
測定日時 測定場所 天候

平成23年7月7日 地上1ｍ 0.052

 9時30分～ 地上50cm 0.054

9時56分 地上10cm 0.054

平成23年7月7日 地上1ｍ 0.066

14時50分～ 地上50cm 0.066

15時08分 地上10cm 0.072

平成23年7月7日 地上1ｍ 0.076

15時47分～ 地上50cm 0.084

16時06分 地上10cm 0.086

平成23年7月7日 地上1ｍ 0.074

17時15分～ 地上50cm 0.078

17時29分 地上10cm 0.074

7月21日 地上1ｍ 0.056

 14時15分～ 地上50cm 0.056

14時33分 地上10cm 0.060

平成23年7月21日 地上1ｍ 0.066

11時00分～ 地上50cm 0.066

11時13分 地上10cm 0.068

平成23年7月21日 地上1ｍ 0.078

10時 7分～ 地上50cm 0.084

10時21分 地上10cm 0.082

平成23年7月21日 地上1ｍ 0.074

　9時12分～ 地上50cm 0.070

9時26分 地上10cm 0.076

平成23年8月18日 地上1ｍ 0.054

 14時31分～ 地上50cm 0.060

14時44分 地上10cm 0.056

平成23年8月18日 地上1ｍ 0.068

15時24分～ 地上50cm 0.066

15時37分 地上10cm 0.068

平成23年8月18日 地上1ｍ 0.076

10時37分～ 地上50cm 0.072

10時49分 地上10cm 0.074

平成23年8月18日 地上1ｍ 0.072

　9時41分～ 地上50cm 0.070

9時54分 地上10cm 0.076

平成23年9月1日 地上1ｍ 0.060

 10時35分～ 地上50cm 0.062

10時47分 地上10cm 0.056

平成23年9月1日 地上1ｍ 0.070

11時15分～ 地上50cm 0.064

11時27分 地上10cm 0.068

平成23年9月1日 地上1ｍ 0.074

15時10分～ 地上50cm 0.080

15時22分 地上10cm 0.076

平成23年9月1日 地上1ｍ 0.070

　9時50分～ 地上50cm 0.070

10時04分 地上10cm 0.072

平成23年9月15日 地上1ｍ 0.054

 14時27分～ 地上50cm 0.058

14時42分 地上10cm 0.058

サーベイメータによる空間線量測定結果（平成２３年7月～10月）
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測定日時 測定場所 天候

サーベイメータによる空間線量測定結果（平成２３年7月～10月）

測定結果（μ Sv/h)

平成23年9月15日 地上1ｍ 0.070

15時26分～ 地上50cm 0.070

15時38分 地上10cm 0.066

平成23年9月15日 地上1ｍ 0.074

11時20分～ 地上50cm 0.074

11時35分 地上10cm 0.074

平成23年9月15日 地上1ｍ 0.076

　9時59分～ 地上50cm 0.082

10時14分 地上10cm 0.074

平成23年10月5日 地上1ｍ 0.060

 14時45分～ 地上50cm 0.062

15時00分 地上10cm 0.064

平成23年10月5日 地上1ｍ 0.082

 14時08分～ 地上50cm 0.078

14時21分 地上10cm 0.076

平成23年10月5日 地上1ｍ 0.082

 10時24分～ 地上50cm 0.078

10時37分 地上10cm 0.082

平成23年10月5日 地上1ｍ 0.078

　15時29分～ 地上50cm 0.080

15時41分 地上10cm 0.084

平成23年10月20日 地上1ｍ 0.054

 14時02分～ 地上50cm 0.056

14時17分 地上10cm 0.056

平成23年10月20日 地上1ｍ 0.062

 11時32分～ 地上50cm 0.064

11時45分 地上10cm 0.072

平成23年10月20日 地上1ｍ 0.074

 10時22分～ 地上50cm 0.070

10時36分 地上10cm 0.074

平成23年10月20日 地上1ｍ 0.062

　13時27分～ 地上50cm 0.066

13時41分 地上10cm 0.076
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