
青梅市放射性物質対応指針にもとづく測定結果（2012年2月24日～2018年1月18日）

天ヶ瀬町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
四恩幼稚園 2012年5月17日 敷地内 0.06-0.15 天ヶ瀬町1032
天ヶ瀬公園 2012年6月13日 敷地内 0.07-0.13 天ヶ瀬町1111-1

南側駐車場 0.05-0.11
体育館階段下 0.09-0.15

天ヶ瀬運動広場 2012年9月6日 外周側溝 0.06-0.13 天ヶ瀬町1111-1

今井
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

今井浮島児童遊園 2012年5月31日 敷地内 0.04-0.14 今井1-113
城の腰西公園 2012年5月31日 敷地内 0.07-0.12 今井1-382-2
城の腰公園 2012年5月31日 敷地内 0.06-0.14 今井1-572-2

今井柳田運動広場 2012年10月10日 南側ベンチ 0.05-0.10 今井1-628-1
第３分団第４部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.11 今井2-206

集水枡 0.05-0.12
側溝 0.05-0.11

雨どい排水口 0.04-0.10
敷地内植栽 0.04-0.10

落ち葉だまり（南西および北西角地） 0.05-0.13
今井２丁目運動広場 2012年10月10日 西側ベンチ 0.05-0.11 今井2-784-1
原今井公園 2012年5月31日 敷地内 0.05-0.13 今井2-817-6

今井堀の内児童遊園 2012年5月31日 敷地内 0.06-0.13 今井2-874-1
体育館東側雨水浸透枡 0.06-0.09
東側入口雨水浸透枡 0.05-0.08
和室東側緑地 0.09-0.11

今井・藤橋防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.06-0.09 今井2-908-1
今井ふれあい公園 2012年5月31日 敷地内 0.07-0.15 今井2-936
今井小学校 2012年4月17日 敷地内 0.05-0.17 今井2-947-1
七日市場公園 2012年6月4日 敷地内 0.05-0.14 今井2-1013-17
今井児童遊園 2012年5月31日 敷地内 0.05-0.12 今井2-1045
今井総合運動広場 2012年10月10日 北西側ベンチ 0.06-0.10 今井2-1083-1
今井七日市場運動広場 2012年10月10日 東側入口 0.06-0.10 今井2-1093-1

今井保育園 2012年3月16日 敷地内 0.05-0.14 今井2-1125-2
今井城学園 2012年8月13日 敷地内 0.04-0.13 今井2-1207-8

緑地部分 0.03-0.10
雨水溝 0.05-0.12

今井３丁目運動広場 2012年10月10日 西側入口 0.06-0.12 今井3-9-10
水窪公園 2012年5月24日 敷地内 0.05-0.12 今井3-22

旧管理棟前植栽 0.06-0.11
バックネット裏 0.06-0.11

一塁側ダックアウト 0.05-0.09
三塁側ダックアウト 0.05-0.09

東側倉庫ブルペン間通路 0.06-0.12
レフト側ポール付近 0.04-0.07
テニスコート南西側角 0.05-0.10

集水枡 0.06-0.11
ブドウ棚 0.05-0.09
枯草集積所 0.05-0.11
貯水槽 0.07-0.10

グラウンド芝生 0.06-0.11
北側植栽 0.05-0.10
東側側溝 0.08-0.13

駐車場東側浸透枡 0.07-0.11
就労棟屋上 0.05-0.10
生活棟屋上 0.06-0.10

今寺
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

今寺１丁目運動広場 2015年6月9日 北東角 0.03-0.10 今寺1-542-5
今寺保育園（改築前） 2012年5月18日 敷地内 0.05-0.13 今寺1-542-5
今寺保育園（改築後） 2015年6月10日 敷地内 0.02-0.13 今寺1-531-2

第８分団第３部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.09 今寺1-541-1
常盤樹平公園 2013年6月17日 敷地内 0.04-0.11 今寺2-500-11
神明原西公園 2018年1月18日 敷地内 0.03-0.12 今寺3-363-3
神明原公園 2012年5月24日 敷地内 0.05-0.13 今寺3-456-7
今寺中原公園 2012年5月23日 敷地内 0.04-0.12 今寺4-9

今寺４丁目運動広場 2012年9月24日 南側ベンチ 0.06-0.12 今寺4-10
東原緑地 2012年5月24日 敷地内 0.06-0.12 今寺4-16-13
二本木公園 2012年5月24日 敷地内 0.04-0.14 今寺4-20
東原公園 2012年6月15日 敷地内 0.04-0.12 今寺5-11

グラウンド北西側角 0.05-0.11
グラウンド南東側角 0.05-0.10

幼児用プール北側排水口 0.04-0.07
幼児用プール南側排水口 0.05-0.08
25ｍプール北東側排水口 0.05-0.08
25ｍプール北西側排水口 0.05-0.09
25ｍプール南東側排水口 0.06-0.08
25ｍプール南西側排水口 0.06-0.11
流水プール北西側排水口 0.04-0.07
流水プール東側排水口 0.06-0.09
流水プール南側排水口 0.06-0.10
流水プール西側階段脇 0.06-0.10

１　放射線量測定における測定機器　日立アロカメディカル社製　TCS-172B

２　測定施設名および測定結果

青梅市民センター
天ヶ瀬体育館

2012年9月6日

北部中継ポンプ場 2013年3月18日

今井市民センター 2012年9月7日

青梅市営共同利用工場 2013年2月7日

青梅スタジアム 2012年10月10日

青梅市自立センター 2013年3月7日

東原公園球技場 2012年9月24日

東原公園水泳場 2012年9月24日

天ヶ瀬町1111-1

今井2-772

今井2-908-1

今井3-4-15

今井5-2348-1

今井5-2434-2

今寺5-11

今寺5-11
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裏宿町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
第一中学校 2012年5月17日 敷地内 0.05-0.17 裏宿町615

植栽 0.05-0.12
幼児遊園 0.08-0.15

七兵衛公園 2012年6月13日 敷地内 0.07-0.15 裏宿町804
市営梅園町第２住宅 2012年11月28日 敷地外周 0.06-0.15 裏宿町879
裏宿運動広場 2012年10月12日 東側側溝 0.08-0.14 裏宿町893

大柳町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

建物擁壁排水口 0.10-0.17
敷地内植栽 0.07-0.14
落ち葉だまり 0.07-0.17

釜の淵公園 2012年6月27日 敷地内 0.07-0.15 大柳町1392
屋上 0.05-0.09

西側倉庫付近 0.07-0.13
50ｍプール東側排水口 0.06-0.08
50ｍプール西側排水口 0.06-0.10
25ｍプール北東側排水口 0.06-0.08
25ｍプール南西側排水口 0.05-0.08
幼児用プールはしご排水口 0.04-0.08

大柳児童遊園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.14 大柳町1452-1
大柳公園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.14 大柳町1582-10

小曾木
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

第６分団第４部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.10 小曾木1-3294
小曾木１丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.06-0.12 小曾木1-3349
小曾木２丁目運動広場 2012年9月24日 北側入口 0.07-0.10 小曾木2-633
小曾木市民センター 2012年9月7日 センター前庭の植栽 0.05-0.11 小曾木3-1656-1

