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自家消費用農産物の放射性物質測定結果（市独自の測定結果） 
 市放射性物質測定センターおよび各支所・住民センターで測定した作物のうち、特に検査数の多かった５種
類の作物について、その測定結果をお知らせします。この測定結果は、放射性物質を市独自に測定した数値で
あり、出荷あるいは販売等の目安となる数値ではありませんのでご注意ください。 
 なお、測定したすべての農産物の地区別結果については、同センター窓口のほか、本庁農政課、各支所産業
建設課および各住民センター窓口、市ウェブサイトで公表していますのでご覧ください。 

（測定年月日：4月 2日～4月 27 日・単位：Bq/kg）

セシウム(134+137 の合計値) 
品名 

測定 

件数 

未検 

出数 
検出数 

最小値 最大値 

シイタケ １８８件 １件 １８７件 １３．００ ３９４４．３０

クキタチナ １７６件 １４２件 ３４件 ９．３４ ９９．９０

ほうれん草 ９９件 ６３件 ３６件 １１．００ ６１．００

精白米 ９２件 ６３件 ２９件 ７．６５ ６２．１０

玄米 ７８件 ４９件 ２９件 ８．５０ １３１．００
※平成２４年４月１日より、食品中の放射性物質の新たな基準値（100Bq/kg）が設けられたため、セシウムの合計値（セシウム

134＋セシウム 137）のみの公表となります。 

※基準値（100Bq/kg）を超えたシイタケ 184 件については、自家消費用の露地栽培の原木シイタケで、流通していません。なお、

二本松市産の露地栽培の原木シイタケについては、平成２４年４月２７日現在、出荷が制限されています。 

※基準値（100Bq/kg）を超えた玄米１件については、自家消費用で流通していません。なお、米の基準値については、経過措置

として平成２４年９月３０日まで 500 Bq/kg の暫定規制値が適用されます。 

※本庁の測定器の検出限界値は 10Bq/kg です。支所・住民センター測定分に関しては、測定物によって検出限界値が異なります。

※自家消費用農作物の放射性物質測定を希望される方は、市放射性物質測定センターまたは各支所・各住民センターへ電話また

は窓口にてご予約ください。    ◎問い合わせ・予約先…市放射性物質測定センター ☎0243-55-5160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内 2 3 カ所の環境放射線量測定値
※平成24年5月1日より文部科学省が設置したモニタリン
グポスト、リアルタイム線量計の値を使用しています。（調査
地点についても一部変更あり） 

5月6日 5月5日 5月4日 5月3日 5月2日 5月1日

たらの芽・ふきの採取、出荷等について 
たらの芽、ふきのシーズンを迎えました。たらの

芽、ふきを採る際には、下記の点にご注意ください。
福島県内において、食品中の放射性セシウムの

基準値１００Ｂｑ／ｋｇを超えるたらの芽、ふき
が採取され、出荷の自粛が要請されています。 
モニタリング結果は、新聞や福島県ホームペー

ジなどで公開されていますのでご確認ください。
たらの芽、ふきについても、１００Ｂｑ／ｋｇを
超えるものは、流通や出荷、採取の自粛をお願い
します。 
たらの芽、ふきに関する発生状況などの情報が

ございましたら、県北農林事務所または二本松市
役所へお知らせいただくとともに、モニタリング
にご協力をお願いします。 
自家消費用のたらの芽、ふきについては、市放

射性物質測定センター（市役所地下 1階）または
各支所・各住民センターで放射性物質の検査を行
っていますので、担当窓口へお問い合わせくださ
い。 
≪たらの芽、ふきに関する問い合わせ先≫ 
福島県県北農林事務所 森林林業部林業課 

