
品目名

クリタケ 1件 (0件)

ナメコ 1件 (1件)

イノシシニク 21件 (2件)

ユズ 2件 (0件)

シイタケ 4件 (3件)

ナメコ 1件 (1件)

イノシシニク 10件 (0件)

キジニク 1件 (0件)

ホシガキ 1件 (0件)

ヤマドリニク 1件 (0件)

※上記値は「セシウム１３４」及び「セシウム１３７」の合算値です。

非破壊式検査装置による
自家消費作物等の放射能検査　月報（平成28年12月1日～12月28日分）

項目 件数

総検査数 (19件)

(3件)

品目別件数

299件

内訳

100Bq/㎏超過 23件

100Bq/㎏以下
～

50Bq/㎏超過
20件 (4件)

※（　）中は各項目において参考値扱いとなった件数で、内数です。
※「参考値扱い」とは、検査に必要な検体の量が十分に確保できない状態での測定のた
     め、放射能濃度、測定下限値、誤差等の測定結果に正確性が保証できないもののこ
     とを指します。

※50Bｑ/ｋｇとは食品衛生法による「乳児用食品」の放射性物質の基準値です。

※100Bｑ/ｋｇとは食品衛生法による「一般食品」の放射性物質の基準値です。

50Bq/㎏以下 256件 (12件)