小曾木市民センター運動広場 2012年9月7日 運動広場南側石積下 0.07-0.15 小曾木3-1656-1
小曾木防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.07-0.11 小曾木3-1656-8
第七小学校 2012年4月13日 敷地内 0.06-0.17 小曾木3-1880-1

テニスコート西側角 0.07-0.10
バックネット前 0.05-0.09

一塁側ダックアウト 0.05-0.08
三塁側ダックアウト 0.06-0.10

第六中学校 2012年5月16日 敷地内 0.05-0.17 小曾木4-2040
山側側溝 0.08-0.13
調整池周囲 0.06-0.10
集水枡 0.08-0.14
駐車場湿地 0.09-0.14

浄化槽地下機械室 0.06-0.08
第６分団第２部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.13 小曾木4-2215

おそき保育園 2015年6月10日 敷地内 0.02-0.13 小曾木4-2227-1
小曾木４丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.06-0.11 小曾木4-2560-1

花木園 2012年6月18日 敷地内 0.04-0.13 小曾木4-2615-1
小曾木４丁目運動広場 2012年9月24日 南東側角 0.07-0.11 小曾木4-2670-1

診療所建物周辺植栽 0.05-0.10
医師住宅周辺植栽 0.05-0.09

都道沿い駐車場西側植栽 0.05-0.07
小曾木５丁目運動広場 2012年9月24日 バックネット 0.05-0.08 小曾木5-2977
小曾木５丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.04-0.11 小曾木5-3061

勝沼
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

勝沼１丁目中運動広場 2012年10月12日 南西側角 0.06-0.09 勝沼1-45-1
聖母幼稚園 2012年5月7日 敷地内 0.05-0.14 勝沼1-197-1

勝沼２丁目運動広場 2012年10月12日 南側角 0.10-0.14 勝沼2-160-1
入口脇植栽・花壇 0.05-0.13
建物東側草地 0.04-0.08

建物北東部トタン屋根下 0.05-0.10
北側階段下付近 0.04-0.09
活動室 0.04-0.08

勝沼２丁目児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.09-0.14 勝沼2-428-1
Ａキャンプ場 0.07-0.13
Ｈキャンプ場 0.07-0.13
炊事場北側 0.07-0.10

ランニングコース西側入口 0.09-0.12
落葉堆積所 0.09-0.12
あじさい池橋 0.08-0.11
あじさい池東側 0.06-0.11

野外ステージ中央雨水枡 0.08-0.12
ドロンコ広場 0.09-0.14
土俵 0.07-0.13

芝生広場南側 0.08-0.13
管理センター東側池石橋 0.07-0.13
管理センター東側池枡 0.06-0.09
ランニングコース東側入口 0.08-0.13
ランニングコース東側階段下 0.10-0.13

第１分団第１部消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.06-0.12 勝沼3-106
勝沼３丁目児童遊園 2012年6月13日 敷地内 0.07-0.14 勝沼3-107-2
神宮前公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.13 勝沼3-142

市営裏宿住宅 2012年11月19日

大柳中継ポンプ場 2013年3月19日

釜の淵市民館 2012年8月22日

釜の淵公園水泳場 2012年10月12日

ちがむら球技場 2012年9月24日

小曾木保健福祉センター 2013年2月20日

小曾木診療所 2013年3月11日

永山ふれあいセンター 2012年8月22日

風の子・太陽の子広場 2012年10月12日

裏宿町711-1

大柳町1391

大柳町1392

大柳町1392

小曾木3-2166

小曾木4-2176-2

小曾木4-2787-3

勝沼2-160-2

勝沼2-469
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河辺町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

雨どい排水口 0.06-0.12
敷地道路側石積排水口 0.07-0.13
少年野球場北側側溝 0.08-0.13
少年野球場南側側溝 0.07-0.11
テニスコート北側側溝 0.07-0.12
テニスコート南側側溝 0.05-0.08
野球場北側バックネット裏 0.07-0.12
野球場南側バックネット裏 0.07-0.12
サッカー場北側ゴール裏 0.06-0.12
サッカー場南側ゴール裏 0.08-0.12

排水溝 0.07-0.11
植栽 0.07-0.12

第２分団第６部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.10 河辺町2-1034-2
河辺春日児童遊園 2012年6月15日 敷地内 0.07-0.13 河辺町3-1066-1
下久保公園 2012年5月17日 敷地内 0.06-0.14 河辺町4-6

入口前雨水枡 0.05-0.13
南側雨水枡 0.06-0.12
北側屋上雨水枡 0.06-0.12
西側屋上雨水枡 0.08-0.12
駐輪場雨どい 0.06-0.11

南駐車場東側側溝 0.06-0.09
南駐車場西側側溝 0.07-0.12
東側倉庫雨どい 0.07-0.11
東側芝生 0.07-0.11

河辺保育園 2012年5月17日 敷地内 0.06-0.13 河辺町4-20-12
中先戸公園 2012年6月5日 敷地内 0.05-0.16 河辺町4-22
速川公園 2012年6月5日 敷地内 0.07-0.12 河辺町5-19
河辺小学校 2012年4月18日 敷地内 0.04-0.17 河辺町5-24
白はけ公園 2012年6月5日 敷地内 0.06-0.12 河辺町6-7
南白はけ公園 2012年6月5日 敷地内 0.06-0.13 河辺町6-11

青梅梨の木保育園 2012年5月18日 敷地内 0.06-0.13 河辺町6-12-3
駐車場 0.05-0.14
植栽 0.08-0.12

市営河辺第２住宅 2012年11月28日 駐車場 0.06-0.15 河辺町6-14-4
河辺町６丁目運動広場 2012年9月26日 北側入口 0.05-0.10 河辺町6-17-12

正門側溝 0.07-0.11
第一駐車場側溝 0.07-0.11
第二駐車場側溝 0.08-0.11

中庭 0.08-0.11
掲揚ポール付近 0.07-0.10
北側外周植栽 0.07-0.12

河辺防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.07-0.13 河辺町6-18-1
梨の木公園 2012年6月5日 敷地内 0.06-0.12 河辺町6-24
白はけ緑地 2012年5月18日 敷地内 0.04-0.12 河辺町6-31-2
青梅幼稚園 2012年4月25日 敷地内 0.04-0.15 河辺町7-2-3

新町西保育園（改築前） 2012年4月25日 敷地内 0.04-0.14 河辺町7-14-2
新町西保育園（改築後） 2015年6月10日 敷地内 0.05-0.13 河辺町7-14-2

わかぐさ公園 2012年6月27日 敷地内 0.05-0.20 河辺町8-14-3
バックネット裏 0.05-0.09

ライト側出入口側溝 0.05-0.09
レフト側出入口側溝 0.04-0.08
一塁側観客席 0.05-0.08
三塁側観客席 0.04-0.09

幼児用プール北側排水口 0.06-0.11
幼児用プール南側排水口 0.07-0.12
プールサイド東側排水口 0.06-0.09
プールサイド西側排水口 0.06-0.10

