
自家用農産物等放射性物質検査結果 H27.6.1発行

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 うこぎ(ゆで) 鶴沢 宮ノ脇 ― 鶴沢

2 秋山 ― ― 春日

3 小柞ヶ作 47 春日

4 ― ― 飯坂

5 梅ノ口山 227 小綱木

6 福ノ内 26 小綱木

7 八羽内 ― 鶴沢

8 宮 ― 鶴沢

9 ― 25.6以下 飯坂

※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。

検査センター：測定日 平成27年5月1日～5月15日
地区公民館等・春日診療所：測定日 平成27年4月27日～5月16日
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。）

○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。
（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。）

○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。
○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。

○依頼者には測定結果をお知らせしています。

○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。

※たけのこ（ゆで）

飯坂

小綱木

鶴沢

●加工品　23件 採取地（産地）
検査所名

測定結果の記載について

10 ― 91 小神
11 西福沢 ― 176 小綱木
12 東福沢 下戸内 ― 福沢
13 ＊たけのこ（ゆで） 福島市 飯野町 ― 大綱木
14 ※たけのこ(はちく・ゆで) 鶴沢 ― 101 小神
15 ふき(ゆで) 小神 上都ノ内 ― 小神
16 飯坂 和久平 35 検査センター
17 折橋 362 春日
18 堂ノ作 41 春日
19 旧町内 東大清水 ― 春日
20 ― ― 春日
21 ― 30 小綱木
22 ＊わらび(あく抜き） 福島市 ― ― 小神
23 ※わらび(ゆで) 小神 赤羽根 ― 小神

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 大綱木 栢ノ木 401 大綱木

2 小綱木 脇 156 小綱木

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 大綱木 大木田 ― 大綱木

2 根本 ― 飯坂

3 細田 ― 春日

4 小綱木 笹峠 ― 小綱木

5 東福沢 光内 ― 福沢

6 オヤマボクチ 飯坂 峠 31.8以下 飯坂

検査所名

●山菜類　75件（1/3） 採取地（産地）
検査所名

※しいたけ(原木･露地）

※わらび(あく抜き）

大綱木

●きのこ類　2件

うど
旧町内

西福沢

採取地（産地）
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測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

7 飯坂 ― 62 飯坂

8 小綱木 長滝 25 小綱木

9 ※こしあぶら 東福沢 祭田 ― 福沢
10 いわき市 ― 338 春日
11 福島市 飯坂町 1120 福田
12 立子山 1290 福田
13 土湯温泉町 284 福田
14 クグノ平 ― 検査センター
15 槻木 ― 福田
16 大木戸 ― 飯坂
17 ― 春日
18 51 検査センター
19 ― 検査センター
20 関ノ上 ― 春日
21 ― ― 飯坂
22 大綱木 ― ― 大綱木
23 小島 大我楼 46 検査センター
24 旧町内 宮町 69 春日
25 小神 久根ノ内 79 小神
26 上後沢 65 小綱木
27 上羽金 28 小綱木
28 野馬畑 114 小綱木
29 東大柴 162 小綱木
30 脇 63 小綱木
31 鶴沢 鹿野 34 鶴沢
32 荒井山 44 福田
33 朴木作 59 福田

※こごみ

小綱木

羽田

●山菜類　75件（2/3） 採取地（産地）

下谷沢

＊こしあぶら

秋山

飯坂

※たけのこ

検査所名

※たけのこ

33 朴木作 59 福田
34 壱ノ沢 30 福沢
35 井戸ノ入 192 福沢
36 大木戸 ― 福沢
37 畑田 32 福沢
38 小高屋敷 720 春日
39 外田 401 春日
40 万所内 26 福沢
41 いわき市 ― 30 春日
42 福島市 信夫山 49 春日
43 ※たけのこ(はちく） 西福沢 植松 ― 福沢
44 飯坂 花塚山 82 春日
45 小島 大我楼 ― 検査センター
46 関ノ上 ― 春日
47 中道 ― 春日
48 ― ― 飯坂
49 小島 大我楼 ― 検査センター
50 岩垣 ― 福沢
51 檀ノ平 ― 福沢
52 ― ― 福沢
53 小高屋敷 ― 春日
54 外田 ― 春日
55 もみじがさ 小綱木 妻 56 小綱木
56 姥ヶ作 ― 福田
57 槻木 ― 福田
58 台山 ― 検査センター
59 堀坂 ― 春日
60 ― ― 春日

※たらの芽

西福沢

東福沢

秋山

飯坂

＊たけのこ

飯坂

西福沢

東福沢

ふき

※わらび
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測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計
61 新田 ― 大綱木

62 ― ― 春日

63 小島 大我楼 ― 検査センター
64 旧町内 寺久保 ― 春日
65 小神 吉内 ― 小神
66 脇 ― 小綱木
67 ― ― 春日
68 植松 215 福沢
69 植松 317 福沢
70 導心畑山 385 福沢
71 ― 44 福沢
72 ― 41 福沢
73 伊達市 月舘町糠田 ― 春日
74 二本松市 木幡 ― 春日
75 福島市 立子山 59 春日

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 桜の花 飯坂 上成栗 29.9以下 飯坂

2 ハチミツ 飯坂 諏訪 ― 春日

測定値（Bq/kg）

№ 品目 大字 字 合計

1 アスパラガス 飯坂 樋ノ下 ― 検査センター

2 飯坂 峠 ― 飯坂

3 大綱木 大木田 大綱木

●山菜類　75件（3/3） 採取地（産地）
検査所名

大綱木

小綱木

西福沢

東福沢

※わらび

●野菜類　12件 採取地（産地）
検査所名

きゃべつ

＊わらび

●その他　2件 採取地（産地）
検査所名

3 大綱木 大木田 ― 大綱木

4 鶴沢 鶴東 ― 鶴沢

5 大木田 ― 大綱木

6 大小町 ― 大綱木

7 小島 舘ノ越 ― 小島

8 小綱木 梅ノ口 ― 小綱木

9 しゅんぎく 飯坂 峠 ― 飯坂

10 せり 秋山 ― ― 小神

11 玉ねぎ 鶴沢 鶴東 ― 鶴沢

12 水菜 大綱木 大木田 ― 大綱木

●全114件中、基準値を超えた件数18件（検出下限値を超えた件数：49件）

検査所名 検査件数 検査所名 検査件数

大綱木公民館 9件 小神公民館 8件

小綱木公民館 15件 羽山の森美術館（福沢） 17件

小島公民館 1件 飯坂生活改善センター 11件

福田公民館 8件 放射性物質検査センター 10件

鶴沢公民館 6件 春日診療所 29件

食品群 基準値

一般食品 100

<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

きゃべつ

くきたち菜

さやえんどう

大綱木

核種名 略称 検出下限値

セシウム134 Cs-134 10程度
25以下

乳児用食品 50
25以下

セシウム137 Cs-137 10程度
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（単位：Bq/kg） （セシウム合計値 単位：Bq/kg）