品目名 作物等の採取場所 一般食品 参考値 検査

№ カテゴリー （カタカナ入力） 住所（大字まで） 検査結果 基準超過 扱い 実施日

1 野菜 カブ 勿来町 不検出 2016/12/6

2 野菜 キクイモ 大久町大久 不検出 2016/12/19

3 野菜 キャベツ 常磐藤原町 不検出 2016/12/26

4 野菜 キャベツ 遠野町入遠野 不検出 2016/12/6

5 野菜 コールラビ 久之浜町末続 不検出 2016/12/13

6 野菜 サツマイモ 山田町 不検出 2016/12/12

7 野菜 サツマイモ 東田町 不検出 2016/12/2

8 野菜 サツマイモ 内郷綴町 不検出 2016/12/7

9 野菜 サトイモ 平山崎 不検出 2016/12/19

10 野菜 サトイモ 内郷宮町 24 2016/12/5

11 野菜 サトイモ 内郷宮町 不検出 2016/12/6

12 野菜 サトイモ 好間町大利 不検出 2016/12/1

13 野菜 ジネンジョ 小名浜岡小名 不検出 2016/12/27

14 野菜 ジネンジョ 山田町 不検出 2016/12/12

15 野菜 ジャガイモ 勿来町 不検出 2016/12/16

16 野菜 ジャガイモ 市外 不検出 2016/12/6

17 野菜 セロリ 三和町差塩 不検出 2016/12/1

18 野菜 ターサイ 勿来町 不検出 2016/12/20

19 野菜 ダイコン 中央台 不検出 2016/12/19

20 野菜 ダイコン 中央台 不検出 2016/12/27

21 野菜 ダイコン 明治団地 不検出 2016/12/7

22 野菜 ダイコン 平 不検出 2016/12/22

23 野菜 ダイコン 小名浜 不検出 2016/12/15

24 野菜 ダイコン 常磐湯本町 不検出 2016/12/14

25 野菜 ダイコン 常磐岩ケ岡町 不検出 2016/12/8

26 野菜 ダイコン 四倉町細谷 不検出 2016/12/8

27 野菜 ダイコン 遠野町地内 不検出 2016/12/26

28 野菜 ダイコン 遠野町入遠野 不検出 2016/12/7

29 野菜 ダイコン 好間町大利 不検出 2016/12/1

30 野菜 ダイコン 三和町上永井 不検出 2016/12/20

31 野菜 ダイコン 川前町上桶売 不検出 2016/12/20

32 野菜 トウガラシ 三和町差塩 不検出 2016/12/1

33 野菜 ナガイモ 勿来町 不検出 2016/12/6

34 野菜 ネギ 平下平窪 不検出 2016/12/13

35 野菜 ネギ 平下高久 不検出 2016/12/8

36 野菜 ネギ 平下神谷 不検出 2016/12/9

37 野菜 ネギ 平山崎 不検出 2016/12/19

38 野菜 ネギ 佐糠町 不検出 ☜ 2016/12/14

39 野菜 ネギ 四倉町細谷 不検出 2016/12/8

40 野菜 ネギ 四倉町細谷 不検出 2016/12/26

41 野菜 ネギ 田人町地内 27 2016/12/19

42 野菜 ハクサイ 平下平窪 不検出 2016/12/13

43 野菜 ハクサイ 勿来町 不検出 2016/12/20

44 野菜 ハクサイ 好間町大利 不検出 2016/12/1

45 野菜 ハクサイ 三和町地内 不検出 2016/12/9

46 野菜 ハクサイ 三和町下永井 不検出 2016/12/26

47 野菜 ハクサイ 三和町上永井 不検出 2016/12/16

48 野菜 ハクサイ 川前町下桶売 不検出 2016/12/14

49 野菜 ハクサイ 大久町大久 不検出 2016/12/12

50 野菜 ハツカダイコン 三和町差塩 不検出 2016/12/1

非破壊式検査装置による
自家消費用作物等の放射能簡易検査結果

※測定値は、「セシウム134」及び「セシウム137」の合算値です。（単位：Bq/kg）

※測定下限値は、「セシウム134」及び「セシウム137」の合算値で、20Bq/kgです。

※「参考値扱い」とは、検査に必要な検体の量が十分に確保できない状態での測定ため、放射能濃度、測定下限値、誤差等の

測定結果に正確性が保証できないもののことを指します。
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51 野菜 ピーマン 勿来町 不検出 2016/12/6

