
検査期間：平成29年3月１日（水）～3月31日（金）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 3 9 野菜 ブロッコリー 国見町 徳江 検出せず(<12.30) 検出せず(<10.00) 検出せず
2 3 17 山菜 ふきのとう 国見町 山崎 検出せず(<13.30) 検出せず(<10.30) 検出せず
3 3 30 野菜 くきだち 国見町 徳江 検出せず(<9.60) 検出せず(<8.30) 検出せず

セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

整
理
番
号

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

セシウム134



検査期間：平成２９年２月 １日（水）～ ２月 ２８日（火 ）

月 日 市町村 大 字 セシウム134 セシウム137 ｾシｳﾑ合計

1 2 15 その他 えごま 桑折町 南半田 検出せず(<10.9) 47.90 47.90

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表

整理番
号 測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質

（＜　）内の数値は検出下限値）



検査期間：平成２９年１月4日（水）～１月３１日（火）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 1 10 加工食品 あんぽ柿 国見町 高城 検出せず(<6.80) 検出せず(<6.20) 検出せず
2 1 12 加工食品 あんぽ柿 国見町 高城 検出せず(<8.50) 検出せず(<7.40) 検出せず
3 1 20 その他 大豆 国見町 徳江 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.10) 検出せず
4 1 31 その他 大豆 国見町 森山 検出せず(<6.20) 検出せず(<5.40) 検出せず

セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

整
理
番
号

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

セシウム134



検査期間：平成２８年１２月１日（木）～１２月２８日（水）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 12 1 野菜 かぼちゃ 国見町 森山 検出せず(<5.00) 検出せず(<4.50) 検出せず
2 12 1 野菜 里芋 福島市 平田 検出せず(<6.90) 検出せず(<6.00) 検出せず
3 12 1 野菜 さつまいも 福島市 平田 検出せず(<5.70) 9.50 9.50
4 12 6 野菜 自然薯 福島県 伊達市 検出せず(<8.10) 検出せず(<7.50) 検出せず
5 12 6 野菜 白菜 国見町 泉田 検出せず(<7.50) 検出せず(<6.70) 検出せず
6 12 6 果実 キウイフルーツ 国見町 泉田 検出せず(<8.90) 検出せず(<8.10) 検出せず
7 12 6 野菜 じゃがいも 国見町 泉田 検出せず(<9.20) 検出せず(<8.00) 検出せず
8 12 6 その他 猪の肉 国見町 貝田 検出せず(<6.70) 20.00 20.00
9 12 7 その他 大豆 国見町 石母田 検出せず(<8.20) 検出せず(<7.30) 検出せず
10 12 8 その他 大豆 国見町 山崎 検出せず(<7.60) 検出せず(<7.00) 検出せず
11 12 8 その他 大豆 国見町 徳江 検出せず(<11.20) 検出せず(<8.80) 検出せず
12 12 8 野菜 長いも 国見町 徳江 検出せず(<8.70) 検出せず(<7.20) 検出せず
13 12 8 野菜 つぼみ菜 国見町 徳江 検出せず(<10.00) 検出せず(<8.40) 検出せず
14 12 8 果実 ゆず 福島市 松川町 検出せず(<10.40) 検出せず(<9.60) 検出せず
15 12 12 その他 大豆 桑折町 谷地 検出せず(<8.60) 検出せず(<7.30) 検出せず
16 12 12 その他 大豆 桑折町 谷地 検出せず(<8.30) 検出せず(<7.50) 検出せず
17 12 12 その他 大豆 国見町 塚野目 検出せず(<5.50) 検出せず(<4.90) 検出せず
18 12 12 その他 大豆 国見町 塚野目 検出せず(<5.30) 検出せず(<4.50) 検出せず
19 12 12 その他 大豆 桑折町 伊達崎 検出せず(<5.40) 検出せず(<4.70) 検出せず
20 12 12 その他 猪の肉 国見町 西大枝 12.00 83.90 95.90
21 12 12 その他 猪の肉 国見町 光明寺 検出せず(<8.80) 57.40 57.40
22 12 13 加工食品 あんぽ柿 国見町 塚野目 検出せず(<10.10) 検出せず(<8.60) 検出せず
23 12 14 その他 小豆 国見町 山崎 検出せず(<7.20) 検出せず(<6.40) 検出せず
24 12 14 その他 大豆 国見町 山崎 検出せず(<7.20) 検出せず(<6.60) 検出せず
25 12 14 その他 大豆 国見町 山崎 検出せず(<9.10) 19.40 19.40
26 12 15 その他 大豆 国見町 山崎 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.50) 検出せず
27 12 16 加工食品 あんぽ柿 桑折町 伊達崎 検出せず(<8.70) 検出せず(<7.50) 検出せず
28 12 20 加工食品 あんぽ柿 国見町 徳江 検出せず(<8.00) 検出せず(<6.90) 検出せず
29 12 20 その他 小豆 国見町 高城 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.10) 検出せず
30 12 28 加工食品 あんぽ柿 国見町 塚野目 検出せず(<7.80) 検出せず(<7.00) 検出せず

セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

整
理
番
号

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

セシウム134



検査期間：平成２８年１１月１日（火）～１１月３０日（水）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 11 2 果実 柿 国見町 藤田 検出せず(<9.10) 検出せず(<8.60) 検出せず
2 11 2 野菜 里芋 伊達市 梁川町 検出せず(<6.90) 検出せず(<5.90) 検出せず
3 11 4 その他 大豆 国見町 泉田 検出せず(<9.30) 検出せず(<7.90) 検出せず
4 11 4 果実 柿 国見町 泉田 検出せず(<10.30) 検出せず(<9.60) 検出せず
5 11 4 果実 くるみ 国見町 徳江 検出せず(<7.60) 検出せず(<6.80) 検出せず
6 11 4 果実 くるみ 国見町 徳江 検出せず(<7.90) 検出せず(<6.50) 検出せず
7 11 4 果実 キウイフルーツ 国見町 泉田 検出せず(<10.50) 検出せず(<9.50) 検出せず
8 11 7 野菜 ブロッコリー 国見町 徳江 検出せず(<9.20) 検出せず(<7.40) 検出せず
9 11 7 果実 ゆず 国見町 石母田 検出せず(<9.70) 検出せず(<8.90) 検出せず
10 11 7 山菜 わらび 桑折町 半田山 10.30 64.90 75.20
11 11 8 野菜 さつまいも 国見町 藤田 検出せず(<11.10) 検出せず(<9.90) 検出せず
12 11 8 その他 大豆 国見町 泉田 検出せず(<7.90) 検出せず(<6.80) 検出せず
13 11 8 山菜 きのこ 国見町 西大枝 検出せず(<9.30) 検出せず(<8.20) 検出せず
14 11 8 果実 柿 国見町 山崎 検出せず(<10.80) 検出せず(<9.50) 検出せず
15 11 9 その他 えごま 国見町 森山 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.50) 検出せず
16 11 9 野菜 白菜 桑折町 水入 検出せず(<7.90) 検出せず(<6.90) 検出せず
17 11 9 野菜 大根 桑折町 水入 検出せず(<9.20) 検出せず(<8.60) 検出せず
18 11 10 野菜 コンニャク芋 国見町 光明寺 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.20) 検出せず
19 11 11 野菜 ハヤトウリ 伊達市 梁川町 検出せず(<7.10) 検出せず(<6.00) 検出せず
20 11 14 果実 ゆず 国見町 高城 検出せず(<10.00) 検出せず(<9.50) 検出せず
21 11 14 野菜 大根 伊達市 梁川町 検出せず(<8.10) 検出せず(<6.70) 検出せず
22 11 14 その他 えごま 伊達市 梁川町 検出せず(<7.50) 検出せず(<6.60) 検出せず
23 11 14 野菜 菊いも 伊達市 梁川町 検出せず(<7.90) 検出せず(<6.80) 検出せず
24 11 14 果実 キウイフルーツ 国見町 山崎 検出せず(<11.90) 検出せず(<11.40) 検出せず
25 11 15 その他 ギンナン 国見町 高城 検出せず(<7.50) 検出せず(<6.10) 検出せず
26 11 15 果実 ゆず 国見町 藤田 検出せず(<6.40) 検出せず(<5.50) 検出せず
27 11 16 その他 ギンナン 国見町 徳江 検出せず(<7.80) 検出せず(<6.60) 検出せず
28 11 16 果実 ゆず 国見町 泉田 検出せず(<9.70) 検出せず(<8.80) 検出せず
29 11 16 果実 ゆず 不明 検出せず(<10.10) 検出せず(<9.70) 検出せず
30 11 16 野菜 白菜 国見町 泉田 検出せず(<8.20) 検出せず(<7.30) 検出せず
31 11 16 野菜 ネギ 国見町 泉田 検出せず(<7.80) 検出せず(<6.80) 検出せず
32 11 16 野菜 大根 国見町 泉田 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.20) 検出せず
33 11 16 山菜 きのこ 伊達市 霊山町 検出せず(<9.60) 30.30 30.30
34 11 21 野菜 長いも 国見町 川内 検出せず(<6.80) 検出せず(<6.00) 検出せず
35 11 21 果実 柿 国見町 山崎 検出せず(<9.80) 検出せず(<9.00) 検出せず
36 11 21 魚 鯉 伊達市 保原町 検出せず(<6.30) 検出せず(<5.80) 検出せず
37 11 21 果実 柿 国見町 西大枝 検出せず(<9.30) 検出せず(<8.70) 検出せず
38 11 21 果実 柿 国見町 西大枝 検出せず(<10.60) 検出せず(<9.60) 検出せず
39 11 22 野菜 かぶ 桑折町 水入 検出せず(<8.20) 検出せず(<6.70) 検出せず
40 11 24 果実 柿 国見町 泉田 検出せず(<9.70) 検出せず(<9.00) 検出せず
41 11 24 果実 カリン 国見町 大木戸 検出せず(<11.20) 検出せず(<10.00) 検出せず
42 11 25 果実 キウイフルーツ 国見町 大木戸 検出せず(<9.40) 検出せず(<9.20) 検出せず
43 11 28 野菜 里芋 国見町 泉田 検出せず(<9.60) 検出せず(<8.90) 検出せず
44 11 28 野菜 長いも 国見町 泉田 検出せず(<6.80) 検出せず(<6.30) 検出せず
45 11 28 野菜 キャベツ 国見町 徳江 検出せず(<6.90) 検出せず(<6.20) 検出せず
46 11 28 野菜 長いも 桑折町 水入 検出せず(<7.50) 検出せず(<8.40) 検出せず
47 11 28 野菜 アスパラ菜 国見町 徳江 検出せず(<10.80) 検出せず(<8.70) 検出せず
48 11 29 果実 ゆず 国見町 泉田 検出せず(<7.20) 7.50 7.50
49 11 29 その他 大豆 国見町 藤田　 検出せず(<8.90) 検出せず(<7.70) 検出せず
50 11 29 果実 ゆず 国見町 石母田 検出せず(<6.60) 8.70 8.70
51 11 29 加工食品 あんぽ柿 国見町 藤田 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.40) 検出せず
52 11 30 その他 ファックルベリー 国見町 泉田　 検出せず(<6.70) 検出せず(<5.90) 検出せず
53 11 30 野菜 大根 国見町 泉田 検出せず(<6.40) 検出せず(<5.50) 検出せず

