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県では、これまで「千葉県放射性物質除染実施プラン」に基づき、県が管理する施設の

除染等を進めてきました。 

その結果、本年３月までに、対象施設の全てについて、空間放射線量が毎時 0.23 マイ

クロシーベルト未満であることが確認され、本プランの所期の目的を達成しました。 

なお、今後も空間放射線量を測定し、継続的に監視するとともに、新たに措置が必要と

なった場合には、適切に対応してまいります。 

 

 

１ 千葉県放射性物質除染実施プランの主な内容 

（１）除染対策目標 

各施設等の空間放射線量が毎時 0.23 マイクロシーベルト未満となることを目指す。 

（原発事故による追加被ばく線量が年間１ミリシーベルト以下） 

（２）除染対象 

県が管理する施設のうち、計画策定時に除染対策目標を超える空間放射線量が計測

されたもの。 

特別支援学校６施設、都市公園３施設、高等学校２０施設ほか（全７７施設） 

 

２ 結果 

（１）除染等をしたことにより空間放射線量が除染対策目標に達した施設（２７施設） 

松戸特別支援学校、東葛飾高等学校、我孫子高等技術専門校、柏の葉公園、 

柏中原県営住宅（児童遊園）、さわやかちば県民プラザ ほか 

（２）除染措置前に空間放射線量が除染対策目標に達したため、除染せずに継続的に監視

することとした施設（５０施設） 

柏児童相談所、胡録台県営住宅、西部防災センター、小金高等学校、 

現代産業科学館、東葛飾地域振興事務所 ほか 

 

３ 今後の対応 

放射性物質は風雨等により移動することがあるため、今後も空間放射線量を測定し、

継続的に監視するとともに、新たに措置が必要となった場合には、適切に対応していく。 

また、当初、プランの対象としていなかった、小・中学校に係る通学路（県管理道路

部分）については、関係市と連携しながら除染等の措置を進めていく。 



別紙

①除染等をしたことにより空間放射線量が除染対策目標に達した施設（２７施設）
Ｎｏ 施設名 所在市町村 施設種別

1 松戸特別支援学校 松戸市 県立特別支援学校
2 つくし特別支援学校 松戸市 県立特別支援学校
3 柏特別支援学校 柏市 県立特別支援学校
4 流山高等学園第二キャンパス 流山市 県立特別支援学校
5 流山高等学園 流山市 県立特別支援学校
6 我孫子特別支援学校 我孫子市 県立特別支援学校
7 松戸馬橋高等学校 松戸市 県立高等学校
8 柏高等学校 柏市 県立高等学校
9 東葛飾高等学校 柏市 県立高等学校

10 我孫子高等学校 我孫子市 県立高等学校
11 手賀沼親水広場 我孫子市 公園等
12 我孫子高等技術専門校 我孫子市 職業訓練施設
13 県立柏の葉公園 柏市 県立都市公園
14 県立手賀沼自然ふれあい緑道 柏市 県立都市公園
15 県立北総花の丘公園 印西市 県立都市公園
16 柏中原県営住宅 柏市 県営住宅（児童遊園等）
17 柏逆井県営住宅 柏市 県営住宅（児童遊園等）
18 我孫子新木県営住宅 我孫子市 県営住宅（児童遊園等）
19 松戸高等学校 松戸市 県立高等学校
20 柏中央高等学校 柏市 県立高等学校
21 柏の葉高等学校 柏市 県立高等学校
22 流山おおたかの森高等学校 流山市 県立高等学校
23 流山高等学校 流山市 県立高等学校
24 流山北高等学校 流山市 県立高等学校
25 さわやかちば県民プラザ 柏市 県立教育機関
26 旧柏北高等学校（＊） 柏市 旧県立高等学校
27 旧印旛高等学校 印西市 旧県立高等学校

＊

Ｎｏ 施設名 所在市町村 施設種別
1 柏児童相談所 柏市 児童相談所
2 胡録台県営住宅 松戸市 県営住宅（児童遊園等）
3 六高台県営住宅 松戸市 県営住宅（児童遊園等）
4 金ケ作県営住宅 松戸市 県営住宅（児童遊園等）
5 野田山崎県営住宅 野田市 県営住宅（児童遊園等）
6 沼南高柳県営住宅 柏市 県営住宅（児童遊園等）
7 東初石県営住宅 流山市 県営住宅（児童遊園等）
8 西部防災センター 松戸市 啓発施設
9 小金高等学校 松戸市 県立高等学校

10 松戸南高等学校 松戸市 県立高等学校
11 松戸六実高等学校 松戸市 県立高等学校
12 松戸向陽高等学校 松戸市 県立高等学校
13 松戸国際高等学校 松戸市 県立高等学校
14 沼南高柳高等学校 柏市 県立高等学校
15 柏南高等学校 柏市 県立高等学校
16 流山南高等学校 流山市 県立高等学校
17 我孫子東高等学校 我孫子市 県立高等学校

除染実施プランの実施結果一覧表

平成24年度中に売却したことから、県による除染は実施しない。

②除染措置前に空間放射線量が除染対策目標に達したため、除染せずに継続的に監視する
こととした施設（５０施設）



18 印旛明誠高等学校 印西市 県立高等学校
19 現代産業科学館 市川市 県立教育機関
20 西部図書館 松戸市 県立教育機関
21 手賀の丘少年自然の家 柏市 県立教育機関
22 大堀川　高田緑地前 護岸 柏市 河川用地
23 旧松戸矢切高等学校 松戸市 旧県立高等学校
24 旧湖北高等学校 我孫子市 旧県立高等学校
25 東葛飾地域振興事務所 松戸市 事務所庁舎
26 柏県税事務所 柏市 事務所庁舎
27 印西高花局 印西市 大気測定局
28 鎌ケ谷初富局 鎌ケ谷市 大気測定局
29 東葛飾農業事務所（本所） 柏市 事務所庁舎
30 東葛飾農業事務所（分庁舎） 柏市 事務所庁舎
31 手賀排水機場 印西市 排水機場
32  沼南中央排水機場（湛防染井） 柏市 排水機場
33 新我湖排水機場 我孫子市 排水機場
34 新江川排水機場 野田市 排水機場
35 流山排水機場 流山市 排水機場
36 東葛飾土木事務所 松戸市 事務所庁舎
37 柏土木事務所 柏市 事務所庁舎
38 流山区画整理事務所 流山市 事務所庁舎
39 柏区画整理事務所 柏市 事務所庁舎
40 樋野口排水機場 松戸市 河川施設
41 富士川浄化施設 松戸市 河川施設
42 大金平浄化施設 松戸市 河川施設
43 中根河川浄化施設 松戸市 河川施設
44 大津川浄化施設 柏市 河川施設
45 大堀川浄化施設 柏市 河川施設
46 逆井河川浄化施設 柏市 河川施設
47 野々下浄化施設 流山市 河川施設
48 北総浄水場 印西市 水道施設
49 ちば野菊の里浄水場 松戸市 水道施設
50 松戸給水場 松戸市 水道施設

※ 上記②の施設の中には、自然的・物理的減衰等により放射性物質が低減したもののほか、職員等によ
る簡易除染や日常の管理行為としての清掃等により低減化が図られたものが認められている。