上町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

青梅市民会館 2012年12月19日 集水タンク付近 0.05-0.10 上町374

木野下
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

木野下１丁目運動広場 2012年9月24日 南東側ベンチ 0.06-0.11 木野下1-11
木野下中央児童遊園 2012年6月4日 敷地内 0.05-0.14 木野下1-152-2
谷野運動広場 2012年9月24日 南側ベンチ 0.05-0.11 木野下2-235-1

黒沢
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

黒沢１丁目運動広場 2012年9月26日 南側側溝 0.08-0.12 黒沢1-17-1
黒沢１丁目第２運動広場 2012年9月26日 東側ベンチ 0.08-0.12 黒沢1-483-1
黒沢１丁目児童遊園 2012年6月14日 敷地内 0.08-0.13 黒沢1-541-1

第６分団第３部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.11 黒沢2-781-1
黒沢２丁目児童遊園 2012年6月14日 敷地内 0.07-0.13 黒沢2-990
黒沢中央運動広場 2012年9月26日 西側ベンチ 0.06-0.09 黒沢2-991-1

雨どい 0.07-0.10
建物周辺植栽 0.07-0.13

第６分団第３部２班消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.08-0.14 黒沢3-1717-1
黒沢３丁目第２運動広場 2012年9月26日 南側ベンチ 0.08-0.14 黒沢3-1820-1
小曾木第二保育園 2012年5月7日 敷地内 0.06-0.14 黒沢3-1829

河辺中継ポンプ場 2013年3月18日

市民球技場 2012年10月10日

河辺町南自治会館 2013年1月18日

総合体育館 2012年9月26日

市営河辺第１住宅 2012年11月28日

河辺市民センター 2012年9月7日

わかぐさ公園野球場 2012年9月26日

わかぐさ公園こどもプール 2012年9月26日

旧小曾木電波交換局跡地 2013年1月18日

河辺町1-872-1

河辺町1-871-1

河辺町2-1026

河辺町4-16-1

河辺町6-14-4

河辺町6-18-1

河辺町8-14-3

河辺町8-14-3

黒沢2-1202-3

3of12



駒木町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

駒木町１丁目運動広場 2012年10月9日 北側入口 0.08-0.12 駒木町1-9-1
第２分団第４部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.05-0.10 駒木町1-653

入口付近 0.05-0.08
縁側 0.07-0.12

建物裏水路 0.07-0.14
駒木町１丁目児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.15 駒木町1-844-1
駒木野保育園（改築前） 2012年5月17日 敷地内 0.07-0.14 駒木町2-46-1
駒木野保育園（改築後） 2015年6月10日 敷地内 0.04-0.14 駒木町2-46-1
駒木町山根公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.15 駒木町2-183-23

植栽 0.07-0.10
幼児遊園植栽 0.08-0.12

駒木町運動広場 2012年10月9日 東側ベンチ 0.07-0.13 駒木町3-593

沢井
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

沢井１丁目運動広場 2012年10月30日 トイレ周辺 0.09-0.13 沢井1-462
砂町友愛園 2012年8月13日 敷地内 0.06-0.15 沢井1-506

体育館北側 0.06-0.12
センター北側池 0.06-0.10
駐車場 0.07-0.10

沢井防災倉庫 2013年1月31日 外周 0.06-0.12 沢井2-720-3
第５分団第２部消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.06-0.13 沢井2-720-6
沢井市民センタープール 2012年10月30日 プール南側側溝 0.03-0.06 沢井2-727-1
沢井市民センター運動広場 2012年9月6日 南東倉庫付近 0.06-0.11 沢井2-727-1

沢井駅前広場 2012年5月16日 敷地内 0.07-0.18 沢井2-833-4
三田保育園 2012年5月30日 敷地内 0.05-0.14 沢井2-843

風呂場目隠し用植栽 0.06-0.10
雨どい 0.09-0.14

診療所建物周辺植栽 0.07-0.13
リハビリテーション室周辺植栽 0.06-0.08
リハビリテーション室排水口 0.06-0.09
医師住宅周辺植栽 0.06-0.10
駐車場南側植栽 0.07-0.12

沢井２丁目児童遊園 2012年5月16日 敷地内 0.06-0.13 沢井2-902-1

塩船
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

大門第１運動広場 2012年9月24日 南西側ベンチ 0.05-0.10 塩船1
下前公園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.11 塩船15-5

霞丘陵自然公園 2012年6月26日 敷地内 0.03-0.13 塩船188
塩船運動広場 2012年9月24日 西側角 0.07-0.09 塩船210

トイレ 0.05-0.08
管理建物 0.06-0.10
植栽 0.05-0.11

沢井保健福祉センター 2013年2月20日

旧宮崎家住宅 2012年12月19日

市営駒木住宅 2012年11月19日

沢井市民センター 2012年9月6日

沢井診療所 2013年3月11日

霞丘陵南公園 2012年8月23日

駒木町1-684

駒木町2-446-2

沢井2-682

沢井2-847-3

沢井2-850-3

塩船217-1
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新町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
若草小学校 2012年4月20日 敷地内 0.04-0.19 新町1-15-1
旧吉野家住宅 2012年12月19日 入口付近 0.06-0.09 新町1-21-9
鈴法寺公園 2012年5月23日 敷地内 0.05-0.12 新町1-22-18

新町第１運動広場 2012年9月26日 西側入口 0.06-0.10 新町1-32-17
霞台小学校 2012年2月28日 敷地内 0.05-0.20 新町1-35-1
泉中学校 2012年5月9日 敷地内 0.05-0.16 新町1-37
大山公園 2012年5月23日 敷地内 0.04-0.14 新町1-39-17
蔵屋敷公園 2012年5月23日 敷地内 0.06-0.13 新町2-6

第３分団第１部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.12 新町2-20
桜株広場 2012年5月24日 敷地内 0.06-0.19 新町2-21-1
新町保育園 2012年5月30日 敷地内 0.05-0.15 新町2-21-9

子育て支援センター 2012年8月13日 敷地内 0.06-0.19 新町2-21-9
大井戸公園 2012年6月7日 敷地内 0.05-0.13 新町2-27
新町宮ノ前緑地 2012年5月24日 敷地内 0.06-0.13 新町2-28-6
ねむのき幼稚園 2012年5月18日 敷地内 0.05-0.14 新町2-33-4
新町南公園 2012年5月23日 敷地内 0.07-0.12 新町3-13
植木内公園 2012年5月23日 敷地内 0.07-0.14 新町3-36

青梅シルバーピア新町 2012年11月28日 植栽 0.07-0.13 新町3-54-17
東小学校・中学校 2012年6月25日 敷地内 0.04-0.15 新町3-72-1

第３分団第２部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.11 新町4-8-4
南植木外公園 2012年5月23日 敷地内 0.07-0.13 新町4-13
新町市民センター 2012年9月7日 センター西側集水枡 0.07-0.10 新町4-17-1
新町防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.06-0.13 新町4-17-1

新町学童保育所  （新町第２こどもクラブ） 2012年3月19日 敷地内 0.05-0.14 新町5-7-15
新町学童保育所  （新町こどもクラブ） 2012年3月19日 敷地内 0.04-0.15 新町5-7-16