セシウム134 セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

整
理
番
号



検査期間：平成２８年10月１日（木）～10月31日（金）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 10 3 山菜 きのこ 七ヶ宿町 トザワ 検出せず(<9.10) 71.30 71.30
2 10 3 野菜 かぼちゃ 国見町 山崎 検出せず(<9.70) 検出せず(<9.40) 検出せず
3 10 3 山菜 きのこ 七ヶ宿町 28.30 159.40 187.70
4 10 4 山菜 きのこ 桑折町 半田山 37.50 170.60 208.10
5 10 5 山菜 きのこ 七ヶ宿町 検出せず'(<6.70) 37.00 37.00
6 10 5 山菜 きのこ 山形県 検出せず(<10.00) 33.60 33.60
7 10 5 山菜 きのこ 宮城県 87.30 510.60 597.90
8 10 5 野菜 かぶ 国見町 川内 検出せず(<8.80) 検出せず(<7.90) 検出せず
9 10 6 山菜 きのこ 不明 218.10 1168.50 1386.60
10 10 6 山菜 きのこ 相馬市 彦四郎山 569.40 3032.30 3601.70
11 10 7 山菜 きのこ 国見町 山崎 検出せず(<9.20) 23.80 23.80
12 10 11 その他 小豆 国見町 小坂 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.30) 検出せず
13 10 11 果実 アケビ 国見町 森山 検出せず(<11.20) 検出せず(<10.10) 検出せず
14 10 11 果実 柿 国見町 小坂 検出せず(<10.60) 検出せず(<10.10) 検出せず
15 10 11 野菜 さつま芋 国見町 藤田 検出せず(<9.60) 検出せず(<8.90) 検出せず
16 10 12 果実 柿 国見町 泉田 検出せず(<7.00) 検出せず(<6.10) 検出せず
17 10 12 果実 柿 国見町 泉田 検出せず(<7.10) 検出せず(<6.00) 検出せず
18 10 13 野菜 小松菜 桑折町 伊達崎 検出せず(<12.10) 検出せず(<9.90) 検出せず
19 10 13 野菜 チンゲン菜 桑折町 伊達崎 検出せず(<12.40) 検出せず(<10.20) 検出せず
20 10 14 果実 柿 国見町 山崎 検出せず(<9.70) 検出せず(<8.90) 検出せず
21 10 14 果実 柿 国見町 藤田 検出せず(<9.60) 検出せず(<8.60) 検出せず
22 10 17 野菜 さつまいも 国見町 大木戸 検出せず(<6.80) 検出せず(<6.00) 検出せず
23 10 17 果実 柿 国見町 小坂 検出せず(<8.00) 検出せず(<7.50) 検出せず
24 10 17 その他 小豆 国見町 泉田 検出せず(<7.90) 検出せず(<6.70) 検出せず
25 10 18 山菜 きのこ 宮城県 白石市 96.30 529.90 626.20
26 10 19 野菜 キャベツ 国見町 徳江 検出せず(<7.80) 検出せず(<7.10) 検出せず
27 10 20 果実 柿 国見町 小坂 検出せず(<9.60) 検出せず(<9.10) 検出せず
28 10 20 野菜 里芋 国見町 内谷 検出せず(<9.30) 検出せず(<9.20) 検出せず
29 10 20 果実 柿 国見町 徳江 検出せず(<8.80) 検出せず(<8.80) 検出せず
30 10 20 野菜 高菜 桑折町 伊達崎 検出せず(<11.60) 検出せず(<9.60) 検出せず
31 10 24 果実 柿 国見町 石母田 検出せず(<10.50) 検出せず(<9.70) 検出せず
32 10 24 果実 ゆず 国見町 徳江 検出せず(<8.50) 検出せず(<8.00) 検出せず
33 10 25 果実 キウイ 国見町 鳥取 検出せず(<8.20) 検出せず(<8.20) 検出せず
34 10 25 果実 柿 国見町 内谷 検出せず(<9.80) 検出せず(<9.30) 検出せず
35 10 26 果実 柿 国見町 貝田 検出せず(<10.50) 検出せず(<9.70) 検出せず
36 10 27 果実 ゆず 国見町 藤田 検出せず(<10.80) 検出せず(<10.10) 検出せず
37 10 27 果実 ゆず 国見町 小坂 検出せず(<9.10) 検出せず(<9.00) 検出せず
38 10 27 果実 柿 国見町 石母田 検出せず(<10.90) 検出せず(<10.30) 検出せず
39 10 28 野菜 白菜 国見町 徳江 検出せず(<6.90) 検出せず(<6.10) 検出せず
40 10 28 野菜 大根 国見町 徳江 検出せず(<6.10) 検出せず(<5.40) 検出せず
41 10 31 野菜 落花生 国見町 川内 検出せず(<7.20) 検出せず(<6.70) 検出せず

