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中島村放射性物質検査(食品等)結果一覧

測定器:NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱社製) 合計件数 269

○結果の表記については、福島県に準じております。例　NDの場合→検出せず(<検出下限)
○検出下限は、測定状況(時間､気温､試料の種類等）の影響により、1測定ごとに異なります。また、実際の測定値を表すものではありません。
○採取・加工日の上､中､下の表記については、上→上旬､中→中旬､下→下旬の意味です。

穀類 31

じゅうねん 大字松崎字新石 検出せず (<9.70) 検出せず (<8.94) 検出せず (<18.6) 2012.11.20 2012.12.26
黒豆 大字滑津字二ツ山 検出せず (<10.10) 検出せず (<8.91) 検出せず (<19.0) 2012.11.10 2012.12.19
花豆 大字滑津字滑津原 検出せず (<8.73) 検出せず (<7.77) 検出せず (<16.5) 2012.11.30 2012.12.17
小豆 大字滑津字境ノ内 検出せず (<9.01) 検出せず (<7.95) 検出せず (<17.0) 2012.10.中 2012.11.28
小豆 大字滑津字二ツ山 検出せず (<9.97) 検出せず (<9.03) 検出せず (<19.0) 2012.11.10 2012.11.27
青豆 大字川原田字屋中 検出せず (<11.8) 検出せず (<10.4) 検出せず (<22.2) 2012.11.10 2012.11.20

白米(ｳﾙﾁ) 大字滑津字小針 検出せず (<6.76) 検出せず (<6.44) 検出せず (<13.2) 2012.11.3 2012.11.13
青豆(小粒） 大字中島字天下一 検出せず (<10.4) 検出せず (<9.27) 検出せず (<19.7) 2012.10.26 2012.10.26
玄米(ｳﾙﾁ) 大字松崎字大池下 検出せず (<6.69) 検出せず (<6.19) 検出せず (<12.9) 2012.10.14 2012.10.22
玄米(ｳﾙﾁ) 大字松崎字大池下 検出せず (<7.55) 検出せず (<6.92) 検出せず (<14.5) 2012.10.14 2012.10.22
玄米(ﾓﾁ) 大字松崎字西川 検出せず (<6.91) 検出せず (<6.32) 検出せず (<13.2) 2012.10.07 2012.10.22
玄米(ｳﾙﾁ) 大字中島字満作山 検出せず (<6.95) 検出せず (<6.44) 検出せず (<13.4) 2012.10.10 2012.10.16
玄米(ｳﾙﾁ) 大字中島字天下一 検出せず (<8.03) 検出せず (<7.48) 検出せず (<15.5) 2012.10.10 2012.10.16
玄米(ｳﾙﾁ) 大字滑津字中ツ島 検出せず (<7.83) 検出せず (<7.25) 検出せず (<15.1) 2012.10.09 2012.10.11
玄米(ｳﾙﾁ) 大字中島字大池下 検出せず (<7.38) 検出せず (<6.89) 検出せず (<14.3) 2012.10.08 2012.10.09

ｸﾘ 大字滑津字中島西 検出せず (<8.09) 2012.10.03 2012.10.09
ｸﾘ 大字滑津字雁俣池南 2012.09.25 2012.10.02

白米(ｳﾙﾁ) 大字松崎字月山 検出せず (<7.64) 検出せず (<7.05) 検出せず (<14.7) 2012.10.01 2012.10.02
ｸﾘ 大字滑津字滑津原 2012.10.01 2012.10.01
ｸﾘ 大字滑津字滑津原 2012.10.01 2012.10.01
ｸﾘ 大字滑津字本法寺裏 2012.09.17 2012.09.18

玄米(ｳﾙﾁ) 大字中島字天下一 検出せず (<7.56) 検出せず (<7.11) 検出せず (<14.7) 2011.10.中 2012.09.11
白米(ｳﾙﾁ) 大字滑津字小針前 検出せず (<7.24) 検出せず (<6.74) 検出せず (<14.0) 2011.10.上 2012.07.30
玄米(ｳﾙﾁ) 大字二子塚字前田 検出せず (<8.52) 検出せず (<8.06) 検出せず (<16.6) 2011.10.15 2012.07.13
玄米(ｳﾙﾁ) 大字中島字満作山 検出せず (<7.17) 検出せず (<6.56) 検出せず (<13.7) 2011.10.上 2012.07.05
玄米(ｳﾙﾁ) 大字中島字満作山 検出せず (<7.47) 検出せず (<4.33) 検出せず (<11.8) 2011.10.下 2012.06.14

大豆 大字松崎字月山 検出せず (<10.7) 検出せず (<9.47) 検出せず (<20.1) 2011.10.下 2012.05.07
玄米(ﾓﾁ) 大字中島字天神前 検出せず (<5.96) 検出せず (<5.54) 検出せず (<11.5) 2011.10.上 2012.05.07
白米(ｳﾙﾁ) 大字中島字天神前 検出せず (<7.52) 検出せず (<7.11) 検出せず (<14.6) 2011.10.10 2012.05.02
白米(ｳﾙﾁ) 大字滑津字小針前 検出せず (<8.98) 検出せず (<8.36) 検出せず (<17.3) 2011.10.05 2012.05.01
玄米(ｳﾙﾁ) 大字二子塚字舘之前 検出せず (<8.47) 検出せず (<7.84) 検出せず (<16.3) 2011.10.中 2012.04.16