52 野菜 ブロッコリー 常磐藤原町 不検出 ☜ 2016/12/26

53 野菜 ブロッコリー 遠野町入遠野 不検出 ☜ 2016/12/7

54 野菜 ホウレンソウ 平赤井 不検出 2016/12/13

55 野菜 ホウレンソウ 勿来町 不検出 2016/12/6

56 野菜 ホウレンソウ 三和町下永井 不検出 2016/12/26

57 野菜 マルダイコン 平 不検出 2016/12/22

58 野菜 マルダイコン 遠野町入遠野 不検出 2016/12/7

59 野菜 ヤーコン 田人町地内 不検出 2016/12/14

60 野菜 ヤーコン 大久町小久 不検出 2016/12/6

61 野菜 ヤマイモ 山田町 不検出 2016/12/19

62 野菜 ヤマイモ 常磐湯本町 不検出 2016/12/26

63 野菜 レタス 遠野町地内 不検出 2016/12/26

64 野菜 ワサビダイコン 平中神谷 不検出 2016/12/12

65 野菜 ワサビナ 常磐岩ケ岡町 不検出 ☜ 2016/12/8

66 果実 カキ 平中神谷 不検出 2016/12/7

67 果実 カキ 泉町玉露 不検出 2016/12/1

68 果実 カキ 遠野町入遠野 不検出 2016/12/6

69 果実 カキ 三和町下市萱 不検出 2016/12/2

70 果実 カキ 田人町地内 不検出 2016/12/14

71 果実 カキ 大久町小久 不検出 2016/12/1

72 果実 カキ 大久町小久 不検出 2016/12/5

73 果実 カボス 好間町下好間 不検出 2016/12/1

74 果実 カリン 平中神谷 不検出 2016/12/7

75 果実 カリン 常磐湯本町 不検出 2016/12/5

76 果実 カリン 好間町上好間 不検出 2016/12/12

77 果実 カリン 三和町中寺 不検出 2016/12/14

78 果実 キウイフルーツ 小名浜岩出 不検出 2016/12/21

79 果実 キウイフルーツ 勿来町 不検出 2016/12/19

80 果実 キウイフルーツ 山田町 不検出 2016/12/2

81 果実 キウイフルーツ 山田町 不検出 2016/12/12

82 果実 キウイフルーツ 山田町 不検出 2016/12/12

83 果実 キウイフルーツ 川部町 不検出 2016/12/20

84 果実 キウイフルーツ 遠野町上根本 不検出 2016/12/13

85 果実 キウイフルーツ 小川町上小川 不検出 2016/12/12

86 果実 キウイフルーツ 小川町地内 不検出 2016/12/19

87 果実 キウイフルーツ 三和町地内 不検出 2016/12/2

88 果実 キウイフルーツ 大久町大久 不検出 2016/12/9

89 果実 キウイフルーツ 大久町小久 不検出 2016/12/6

90 果実 キウイフルーツ 市外 不検出 2016/12/19

91 果実 ギンナン 内郷御厩町 不検出 ☜ 2016/12/9

92 果実 ギンナン 好間町上好間 不検出 2016/12/12

93 果実 ギンナン 川前町地内 不検出 2016/12/22

94 果実 ギンナン 大久町地内 不検出 2016/12/22

95 果実 ギンナン 市内 不検出 2016/12/7

96 果実 ナツミカン 平南白土 不検出 2016/12/26

97 果実 ナツミカン 常磐上湯長谷町 不検出 2016/12/20

98 果実 ミカン 平下神谷 不検出 2016/12/15

99 果実 ミカン 平下平窪 不検出 2016/12/13

100 果実 ミカン 平中山 不検出 2016/12/16
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101 果実 ミカン 中央台 不検出 2016/12/27