セシウム134 セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

整
理
番
号



検査期間：平成２８年９月１日（木）～９月３０日（金）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 9 6 山菜 きのこ 福島市 飯坂町 ND 検出せず(<7.40) 検出せず

2 9 6 山菜 きのこ 福島市 飯坂町 検出せず(<8.70) 検出せず(<7.00) 検出せず

3 9 7 野菜 枝豆 国見町 森山 検出せず(<8.60) 検出せず(<7.50) 検出せず

4 9 9 野菜 枝豆 国見町 森山 検出せず(<7.00) 検出せず(<6.30) 検出せず

5 9 12 野菜 ネギ 国見町 徳江 検出せず(<9.90) 検出せず(<8.30) 検出せず

6 9 12 果実 梨 国見町 徳江 検出せず(<10.40) 検出せず(<9.80) 検出せず

7 9 12 野菜 かぼちゃ 国見町 泉田 検出せず(<9.80) 検出せず(<8.70) 検出せず

8 9 16 野菜 かぼちゃ 国見町 徳江 検出せず(<6.90) 検出せず(<5.70) 検出せず

9 9 16 野菜 里芋 桑折町 伊達崎 検出せず(<10.50) 検出せず(<10.00) 検出せず

10 9 16 山菜 きのこ 伊達市 保原町 207.10 1081.80 1288.90

11 9 21 野菜 みょうが 国見町 内谷 検出せず(<7.80) 検出せず(<7.00) 検出せず

12 9 23 その他 ハチミツ 国見町 鳥取 7.88 47.48 55.36

13 9 23 その他 ハチミツ 国見町 鳥取 ND 34.14 34.14

14 9 23 その他 ハチミツ 国見町 鳥取 ND 49.01 49.01

15 9 23 その他 ハチミツ 国見町 鳥取 14.38 90.84 105.22

16 9 26 山菜 きのこ 伊達市 霊山町 検出せず(<8.50) 検出せず(<7.70) 検出せず

17 9 26 山菜 きのこ 白石市 万蔵様 434.10 2343.60 2777.70

18 9 26 山菜 きのこ 白石市 万蔵様 49.70 244.70 294.40

19 9 26 野菜 里芋 伊達市 梁川町 検出せず(<9.90) 検出せず(<9.20) 検出せず

20 9 27 果実 アケビ 国見町 石母田 検出せず(<13.10) 検出せず(<10.10) 検出せず

21 9 28 野菜 チンゲン菜 国見町 徳江 検出せず(<9.20) 検出せず(<7.90) 検出せず

22 9 30 山菜 きのこ 伊達市 保原町 315.20 1677.40 1992.60

23 9 30 山菜 きのこ 伊達市 保原町 260.10 1397.10 1657.20

24 9 30 野菜 ネギ 桑折町 伊達崎 検出せず(<10.10) 検出せず(<8.30) 検出せず

セシウム134 セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

整
理
番
号



検査期間：平成２８年８月１日（月）～８月３１日（水）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 8 2 野菜 みょうが 国見町 石母田 検出せず(<9.60) 検出せず(<7.80) 検出せず

2 8 2 野菜 枝豆 桑折町 伊達崎 検出せず(<10.10) 検出せず(<8.30) 検出せず

3 8 2 野菜 オクラ 国見町 徳江 検出せず(<9.70) 検出せず(<7.70) 検出せず

4 8 8 野菜 すいか 国見町 大木戸 検出せず(<7.70) 検出せず(<6.30) 検出せず

5 8 8 野菜 みょうが 国見町 大木戸 検出せず(<7.70) 検出せず(<6.40) 検出せず

6 8 8 野菜 枝豆 国見町 藤田 検出せず(<8.30) 検出せず(<7.70) 検出せず

7 8 10 野菜 かぼちゃ 伊達市 保原町 検出せず(<6.60) 検出せず(<5.80) 検出せず

8 8 12 加工食品 梅干し 国見町 塚野目 検出せず(<8.00) 検出せず(<5.90) 検出せず

9 8 12 加工食品 梅酢 国見町 塚野目 検出せず(<5.83) 検出せず(<5.42) 検出せず

10 8 16 野菜 ごぼう 桑折町 伊達崎 検出せず(<10.50) 検出せず(<8.70) 検出せず

11 8 16 野菜 ゴーヤ 国見町 徳江 検出せず(<9.30) 検出せず(<7.80) 検出せず

12 8 18 野菜 いんげん 国見町 徳江 検出せず(<9,70) 検出せず(<7.90) 検出せず

13 8 18 果実 梨 国見町 西大枝 検出せず(<9.70) 検出せず(<9.00) 検出せず

14 8 23 野菜 枝豆 国見町 山崎 検出せず(<9.10) 検出せず(<7.80) 検出せず

15 8 23 野菜 枝豆 国見町 山崎 検出せず(<8.90) 検出せず(<7.80) 検出せず

16 8 26 果実 プルーン 国見町 西大枝 検出せず(<5.00) 検出せず(<4.90) 検出せず

セシウム134 セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

整
理
番
号



検査期間：平成２８年７月１日（金）～７月２９日（金）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 7 1 果実 もも 国見町 徳江 検出せず(<6.10) 検出せず(<5.80) 検出せず