桜株公園 2012年5月24日 敷地内 0.06-0.16 新町5-13-18
新町第５運動広場 2012年9月26日 西側側溝 0.06-0.12 新町5-17-6
新町中学校 2012年5月7日 敷地内 0.05-0.16 新町5-20-1
新町小学校 2012年4月19日 敷地内 0.05-0.17 新町5-21-1
富士塚公園 2012年5月24日 敷地内 0.05-0.16 新町5-22
西間原公園 2012年5月24日 敷地内 0.05-0.14 新町5-42

吸込槽 0.05-0.13
U字溝 0.05-0.10

粗大ごみ受付付近植栽 0.06-0.11
粗大ごみ受付付近集水枡 0.07-0.11

新田山公園 2012年6月26日 敷地内 0.05-0.19 新町7-33
伝馬街道緑地 2012年5月24日 敷地内 0.06-0.12 新町7-63-4

青梅エンゼル保育園 2012年5月18日 敷地内 0.05-0.14 新町8-3-8
新町東保育園 2012年5月18日 敷地内 0.06-0.13 新町8-5-2
平松緑地 2012年6月4日 敷地内 0.05-0.18 新町8-11-21
新町中原公園 2012年5月23日 敷地内 0.06-0.11 新町9-2015-18
新町中原南公園 2012年5月23日 敷地内 0.06-0.13 新町9-2016-9
新町中原緑地 2012年5月23日 敷地内 0.06-0.11 新町9-2031-4
新町東児童遊園 2012年5月23日 敷地内 0.07-0.14 新町9-2050-3

末広町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
末広緑地 2012年5月23日 敷地内 0.05-0.11 末広町1-10-1
末広会館 2013年1月18日 建物周辺植栽 0.06-0.12 末広町2-3-16
末広公園 2012年5月23日 敷地内 0.05-0.11 末広町2-4

住江町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

住江町運動広場 2012年10月12日 東側ベンチ 0.09-0.13 住江町42-2

滝ノ上町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
青梅保育園 2012年5月8日 敷地内 0.06-0.16 滝ノ上町1274-1
滝ノ上児童遊園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.14 滝ノ上町1291-1
市立美術館 2012年12月19日 雨水桝 0.08-0.12 滝ノ上町1346

青梅市リサイクルセンター 2013年2月12日 新町6-9-1
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大門
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

大門第２運動広場 2012年9月24日 南側入口 0.08-0.11 大門1-367-1
駐車場 0.06-0.12

幼児遊園植栽 0.05-0.12
排水口 0.05-0.12
駐車場 0.06-0.12
排水口 0.06-0.15

集会所雨どい 0.07-0.13
倉庫雨どい 0.06-0.10

霞下南公園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.12 大門1-389-18
大門稲荷下児童遊園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.12 大門1-405-1

駐車場 0.07-0.12
玄関前通路 0.07-0.13

霞下公園 2012年6月4日 敷地内 0.06-0.09 大門1-448-19
大門西公園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.12 大門1-607-5
上開戸公園 2018年1月18日 敷地内 0.03-0.12 大門1-783-2

かすみ台第一保育園 2012年4月25日 敷地内 0.05-0.14 大門2-253
駐車場側溝 0.05-0.13
屋外憩いの広場 0.04-0.11
ベランダ排水溝 0.06-0.10
ベランダ雨どい 0.06-0.12

市営霞台第２住宅 2012年11月28日 敷地外周 0.06-0.13 大門2-272
体育館北東雨水浸透枡 0.05-0.10
駐車場前植栽 0.06-0.10

大門防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.05-0.10 大門2-288
第三中学校 2012年5月8日 敷地内 0.04-0.17 大門2-301
第三小学校 2012年4月25日 敷地内 0.05-0.15 大門2-317
鈴の音保育園 2012年4月25日 敷地内 0.04-0.15 大門3-4-5
塚の上南公園 2012年5月23日 敷地内 0.04-0.12 大門3-5

大門３丁目運動広場 2012年9月24日 北側角 0.05-0.08 大門3-14
青梅市交通公園 2012年8月16日 敷地内 0.05-0.14 大門3-14-3
塚の上公園 2012年5月23日 敷地内 0.06-0.13 大門3-19

大門中原運動広場 2012年9月24日 南東側入口 0.06-0.09 大門3-21-1
大門中原公園 2012年5月23日 敷地内 0.04-0.11 大門3-25

千ヶ瀬町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
平林公園 2012年6月15日 敷地内 0.06-0.10 千ヶ瀬町1-7-4

駐車場 0.08-0.14
幼児遊園植栽 0.07-0.12
駐車場 0.08-0.12

幼児遊園植栽 0.08-0.10
物置北側 0.07-0.12

千ヶ瀬第２保育園 2012年5月17日 敷地内 0.06-0.15 千ヶ瀬町1-50
市営千ヶ瀬第３住宅 2012年11月19日 排水口 0.07-0.13 千ヶ瀬町1-105
千ヶ瀬町２丁目運動広場 2012年10月9日 北側入口 0.06-0.11 千ヶ瀬町2-122-15

第二中学校 2012年5月1日 敷地内 0.05-0.17 千ヶ瀬町2-155
東平公園 2012年6月15日 敷地内 0.06-0.14 千ヶ瀬町2-164-26

第２分団第５部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.13 千ヶ瀬町2-262
第二学童保育所  （千ヶ瀬こどもクラブ） 2012年3月19日 敷地内 0.06-0.29 千ヶ瀬町2-262-13

千ヶ瀬第１保育園 2012年5月17日 敷地内 0.05-0.12 千ヶ瀬町3-480
南平緑地 2012年6月15日 敷地内 0.07-0.14 千ヶ瀬町3-510

コスモ南平緑地 2012年6月15日 敷地内 0.08-0.15 千ヶ瀬3-534-1
千ヶ瀬町３丁目運動広場 2012年10月9日 東側ベンチ 0.07-0.12 千ヶ瀬町3-551-1
千ヶ瀬町４丁目運動広場 2012年10月9日 北側入口 0.08-0.13 千ヶ瀬町4-375-1
千ヶ瀬児童遊園 2012年6月15日 敷地内 0.07-0.13 千ヶ瀬町5-537-1
福島学園幼稚園 2012年5月8日 敷地内 0.06-0.18 千ヶ瀬町6-763
田端公園 2012年6月15日 敷地内 0.07-0.13 千ヶ瀬町6-788

建物の雨どい排水口 0.12-0.17
敷地内植栽 0.08-0.15
土壌脱臭床（芝） 0.06-0.16

吹きだまりおよび苔部分 0.08-0.16

富岡
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

小曾木第一保育園 2012年3月16日 敷地内 0.05-0.16 富岡1-214
富岡１丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.07-0.13 富岡1-214-1

雨水出口 0.04-0.11
正門付近 0.04-0.08
集水桝 0.05-0.09

富岡２丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.07-0.13 富岡2-667-1
富岡３丁目運動広場 2012年9月24日 西側ベンチ 0.06-0.11 富岡3-1168

第６分団第１部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.09 富岡3-1168
駐車場 0.07-0.13
植栽 0.07-0.10
排水口 0.06-0.12
駐車場 0.07-0.13
植栽 0.08-0.12

