
平成24年度　清掃工場周辺における大気中のダイオキシン類測定結果(1/4)

平成25年8月 現在

単位：pg-TEQ/m3

測定場所 測定地点 周辺大気のダイオキシン類濃度

測定日 平成24年6月27日 ～7月4日

光が丘清掃工場 練馬区光が丘5-3-1 0.032

練馬区立旭町小学校 練馬区旭町2-29-1 0.034

練馬区立田柄小学校 練馬区田柄2-19-19 0.027

練馬区立練馬小学校 練馬区春日町6-11-36 0.022

練馬区立橋戸小学校 練馬区大泉町2-11-25 0.019

測定日 平成24年4月20日 ～4月27日

大田清掃工場 大田区京浜島3-6-1 0.019

京浜島会館 大田区京浜島2-10-2 0.028

大田区立中富小学校 大田区大森東5-6-24 0.055

東京都中央卸売市場大田市場 大田区東海3-2-1 0.033

東京都下水道局南部スラッジプラント 大田区城南島5-2-1 0.033

測定日 平成24年8月3日 ～8月10日

目黒清掃工場 目黒区三田2-19-43 0.037

目黒区立烏森小学校 目黒区上目黒3-37-27 0.020

目黒区立第八中学校 目黒区碑文谷4-19-25 0.017

港区立高輪台小学校 港区高輪2-8-24 0.018

港区立青山小学校 港区南青山2-21-2 0.026

測定日 平成24年8月1日 ～8月8日

有明清掃工場 江東区有明2-3-10 0.026

江東区立東雲小学校 江東区東雲2-4-11 0.025

有明清掃工場サブステーション 江東区青海1-3-29 0.022

東京ビッグサイト 江東区有明3-21-1 0.017

江東区豊洲文化センター 江東区豊洲2-2-18 0.024

測定日 平成24年9月5日 ～9月12日

千歳清掃工場 世田谷区八幡山2-7-1 0.018

世田谷区立赤堤小学校 世田谷区赤堤1-41-24 0.015

世田谷区立祖師谷小学校 世田谷区祖師谷3-49-1 0.018

世田谷区立烏山小学校 世田谷区給田1-2-1 0.015

杉並区立高井戸東小学校 杉並区高井戸東1-12-1 0.017

測定日 平成24年7月11日 ～7月18日

江戸川清掃工場 江戸川区江戸川2-10 0.016

江戸川区立篠崎第二小学校 江戸川区上篠崎1-3-1 0.0066

江戸川区立南篠崎小学校 江戸川区南篠崎町4-27-5 0.0096

江戸川区立瑞江小学校 江戸川区西瑞江3-39 0.022

江戸川区立東葛西中学校 江戸川区東葛西6-40-1 0.013



平成24年度　清掃工場周辺における大気中のダイオキシン類測定結果(2/4)

測定場所 測定地点 周辺大気のダイオキシン類濃度

測定日 平成24年4月6日 ～4月13日

墨田清掃工場 墨田区東墨田1-10-23 0.038

墨田区立隅田小学校 墨田区墨田4-6-5 0.028

墨田区立第一寺島小学校 墨田区東向島1-16-2 0.019

墨田区立東吾嬬小学校 墨田区立花4-22-11 0.031

葛飾区立上平井小学校 葛飾区西新小岩4-22-1 0.022

測定日 平成24年8月15日 ～8月22日

北清掃工場 北区志茂1-2-36 0.020

北区立岩淵小学校 北区岩淵町6-6 0.021

神谷団地 北区神谷2-48 0.018

北区立赤羽小学校 北区赤羽1-24-6 0.021

北区清掃事務所 北区豊島8-4-3 0.018

測定日 平成24年12月3日 ～12月10日

新江東清掃工場 江東区夢の島3-1-1 0.030

江東区立第二辰巳小学校 江東区辰巳1-1-22 0.021

江東区立第三砂町中学校 江東区南砂3-10-3 0.039

江戸川区立清新第二小学校 江戸川区清新町2-10-1 0.039

若洲海浜公園管理事務所 江東区若洲3-1-2 0.028

測定日 平成24年4月6日 ～4月13日

港清掃工場 港区港南5-7-1 0.023

芝浦港南地区総合支所 港区芝浦3-1-47 0.024

港区立芝浦中央公園 港区港南1-4-1 0.024

品川区立台場小学校 品川区東品川1-8-30 0.022

測定日 平成24年8月15日 ～8月22日

豊島清掃工場 豊島区上池袋2-5-1 0.030

豊島区立文成小学校 豊島区池袋本町4-36-1 0.018

千登世橋教育文化センター 豊島区雑司が谷3-1-7 0.017

区民ひろば清和第二※ 豊島区巣鴨3-13-12 0.016

長崎健康相談所※ 豊島区長崎3-6-24 0.019

測定日 平成25年2月7日 ～2月14日

豊島清掃工場 豊島区上池袋2-5-1 0.036

豊島区立文成小学校 豊島区池袋本町4-36-1 0.035

千登世橋教育文化センター 豊島区雑司が谷3-1-7 0.038

区民ひろば清和第二※ 豊島区巣鴨3-13-12 0.043

長崎健康相談所※ 豊島区長崎3-6-24 0.036
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測定場所 測定地点 周辺大気のダイオキシン類濃度