野菜 116

ﾈｷﾞ 大字滑津字天下一 検出せず (<7.93) 検出せず (<7.45) 検出せず (<15.4) 2013.3.29 2013.3.29
ｺﾞﾎﾞｳ 大字二子塚字吉田 検出せず (<8.64) 検出せず (<7.89) 検出せず (<16.5) 2013.2.14 2013.2.14

ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字中島字二子塚前 検出せず (<9.47) 検出せず (<8.74) 検出せず (<18.2) 2013.2.13 2013.2.13
ｺﾏﾂﾅ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<8.14) 検出せず (<7.52) 検出せず (<15.7) 2013.2.3 2013.2.4
ｺﾏﾂﾅ 大字二子塚字前田 検出せず (<8.11) 検出せず (<7.55) 検出せず (<15.7) 2013.2.4 2013.2.4

ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<9.18) 検出せず (<8.47) 検出せず (<17.7) 2013.1.29 2013.1.29
ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字二子塚字浦原 検出せず (<7.91) 検出せず (<7.19) 検出せず (<15.1) 2013.1.21 2013.1.21
ﾅｶﾞﾈｷﾞ 大字二子塚字吉田 検出せず (<8.37) 検出せず (<7.79) 検出せず (<16.2) 2012.12.7 2012.12.7
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字境ノ内 検出せず (<9.00) 検出せず (<8.19) 検出せず (<17.2) 2012.10.下 2012.11.29
ｺﾞﾎﾞｳ 大字二子塚字栄田 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.01) 検出せず (<16.9) 2012.11.26 2012.11.27
ｻﾄｲﾓ 大字滑津字滑津原 検出せず (<8.43) 検出せず (<7.76) 検出せず (<16.2) 2012.11.26 2012.11.27
ﾀﾞｲｺﾝ 大字滑津字岡ノ内西 検出せず (<6.74) 検出せず (<6.29) 検出せず (<13.0) 2012.11.20 2012.11.21
ﾅｶﾞﾈｷﾞ 大字滑津字岡ノ内西 検出せず (<8.64) 検出せず (<7.94) 検出せず (<16.6) 2012.11.20 2012.11.21
ﾊｸｻｲ 大字滑津字岡ノ内西 検出せず (<6.73) 検出せず (<6.21) 検出せず (<12.9) 2012.11.20 2012.11.21
ｶﾎﾞﾁｬ 大字川原田字屋中 検出せず (<9.12) 検出せず (<8.36) 検出せず (<17.5) 2012.10.上 2012.11.20
ﾊｸｻｲ 大字滑津字元村 検出せず (<8.17) 検出せず (<7.69) 検出せず (<15.9) 2012.11.19 2012.11.19
ｺﾞﾎﾞｳ 大字滑津字大池向 検出せず (<8.89) 検出せず (<8.10) 検出せず (<17.0) 2012.11.8 2012.11.14

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字滑津字滑津原 検出せず (<6.91) 検出せず (<6.33) 検出せず (<13.2) 2012.9.10 2012.11.13
ﾊｸｻｲ 大字滑津字滑津原 検出せず (<5.11) 検出せず (<4.92) 検出せず (<10.0) 2012.11.13 2013.11.13
ｺﾞﾎﾞｳ 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.05) 検出せず (<8.24) 検出せず (<17.3) 2012.11.7 2012.11.7

ﾅｶﾞﾆﾝｼﾞﾝ 大字二子塚字浦原 検出せず (<7.47) 検出せず (<6.90) 検出せず (<14.4) 2012.11.7 2012.11.7
ｼｭﾝｷﾞｸ 大字二子塚字荷前橋 検出せず (<9.04) 検出せず (<8.75) 検出せず (<17.8) 2012.11.5 2012.11.5
ﾊｸｻｲ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<8.43) 検出せず (<8.02) 検出せず (<16.4) 2012.10.31 2012.10.31
ﾊｸｻｲ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.34) 検出せず (<7.81) 検出せず (<16.1) 2012.10.31 2012.10.31
ﾀﾞｲｺﾝ 大字二子塚字入江 検出せず (<6.95) 検出せず (<6.30) 検出せず (<13.3) 2012.10.31 2012.10.31
ｻﾂﾏｲﾓ 大字滑津字新田 検出せず (<10.5) 検出せず (<9.72) 検出せず (<20.2) 2012.10.31 2012.10.31
ﾊｸｻｲ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<7.09) 検出せず (<6.46) 検出せず (<13.5) 2012.10.30 2012.10.30

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<7.28) 検出せず (<6.60) 検出せず (<13.9) 2012.8.10 2012.10.30
ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<9.89) 検出せず (<9.20) 検出せず (<19.1) 2012.10.30 2012.10.30
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.22) 検出せず (<7.59) 検出せず (<15.8) 2012.8.中 2012.10.30
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字入江 検出せず (<7.46) 検出せず (<6.81) 検出せず (<14.3) 2012.10.27 2012.10.30

