
自家用農産物等放射性物質検査結果 H26.5.15発行

測定値（Bq/kg）
№ 品目 大字 字 合計

1 干し柿 大綱木 大木田 63 大綱木

測定値（Bq/kg）
№ 品目 大字 字 合計

1 秋山 中森 784 福田

2 上大木戸 484

3 橋本 1820

4 小神 狐石 599 小神

5 マミガ沢 845

6 脇 188

7 西福沢 植松 405 羽山（福沢）

測定値（Bq/kg）
№ 品目 大字 字 合計

1 小綱木 上須賀梨子 38.8以下 小綱木

2 東福沢 外田 － 羽山（福沢）

3 飯坂 下成栗 42 飯坂

4 大木田 48

5 胡桃作 98

6 － －

7 小島 東町 － 小島

8 上須賀梨子 53 小綱木

小綱木 小綱木

注：小数点以下の値は端数処理しています。依頼の無かった食品群は省略しています。

●加工品　1件 採取地（産地）
検査場所

検査センター：測定日 平成26年4月14日～4月30日 / 地区公民館等：測定日 平成26年4月10日～4月30日

●山菜類（1/2） 65件 採取地（産地）
検査場所

●きのこ類　7件 採取地（産地）
検査場所

※しいたけ（原木）

飯坂 飯坂

うど

※こごみ

大綱木大綱木

9 下大柴 113 検査センター

10 田尻 54 小綱木

11 西福沢 高平 36 羽山（福沢）

12 東福沢 糠戸内 39 検査センター

13 小神 鰻内 1230 小神

14 鶴沢 細入 1660 検査センター

15 羽田 － 219 小神

16 ＊こしあぶら 福島市立子山 － 1520 小神

17 大綱木 大木田 39.3以下 大綱木

18 小神 吉内 121 小神

19 クグノ平 － 検査センター

20 中森 － 福田

21 飯坂 西光寺 37以下 検査センター

22 大綱木 下川 100 大綱木

23 大我楼 70 検査センター

24 北成沢 37 小島

25 鰻内 －

26 盛内 66

27 遠西 44 鶴沢

28 － 45 検査センター

29 81

30 134

31 堂ノ前 －

32 才ノ神 34

33 外田 －

34 ＊たけのこ いわき市 － － 大綱木

35 秋山 女神山 795 小神

※こしあぶら

※ぜんまい

※たけのこ

高平

小神

羽山（福沢）

小綱木

秋山

小島

小神

鶴沢

西福沢

東福沢

35 秋山 女神山 795 小神

36 飯坂 李平 129 検査センター
※たらの芽
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測定値（Bq/kg）
№ 品目 大字 字 合計

37 小島 大我楼 －

38 小綱木 下大柴 235

39 西福沢 畑田 302 羽山（福沢）

40 飯坂 昼曽根 － 飯坂

41 小綱木 野馬畑 43 小綱木

42 ふき 伊達市霊山町 － － 小神

43 飯坂 上成栗 33 飯坂

44 上羽金 － 小綱木

45 下大柴 64 検査センター

46 西福沢 古菖蒲坂 － 羽山（福沢）

47 大綱木 広畑 － 大綱木

48 小綱木 妻 － 小綱木

49 合国場 28.0以下

50 山田 －

51 飯坂 二反窪 － 飯坂

52 大綱木 俎板倉 －
53 －
54 －

55 小神 鰻内 － 小神

56 小綱木 上須賀梨子 － 小綱木

57 北向 － 鶴沢

58 舘ノ山 － 検査センター

59 植松 311

60 檀ノ平

小島

※畑わさび

※ふきのとう

よもぎ

※わらび

小綱木

西福沢 羽山（福沢）

検査センター
大我楼

鶴沢

西福沢

※たらの芽

●山菜類（2/2） 65件 採取地（産地）
検査場所

検査センター

60 檀ノ平 －
61 茶畑 －
62 東福沢 竹ノ入 －
63 伊達市霊山町 － － 小神
64 福島市立子山 馬場平 －

65 福島市平石 大山 31

測定値（Bq/kg）
№ 品目 大字 字 合計

1 青大豆 羽田 － － 検査センター

測定値（Bq/kg）
№ 品目 大字 字 合計

1 大綱木 鈴前 － 大綱木

2 旧町内 柏崎 － 検査センター

3 ニラ 旧町内 柏崎 － 検査センター

※公表を希望しない検体や容量不足となった検体の掲載は省いております。

●全77件中、基準値を超えた件数20件（検出下限値を超えた件数：43件）

検査場所 検査件数 検査場所 検査件数

大綱木公民館 9件 小神公民館 11件

小綱木公民館 9件 羽山の森美術館（福沢） 16件

小島公民館 2件 飯坂生活改善センター 6件

福田公民館 2件 放射性物質検査センター 20件

＊わらび

羽山（福沢）

●野菜類　3件 採取地（産地）
検査場所

品名の前に※印（川俣町産）又は＊印（他市町村産）があるものは制限品（出荷・摂取・収穫等）です。

●豆類　1件 採取地（産地）
検査場所

検査センター

くきたち菜

西福沢

鶴沢公民館 2件 計 77件

　　※500g（ml）の検査を受け付けています。詳しくは「次頁」をご覧ください。
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○測定機器：ゲルマニウム半導体検出器　　 ○検出下限値：セシウム134・137合計　5Bq/kg以下

○測定時間：60分程度　　　　　　　　　  ○基準値：飲料水 10Bq/kg

　　※飲用水（井戸水等）はこれまでどおりの検査となりますので

　川俣町役場　原子力災害対策課　除染対策係（電話番号：024-566-2111 内線：1704、1705）

　　　　　　　　　　　　　　　　1kg（ℓ）の持参をお願いいたします。

　　　　　　　　　飲用水<井戸水等>放射性物質検査結果　　　　　【4月30日現在】

❁川俣町では井戸水等の飲用水検査はゲルマニウム半導体検出器による検査を行っています❁

<飲用水(井戸水等)放射性物質検査>
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