令和3年4月14日

7
豊岡運動公園
　大桑136

 【問い合わせ先】　スポーツ振興課　℡２１－５１８３

1
丸山公園
 瀬尾1640-22

2
日光運動公園
　所野2832-2

5
霧降スケートセンター
　所野2854番地先



都市公園施設

番号 公園名／所在地 施設名
空間放射線量
（μSv/h）

測定日

１号公園 0.08 令和3年4月12日
２号公園 0.08 令和3年4月12日
緑地公園 0.10 令和3年4月12日
上流側 0.09 令和3年4月12日
下流側 0.06 令和3年4月12日
Ｄブロック 0.09 令和3年4月7日
Ｅブロック 0.06 令和3年4月7日
Ｆブロック 0.09 令和3年4月7日
Ｇブロック 0.09 令和3年4月7日
Ｉブロック 0.08 令和3年4月7日
Ｋブロック 0.10 令和3年4月7日
Ｍブロック 0.09 令和3年4月7日

4
大桑杉並木鑑賞公園
　大桑地内

公園 0.10 令和3年4月12日

5
みどりの里街区公園
　日光市所野地内

公園 0.06 令和3年4月13日

6
鬼怒川さくら並木公園
　鬼怒川温泉大原地内

公園 0.09 令和3年4月15日

7
中岩公園
　栗原地内

公園 0.10 令和3年4月15日

8
高徳分譲地公園(768-13)
　高徳地内

公園 0.08 令和3年4月13日

9
鬼怒川楯岩公園
　鬼怒川温泉大原地内

公園 0.06 令和3年4月14日

10
なかよし街区公園
　七里地内

公園 0.12 令和3年4月13日

11
小原沢園地
　鬼怒川温泉大原地内

公園 0.10 令和3年4月14日

12
藤原森林公園 憩いの森
　鬼怒川温泉大原地内

公園 0.12 令和3年4月15日

13
栗原分譲地
　鬼怒川温泉大原地内

公園 0.13 令和3年4月13日

14
高徳分譲地公園2(561-4)
　高徳地内

公園 0.11 令和3年4月14日

15
小百川桜公園
　小百1839-2

芝生広場 0.09 令和3年4月13日

2
かたくりの湯公園
　町谷地内

3
大谷川グリーンパーク
　今市、瀬尾及び瀬川地先

 【問い合わせ先】　維持管理課　℡２１－５１６０

1
轟工業団地公園
　轟地内



観光公園施設

番号 公園名／所在地 施設名
空間放射線量
（μSv/h）

測定日

1
月山休憩場
　小百

中央 - -

 【問い合わせ先】　観光交流課　℡２１－５１９６

※　月山休憩所については、供用を終了しておりますので、測定しておりません。