11.6 20.5
12.6 19.4 32

品目 採取場所 採取･加工日 検査日
ｾｼｳﾑ134･137の計ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137

採取･加工日 検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137 ｾｼｳﾑ134･137の計

検出核種･濃度(Bq/kg)

5.63 5.63
8.28 18.5 26.7

10.4

野菜 暫定規制値
ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

検出核種･濃度(Bq/kg)

穀類 暫定規制値

品目 採取場所

ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

18.3 28.6
8.84
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ｻﾆｰﾚﾀｽ 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.93) 検出せず (<7.22) 検出せず (<15.1) 2012.10.29 2012.10.29
ｻﾂﾏｲﾓ 大字滑津字畑田 検出せず (<7.26) 検出せず (<5.19) 検出せず (<12.5) 2012.10.25 2012.10.29
ｺﾏﾂﾅ 大字吉岡字東畑 検出せず (<8.65) 検出せず (<8.17) 検出せず (<16.8) 2012.10.29 2012.10.29
ﾀﾞｲｺﾝ 大字吉岡字東畑 検出せず (<6.63) 検出せず (<6.22) 検出せず (<12.9) 2012.10.29 2012.10.29
ｶﾎﾞﾁｬ 大字松崎字月山 検出せず (<8.01) 検出せず (<7.04) 検出せず (<15.1) 2012.10.23 2012.10.26
ｻﾄｲﾓ 大字松崎字月山 検出せず (<8.81) 検出せず (<7.88) 検出せず (<16.7) 2012.10.26 2012.10.26
ﾆﾝｼﾞﾝ 大字中島字天下一 検出せず (<8.26) 検出せず (<7.49) 検出せず (<15.8) 2012.10.25 2012.10.26
ｻﾂﾏｲﾓ 大字中島字天下一 検出せず (<6.90) 検出せず (<6.31) 検出せず (<13.2) 2012.10.25 2012.10.26
食用菊 大字中島字天下一 検出せず (<9.48) 検出せず (<8.80) 検出せず (<18.3) 2012.10.26 2012.10.26
ｺﾏﾂﾅ 大字二子塚字荷前橋 検出せず (<8.70) 検出せず (<8.34) 検出せず (<17.0) 2012.10.24 2012.10.24

ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字二子塚字荷前橋 検出せず (<9.13) 検出せず (<8.45) 検出せず (<17.6) 2012.10.24 2012.10.24
ﾀﾞｲｺﾝ 大字二子塚字浦原 検出せず (<6.75) 検出せず (<6.27) 検出せず (<13.0) 2012.10.24 2012.10.24
ｶﾎﾞﾁｬ 大字滑津字背戸原 検出せず (<7.67) 検出せず (<7.03) 検出せず (<14.7) 2012.10.01 2012.10.16
ｻﾄｲﾓ 大字滑津字背戸原 検出せず (<7.99) 検出せず (<7.33) 検出せず (<15.3) 2012.10.11 2012.10.11

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.62) 検出せず (<7.01) 検出せず (<14.6) 2012.10.10 2012.10.10
ｺﾞﾎﾞｳ 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.40) 検出せず (<17.4) 2012.10.10 2012.10.10

ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字吉岡字迎久保 検出せず (<9.57) 検出せず (<8.70) 検出せず (<18.3) 2012.10.10 2012.10.10
ﾐｽﾞﾅ 大字吉岡字迎久保 検出せず (<7.82) 検出せず (<7.21) 検出せず (<15.0) 2012.10.10 2012.10.10
ﾆﾝﾆｸ 大字滑津字滑津原 検出せず (<7.94) 検出せず (<7.13) 検出せず (<15.1) 2012.10.02 2012.10.02
ﾐｮｳｶﾞ 大字滑津字中島西 検出せず (<9.29) 2012.10.01 2012.10.01
ｻﾄｲﾓ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<7.55) 検出せず (<8.09) 検出せず (<15.6) 2012.09.26 2012.09.26
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字勘次郎山 検出せず (<6.27) 検出せず (<3.59) 検出せず (<9.86) 2012.09.25 2012.09.26
ﾐｮｳｶﾞ 大字滑津字元村 2012.09.25 2012.09.26
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字館山 検出せず (<7.01) 検出せず (<6.38) 検出せず (<13.4) 2012.09.23 2012.09.24
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字入江 検出せず (<7.95) 検出せず (<7.29) 検出せず (<15.2) 2012.09.18 2012.09.18
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字吉田 検出せず (<8.36) 検出せず (<7.94) 検出せず (<16.3) 2012.09.11 2012.09.11
ｷｭｳﾘ 大字中島字天下一 検出せず (<7.77) 検出せず (<7.16) 検出せず (<14.9) 2012.09.10 2012.09.11
ﾄﾏﾄ 大字中島字天下一 検出せず (<7.35) 検出せず (<6.70) 検出せず (<14.1) 2012.09.10 2012.09.11