102 果実 ミカン 平下神谷 46 2016/12/20

103 果実 ミカン 山田町 不検出 2016/12/2

104 果実 ミカン 勿来町 不検出 2016/12/9

105 果実 ミカン 常磐上湯長谷町 不検出 2016/12/26

106 果実 ミカン 常磐下湯長谷町 不検出 2016/12/6

107 果実 ミカン 常磐藤原町 不検出 2016/12/5

108 果実 ミカン 内郷高坂町 不検出 ☜ 2016/12/12

109 果実 ミカン 内郷御台境町 不検出 2016/12/7

110 果実 ミカン 内郷御台境町 不検出 2016/12/7

111 果実 ミカン 内郷高坂町 不検出 2016/12/7

112 果実 ミカン 内郷綴町 不検出 2016/12/9

113 果実 ミカン 好間町下好間 不検出 2016/12/1

114 果実 ムベ 郷ケ丘 不検出 2016/12/14

115 果実 ユズ 郷ケ丘 不検出 2016/12/14

116 果実 ユズ 平下神谷 不検出 2016/12/15

117 果実 ユズ 平下神谷 不検出 2016/12/15

118 果実 ユズ 平下高久 45 2016/12/20

119 果実 ユズ 平下高久 52 2016/12/27

120 果実 ユズ 平谷川瀬 不検出 2016/12/6

121 果実 ユズ 中央台 不検出 2016/12/7

122 果実 ユズ 平赤井 不検出 2016/12/1

123 果実 ユズ 平下高久 不検出 2016/12/13

124 果実 ユズ 平 不検出 2016/12/8

125 果実 ユズ 平下神谷 不検出 2016/12/5

126 果実 ユズ 平下神谷 不検出 2016/12/20

127 果実 ユズ 平下神谷 不検出 2016/12/20

128 果実 ユズ 平菅波 不検出 2016/12/22

129 果実 ユズ 平山崎 不検出 2016/12/2

130 果実 ユズ 平四ツ波 不検出 2016/12/14

131 果実 ユズ 小名浜住吉 不検出 ☜ 2016/12/27

132 果実 ユズ 鹿島町久保 不検出 2016/12/12

133 果実 ユズ 泉町黒須野 不検出 2016/12/15

134 果実 ユズ 山田町 不検出 2016/12/1

135 果実 ユズ 植田町 不検出 2016/12/16

136 果実 ユズ 川部町 不検出 2016/12/9

137 果実 ユズ 勿来町 不検出 2016/12/9

138 果実 ユズ 勿来町 不検出 2016/12/12

139 果実 ユズ 桜ケ丘 不検出 2016/12/16

140 果実 ユズ 常磐水野谷町 不検出 2016/12/2

141 果実 ユズ 内郷高坂町 不検出 ☜ 2016/12/12

142 果実 ユズ 内郷高坂町 不検出 2016/12/12

143 果実 ユズ 内郷御台境町 不検出 2016/12/21

144 果実 ユズ 内郷御台境町 不検出 2016/12/21

145 果実 ユズ 内郷白水町 不検出 2016/12/19

146 果実 ユズ 内郷御厩町 不検出 2016/12/9

147 果実 ユズ 四倉町 不検出 2016/12/13

148 果実 ユズ 四倉町狐塚 不検出 2016/12/12

149 果実 ユズ 四倉町狐塚 不検出 2016/12/12

150 果実 ユズ 四倉町上仁井田 不検出 2016/12/16
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151 果実 ユズ 遠野町深山田 不検出 2016/12/2