集会所雨どい 0.05-0.13

市営大門第５住宅 2012年11月28日

市営大門第６住宅 2012年11月28日

青梅市障がい者
サポートセンター

2013年3月5日

市営大門第７住宅 2012年11月28日

大門市民センター 2012年9月7日

市営千ヶ瀬第１住宅 2012年11月19日

市営千ヶ瀬第２住宅 2012年11月19日

千ヶ瀬中継ポンプ場 2013年3月19日

富岡中継ポンプ場 2015年6月23日

市営富岡第１住宅 2012年11月19日

市営富岡第２住宅 2012年11月19日

大門1-376

大門1-376

大門1-407-1

大門2-261-1

大門2-288

千ヶ瀬町1-25-1

千ヶ瀬町1-44-5

千ヶ瀬町6-904-5

富岡3-1172

富岡3-1172

富岡1-214-6

6of12



友田町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

集水枡 0.07-0.13
浸透枡 0.07-0.14
敷地内植栽 0.06-0.13
土壌脱臭床（芝） 0.06-0.11
敷地西側角地 0.06-0.11

友田町１丁目児童遊園 2012年5月18日 敷地内 0.06-0.17 友田町1-1033-1
友田町中央運動広場 2012年10月9日 西側入口 0.06-0.09 友田町2-176-2
中丸台児童遊園 2012年5月18日 敷地内 0.06-0.12 友田町2-684
東京恵明学園 2012年8月13日 敷地内 0.05-0.15 友田町2-714-1

友田町３丁目児童遊園 2012年5月16日 敷地内 0.08-0.16 友田町3-154-2
友田保育園 2012年5月8日 敷地内 0.05-0.17 友田町4-106

友田自治会館運動広場 2012年10月9日 南側入口 0.06-0.12 友田町4-106
第２分団第１部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.10 友田町4-204

市営友田住宅 2012年11月19日 植栽 0.06-0.10 友田町5-299
友田小学校 2012年4月18日 敷地内 0.05-0.20 友田町5-332

集合広場東側芝生 0.06-0.11
テニスコート南側水路 0.08-0.12
テニスコート北西側角 0.06-0.12
バックネット裏 0.06-0.11
レフト側角 0.05-0.11

自由広場水飲み場 0.07-0.12
金丘公園 2012年5月16日 敷地内 0.05-0.13 友田町5-518-7

友田町５丁目児童遊園 2012年5月16日 敷地内 0.08-0.17 友田町5-566-1

仲町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

仲町運動広場 2012年10月12日 西側ベンチ 0.09-0.12 仲町225
駐車場 0.06-0.15

西側側溝付近 0.09-0.12
第１分団第３部消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.05-0.10 仲町278-11

植栽 0.06-0.13
トイレ周辺 0.05-0.10

長淵
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
下長淵公園 2012年5月16日 敷地内 0.06-0.12 長淵1-36-15
湯本緑地 2012年5月16日 敷地内 0.07-0.14 長淵1-973-1

駐車場 0.08-0.12
植栽 0.07-0.12
排水口 0.07-0.13

プロパンガス庫排水口 0.09-0.13
長淵鹿島児童遊園 2012年5月14日 敷地内 0.06-0.17 長淵2-519
長淵２丁目運動広場 2012年10月9日 北西側ベンチ 0.07-0.12 長淵2-519
鳶巣川公園 2012年6月8日 敷地内 0.08-0.15 長淵2-724-8
須高公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.13 長淵2-765-3
下長淵緑地 2012年5月16日 敷地内 0.07-0.15 長淵3-119-8

集水枡 0.07-0.12
側溝 0.07-0.10
浸透枡 0.09-0.13
敷地内植栽 0.06-0.11
落ち葉・土だまり 0.06-0.13

第２分団第２部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.13 長淵3-174-1
寺改戸公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.16 長淵3-285-1

長淵３丁目運動広場 2012年10月9日 南側ベンチ 0.08-0.12 長淵3-285-3
長淵３丁目児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.12 長淵3-301-4

東側排水口 0.05-0.08
西側排水口 0.04-0.08

長渕保育園 2012年5月8日 敷地内 0.05-0.14 長淵4-225
第二小学校 2012年2月24日 敷地内 0.05-0.19 長淵4-437

第二学童保育所  （第二こどもクラブ） 2012年2月24日 敷地内 0.05-0.13 長淵4-437
品竹公園 2012年5月14日 敷地内 0.06-0.16 長淵5-617-7
品竹西公園 2013年6月17日 敷地内 0.06-0.13 長淵5-624-11

側溝集水枡 0.09-0.14
２階玄関前植栽 0.06-0.10
施設南側集水枡 0.09-0.14
玄関前雨どい 0.11-0.18

若御子第２緑地 2012年6月13日 敷地内 0.08-0.11 長淵6-437-10
体育館西側植栽 0.06-0.11
駐車場 0.07-0.11
連絡通路 0.09-0.15

センター裏側溝 0.10-0.16
長淵防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.08-0.13 長淵6-492-1

長淵７丁目児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.08-0.17 長淵7-307-1
第２分団第３部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.11 長淵7-307-2

上長渕保育園 2012年5月17日 敷地内 0.06-0.15 長淵7-311
集水枡 0.07-0.14
側溝 0.06-0.13
浸透枡 0.06-0.11
敷地内植栽 0.06-0.13

落ち葉だまりおよび苔部分 0.06-0.09
長淵８丁目運動広場 2012年10月9日 西側ベンチ 0.08-0.13 長淵8-127-1
上長淵小山運動広場 2012年10月9日 北西側ベンチ 0.07-0.11 長淵8-158-1

小山公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.15 長淵8-170-3
大荷田運動広場 2012年10月9日 西側ベンチ 0.08-0.13 長淵9-1018-1

友田レクリエーション広場 2012年10月9日

青梅市民センター 2012年9月6日

友田中継ポンプ場 2013年3月18日

仲町ポケットパーク 2013年2月7日

市営長淵第４住宅 2012年11月19日

長淵第２中継ポンプ場 2013年3月18日

長淵水泳場 2012年10月9日

青梅市民斎場 2013年2月15日

火葬場 2013年2月15日

長淵市民センター 2012年9月6日

長淵第１中継ポンプ場 2013年3月18日

友田町1-891

友田町5-340

仲町268-9

仲町318

長淵1-1029

長淵3-121-2

長淵3-333-1

長淵5-698-2

長淵5-743

長淵6-492-1

長淵7-359-2
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成木
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

成木１丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.07-0.13 成木1-288
第７分団第１部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.10 成木1-513

友愛学園 2012年8月3日 敷地内 0.05-0.15 成木2-170,2-130－2
成木２丁目運動広場 2012年9月24日 西側ベンチ 0.07-0.09 成木2-161
成木２丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.05-0.12 成木2-592-4
成木３丁目児童遊園 2012年6月18日 敷地内 0.07-0.12 成木3-271-2
成木小学校 2012年3月21日 敷地内 0.06-0.18 成木3-423-1
成木学童保育所 2012年3月21日 敷地内 0.06-0.14 成木3-423-1
第七中学校 2012年5月30日 敷地内 0.05-0.20 成木4-544-2
成木防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.07-0.10 成木4-638-1