ﾅｶﾞﾈｷﾞ 大字滑津字中島西 検出せず (<8.13) 検出せず (<7.64) 検出せず (<15.8) 2012.09.10 2012.09.10
ﾅｽ 大字二子塚字境ノ内 検出せず (<6.59) 検出せず (<6.09) 検出せず (<12.7) 2012.09.07 2012.09.07

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字松崎字善棚 検出せず (<7.57) 検出せず (<7.01) 検出せず (<14.6) 2012.09.07 2012.09.07
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字栄田 検出せず (<8.40) 検出せず (<7.62) 検出せず (<16.0) 2012.09.04 2012.09.04
ｻﾄｲﾓ 大字二子塚字吉田 検出せず (<7.36) 検出せず (<6.52) 検出せず (<13.9) 2012.08.27 2012.08.27

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字二子塚字浦原 検出せず (<4.38) 検出せず (<6.54) 検出せず (<10.9) 2012.08.10 2012.08.23
ｺﾞﾎﾞｳ 大字中島字中島西 検出せず (<8.55) 検出せず (<7.87) 検出せず (<16.4) 2012.08.20 2012.08.20
ｽｲｶ 大字二子塚字東塚 検出せず (<9.56) 検出せず (<8.83) 検出せず (<18.4) 2012.08.07 2012.08.10

ﾆｶﾞｳﾘ(ｺﾞｰﾔ) 大字滑津字二ツ山 検出せず (<8.73) 検出せず (<8.16) 検出せず (<16.9) 2012.08.09 2012.08.09
ﾒﾛﾝ 大字中島字天神西 検出せず (<6.63) 検出せず (<5.95) 検出せず (<12.6) 2012.08.09 2012.08.09

ﾐﾆﾄﾏﾄ 大字中島字二子塚前 検出せず (<7.81) 検出せず (<7.16) 検出せず (<15.0) 2012.07.30 2012.07.30
ﾐﾆﾄﾏﾄ 大字中島字二子塚前 検出せず (<7.77) 検出せず (<7.13) 検出せず (<14.9) 2012.7.30 2012.07.30
ﾀﾏﾈｷﾞ 大字松崎字新石 検出せず (<7.09) 検出せず (<6.59) 検出せず (<13.7) 2012.07.20 2012.07.30

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字松崎字新石 検出せず (<7.70) 検出せず (<7.06) 検出せず (<14.8) 2012.07.20 2012.07.30
ｵｸﾗ 大字中島字二子塚前 検出せず (<9.54) 検出せず (<8.72) 検出せず (<18.3) 2012.07.19 2012.07.20
ﾄﾏﾄ 大字中島字二子塚前 検出せず (<7.48) 検出せず (<7.10) 検出せず (<14.6) 2012.07.19 2012.07.20

ﾅｶﾞﾈｷﾞ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<10.1) 検出せず (<9.42) 検出せず (<19.5) 2012.07.17 2012.07.19
ﾄﾏﾄ 大字滑津字中島西 検出せず (<7.07) 検出せず (<6.51) 検出せず (<13.6) 2012.07.18 2012.07.18

ｶﾎﾞﾁｬ 大字二子塚字吉田 検出せず (<7.02) 検出せず (<6.45) 検出せず (<13.5) 2012.07.12 2012.07.12
ﾄｳﾓﾛｺｼ 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.71) 検出せず (<8.88) 検出せず (<18.6) 2012.07.10 2012.07.10
ｶﾎﾞﾁｬ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.58) 検出せず (<17.9) 2012.07.09 2012.07.09
ｷｭｳﾘ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<7.30) 検出せず (<6.73) 検出せず (<14.0) 2012.07.09 2012.07.09

ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ 大字二子塚字日向内 検出せず (<8.61) 検出せず (<8.05) 検出せず (<16.7) 2012.07.04 2012.07.06
ﾀﾏﾈｷﾞ 大字二子塚字舘ノ前 検出せず (<7.36) 検出せず (<6.75) 検出せず (<14.1) 2012.07.04 2012.07.06
ﾆﾝｼﾞﾝ 大字中島字大池下 検出せず (<10.1) 検出せず (<9.16) 検出せず (<19.3) 2012.07.04 2012.07.05
ｶﾎﾞﾁｬ 大字中島字大池下 検出せず (<7.00) 検出せず (<6.49) 検出せず (<13.5) 2012.07.04 2012.07.05
ﾆﾝﾆｸ 大字中島字天下一 検出せず (<9.59) 検出せず (<8.52) 検出せず (<18.1) 2012.07.01 2012.07.05
ﾀﾏﾈｷﾞ 大字二子塚字家来 検出せず (<7.67) 検出せず (<7.29) 検出せず (<15.0) 2012.06.30 2012.07.05

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字二子塚字家来 検出せず (<7.00) 検出せず (<6.33) 検出せず (<13.3) 2012.07.04 2012.07.05
ｷｭｳﾘ 大字二子塚字家来 検出せず (<8.29) 検出せず (<7.65) 検出せず (<15.9) 2012.07.04 2012.07.05

ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ 大字中島字天下一 検出せず (<11.7) 検出せず (<10.9) 検出せず (<22.6) 2012.07.04 2012.07.05
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 大字滑津字畑田 検出せず (<7.11) 検出せず (<6.43) 検出せず (<13.5) 2012.07.04 2012.07.05
ｽﾞｯｷｰﾆ 大字中島字天下一 検出せず (<7.36) 検出せず (<6.93) 検出せず (<14.3) 2012.07.05 2012.07.05
ﾊｸｻｲ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.17) 検出せず (<7.52) 検出せず (<15.7) 2012.07.04 2012.07.05
ﾀﾏﾈｷﾞ 大字滑津字背戸原 検出せず (<8.60) 検出せず (<7.90) 検出せず (<16.5) 2012.06.29 2012.07.03
ｶﾎﾞﾁｬ 大字滑津字大池向 検出せず (<7.64) 検出せず (<6.84) 検出せず (<14.5) 2012.06.30 2012.07.02
ﾄﾏﾄ 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.24) 検出せず (<7.49) 検出せず (<15.7) 2012.07.02 2012.07.02

ｶﾎﾞﾁｬ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.65) 検出せず (<7.71) 検出せず (<16.4) 2012.06.29 2012.06.29
ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒ 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<8.92) 検出せず (<8.17) 検出せず (<17.1) 2012.06.26 2012.06.26

ｷｭｳﾘ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<6.00) 検出せず (<5.64) 検出せず (<11.6) 2012.06.25 2012.06.26
ﾐﾆﾄﾏﾄ 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.10) 検出せず (<7.59) 検出せず (<15.7) 2012.06.26 2012.06.26

ｻﾗﾀﾞｶﾌﾞ 大字中島字三桝郷 検出せず (<7.45) 検出せず (<6.93) 検出せず (<14.4) 2012.06.21 2012.06.21
ｼｭﾝｷﾞｸ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<5.79) 検出せず (<8.12) 検出せず (<13.9) 2012.05.21 2012.05.21
ｷｭｳﾘ 大字滑津字小針 検出せず (<9.40) 検出せず (<8.61) 検出せず (<18.0) 2012.05.17 2012.05.17
ﾐﾂﾊﾞ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<9.70) 検出せず (<9.00) 検出せず (<18.7) 2012.05.14 2012.05.14
ｺﾏﾂﾅ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<8.82) 検出せず (<8.40) 検出せず (<17.2) 2012.05.11 2012.05.11

ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字滑津字元村 検出せず (<5.87) 検出せず (<8.61) 検出せず (<14.5) 2012.05.09 2012.05.09
ｳﾙｲ 大字滑津字新田 検出せず (<11.4) 検出せず (<10.7) 検出せず (<22.2) 2012.05.02 2012.05.02

ｶﾗｼﾅ 大字滑津字新町尻 検出せず (<10.4) 検出せず (<9.64) 検出せず (<20.0) 2012.05.01 2012.05.02
ﾌｷ 大字滑津字滑津原 検出せず (<8.10) 検出せず (<7.53) 検出せず (<15.6) 2012.05.01 2012.05.02

ﾀｶﾅ 大字滑津字滑津原 検出せず (<10.1) 検出せず (<9.45) 検出せず (<19.6) 2012.05.01 2012.05.01
ｷﾞｮｳｼﾞｬﾆﾝﾆｸ 大字滑津字新田 検出せず (<12.2) 検出せず (<11.3) 検出せず (<23.5) 2012.05.01 2012.05.01

7.25 7.25

7.06 9.8 16.9
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ｶﾌﾞ 大字中島字三桝郷 検出せず (<7.95) 検出せず (<7.47) 検出せず (<15.4) 2012.04.23 2012.04.24
ｺﾏﾂﾅ 大字滑津字岡ノ内西 検出せず (<9.37) 検出せず (<8.83) 検出せず (<18.2) 2012.04.23 2012.04.23
ｱﾌﾞﾗﾅ 大字滑津字御城 検出せず (<9.44) 検出せず (<8.80) 検出せず (<18.2) 2012.04.12 2012.04.12

ﾎｳﾚﾝｿｳ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<11.0) 検出せず (<10.1) 検出せず (<21.1) 2012.04.10 2012.04.10
ﾅｶﾞﾈｷﾞ 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<10.7) 検出せず (<9.78) 検出せず (<20.5) 2012.04.06 2012.04.09

山菜・きのこ類 71

ふきのとう 大字中島字天神西 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.55) 検出せず (<19.8) 2013.3.14 2013.3.21
くりたけ（原木） 大字松崎字田向 2012.11.13 2012.11.13
くりたけ（原木） 大字滑津字岡ノ内西 2012.11.1 2012.11.1

ひらたけ 大字川原田字中屋敷 2012.10.30 2012.10.30
しいたけ（原木） 大字吉岡字迎久保 2012.10.28 2012.10.29
しいたけ（原木） 大字滑津字羽黒裏 2012.10.29 2012.10.29
しいたけ（原木） 大字松崎字善棚 2012.10.26 2012.10.26