測定日 平成24年8月1日 ～8月8日

渋谷清掃工場 渋谷区東1-35-1 0.021

美竹の丘・しぶや 渋谷区渋谷1-18-1 0.024

渋谷区立長谷戸小学校 渋谷区恵比寿西1-23-1 0.021

渋谷区立加計塚小学校※ 渋谷区恵比寿4-21-10 0.017

渋谷区立神宮前小学校※ 渋谷区神宮前4-20-12 0.023

渋谷区立鳩森小学校※ 渋谷区千駄ケ谷5-9-1 0.018

渋谷区立中幡小学校※ 渋谷区幡ケ谷3-49-1 0.020

渋谷区立富谷小学校※ 渋谷区上原1-46-4 0.021

渋谷区立猿楽小学校※ 渋谷区猿楽町12-35 0.022

測定日 平成24年11月27日 ～12月4日

渋谷清掃工場 渋谷区東1-35-1 0.13

美竹の丘・しぶや 渋谷区渋谷1-18-1 0.097

渋谷区立長谷戸小学校 渋谷区恵比寿西1-23-1 0.086

渋谷区立加計塚小学校※ 渋谷区恵比寿4-21-10 0.098

渋谷区立神宮前小学校※ 渋谷区神宮前4-20-12 0.11

渋谷区立鳩森小学校※ 渋谷区千駄ケ谷5-9-1 0.11

渋谷区立中幡小学校※ 渋谷区幡ケ谷3-49-1 0.12

渋谷区立富谷小学校※ 渋谷区上原1-46-4 0.12

渋谷区立猿楽小学校※ 渋谷区猿楽町12-35 0.092

測定日 平成24年7月23日 ～7月30日

中央清掃工場 中央区晴海5-2-1 0.036

中央区立京橋築地小学校 中央区築地2-13-1 0.041

中央区立豊海小学校 中央区勝どき6-6-2 0.034

測定日 平成25年1月14日 ～1月21日

中央清掃工場 中央区晴海5-2-1 0.022

中央区立京橋築地小学校 中央区築地2-13-1 0.037

中央区立豊海小学校 中央区勝どき6-6-2 0.024

測定日 平成24年6月13日 ～6月20日

板橋清掃工場 板橋区高島平9-48-1 0.069

板橋区立新河岸小学校 板橋区新河岸1-3-1 0.028

板橋区立高島第三小学校 板橋区高島平4-21-1 0.020

板橋区立西台中学校 板橋区高島平1-4-1 0.026

板橋区立舟渡小学校 板橋区舟渡3-6-15 0.044
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測定場所 測定地点 周辺大気のダイオキシン類濃度

測定日 平成24年8月22日 ～8月29日

多摩川清掃工場 大田区下丸子2-33-1 0.024

大田区立矢口西小学校 大田区下丸子1-7-1 0.021

大田区立矢口小学校 大田区多摩川1-18-22 0.036

川崎市立古市場小学校 川崎市幸区古市場1-1 0.023

川崎市立玉川小学校 川崎市中原区北谷町32 0.011

測定日 平成24年5月30日 ～6月6日

足立清掃工場 足立区西保木間4-7-1 0.042

足立区立桜花小学校 足立区花畑6-4-6 0.045

足立区立東伊興小学校 足立区東伊興1-4-15 0.018

足立区立渕江小学校 足立区西保木間1-10-3 0.036

草加市立谷塚中学校 草加市谷塚上町62 0.021

測定日 平成24年4月18日 ～4月25日

品川清掃工場 品川区八潮1-4-1 0.040

品川区立城南第二小学校 品川区東品川3-4-5 0.032

品川区立立会小学校 品川区東大井4-15-9 0.033

東京都立産業技術高等専門学校 品川区東大井1-10-40 0.036

品川区立小中一貫校八潮学園 品川区八潮5-11-2 0.031

測定日 平成24年5月30日 ～6月6日

葛飾清掃工場 葛飾区水元1-20-1 0.030

葛飾区立幸田小学校 葛飾区西水元3-24-12 0.030

葛飾区立水元中学校 葛飾区水元3-20-1 0.031

葛飾区立花の木小学校 葛飾区南水元3-2-1 0.026

葛飾区水元飯塚防災研修室 葛飾区西水元1-2-12 0.030

測定日 平成24年6月13日 ～6月20日

世田谷清掃工場 世田谷区大蔵1-1-1 0.035

世田谷区立山野小学校 世田谷区砧6-7-1 0.019

世田谷区立砧南小学校 世田谷区鎌田4-3-1 0.018

世田谷区立二子玉川小学校 世田谷区玉川4-6-1 0.020

世田谷区立松丘小学校 世田谷区弦巻3-23-12 0.0094

測定日 平成24年12月10日 ～12月17日

中防処理施設管理事務所 江東区青海2丁目地先 0.062

城南島海浜公園 大田区城南島4 0.14

フェリーふ頭公園 江東区有明4 0.064

若洲海浜公園管理事務所 江東区若洲3-1-2 0.081

（注1）※は工場所在区が実施

（注2）大気の環境基準　0.6pg-TEQ/m3（年平均値）

（注3）pg（ピコグラム）とは、1兆分の1グラムを表す単位