152 果実 ユズ 遠野町深山田 不検出 2016/12/2

153 果実 ユズ 遠野町地内 不検出 ☜ 2016/12/26

154 果実 ユズ 遠野町上根本 不検出 2016/12/9

155 果実 ユズ 遠野町入遠野 不検出 2016/12/6

156 果実 ユズ 小川町上小川 不検出 2016/12/9

157 果実 ユズ 小川町柴原 不検出 2016/12/1

158 果実 ユズ 好間町上好間 不検出 2016/12/12

159 果実 ユズ 好間町下好間 不検出 2016/12/13

160 果実 ユズ 三和町下永井 不検出 2016/12/26

161 果実 ユズ 三和町上永井 不検出 2016/12/20

162 果実 ユズ 三和町中寺 不検出 2016/12/14

163 果実 ユズ 田人町地内 不検出 2016/12/14

164 果実 ユズ 田人町荷路夫 不検出 2016/12/7

165 果実 ユズ 大久町大久 不検出 2016/12/19

166 果実 ユズ 大久町地内 52 2016/12/5

167 果実 ユズ 大久町地内 不検出 2016/12/22

168 果実 ユズ 久之浜町末続 不検出 2016/12/2

169 果実 ユズ 大久町小久 不検出 2016/12/1

170 果実 ユズ 大久町小久 不検出 2016/12/5

171 果実 ユズ 大久町小久 不検出 2016/12/5

172 果実 ユズ 大久町小久 不検出 2016/12/6

173 果実 ユズ 市内 不検出 2016/12/5

174 果実 ユズ 市外 不検出 2016/12/6

175 果実 リンゴ 市外 不検出 2016/12/7

176 果実 リンゴ 市外 不検出 2016/12/16

177 果実 レモン 平中神谷 不検出 2016/12/28

178 果実 レモン 川部町 不検出 2016/12/5

179 果実 レモン 内郷御台境町 不検出 2016/12/21

180 魚介類 タイ 平豊間 不検出 ☜ 2016/12/19

181 魚介類 タコ 小名浜 不検出 2016/12/19

182 魚介類 メバル 小名浜 不検出 2016/12/14

183 魚介類 メヒカリ 市外 不検出 2016/12/27

184 山菜・キノコ類 クリタケ 小川町上小川 149 ☚ 2016/12/1

185 山菜・キノコ類 シイタケ 平鎌田 93 ☜ 2016/12/6

186 山菜・キノコ類 シイタケ 遠野町上根本 69 2016/12/8

187 山菜・キノコ類 シイタケ 小川町塩田 72 ☜ 2016/12/6

188 山菜・キノコ類 シイタケ 田人町地内 96 ☜ 2016/12/1

189 山菜・キノコ類 ゼンマイ 平赤井 不検出 2016/12/26

190 山菜・キノコ類 ナメコ 大久町小久 59 ☜ 2016/12/19

191 山菜・キノコ類 ナメコ 大久町小久 125 ☚ ☜ 2016/12/5

192 その他 アズキ 市外 不検出 2016/12/26

193 その他 イノシシニク 平赤井 33 2016/12/9

194 その他 イノシシニク 平赤井 410 ☚ 2016/12/16

195 その他 イノシシニク 平大室 不検出 2016/12/7

196 その他 イノシシニク 平大室 不検出 2016/12/20

197 その他 イノシシニク 平南白土 34 2016/12/15

198 その他 イノシシニク 平中平窪 34 2016/12/21

199 その他 イノシシニク 平鎌田 不検出 2016/12/5

200 その他 イノシシニク 平絹谷 25 2016/12/6



品目名 作物等の採取場所 一般食品 参考値 検査

№ カテゴリー （カタカナ入力） 住所（大字まで） 検査結果 基準超過 扱い 実施日

非破壊式検査装置による
自家消費用作物等の放射能簡易検査結果

※測定値は、「セシウム134」及び「セシウム137」の合算値です。（単位：Bq/kg）

※測定下限値は、「セシウム134」及び「セシウム137」の合算値で、20Bq/kgです。

※「参考値扱い」とは、検査に必要な検体の量が十分に確保できない状態での測定ため、放射能濃度、測定下限値、誤差等の

測定結果に正確性が保証できないもののことを指します。

201 その他 イノシシニク 平絹谷 86 2016/12/12

202 その他 イノシシニク 平絹谷 56 2016/12/14

203 その他 イノシシニク 平下大越 36 2016/12/19

204 その他 イノシシニク 平下片寄 不検出 2016/12/5

205 その他 イノシシニク 山田町 76 2016/12/8

206 その他 イノシシニク 内郷高野町 不検出 2016/12/6

207 その他 イノシシニク 内郷綴町 不検出 2016/12/28

208 その他 イノシシニク 四倉町駒込 26 2016/12/19

209 その他 イノシシニク 四倉町白岩 49 2016/12/2

210 その他 イノシシニク 四倉町玉山 109 ☚ 2016/12/26

211 その他 イノシシニク 四倉町長友 117 ☚ 2016/12/22

212 その他 イノシシニク 四倉町八茎 53 2016/12/5

213 その他 イノシシニク 遠野町地内 27 2016/12/26

214 その他 イノシシニク 遠野町地内 173 ☚ 2016/12/26

215 その他 イノシシニク 遠野町地内 137 ☚ 2016/12/26

216 その他 イノシシニク 遠野町入遠野 不検出 2016/12/26

217 その他 イノシシニク 遠野町入遠野 24 2016/12/26

218 その他 イノシシニク 遠野町入遠野 23 2016/12/26

219 その他 イノシシニク 小川町上小川 992 ☚ 2016/12/8

220 その他 イノシシニク 小川町上小川 不検出 2016/12/13

221 その他 イノシシニク 小川町上小川 不検出 2016/12/19

222 その他 イノシシニク 小川町塩田 38 2016/12/12

223 その他 イノシシニク 小川町塩田 55 2016/12/28

224 その他 イノシシニク 小川町柴原 不検出 ☜ 2016/12/6

225 その他 イノシシニク 小川町柴原 不検出 2016/12/21

226 その他 イノシシニク 小川町柴原 70 2016/12/26

227 その他 イノシシニク 小川町下小川 1903 ☚ ☜ 2016/12/21

228 その他 イノシシニク 小川町高萩 不検出 2016/12/15

229 その他 イノシシニク 小川町西小川 51 2016/12/2

230 その他 イノシシニク 小川町西小川 35 2016/12/2

231 その他 イノシシニク 好間町北好間 不検出 2016/12/13

232 その他 イノシシニク 好間町北好間 不検出 2016/12/16

233 その他 イノシシニク 好間町北好間 28 2016/12/20

234 その他 イノシシニク 好間町北好間 21 2016/12/27

235 その他 イノシシニク 好間町榊小屋 1548 ☚ 2016/12/12

236 その他 イノシシニク 好間町大利 30 2016/12/12

237 その他 イノシシニク 三和町合戸 72 2016/12/26

238 その他 イノシシニク 三和町地内 78 2016/12/2

239 その他 イノシシニク 三和町下永井 210 ☚ 2016/12/12

240 その他 イノシシニク 三和町差塩 180 ☚ 2016/12/16

241 その他 イノシシニク 三和町差塩 235 ☚ 2016/12/21

242 その他 イノシシニク 三和町中寺 187 ☚ 2016/12/7

243 その他 イノシシニク 三和町中寺 193 ☚ 2016/12/13

244 その他 イノシシニク 三和町中寺 173 ☚ 2016/12/22

245 その他 イノシシニク 三和町渡戸 239 ☚ 2016/12/2

246 その他 イノシシニク 三和町渡戸 155 ☚ 2016/12/27

247 その他 イノシシニク 田人町石住 53 2016/12/19

248 その他 イノシシニク 田人町南大平 25 2016/12/12

249 その他 イノシシニク 田人町黒田 215 ☚ 2016/12/15

250 その他 イノシシニク 田人町地内 213 ☚ 2016/12/26
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251 その他 イノシシニク 田人町地内 275 ☚ 2016/12/27