ししたけ 大字滑津字二ツ山 2012.10.12 2012.10.12
ささもだし 大字二子塚字舘下 2012.10.04 2012.10.04
ささもだし 大字滑津字岡ノ内 2012.10.03 2012.10.04
ささもだし 大字滑津字上入久保 2012.10.04 2012.10.04

しいたけ（原木） 大字滑津字中島西 2012.10.01 2012.10.01
きのこ類 大字滑津字元村 2012.10.01 2012.10.01
なめこ 大字滑津字岡ノ内裏 2012.07.06 2012.0.06
ふき 大字二子塚字荷前橋 検出せず (<10.0) 検出せず (<10.0) 検出せず (<20.0) 2012.06.06 2012.06.07
ふき 大字滑津字中ツ島 検出せず (<9.96) 検出せず (<9.04) 検出せず (<19.0) 2012.06.06 2012.06.06
ふき 大字滑津字新田 検出せず (<8.10) 検出せず (<10.4) 検出せず (<18.5) 2012.05.30 2012.05.30
ふき 大字滑津字御蔵場 検出せず (<10.0) 検出せず (<10.0) 検出せず (<20.0) 2012.05.27 2012.05.28
ふき 大字滑津字御蔵場 検出せず (<10.0) 検出せず (<10.0) 検出せず (<20.0) 2012.05.27 2012.05.28

わらび 大字松崎字住吉 検出せず (<10.0) 検出せず (<10.0) 検出せず (<20.0) 2012.05.24 2012.05.25
みずな 大字二子塚字西内 2012.05.21 2012.05.21
ふき 大字二子塚字後山 検出せず (<9.30) 検出せず (<8.57) 検出せず (<17.9) 2012.05.14 2012.05.14

みずな 大字滑津字愛宕山 検出せず (<10.0) 検出せず (<10.0) 検出せず (<20.0) 2012.05.14 2012.05.14
たけのこ 大字滑津字愛宕山 2012.05.14 2012.05.14
たけのこ 大字滑津字愛宕山 2012.05.14 2012.05.14

ふき 大字滑津字御蔵場 検出せず (<9.69) 検出せず (<8.92) 検出せず (<18.6) 2012.05.14 2012.05.14
ふき 大字滑津字小針 検出せず (<9.71) 検出せず (<8.75) 検出せず (<18.5) 2012.05.11 2012.05.11

たけのこ 大字松崎字袴舘 2012.05.10 2012.05.11
こしあぶら（ﾔﾏｸﾞﾙﾐ） 大字松崎字袴舘 2012.05.10 2012.05.11

たけのこ 大字滑津字秋葉山 2012.05.10 2012.05.10
たけのこ 大字二子塚字浦原 2012.05.08 2012.05.10

ふき 大字二子塚字入江 検出せず (<9.50) 検出せず (<8.90) 検出せず (<18.4) 2012.05.09 2012.05.09
たけのこ 大字二子塚字浦原 2012.05.08 2012.05.09
たけのこ 大字中島字天下一 2012.05.08 2012.05.09
たけのこ 大字滑津字二ツ山 2012.05.08 2012.05.08
たけのこ 大字滑津字御蔵場 2012.05.07 20120.05.07
たけのこ 大字滑津字元村 2012.05.07 2012.05.07
たけのこ 大字滑津字中島西 2012.05.07 2012.05.07
たけのこ 大字二子塚字後山 2012.05.06 2012.05.07
たけのこ 大字滑津字白ツ子 2012.05.02 2012.05.02
たけのこ 大字滑津字大池向 2012.05.02 2012.05.02
たけのこ 大字滑津字新町尻 2012.05.01 2012.05.02
たけのこ 大字滑津字滑津原 2012.05.01 2012.05.02
たけのこ 大字二子塚字舘下 2012.05.01 2012.05.02

しいたけ（原木） 大字川原田字原山 2012.05.01 2012.05.01
しいたけ（原木） 大字滑津字小針 2012.05.01 2012.05.01

たけのこ 大字滑津字菖蒲釜池南 2012.05.01 2012.05.01
たけのこ 大字滑津字中ツ島 2012.05.01 2012.05.01
タラの芽 大字滑津字二ツ山 検出せず (<13.60) 検出せず (<12.90) 検出せず (<26.5) 2012.05.01 2012.05.01

こしあぶら（ﾔﾏｸﾞﾙﾐ） 大字滑津字岡ノ内 2012.04.30 2012.05.01
たけのこ 大字松崎字堂ノ入 2012.05.01 2012.05.01

しいたけ（原木） 大字松崎字高坊地 2012.04.30 2012.05.01
たけのこ 大字滑津字二ツ山 2012.05.01 2012.05.01

しいたけ（原木） 大字松崎字住吉 2012.04.26 2012.04.27
わらび 大字松崎字袴舘 検出せず (<17.70) 検出せず (<16.30) 検出せず (<34.1) 2012.04.26 2012.04.26