第７分団第２部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.08-0.14 成木4-640
和室前庭植栽 0.05-0.09
体育倉庫雨水受 0.09-0.12
センター裏用水路 0.08-0.15

成木保育園 2012年5月7日 敷地内 0.06-0.13 成木4-691
成木４丁目運動広場 2012年9月24日 南側角 0.08-0.13 成木4-850

診療所建物周辺植栽 0.06-0.10
医師住宅周辺植栽、落ち葉だまり 0.06-0.10

駐車場植栽 0.06-0.09
成木５丁目児童遊園 2012年6月14日 敷地内 0.07-0.16 成木5-1323
成木６丁目運動広場 2012年9月24日 南東側角 0.10-0.14 成木6-287

第７分団第３部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.14 成木6-500-2
成木７丁目運動広場 2012年9月24日 南東側角 0.10-0.14 成木7-828-6
上成木ふれあいセンター 2012年8月22日 屋上 0.05-0.10 成木7-902

第７分団第３部２班消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.11 成木7-1176
成木８丁目運動広場 2012年9月24日 北側角 0.10-0.14 成木8-422-2

第７分団第４部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.11 成木8-528-1
屋上 0.05-0.12
プール 0.07-0.12

西分町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

西分町１丁目運動広場 2012年10月12日 北西側角 0.06-0.10 西分町1-111-1
西分町３丁目児童遊園 2012年5月17日 敷地内 0.06-0.13 西分町3-77-3
西分防災倉庫 2013年1月31日 外周 0.06-0.13 西分町3-118

根ヶ布
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

根ヶ布１丁目運動広場 2012年10月10日 東側ベンチ 0.07-0.14 根ヶ布1-401
給食センター根ヶ布調理場 2013年2月22日 検収室前側溝 0.05-0.08 根ヶ布1-469-4
根ヶ布１丁目児童遊園 2012年6月14日 敷地内 0.08-0.18 根ヶ布1-589-1
根ヶ布２丁目児童遊園 2012年6月14日 敷地内 0.07-0.14 根ヶ布2-237-548

後沢公園 2012年6月14日 敷地内 0.06-0.12 根ヶ布2-237-598
集水枡 0.09-0.12
側溝 0.08-0.15
浸透枡 0.06-0.12
敷地内植栽 0.09-0.15
土壌脱臭床（芝） 0.09-0.15
落ち葉だまり 0.09-0.14

谷津公園 2012年6月14日 敷地内 0.05-0.12 根ヶ布2-1370-137

野上町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

野上児童遊園 2012年6月7日 敷地内 0.05-0.12 野上町1-35
野上町１丁目運動広場 2012年9月24日 南側バックネット 0.05-0.08 野上町1-35-3
第８分団第２部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.12 野上町1-167-1
野上町２丁目運動広場 2012年9月24日 西側ベンチ 0.07-0.12 野上町2-222

鳥井戸公園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.13 野上町3-11
かすみ台第二保育園（改築前） 2012年4月25日 敷地内 0.04-0.15 野上町3-12-1
かすみ台第二保育園（改築後） 2015年6月10日 敷地内 0.04-0.13 野上町3-12-1

古井戸公園 2012年6月7日 敷地内 0.05-0.12 野上町4-11

成木市民センター 2012年9月7日

成木診療所 2013年3月11日

北小曾木ふれあいセンター 2012年8月22日

根ヶ布中継ポンプ場 2013年3月18日

成木4-644

成木5-632-1

成木8-676

根ヶ布2-1368-8
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梅郷
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

第４分団第３部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.10 梅郷1-26
梅郷１丁目運動広場 2012年10月30日 西側ベンチ 0.09-0.12 梅郷1-59

杉平公園 2012年6月8日 敷地内 0.06-0.12 梅郷1-205-11
梅郷児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.13 梅郷2-399-1

慰霊塔敷地内 0.07-0.12
灯油タンク周囲 0.06-0.10
体育倉庫周囲 0.06-0.11
焼窯小屋周囲 0.07-0.11
変電設備周囲 0.05-0.11

梅郷防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.07-0.12 梅郷3-755
診療所建物周辺植栽 0.07-0.11
医師住宅周辺植栽 0.06-0.09

第五小学校 2012年4月25日 敷地内 0.05-0.16 梅郷3-765-1
梅郷保育園 2012年5月9日 敷地内 0.05-0.14 梅郷3-776-7
的場公園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.12 梅郷3-836-1

集水枡 0.07-0.12
側溝 0.08-0.13
浸透枡 0.07-0.13
石積排水口 0.06-0.13
敷地内植栽 0.05-0.13
土壌脱臭床（芝） 0.06-0.11
落ち葉・土だまり 0.06-0.10

青梅あけぼの幼稚園 2012年5月30日 敷地内 0.06-0.14 梅郷3-904-3
梅の公園 2012年6月26日 敷地内 0.03-0.15 梅郷4-527

第４分団第４部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.05-0.10 梅郷5-935-14
集水枡 0.06-0.12
側溝 0.07-0.12
浸透枡 0.07-0.11
石積排水口 0.07-0.12
敷地内植栽 0.05-0.10
土壌脱臭床（芝） 0.06-0.09
落ち葉だまり 0.05-0.12

梅郷５丁目運動広場 2012年10月30日 東側ベンチ 0.07-0.12 梅郷5-1081-1
梅郷八幡児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.12 梅郷6-1221-1
梅郷６丁目運動広場 2012年10月30日 東側ベンチ 0.07-0.11 梅郷6-1248-1
下目ノ内公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.14 梅郷6-1249-8

第４分団第５部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.14 梅郷6-1316
西中学校 2012年5月30日 敷地内 0.06-0.17 梅郷6-1460-1

畑中
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

雨どい排水口 0.08-0.12
集水枡 0.08-0.12
浸透枡 0.06-0.13
敷地内植栽 0.07-0.15
土壌脱臭床（芝） 0.08-0.13

吹きだまりおよび苔部分 0.07-0.13
市営畑中第３住宅 2012年11月19日 玄関前側溝 0.09-0.13 畑中2-228-1
畑中総合運動広場 2012年10月30日 北西側角 0.09-0.12 畑中2-252-1

駐車場 0.09-0.12
植栽 0.07-0.13

幼児遊園植栽 0.08-0.11
市営畑中第２住宅 2012年11月19日 駐車場 0.09-0.13 畑中2-256-1

第４分団第１部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.12 畑中2-550-2
畑中公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.14 畑中2-557-1
畑中保育園 2012年5月9日 敷地内 0.06-0.13 畑中2-593

集水枡 0.06-0.13
敷地内植栽 0.06-0..14
土壌脱臭床（芝） 0.07-0.11

吹きだまりおよび苔部分 0.06-0.14
畑中戸田山公園 2013年6月17日 敷地内 0.04-0.14 畑中3-898-2
畑中３丁目児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.13 畑中3-928-1

