
自家用農産物等放射性物質検査結果 H27.5.15発行

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 旧町内 竹ノ内 255 検査センター

2 上羽金 359 小綱木

3 野馬畑 617 小綱木

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 飯坂 上中居 ― 検査センター

○依頼者には測定結果をお知らせしています。

○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。

検査センター：測定日 平成27年4月14日～4月30日
地区公民館等・春日診療所：測定日 平成27年4月13日～4月25日

（測定値が「○○以下」と表記しているものは、セシウム134または137のいずれかの核種が検出下限値以
下であることを表しています。）

※町の検査結果は、販売等の流通を目的とした各種証明には使用できません。

●きのこ類　3件 採取地（産地）
検査所名

●山菜類　74件（1/2） 採取地（産地）

※しいたけ（原木・露地）

うこぎ

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。

○両方とも「検出せず」もしくは測定値の合計が25Bq/kg以下の場合、測定値欄の表記は「－」
としています。 （「検出せず」とは測定結果が検出下限を下回り、測定値として表せないことを示してい
ます。）

○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。

検査所名

○見易さの向上のため、測定値はセシウム134と137の合計だけを記載しています。

小綱木

○測定値が基準値を超えた場合は、摂取をお控えくださるようお願いします。

測定結果の記載について

1 飯坂 上中居 検査センター

2 小島 福沢 26以下 小島

3 小綱木 上羽金 ― 小綱木

4 東福沢 外田 53 春日

5 うど（栽培） 小綱木 マミガ沢 ― 小綱木

6 小島 西ノ又 35以下 小島

7 大木田 ― 大綱木

8 久木 45 大綱木

9 賤ノ田 27 春日

10 鶴子 ― 春日

11 野馬畑 211 小綱木

12 マミガ沢 247 小綱木

13 鶴沢 雁ヶ作 ― 鶴沢

14 岩垣 25.2以下 検査センター

15 笹畑 ― 福沢

16 畑田 ― 福沢

17 東福沢 宮下 ― 検査センター

18 - ― ― 検査センター

19 飯坂 柳ヶ窪 ― 検査センター

20 大綱木 ― ― 検査センター

21 小島 田代 756 小島

22 小神 ― 2705 春日

23 鶴沢 五升蒔 4587 春日

24 ＊こしあぶら 福島市 松川町 2112 福田

うど

※こごみ（ゆで）

※こごみ

うこぎ

※こしあぶら

西福沢

小綱木

旧町内

大綱木



自家用農産物等放射性物質検査結果 H27.5.15発行

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

25 秋山 渋田 ― 福田

26 賤ノ田 45 検査センター

27 日和田 ― 春日

28 上羽金 33 検査センター

29 上羽金 76 検査センター

30 西福沢 下長田山 34 福沢

31 畝歩内 ― 福田

32 笛吹田 85 春日

33 宮ノ脇 25 検査センター

34 東福沢 糠戸内 ― 検査センター

35 ＊たけのこ 福島市飯野町 明治 ― 飯坂

36 壱貫田 ― 大綱木

37 ― 30 検査センター

38 西福沢 高平 56 福沢

39 秋山 ― 85 春日

40 飯坂 李平 74 春日

41 大綱木 ― 32 春日

42 小島 ― ― 春日

43 小神 ― ― 春日

44 小綱木 妻 ― 小綱木

45 鶴沢 細入 459 検査センター

46 ― 207 福沢

47 畑田 102 福沢

48 たらの芽 宮城県丸森町 大内 46 春日

49 ※畑わさび 小綱木 前田 49 小綱木

50 ヒレハリソウ 西福沢 檀ノ平 福沢

※たけのこ（ゆで）
大綱木

羽田

●山菜類　74件（2/2）

小綱木

旧町内

※たけのこ

採取地（産地）
検査所名

※たらの芽

西福沢

50 ヒレハリソウ 西福沢 檀ノ平 ― 福沢

51 旧町内 舘ノ腰 58 春日

52 小綱木 一ノ関 ― 小綱木

53 ※ふきのとう（ゆで） 飯坂 花塚林道 ― 検査センター

54 大綱木 壱貫田 ― 大綱木

55 上羽金 ― 小綱木

56 妻 ― 小綱木

57 西福沢 堂ノ前 ― 福沢

58 旧町内 宮町 ― 春日

59 一ノ関 ― 小綱木

60 梅久保山 ― 小綱木

61 妻 ― 小綱木

62 小神 吉吾 ― 小神

63 植松 393 福沢

64 笹畑 ― 福沢

65 檀ノ平 ― 福沢

66 茶畑 ― 福沢

67 ― ― 福沢

68 東福沢 竹ノ入 ― 福沢

69 月舘町 ― ― 春日

70 福島市飯野町 青木 ― 飯坂

71 植松 ― 福沢

72 惣田 ― 福沢

73 飯坂 檀桜 ― 飯坂

74 小神 袖山 ― 小神

よもぎ（ゆで）

※わらび（あく抜き）

※わらび(ゆで)

ふき

小綱木

西福沢

※わらび

＊わらび

西福沢

小綱木



自家用農産物等放射性物質検査結果 H27.5.15発行

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 大綱木 久木 ― 大綱木

2 小島 壁屋 ― 小島

3 西福沢 植松 ― 福沢

4 旧町内 柏崎 ― 検査センター

5 西福沢 ― ― 小綱木

6 長ねぎ 町内 小作 ― 飯坂

7 菜の花 羽田 山ノ坊 ― 福田

8 大綱木 切畑 ― 大綱木

9 小綱木 妻 ― 小綱木

10 水菜 羽田 山ノ坊 ― 福田

●全87件中、基準値を超えた件数13件（検出下限値を超えた件数：33件）

検査所名 検査件数 検査所名 検査件数

大綱木公民館 6件 小神公民館 2件

小綱木公民館 16件 羽山の森美術館（福沢） 17件

小島公民館 4件 飯坂生活改善センター 4件

福田公民館 5件 放射性物質検査センター 16件

鶴沢公民館 1件 春日診療所 16件

●野菜類　10件

にら

検査所名
採取地（産地）

<自家用農産物等放射性物質検査>

○測定機器：NaI(Tl)又はCsI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ（簡易分析装置）

○測定時間：下記の検出下限値が得られる測定時間(20～60分程度)

○測定核種及び検出下限値 ○食品衛生法上の基準値

せり

くきたち菜

食品群 基準値

一般食品 100

乳児用食品 50

　◆あらかじめ電話で利用状況を確認し、必要に応じて予約してください。

申込先

日程

予約受付電話番号

および応対時間

持ち込み時間
午前１０：００～１１：４０　　測定は正午まで

午後１３：００～１６：１０　　測定は１６：３０まで

食品モニターステーション（春日診療所　１階）※入口は北側になります。

平日（月曜日から金曜日）　  ※土日祝日は休みです。

０９０-９７４８－８３６６ ※原子力災害対策課、各地区公民館では受付できません。

午前　９：００～１２：００　　午後１３：００～１７：００

　※１回の申し込みにつき１世帯１品目（１測定）の申し込みとなります。
　　２品目以降の申し込みについては、利用状況によります。

（単位：Bq/kg） （セシウム合計値 単位：Bq/kg）

核種名 略称 検出下限値

セシウム134 Cs-134 10程度
25以下

セシウム137 Cs-137 10程度

刻まずに食品検査ができます！

春日診療所において食品を細かく刻まないで測定することができるよう

になりました。

※詳しくは「災害対策本部からのお知らせ №122別紙(H27.1.15発

行)｣をご参照いただくか、下記の申込み先へお問い合わせください。