くさそてつ(ｺｺﾞﾐ) 大字松崎字袴舘 2012.04.26 2012.04.26
しいたけ（原木） 大字二子塚字弘法塚山 2012.04.26 2012.04.26
しいたけ（原木） 大字吉岡字町畑 2012.04.25 2012.04.26
しいたけ（原木） 大字滑津字滑津原 2012.04.25 2012.04.25
しいたけ（原木） 大字滑津字滑津原 2012.04.24 2012.04.24
しいたけ（原木） 大字吉岡字迎久保 2012.04.24 2012.04.24
しいたけ（原木） 大字松崎字松美 2012.04.23 2012.04.23
しいたけ（原木） 大字滑津字岡ノ内 2012.04.22 2012.04.23
しいたけ（原木） 大字滑津字中島西 2012.04.19 2012.04.19
しいたけ（原木） 大字滑津字二ツ山 2012.04.14 2012.04.16
しいたけ（原木） 大字滑津字滑津原 2012.04.16 2012.04.16
しいたけ（原木） 大字滑津字中島西 2012.04.16 2012.04.16
しいたけ（原木） 大字滑津字中島西 2012.04.16 2012.04.16
しいたけ（原木） 大字滑津字岡ノ内裏 2012.04.12 2012.04.13
しいたけ（原木） 大字滑津字岡ノ内 2012.04.12 2012.04.12

66.2 89.1 155
89.3 109 199
171 220 391

128 169 298
90.4 118 208

83.3 116 200
23 22.3 45.3
176 234 410
180 242 422

89.9 123 213
116 144 260

160 229 389

8.82 14.2 23
43.1 50 93.1
53.8 73.2 127

45 66.8 112
72.6 106 178

386 522 908
47.2 61.7 109
124 160 285

20.1 22.6 42.8
13.6 18.9 32.5

48.1 69.9 118
137 200 336
45.3 61.8 107

23.6 30.6 54.1
15.9 19 34.9
33.6 52.1 85.7

12.7 14.6 27.3
12.7 12.4 25.1
7.6 11.5 19.1

10.4 17.3 27.7
15.2 17.9 33.1
12.1 17.9 30

23.9 26.9 50.8
19.5 24.1 43.6

95.1 121 216
25 29.8 54.8
7.9 12.6 20.5

11.6 10.4 22

13.1 14 27.1

88 134 222
51 78 130

4.81 7.54 12.4
33 48.4 81.4
50 84.7 135

35.1 22.8 57.8
101 189

76.5
11.1 19.7 30.8

291
72.3 127 199

採取･加工日 検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137 ｾｼｳﾑ134･137の計

12.9 14.9 27.9
7.47 8.02 15.5

39.9 56.2 96.1
29.4 47

山菜・きのこ類 暫定規制値

品目 採取場所

ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

検出核種･濃度(Bq/kg)

32.6
12.2 15.9 28.1

53.7 86.3
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しいたけ（原木） 大字滑津字元村 2012.04.06 2012.04.06

果物 25

ｷﾞﾝﾅﾝ 大字滑津字天下一 2012.11.15 2012.12.19
ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<7.12) 検出せず (<6.66) 検出せず (<13.8) 2012.11.30 2012.11.30
ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<8.42) 2012.11.20 2012.11.28

ｷﾞﾝﾅﾝ 大字滑津字滑津原 検出せず (<6.55) 2012.11.20 2012.11.27
柿 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<7.31) 検出せず (<6.92) 検出せず (<14.2) 2012.11.21 2012.11.22

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 大字滑津字代畑 2012.11.20 2012.11.21
柿(ﾊﾁﾔ) 大字川原田字屋中 検出せず (<7.00) 検出せず (<6.74) 検出せず (<13.7) 2012.11.19 2012.11.20
柿(ﾊﾁﾔ) 大字滑津字中島西 2012.11.19 2012.11.19

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 大字中島字西前 検出せず (<8.70) 検出せず (<8.07) 検出せず (<16.8) 2012.11.14 2012.11.14
柿 大字松崎字松美 検出せず (<7.49) 検出せず (<7.12) 検出せず (<14.6) 2012.11.13 2012.11.13
柿 大字滑津字滑津原 検出せず (<6.72) 2012.11.09 2012.11.09

柿(ﾐｼﾗｽﾞ) 大字滑津字二ツ山 2012.11.07 2012.11.07
柿(ﾊﾁﾔ) 大字滑津字二ツ山 検出せず (<7.90) 2012.11.07 2012.11.07

柿 大字滑津字滑津原 検出せず (<4.21) 2012.11.06 2012.11.06
ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 大字滑津字滑津原 検出せず (<9.54) 検出せず (<8.99) 検出せず (<18.5) 2012.11.06 2012.11.06

柿 大字滑津字天下一 検出せず (<9.72) 検出せず (<9.11) 検出せず (<18.8) 2012.11.05 2012.11.06
柿 大字二子塚字西内 検出せず (<7.46) 検出せず (<6.94) 検出せず (<14.4) 2012.10.28 2012.10.31

柿(ﾊﾁﾔ) 大字中島字天下一 検出せず (<6.13) 検出せず (<10.20) 検出せず (<16.3) 2012.10.26 2012.10.26
ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<6.87) 2012.10.19 2012.10.25