2 7 1 野菜 トマト 国見町 徳江 検出せず(<12.50) 検出せず(<11.40) 検出せず

3 7 1 野菜 人参 国見町 徳江 検出せず(<8.00) 検出せず(<6.40) 検出せず

4 7 1 果実 もも 国見町 徳江 検出せず(<7.30) 検出せず(<7.00) 検出せず

5 7 4 野菜 なす 国見町 大木戸 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.20) 検出せず

6 7 4 野菜 玉ねぎ 国見町 大木戸 検出せず(<9.30) 検出せず(<8.60) 検出せず

7 7 4 果実 あんず 国見町 藤田 検出せず(<10.00) 検出せず(<9.00) 検出せず

8 7 5 野菜 枝豆 伊達市 梁川町 検出せず(<7.60) 検出せず(<6.70) 検出せず

9 7 5 野菜 モロヘイヤ 国見町 川内 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.60) 検出せず

10 7 5 野菜 じゃがいも 国見町 川内 検出せず(<8.90) 検出せず(<7.90) 検出せず

11 7 6 野菜 玉ねぎ 国見町 藤田 検出せず(<9.90) 検出せず(<8.80) 検出せず

12 7 8 野菜 じゃがいも 国見町 徳江 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.30) 検出せず

13 7 8 野菜 なす 国見町 徳江 検出せず(<14.9) 検出せず(<11.30) 検出せず

14 7 8 野菜 じゃがいも 桑折町 伊達崎 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.30) 検出せず

15 7 11 野菜 じゃがいも 国見町 大木戸 検出せず(<7.80) 検出せず(<7.50) 検出せず

16 7 11 野菜 いんげん 国見町 大木戸 検出せず(<7.70) 検出せず(<6.50) 検出せず

17 7 13 野菜 じゃがいも 国見町 泉田 検出せず(<7.80) 検出せず(<6.50) 検出せず

18 7 13 野菜 じゃがいも 国見町 泉田 検出せず(<7.40) 検出せず(<6.40) 検出せず

19 7 14 野菜 玉ねぎ 国見町 泉田 検出せず(<7.50) 検出せず(<6.40) 検出せず

20 7 14 野菜 ピーマン 国見町 徳江 検出せず(<13.10) 検出せず(<10.40) 検出せず

21 7 14 野菜 なす 国見町 徳江 検出せず(<12.20) 検出せず(<9.90) 検出せず

22 7 14 野菜 ズッキーニ 国見町 徳江 検出せず(<11.20) 検出せず(<9.20) 検出せず

23 7 14 野菜 つるむらさき 国見町 徳江 検出せず(<11.40) 検出せず(<9.70) 検出せず

24 7 14 野菜 かぼちゃ 桑折町 伊達崎 検出せず(<12.40) 検出せず(<10.30) 検出せず

25 7 15 野菜 なす 国見町 森山 検出せず(<6.90) 検出せず(<6.00) 検出せず

26 7 15 野菜 ピーマン 国見町 森山 検出せず(<6.90) 検出せず(<6.30) 検出せず

27 7 22 野菜 かぼちゃ 国見町 森山 検出せず(<4.40) 検出せず(<3.80) 検出せず

28 7 22 野菜 じゃがいも 国見町 塚野目 検出せず(<8.90) 検出せず(<8.40) 検出せず

29 7 22 野菜 じゃがいも 国見町 小坂 検出せず(<9.50) 検出せず(<8.90) 検出せず

30 7 22 野菜 玉ねぎ 国見町 塚野目 検出せず(<7.70) 検出せず(<7.60) 検出せず

31 7 26 野菜 トマト 国見町 大木戸 検出せず(<9.20) 検出せず(<8.60) 検出せず

32 7 27 野菜 とうもろこし 国見町 徳江 検出せず(<7.20) 検出せず(<6.30 ) 検出せず

33 7 29 野菜 すいか 国見町 徳江 検出せず(<3.80) 検出せず(<4.10) 検出せず

セシウム134 セシウム137

（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

整
理
番
号



検査期間：平成２８年　６月  １日（水）～ 　６月３０日（木）

月 日 市町村 大 字 セシウム134 セシウム137 ｾシｳﾑ合計

1 6 2 果実 さくらんぼ 国見町 泉田上 検出せず(<9.80) 検出せず(<8.40) 検出せず

2 6 2 山菜 フキ 国見町 光明寺 検出せず(<7.10) 検出せず(<6.50) 検出せず

3 6 3 野菜 玉ねぎ 国見町 川内 検出せず(<7.30) 検出せず(<6.50) 検出せず

4 6 3 野菜 大根 国見町 川内 検出せず(<6.70) 検出せず(<5.80) 検出せず

5 6 7 山菜 わらび 白石市 検出せず(<8.00) 検出せず(<7.20) 検出せず

6 6 8 野菜 ニンニク 国見町 森山 検出せず(<7.70) 検出せず(<6.60) 検出せず

7 6 8 果実 梅 桑折町 検出せず(<5.00) 検出せず(<4.50) 検出せず

8 6 8 果実 梅 国見町 塚野目 検出せず(<4.90) 検出せず(<4.40) 検出せず

9 6 9 山菜 フキ 国見町 塚野目 検出せず(<8.30) 検出せず(<8.00) 検出せず

10 6 9 野菜 いんげん 国見町 徳江 検出せず(<9.20) 検出せず(<7.40) 検出せず

11 6 9 野菜 いんげん 国見町 徳江 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.20) 検出せず