梅郷市民センター 2012年9月7日

梅郷診療所 2013年3月11日

梅郷第２中継ポンプ場 2013年3月19日

梅郷第１中継ポンプ場 2013年3月19日

畑中第２中継ポンプ場 2013年3月18日

市営畑中第１住宅 2012年11月19日

畑中第１中継ポンプ場 2013年3月18日

梅郷3-749-1

梅郷3-755-1

梅郷3-850-1

梅郷5-1044-1

畑中2-179-8

畑中2-256-1

畑中3-695
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東青梅
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
大塚前公園 2012年5月14日 敷地内 0.05-0.15 東青梅1-10-7

駐車場北側側溝 0.05-0.12
駐車場植栽 0.05-0.12
中央駐輪場 0.05-0.10
東側駐輪場 0.06-0.11
西側駐輪場 0.04-0.10
駐車場内集水枡 0.06-0.13
駐車場入口 0.05-0.11

南側駐輪場集水枡 0.08-0.11
２階東テラス側溝 0.06-0.09
２階植栽 0.07-0.13

２階西テラス側溝 0.07-0.11
議会棟３階植栽側溝 0.04-0.10
議会棟４階植栽側溝 0.06-0.11
７階北側側溝 0.05-0.08
７階南側側溝 0.04-0.07
駐車場出入口 0.07-0.13
北東側角 0.10-0.14
南東側角 0.07-0.13
南西側角 0.10-0.15

健康センター 2012年6月20日 敷地内 0.06-0.15 東青梅1-174-1
青梅市福祉センター 2013年2月20日 3階室外機置場 0.04-0.08 東青梅1-177-3
大塚山公園 2012年6月8日 敷地内 0.04-0.12 東青梅2-8-14
六万公園 2012年5月16日 敷地内 0.06-0.14 東青梅3-6-14

第８分団第４部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.11 東青梅3-21-13
市立総合病院 2012年12月19日 集水枡 0.06-0.14 東青梅4-16-5
中原公園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.13 東青梅4-20-1
早道公園 2012年5月17日 敷地内 0.06-0.12 東青梅5-17-5
早道運動広場 2012年10月10日 北西側ベンチ 0.05-0.10 東青梅5-17-5

敷地外周 0.05-0.13
雨どい排水口 0.06-0.13

青梅ゆりかご第二保育園 2012年5月7日 敷地内 0.05-0.13 東青梅5-22-2
第四小学校 2012年4月19日 敷地内 0.06-0.17 東青梅6-1-1
かすみ保育園 2012年5月7日 敷地内 0.05-0.15 東青梅6-1-12

第四学童保育所  （第４こどもクラブ） 2012年5月23日 敷地内 0.06-0.16 東青梅6-1-13
しろまえ児童学園 2012年5月23日 敷地内 0.06-0.16 東青梅6-1-13
もみの木幼児園 2012年5月7日 敷地内 0.05-0.13 東青梅6-11-4
城前公園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.14 東青梅6-11-5
城前運動広場 2012年10月10日 北西側ベンチ 0.05-0.11 東青梅6-11-5

第８分団第１部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.11 東青梅6-16-2

日向和田
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

第１分団第５部消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.05-0.10 日向和田1-116-10
集水枡 0.06-0.11
側溝 0.05-0.11
浸透枡 0.07-0.09
敷地内植栽 0.05-0.12
吹きだまり 0.06-0.10

市営日向和田住宅 2012年11月19日 幼児遊園植栽 0.06-0.13 日向和田1-253
宮ノ平駅前広場 2012年5月30日 敷地内 0.07-0.12 日向和田2-154-16
日向和田臨川庭園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.13 日向和田2-271
日向和田保育園 2012年5月9日 敷地内 0.07-0.15 日向和田2-374-7

日向和田２丁目児童遊園 2012年5月30日 敷地内 0.05-0.14 日向和田2-374-7
日向和田３丁目児童遊園 2012年6月13日 敷地内 0.07-0.14 日向和田3-476-1

浸透枡 0.09-0.17
側溝 0.09-0.16

敷地内植栽 0.08-0.16
落ち葉・土だまり 0.09-0.16

浜矢場公園 2012年5月30日 敷地内 0.06-0.12 日向和田3-495-4

吹上
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所
吹上中学校 2012年5月16日 敷地内 0.04-0.18 吹上1

吹上天平運動広場 2012年9月24日 西側ベンチ 0.07-0.09 吹上44-1
吹上小学校 2012年3月21日 敷地内 0.04-0.30 吹上176-1
吹上運動広場 2012年9月24日 北側ベンチ 0.06-0.11 吹上214-3

植栽 0.05-0.13
幼児遊園植栽 0.06-0.13

小ヶ谷戸公園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.12 吹上285-11
吹上しょうぶ公園 2012年6月27日 敷地内 0.05-0.13 吹上425

青梅市役所 2012年12月25日

仮設駐車場 2012年12月25日

市営東青梅住宅 2012年11月28日

日向和田第２中継ポンプ場 2013年3月19日

日向和田第１中継ポンプ場 2013年3月19日

市営吹上住宅 2012年11月28日

東青梅1-11-1

東青梅1-167-1

東青梅5-18-10

日向和田1-252

日向和田3-476-6

吹上280
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藤橋
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

駐車場 0.06-0.12
植栽 0.05-0.10

集会所雨どい 0.06-0.13
駐車場 0.08-0.15
植栽 0.07-0.12

矢端公園 2012年6月4日 敷地内 0.05-0.13 藤橋2-27-43
城ヶ崎東公園 2012年6月4日 敷地内 0.05-0.15 藤橋2-83-28
城ヶ崎公園 2012年6月4日 敷地内 0.06-0.10 藤橋2-92

第３分団第３部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.07-0.12 藤橋2-106
藤橋２丁目児童遊園 2012年6月4日 敷地内 0.05-0.11 藤橋2-531-2
藤橋２丁目運動広場 2012年10月10日 西側ベンチ 0.05-0.11 藤橋2-562-2
藤橋二本木公園 2018年1月18日 敷地内 0.03-0.11 藤橋2-602-4

東門側溝 0.04-0.09
検収室前側溝 0.06-0.09

藤橋小学校 2012年4月10日 敷地内 0.04-0.16 藤橋3-13-1
細道公園 2012年5月24日 敷地内 0.04-0.13 藤橋3-15

二俣尾
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

二俣尾１丁目児童遊園 2012年5月16日 敷地内 0.05-0.14 二俣尾1-199-1
石神前駅前広場 2012年5月16日 敷地内 0.07-0.12 二俣尾1-201-4

排水口 0.06-0.11
側溝 0.05-0.11

建物の雨どい排水口 0.05-0.11
敷地内植栽 0.06-0.11

落ち葉だまり、土だまり 0.05-0.11
二俣尾２丁目運動広場 2012年10月30日 北側ベンチ 0.08-0.13 二俣尾2-387-1
二俣尾３丁目児童遊園 2012年5月30日 敷地内 0.07-0.14 二俣尾3-801
二俣尾３丁目運動広場 2012年10月30日 南側ベンチ 0.09-0.13 二俣尾3-863-1

第六小学校 2012年2月24日 敷地内 0.05-0.18 二俣尾3-903-1
第５分団第１部消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.06-0.12 二俣尾4-973