柿 大字滑津字元村 検出せず (<7.19) 検出せず (<6.60) 検出せず (<13.8) 2012.10.10 2012.10.11
柿 大字滑津字大池向南 検出せず (<7.12) 検出せず (<6.90) 検出せず (<14.0) 2012.10.04 2012.10.04
もも 大字滑津字元村 検出せず (<7.89) 検出せず (<7.23) 検出せず (<15.1) 2012.07.31 2012.08.01
うめ 大字滑津字元村 2012.07.13 2012.07.13
うめ 大字松崎字善棚 検出せず (<5.88) 2012.07.11 2012.07.11
うめ 大字滑津字新町尻 検出せず (<4.29) 2012.06.19 2012.06.19

魚介類 2

ｺｲ 中島村　大池（阿武隈水系） 2012.09.23 2012.09.25
ﾅﾏｽﾞ 中島村　阿武隈川 2012.06.28 2012.06.28

農産加工物 24

みそ漬け 大字中島字天下一 検出せず (<7.60) 検出せず (<7.06) 検出せず (<14.7) 2012.10.15 2013.03.29
いもがら 大字二子塚字天王山 検出せず (<9.91) 検出せず (<8.69) 検出せず (<18.6) 2012.10.下 2013.02.18
いもがら 大字松崎字新石 検出せず (<8.98) 検出せず (<7.94) 検出せず (<16.9) 2012.12.26 2012.12.26
干し柿 大字滑津字新町尻 検出せず (<5.82) 2012.11.25 2012.12.25

いもがら 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<9.42) 検出せず (<8.35) 検出せず (<17.8) 2012.10.30 2012.12.13
白菜漬け 大字滑津字愛宕山 検出せず (<7.18) 検出せず (<6.54) 検出せず (<13.7) 2012.12.11 2012.12.13
つぼ漬け 大字滑津字愛宕山 検出せず (<7.13) 検出せず (<6.36) 検出せず (<13.5) 2012.12.06 2012.12.13
干し柿 大字滑津字愛宕山 2012.11.10 2012.12.13

はちみつ 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<5.56) 検出せず (<5.18) 検出せず (<10.7) 2012.10.01 2012.11.29
いもがら 大字二子塚字境ノ内 検出せず (<6.58) 検出せず (<8.49) 検出せず (<15.1) 2012.09.中 2012.11.28

らっきょう（酢漬け） 大字中島字天下一 検出せず (<8.34) 検出せず (<8.57) 検出せず (<16.9) 2012.06.30 2012.10.26
ﾊｯｸﾙﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<7.36) 検出せず (<6.71) 検出せず (<14.1) 2012.10.15 2012.10.18

梅干し 大字滑津字滑津原 検出せず (<4.27) 2012.07.01 2012.07.24
もち（加工） 大字中島字天神東 検出せず (<6.14) 検出せず (<5.74) 検出せず (<11.9) 2012.07.19 2012.07.19
ｷｭｳﾘ（漬物） 大字中島字天下一 検出せず (<8.48) 検出せず (<7.80) 検出せず (<16.3) 2012.07.04 2012.07.05

ｺﾝﾆｬｸ 大字中島字天下一 検出せず (<7.80) 検出せず (<7.16) 検出せず (<15.0) 2012.07.04 2012.07.05
白菜漬け 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.41) 検出せず (<7.64) 検出せず (<16.0) 2012.07.03 2012.07.05
大根漬物 大字二子塚字浦原 検出せず (<7.00) 検出せず (<6.33) 検出せず (<13.3) 2012.07.02 2012.07.05
あんず酒 大字滑津字小針 2011.07.上 2012.05.17

たけのこ（加工） 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.24) 2012.05.10 2012.05.11
梅干し 大字滑津字小針 2011.07.上 2012.05.11

たけのこ（加工） 大字松崎字袴舘 2012.05.10 2012.05.11
たけのこ（加工） 大字滑津字御蔵場 検出せず (<7.34) 検出せず (<6.99) 検出せず (<14.3) 2012.05.06 2012.05.07

梅干し 大字滑津字中島西 検出せず (<7.19) 2012.04.30 2012.05.0114.6 14.6
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魚介類 暫定規制値
ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

5.08

3.79 3.79
12.1 13.2 25.3

4.97 4.97
9.33 9.33

6.33 6.33
12.1 12.1

8.64 7.53 16.2

5.99 9.37 15.4

ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

検出核種･濃度(Bq/kg)

6.9 11.9 18.8

328

ｾｼｳﾑ134･137の計

6.71 6.71

5.84 10.2 16

5.19

11.3

品目 採取場所
ｾｼｳﾑ134･137の計

検出核種･濃度(Bq/kg)
採取･加工日 検査日

ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137

5.08

品目 採取場所 採取･加工日 検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137

14.4 26.7
60.2

農産加工物 暫定規制値

ｾｼｳﾑ134･137の計
41.1

検出核種･濃度(Bq/kg)

ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

88.1 148.0

品目 採取場所 採取･加工日 検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137

137 191

果物 暫定規制値
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