12 6 9 野菜 不断草 国見町 徳江 検出せず(<7.10) 検出せず(<6.40) 検出せず

13 6 10 野菜 ニンニク 国見町 泉田 検出せず(<8.00) 検出せず(<7.00) 検出せず

14 6 10 野菜 玉ねぎ 国見町 泉田 検出せず(<9.00) 検出せず(<8.50) 検出せず

15 6 13 野菜 じゃがいも 国見町 徳江 検出せず(<9.30) 検出せず(<8.80) 検出せず

16 6 13 野菜 人参 国見町 徳江 検出せず(<9.30) 検出せず(<7.70) 検出せず

17 6 13 野菜 ニンニク 国見町 徳江 検出せず(<9.70) 検出せず(<9.20) 検出せず

18 6 15 果実 梅 国見町 大木戸 検出せず(<5.10) 検出せず(<4.60) 検出せず

19 6 16 野菜 玉ねぎ 国見町 森山 検出せず(<8.40) 検出せず(<7.70) 検出せず

20 6 16 野菜 じゃがいも 国見町 森山 検出せず(<8.40) 検出せず(<7.90) 検出せず

21 6 16 果実 梅 国見町 徳江 検出せず(<5.90) 検出せず(<5.20) 検出せず

22 6 16 野菜 じゃがいも 国見町 森山 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.20) 検出せず

23 6 16 野菜 きゅうり 国見町 徳江 検出せず(<6.50) 検出せず(<5.70) 検出せず

24 6 20 野菜 きゅうり 国見町 藤田 検出せず(<5.90) 検出せず(<5.30) 検出せず

25 6 20 野菜 なす 国見町 藤田 検出せず(<11.90) 検出せず(<9.30) 検出せず

26 6 20 野菜 ニンニク 国見町 徳江 検出せず(<12.30) 検出せず(<13.80) 検出せず

27 6 20 野菜 じゃがいも 桑折町 伊達崎 検出せず(<12.40) 検出せず(<11.20) 検出せず

28 6 21 野菜 サンチュ 国見町 森山 検出せず(<10.40) 検出せず(<8.70) 検出せず

29 6 21 野菜 シソ 国見町 森山 検出せず(<14.40) 検出せず(<11.10) 検出せず

30 6 22 野菜 かぼちゃ 国見町 徳江 検出せず(<7.80) 検出せず(<7.50) 検出せず

31 6 22 野菜 なす 国見町 徳江 検出せず(<9.50) 検出せず(<7.60) 検出せず

32 6 22 果実 梅 国見町 大木戸 検出せず(<10.50) 検出せず(<9.90) 検出せず

33 6 24 野菜 じゃがいも 国見町 板橋南 検出せず(<8.40) 検出せず(<7.80) 検出せず

34 6 24 果実 梅 国見町 泉田 検出せず(<10.50) 検出せず(<9.90) 検出せず

35 6 24 野菜 ズッキーニ 国見町 森山 検出せず(<6.00) 検出せず(<5.70) 検出せず

36 6 24 野菜 ニンニク 国見町 西大枝 検出せず(<6.50) 検出せず(<5.60) 検出せず

37 6 27 野菜 きゅうり 国見町 泉田 検出せず(<7.10) 検出せず(<6.10) 検出せず

38 6 27 野菜 ササギ 国見町 泉田 検出せず(<8.60) 検出せず(<7.30) 検出せず

39 6 27 野菜 じゃがいも 国見町 泉田 検出せず(<9.40) 検出せず(<9.10) 検出せず

40 6 28 野菜 じゃがいも 国見町 泉田 検出せず(<9.40) 検出せず(<8.80) 検出せず

41 6 28 野菜 なす 国見町 泉田 検出せず(<8.80) 検出せず(<7.50) 検出せず

42 6 29 果実 梅 国見町 山崎 検出せず(<7,80) 検出せず(<6.60) 検出せず

43 6 29 果実 梅 伊達市 梁川町 検出せず(<9.70) 検出せず(<8.80) 検出せず

44 6 30 果実 プラム 国見町 泉田 検出せず(<4.60) 検出せず(<4.10) 検出せず

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表
（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