☎024-535-0323 FAX024-536-9590 
二本松市役所 産業部農林課 

☎0243-55-5118 FAX0243-22-8533 

二本松市役所 0.56 0.59 0.57 0.60 0.56 0.59

松住民センター※１ 0.56 0.53 0.56 0.52 0.54 0.54

センター 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.41

センター 0.37 0.41 0.39 0.39 0.40 0.40

センター 0.48 0.47 0.47 0.47 0.48 0.50

センター 0.83 0.81 0.78 0.82 0.82 0.85

センター 0.82 0.75 0.85 0.84 0.83 0.85

丁目地内※２ 0.28 0.29 0.29 0.24 0.29 0.29

0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.35

センター 0.63 0.63 0.68 0.62 0.70 0.65

民センター 0.62 0.63 0.64 0.64 0.67 0.65

民センター 0.82 0.82 0.80 0.81 0.82 0.81

0.55 0.53 0.53 0.55 0.55 0.55

センター 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27

0.34 0.33 0.33 0.33 0.40 0.35

所 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27

0.55 0.53 0.52 0.53 0.56 0.56

（初森老人憩いの家） 0.38 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38

0.42 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42

センター 0.35 0.34 0.34 0.35 0.35 0.35

センター 0.35 0.34 0.34 0.34 0.38 0.36

センター 0.50 0.50 0.50 0.49 0.51 0.51

0.77 0.77 0.78 0.74 0.82 0.80

地 点

単位：μSv/h（ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間）

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00

二本

塩沢住民

岳下住民

杉田住民

石井住民

大平住民

岳温泉一

安達支所

渋川住民

上川崎住

下川崎住

岩代支所

新殿住民

旭住民センター

田沢集会

田沢（曲山集会所）

初森

東和支所

木幡住民

太田住民

戸沢住民

戸沢（熊野谷集会所）

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果
市では、現在週１回、継続して市内各水道水の放
射性物質モニタリング検査を行っています。平成２
３年４月２４日採水分以降平成２４年５月１日採水分
までの検査結果については、市内すべての上水道・簡
易水道において、放射性物質は検出されていません。
◎問い合わせ…水道課水道業務係 ☎0243-55-5137 

※印は、以下の施設で測定された数値です。 
※１二本松市児童センター ※２あだたら体育館  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎問い合わせ…放射能測定除染課 ☎0243-22-1580 

～モニタリングポスト・リアルタイム線量計設置場所一覧～
文科省による二本松市内のモニタリングポスト 
（市内１７カ所）とリアルタイム線量計（市内 
１０１カ所）合計１１８カ所の一覧です。 
リアルタイムの線量については下記のアドレス 
または市ウェブサイトでご覧いただけます。 

施設名 住所
市役所安達支所★ 油井字濡石1-2
安達公民館 油井字濡石3-1
安達運動場仮設住宅内 油井字長谷堂230
油井小学校 油井字台5
油井幼稚園 油井字台5   
安達中学校 油井字田向100
あだち保育園 油井字田向20
山ノ入ダム★ 渋川字八王子15-10
渋川学童保育所 渋川字上払川96-1
渋川住民センター 渋川字上払川96-1
渋川小学校 渋川字神明森27
渋川幼稚園 渋川字神明森27 
上川崎住民センター 上川崎字宮ノ脇7-3
川崎小学校 上川崎字上種田1
川崎幼稚園        上川崎字上種田1  
旧下川崎小学校 下川崎字三島台１
道の駅あだち 下川崎字上平33-1
下川崎住民センター 下川崎字大中地66
市役所岩代支所★ 小浜字北月山27
岩代幼稚園 小浜字新町387
岩代図書館 小浜字藤町242
小浜小学校 小浜字藤町100
小浜幼稚園          小浜字藤町100    
小浜保育所 小浜字藤町283
小浜中学校 小浜字反町411
岩代公民館 小浜字芳池1
小浜成田生活館 成田字田畑内215
杉内多目的運動広場仮設住宅内 西勝田字杉内235
安達東高等学校 下長折字真角13
新殿住民センター★ 西新殿字西1
岩代中学校 西新殿字一本木188
新殿小学校 西新殿字永作10
新殿幼稚園          西新殿字永作10   
杉沢保育所 杉沢字江戸内140-1
さくらの郷 東新殿平石田12-2
初森老人憩いの家★ 初森字十文字85
田沢集会所★ 田沢字中田17
曲山集会所 田沢字下曲山60
旭幼稚園            田沢字鳥上40   
旭小学校 田沢字鳥上44
旭住民センター★ 百目木字向町126
日山パークゴルフ場★ 茂原字川口304
名目津温泉 茂原字湯ノ作35
上太田ふれあい館 上太田字広瀬320
長折老人憩いの家 長折字宮久保600
市役所東和支所★ 針道字蔵下22
とうわっ子クラブ 針道字蔵下22 
東和公民館 針道字上台132
旧針道保育所 針道字佐勢ノ宮181-1
旧針道小学校 針道字堤崎25
旧針道幼稚園          針道字合戸158 
東和中学校 針道字大町西1
カントリーパークとうわ 針道字大町西2
東和小学校 針道字大町西46
木幡住民センター★ 木幡字叺内65
旧木幡幼稚園          木幡字下小寺山121-1  
阿武隈漕艇場 木幡字西和代201-3
戸沢住民センター★ 戸沢字下田100
旧戸沢幼稚園          戸沢字下田146    
熊野谷集会所 戸沢字熊野谷95
太田住民センター★ 太田字堺田47-1
道の駅ふくしま東和 太田字下田2-3
阿武隈漕艇場島山艇庫 太田字島山98-14
西谷公会堂 太田字本町172