252 その他 イノシシニク 川前町下桶売 293 ☚ 2016/12/7

253 その他 イノシシニク 大久町地内 不検出 2016/12/13

254 その他 イノシシニク 久之浜町金ケ沢 284 ☚ ☜ 2016/12/12

255 その他 イノシシニク 市内 29 2016/12/28

256 その他 イノシシニク 市外 不検出 2016/12/13

257 その他 イノシシニク 市外 不検出 2016/12/26

258 その他 イモガラ 遠野町上根本 不検出 2016/12/13

259 その他 イモガラ 三和町下市萱 不検出 2016/12/26

260 その他 カモニク 平泉崎 不検出 2016/12/5

261 その他 カモニク 久之浜町 不検出 2016/12/19

262 その他 カルガモニク 三和町地内 不検出 2016/12/8

263 その他 キジニク 平泉崎 不検出 2016/12/5

264 その他 キジニク 三和町上三坂 不検出 2016/12/13

265 その他 キジニク 田人町地内 62 2016/12/19

266 その他 クロマメ 三和町下市萱 不検出 2016/12/26

267 その他 クロマメ 市外 不検出 ☜ 2016/12/26

268 その他 コメ 遠野町入遠野 不検出 2016/12/7

269 その他 コメ 遠野町入遠野 不検出 2016/12/14

270 その他 コメ 川前町地内 不検出 2016/12/27

271 その他 コメ 久之浜町 不検出 2016/12/19

272 その他 コメ 市外 不検出 2016/12/13

273 その他 ジュース（ウメ） 小川町上小川 不検出 2016/12/12

274 その他 ソバコ 四倉町山田小湊 不検出 2016/12/28

275 その他 ツケモノ（ダイコン） 三和町下永井 不検出 2016/12/26

276 その他 ツケモノ（ダイコン） 三和町差塩 不検出 2016/12/1

277 その他 ハチミツ 三和町上三坂 不検出 2016/12/26

278 その他 ヒモノ（ヤナギガレイ） 久之浜町 不検出 2016/12/7

279 その他 ホシイモ 四倉町上仁井田 不検出 2016/12/16

280 その他 ホシイモ 田人町地内 不検出 2016/12/19

281 その他 ホシガキ 郷ケ丘 23 2016/12/8

282 その他 ホシガキ 平四ツ波 不検出 2016/12/14

283 その他 ホシガキ 泉町 72 2016/12/22

284 その他 ホシガキ 植田町 45 2016/12/22

285 その他 ホシガキ 山田町 不検出 2016/12/12

286 その他 ホシガキ 小川町上平 不検出 2016/12/20

287 その他 ホシガキ 三和町下市萱 不検出 2016/12/2

288 その他 ホシガキ 三和町下市萱 不検出 2016/12/5

289 その他 ホシガキ 三和町上永井 不検出 2016/12/16

290 その他 ホシガキ 三和町中寺 不検出 2016/12/22

291 その他 ホシガキ 田人町地内 不検出 2016/12/19

292 その他 ホシガキ 市内 不検出 2016/12/14

293 その他 ヤマドリニク 四倉町 45 2016/12/8

294 その他 ヤマドリニク 三和町上永井 20 2016/12/13

295 その他 ヤマドリニク 三和町地内 81 2016/12/2

296 その他 ヤマドリニク 三和町差塩 37 2016/12/13

297 その他 ヤマドリニク 田人町地内 36 2016/12/19

298 その他 ヤマドリニク 川前町地内 30 2016/12/21

299 その他 ユデ（ゼンマイ） 勿来町 不検出 2016/12/9