二俣尾保育園 2012年5月8日 敷地内 0.06-0.15 二俣尾4-1067
第５分団第２部２班消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.07-0.14 二俣尾5-134-1
二俣尾５丁目第２運動広場 2012年10月30日 北側ベンチ 0.09-0.14 二俣尾5-164

雨どい排水口 0.07-0.10
建物基礎石積排水口 0.07-0.13
敷地内植栽 0.05-0.07
土壌脱臭床（芝） 0.06-0.10

二俣尾５丁目南運動広場 2012年10月30日 北側ベンチ 0.06-0.10 二俣尾5-1262-1

本町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

正面花壇 0.07-0.11
トイレ周辺 0.08-0.13
水飲み場周辺 0.07-0.11

第１分団第２部消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.05-0.11 本町159
永山公園 2012年6月26日 敷地内 0.06-0.16 本町217

人工芝テニスコート側溝 0.08-0.11
ハードテニスコート側溝 0.07-0.12

忠霊塔前 0.07-0.11
グラウンド北側倉庫前側溝 0.08-0.11
グラウンド東側入口側溝 0.06-0.10

バックネット裏 0.06-0.09
体育館入口雨どい 0.07-0.11

第一小学校 2012年4月12日 敷地内 0.05-0.20 本町223

御岳
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

御岳1丁目駐車場 2013年3月22日 トイレ軒下部分 0.06-0.13 御岳1-3-4
御岳運動広場 2012年10月30日 西側ベンチ 0.08-0.13 御岳1-115

トイレ 0.08-0.12
集水溝 0.06-0.10
あずまや 0.07-0.12

駐車場外周植栽 0.05-0.11
御岳２丁目運動広場 2012年10月30日 南西側角 0.07-0.14 御岳2-295-イ

御岳山
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

第５分団第４部消防団詰所 2013年1月31日 外周（御岳山防災倉庫併設） 0.08-0.10 御岳山114
御岳山防災倉庫 2013年1月31日 外周 0.08-0.10 御岳山114

御岳本町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

御岳本町児童遊園 2012年5月16日 敷地内 0.07-0.17 御岳本町167-1
御岳本町運動広場 2012年10月30日 トイレ周辺 0.10-0.15 御岳本町224-3

第５分団第３部消防団詰所 2013年1月31日 外周 0.06-0.11 御岳本町370

森下町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

森下防災倉庫 2013年1月31日 外周 0.05-0.12 森下町552
第１分団第４部消防団詰所 2013年1月31日 外周（森下防災倉庫併設） 0.05-0.12 森下町552-3

森下児童遊園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.18 森下町555

市営藤橋第１住宅 2012年11月19日

市営藤橋第２住宅 2012年11月19日

給食センター藤橋調理場 2013年2月22日

二俣尾第２中継ポンプ場 2013年3月19日

二俣尾第１中継ポンプ場 2013年3月19日

本町買い物いこいの広場 2013年2月7日

永山公園総合運動場 2012年10月12日

御岳苑地 2012年8月23日

藤橋1-408-1

藤橋1-408-1

藤橋3-4

二俣尾2-324

二俣尾5-1255-4

本町150

本町217

御岳1-190-3
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師岡町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

青梅みどり第二保育園 2012年4月25日 敷地内 0.05-0.13 師岡町1-113-20
筑間公園 2012年6月7日 敷地内 0.08-0.16 師岡町1-125-32

師岡町１丁目児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.13 師岡町1-288-1
師岡町２丁目児童遊園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.11 師岡町2-395-3

道間公園 2012年6月7日 敷地内 0.05-0.11 師岡町3-7
体育館西側植栽 0.05-0.09
体育館南側雨どい 0.06-0.12
駐車場前植栽 0.06-0.11

東青梅防災倉庫 2013年1月21日 外周 0.09-0.13 師岡町3-9-6
青梅ゆりかご保育園 2012年5月7日 敷地内 0.07-0.14 師岡町3-10-5

株樹公園 2012年6月7日 敷地内 0.06-0.11 師岡町4-3
霞台中学校 2012年5月23日 敷地内 0.05-0.17 師岡町4-6-1

青梅みどり第一保育園 2012年4月25日 敷地内 0.06-0.15 師岡町4-8-8

谷野
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

谷野児童遊園 2012年6月4日 敷地内 0.06-0.11 谷野134-1
かすみ台第三保育園 2012年5月18日 敷地内 0.05-0.16 谷野191

柚木町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

柚木町１丁目児童遊園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.13 柚木町1-98-4
集水枡 0.06-0.11
浸透枡 0.07-0.12
敷地内植栽 0.06-0.12
土壌脱臭床（芝） 0.07-0.12
落ち葉だまり 0.07-0.12

柚木町１丁目運動広場 2012年10月30日 南側ベンチ 0.07-0.10 柚木町1-240-12
よしの保育園 2012年5月30日 敷地内 0.05-0.13 柚木町2-312-1
柚木町運動広場 2012年10月30日 北側ベンチ 0.06-0.12 柚木町2-313-1

第４分団第６部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.06-0.13 柚木町2-316-1
柚木木下公園 2012年6月13日 敷地内 0.06-0.10 柚木町2-449-3

集水枡 0.07-0.12
側溝 0.06-0.09

敷地内植栽 0.06-0.12
土壌脱臭床（芝） 0.07-0.11
落ち葉だまり 0.06-0.09

柚木町３丁目児童遊園 2012年6月13日 敷地内 0.07-0.15 柚木町3-521-1
柚木町３丁目運動広場 2012年10月30日 南側ベンチ 0.09-0.13 柚木町3-521-4

駐車場 0.06-0.12
植栽 0.06-0.13

和田町
施設名 測定日 測定場所 測定結果 住所

集水枡 0.08-0.10
側溝 0.06-0.12
浸透枡 0.06-0.12
入口植栽 0.08-0.11
敷地内植栽 0.07-0.13
土壌脱臭床（芝） 0.05-0.10

吹きだまりおよび苔部分 0.06-0.12
第４分団第２部消防団詰所 2013年1月21日 外周 0.08-0.13 和田町1-298-1

下和田公園 2012年6月13日 敷地内 0.07-0.12 和田町2-146-43
集水枡 0.06-0.11
側溝 0.06-0.13
浸透枡 0.06-0.12
敷地内植栽 0.05-0.13

吹きだまりおよび落ち葉だまり 0.06-0.14
北側物置前 0.07-0.13
植栽 0.06-0.09

和田町運動広場 2012年10月30日 南側側溝 0.08-0.12 和田町2-422-1
和田児童遊園 2012年6月8日 敷地内 0.07-0.12 和田町2-425

東青梅市民センター 2012年9月7日

和田第１中継ポンプ場 2013年3月18日

市営和田第１住宅 2012年11月19日

和田第２中継ポンプ場 2013年3月18日

柚木第１中継ポンプ場 2013年3月19日

市営柚木住宅 2012年11月19日

柚木第２中継ポンプ場 2013年3月19日

和田町2-268-1

師岡町3-9-6

柚木町1-193-38

柚木町2-466-1

柚木町3-621-1

和田町1-62-1

和田町2-148-6
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