整
理
番
号



検査期間：平成28年5月2日（月）～5月31日（火）

月 日 市町村 大 字 ｾシｳﾑ合計

1 5 2 山菜 フキ 国見町 西大枝 検出せず(<8.80) 検出せず(<7.70) 検出せず

2 5 2 山菜 たけのこ 丸森町 小坊木 検出せず(<7.10) 検出せず(<6.40) 検出せず

3 5 6 山菜 ギボシ 国見町 泉田 検出せず(<10.40) 検出せず(<8.90) 検出せず

4 5 6 野菜 小松菜 国見町 徳江 検出せず(<10.90) 検出せず(<8.70) 検出せず

5 5 6 野菜 大根 国見町 徳江 検出せず(<10.30) 検出せず(<8.10) 検出せず

6 5 6 山菜 たけのこ 国見町 泉田 検出せず(<7.80) 検出せず(<7.10) 検出せず

7 5 6 山菜 フキ 国見町 山崎 検出せず(<8.40) 検出せず(<7.70) 検出せず

8 5 6 山菜 たけのこ 伊達市 梁川町 検出せず(<8.20) 検出せず(<7.80) 検出せず

9 5 6 山菜 タラの芽 小国町 小国町 検出せず(<10.70) 検出せず(<9.70) 検出せず

10 5 6 山菜 こごみ 小国町 小国町 検出せず(<9.40) 検出せず(<8.30) 検出せず

11 5 6 山菜 こしあぶら 小国町 小国町 検出せず(<8.50) 22.40 22.40

12 5 6 山菜 たけのこ 不明 不明 検出せず(<9.00) 検出せず(<8.00) 検出せず

13 5 6 山菜 フキ 国見町 山崎 検出せず(<9.70) 検出せず(<9.00) 検出せず

14 5 9 野菜 さやえんどう 国見町 徳江 検出せず(<9.70) 検出せず(<8.30) 検出せず

15 5 9 山菜 こしあぶら 福島市 高湯 57.40 247.00 304.40

16 5 9 野菜 さやえんどう 国見町 徳江 検出せず(<5.30) 検出せず(<5.00) 検出せず

17 5 10 山菜 たけのこ 国見町 小坂 検出せず(<9.70) 検出せず(<8.40) 検出せず

18 5 10 野菜 そらまめ 国見町 森山 検出せず(<8.60) 検出せず(<7.40) 検出せず

19 5 11 山菜 たけのこ 丸森町 丸森町 検出せず(<6.80) 検出せず(<5.90) 検出せず

20 5 11 野菜 チンゲン菜 国見町 徳江 検出せず(<9.70) 検出せず(<8.30) 検出せず

21 5 11 山菜 わらび 国見町 貝田 検出せず(<10.20) 検出せず(<8.60) 検出せず

22 5 11 山菜 わらび 白石市 白石市 検出せず(<8.60) 検出せず(<8.10) 検出せず

23 5 11 山菜 ウド 白石市 白石市 検出せず(<9.90) 検出せず(<8.80) 検出せず

24 5 12 山菜 タラの芽 白石市 白石市 15.50 87.70 103.20

25 5 12 山菜 わらび 不明 不明 検出せず(<9.90) 検出せず(<8.40) 検出せず

26 5 12 山菜 わらび 宮城県 宮城県 20.80 29.90 50.70

27 5 16 野菜 にら 国見町 大木戸 検出せず(<8.10) 検出せず(<6.90) 検出せず

28 5 16 その他 あんぽ柿 桑折町 伊達崎 検出せず(<7.20) 検出せず(<6.70) 検出せず

29 5 17 野菜 玉ねぎ 国見町 徳江 検出せず(<9.40) 検出せず(<8.70) 検出せず

30 5 19 その他 凍み大根 国見町 泉田 検出せず(<13.20) 検出せず(<10.70) 検出せず

31 5 19 山菜 わらび 国見町 小坂 検出せず(<6.50) 6.90 6.90

32 5 19 山菜 わらび 白石市 七ヶ宿町 検出せず(<5.90) 検出せず(<5.20) 検出せず

33 5 19 山菜 フキ 国見町 小坂 検出せず(<8.00) 検出せず(<7.20) 検出せず

34 5 19 山菜 フキ 国見町 小坂 検出せず(<8.20) 検出せず(<7.50) 検出せず

35 5 23 山菜 たけのこ 国見町 泉田 検出せず(<8.00) 検出せず(<6.70) 検出せず

36 5 24 山菜 わらび 桑折町 桑折牧場 検出せず(<5.90) 18.20 18.20

37 5 25 野菜 玉ねぎ 国見町 山崎 検出せず(<9.40) 検出せず(<8.90) 検出せず

38 5 25 野菜 そら豆 国見町 森山 検出せず(<6.20) 検出せず(<5.70) 検出せず

39 5 25 野菜 キャベツ 国見町 徳江 検出せず(<10.00) 検出せず(<9.90) 検出せず

40 5 25 野菜 玉ねぎ 国見町 徳江 検出せず(<11.40) 検出せず(<11.50) 検出せず

41 5 25 山菜 わらび 桑折町 半田山 検出せず(<8.90) 14.40 14.40

42 5 25 山菜 フキ 桑折町 半田山 検出せず(<8.80) 検出せず(<7.80) 検出せず

43 5 25 山菜 わらび 小国町 小国町 検出せず(<10.20) 検出せず(<8.70) 検出せず

44 5 27 果実 梅 国見町 徳江 検出せず(<10.10) 検出せず(<9.30) 検出せず

45 5 30 山菜 たけのこ 国見町 徳江 検出せず(<7.90) 検出せず(<7.00) 検出せず

46 5 31 山菜 たけのこ 国見町 石母田 検出せず(<5.40) 14.70 14.70

      （単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)