 

※★印はモニタリングポスト地点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://radioactivity.mext.go.jp/map/ja/

施設名 住所
二本松市役所★ 金色403-1
二本松図書館 本町1-102
市民交流センター 本町2-3-1
二本松北小学校 郭内1-1
かすみが丘保育所 郭内2-333-8
安達高等学校 郭内2-347
二本松第一中学校 郭内2-56-1
城山総合体育館 郭内4-220
二本松幼稚園 亀谷1-28
二本松市児童センター 亀谷1-5-1
二本松南小学校 亀谷2-123
なかよし保育園 金色393-6
さくらんぼ保育室 金色397-2
のびのび保育園 金色417-2
福島介護福祉専門学校 若宮1-125-1
二本松カトリック幼稚園若宮1-361
まつが丘保育所 松岡45
同朋幼稚園 竹田1-193
まゆみ幼稚園 竹田2-133
塩沢住民センター★ 塩沢町1-238-1
塩沢小学校 塩沢町1-238-1
塩沢幼稚園          塩沢町1-238-1 
あだたら体育館★ 岳温泉1-197-1
安達太良小学校 岳温泉1-177-1
あだたら保育所 岳温泉1-183
二本松工業高等学校 榎戸1-58-2
二本松文化センター 榎戸1-92
ホウトク学園 冠木83
原瀬小学校 原セ才木380
はらせ幼稚園        原セ才木380    
旧原瀬小学校 原セ日照田225
なかよしクラブ 向原265-3
おひさま保育園 高越松ヶ作349-2
岳下住民センター 三保内72-1
スカイピアあだたら 上葉木坂2-3
二本松第三中学校 大作165
二本松総合射撃場 大森沢100
きらきら保育園 大壇117-4
岳下小学校 大壇175-1
子どもの館中里保育園 中里49-12
杉田住民センター★ 西町223-1
二本松第二中学校 沖3-301-1
たんぽぽ保育所 住吉100
杉田幼稚園          中江195-1   
杉田小学校 中江195-1
あおぞらクラブ 中江208-4
石井住民センター★ 平石町365-1
石井小学校 小高内3
石井幼稚園          平石町365-１ 
地域文化伝承館 鈴石町361-1
安達ヶ原ふるさと村 安達ヶ原4-100
大平住民センター 太子堂282
大平幼稚園 太子堂282  
大平小学校 竹ノ内22-1

 文部科学省モニタリング測定結果

 ※市内の放射線量に関する最新の情報（リアルタイム線量）は、随時市ウェブサイトで確認いただけます。 

 

 
■災害全般に関する問合･相談窓口／災害対策本部総務係(生活環境課) ☎0243-55-5102
■放射能に関する問合･相談窓口／放射能測定除染課 ☎0243-22-1580 
■編集と発行／災害対策本部広報班(秘書広報課) ☎0243-55-5096 
〒964-8601 福島県二本松市金色 403 番地 1 市ウェブサイト http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ 

左のＱＲコードから携帯サイトへ

アクセスできます。 

※機種によってはアクセスできな

いこともあります。 

http://radioactivity.mext.go.jp/map/ja/