セシウム134 セシウム137

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表

測定日 カテゴリ 品　目 採取地
放射性物質

（＜　）内の数値は検出下限値）

整
理
番
号



検査期間：平成28年4月1日（金）～4月28日（木）

月 日 市町村 大 字 セシウム134 セシウム137 ｾシｳﾑ合計

1 4 5 野菜 かぶれ菜 国見町 貝田 検出せず（＜6.60） 検出せず（＜5.90） 検出せず

2 4 5 山菜 ふきのとう 国見町 小坂 検出せず（＜10.30） 検出せず（＜9.10） 検出せず

3 4 11 山菜 こごみ 国見町 貝田 検出せず（＜9.80） 29.10 29.10

4 4 14 山菜 フキ 国見町 西大枝 検出せず（＜8.30） 検出せず（＜7.50） 検出せず

1 4 14 山菜 たけのこ 国見町 大木戸 検出せず（＜7.50） 検出せず（＜7.20） 検出せず

2 4 15 山菜 こごみ 桑折町 藤倉ダム周辺 検出せず（＜9.70） 29.40 29.40

3 4 18 山菜 ウド 国見町 山崎 検出せず（＜8.20） 検出せず（＜7.20） 検出せず

4 4 18 山菜 フキ 国見町 山崎 検出せず（＜7.60） 検出せず（＜6.70） 検出せず

5 4 19 山菜 たけのこ 国見町 西大枝 検出せず（＜9.30） 検出せず（＜8.20） 検出せず

6 4 19 その他 大豆 国見町 泉田 検出せず（＜8.50） 検出せず（＜7.40） 検出せず

7 4 19 山菜 こごみ 国見町 泉田 検出せず（＜13.50） 検出せず（＜10.70） 検出せず

8 4 19 山菜 タラの芽 国見町 石母田 検出せず（＜8.50） 11.50 11.50

9 4 20 野菜 キャベツ 国見町 徳江 検出せず（＜7.60） 検出せず（＜6.90） 検出せず

10 4 20 山菜 たけのこ 二本松市 38.30 166.80 205.10

11 4 20 山菜 タラの芽 伊具郡 丸森町 検出せず（＜9.40） 36.80 36.80

12 4 20 山菜 こしあぶら 伊具郡 丸森町 78.50 348.10 426.60

13 4 21 山菜 たけのこ 伊達市 東大枝 検出せず（＜7.80） 検出せず（＜6.80） 検出せず

14 4 21 野菜 にら 国見町 泉田 検出せず（＜8.80） 検出せず（＜7.40） 検出せず

15 4 21 山菜 タラの芽 白石市 検出せず（＜9.30） 検出せず（＜8.60） 検出せず

16 4 22 山菜 わらび 桑折町 半田沼周辺 検出せず（＜8.60） 18.40 18.40

17 4 22 山菜 こしあぶら 桑折町 半田沼周辺 783.60 3537.60 4321.20

18 4 22 山菜 たけのこ 国見町 塚野目 検出せず（＜9.20） 検出せず（＜8.30） 検出せず

19 4 22 山菜 こしあぶら 国見町 泉田 395.40 1871.30 2266.70

20 4 25 山菜 もちくさ 伊達市 梁川町 検出せず（＜8.50） 検出せず（＜8.10） 検出せず

21 4 25 山菜 ウド 国見町 徳江 検出せず（＜8.60） 検出せず（＜7.90） 検出せず

22 4 25 山菜 たけのこ 国見町 大木戸 検出せず（＜7.50） 20.80 20.80

23 4 25 山菜 たけのこ 不明 不明 検出せず（＜7.10） 検出せず（＜6.10） 検出せず

24 4 25 山菜 こしあぶら 伊具郡 丸森町峠 62.40 279.40 341.80

25 4 25 山菜 タラの芽 伊具郡 丸森町峠 検出せず（＜9.70） 17.70 17.70

26 4 25 山菜 ウド 伊具郡 丸森町峠 検出せず（＜8.80） 検出せず（＜7.80） 検出せず

27 4 26 山菜 たけのこ 伊達市 梁川町 検出せず（＜6.10） 検出せず（＜5.60） 検出せず

28 4 26 山菜 わらび 国見町 内谷 検出せず（＜8.70） 検出せず（＜7.90） 検出せず

29 4 26 山菜 こしあぶら 伊達市 梁川町 207.20 967.80 1175.00

30 4 26 山菜 わらび 国見町 山崎山 検出せず（＜9.70） 検出せず（＜8.90） 検出せず

31 4 27 山菜 こごみ 会津 19.30 66.90 86.20

32 4 27 山菜 たけのこ 国見町 石母田 10.10 34.50 44.60

33 4 27 山菜 うるい 国見町 山崎 検出せず（＜8.70） 検出せず（＜7.90） 検出せず

34 4 27 野菜 アスパラガス 国見町 山崎 検出せず（＜7.90） 検出せず（＜6.40） 検出せず

35 4 27 山菜 たけのこ 国見町 内谷 8.20 13.80 22.00

36 4 28 山菜 わらび 伊達市 梁川町 検出せず（＜7.70） 検出せず（＜7.00） 検出せず

37 4 28 山菜 もちくさ 桑折町 西山城 検出せず（＜8.10） 検出せず（＜7.30） 検出せず

38 4 28 山菜 たけのこ 桑折町 検出せず（＜8.20） 検出せず（＜6.80） 検出せず

39 4 28 山菜 フキ 国見町 泉田 検出せず（＜9.00） 検出せず（＜8.10） 検出せず

40 4 28 山菜 わらび 福島市 検出せず（＜8.30） 検出せず（＜7.20） 検出せず

自家消費用農産物内に含まれている放射性物質簡易測定の結果一覧表

測定日 カテゴリ 品　目 採取地 放射性物質
（＜　）内の数値は検出下限値）

（単位：Ｂｑ（ﾍﾞｸﾚﾙ）/Ｋｇ)
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理
番
号


