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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。        
（測定年月日：平成26年 8月 1日～8月 29日・単位：Bq/kg） 

品名 測定件数 不検出数 検出数 
基準値超数 

(100Bq/kg) 

セシウム(134+137 の合計値) 

最小値 最大値 

ジャガイモ ５４件 ５４件 ０件 ０件 不検出 
ミョウガ ３５件 ２８件 ７件 ０件 ２５.８４ ７９.００ 
カボチャ ２６件 ２４件 ２件 ０件 １１.１０ ６０.３０ 

ナス ２１件 ２１件 ０件 ０件 不検出 
キュウリ １８件 １８件 ０件 ０件 不検出 

※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)のみの公表となっています。 

※本庁・放射性物質測定センターでの測定においても測定物毎の検出限界値をお知らせできるようになりました。

検出限界値は、測定物の重量や密度により測定物毎に異なります。検出限界値未満のものを不検出としています。 

※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・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◎問い合わせ◎問い合わせ◎問い合わせ…………市放射性物質測定センター市放射性物質測定センター市放射性物質測定センター市放射性物質測定センター    ☎0243☎0243☎0243☎0243----55555555----5160516051605160    

市内 23 カ所の環境放射線量測定値 

二本松市役所 0.240.240.240.24 0.300.300.300.30 0.460.460.460.46 0.910.910.910.91

二本松住民センター 0.170.170.170.17 0.320.320.320.32 0.470.470.470.47 0.940.940.940.94

塩沢住民センター 0.140.140.140.14 0.310.310.310.31 0.380.380.380.38 0.660.660.660.66

岳下住民センター 0.250.250.250.25 0.270.270.270.27 0.370.370.370.37 0.860.860.860.86

杉田住民センター 0.280.280.280.28 0.370.370.370.37 0.470.470.470.47 0.860.860.860.86

石井住民センター 0.140.140.140.14 0.690.690.690.69 0.830.830.830.83 1.171.171.171.17

大平住民センター 0.350.350.350.35 0.530.530.530.53 0.670.670.670.67 1.141.141.141.14

あだたら体育館 0.110.110.110.11 0.300.300.300.30 0.280.280.280.28 0.200.200.200.20

安達支所 0.180.180.180.18 0.240.240.240.24 0.320.320.320.32 0.570.570.570.57

渋川住民センター 0.350.350.350.35 0.420.420.420.42 0.560.560.560.56 0.920.920.920.92

上川崎住民センター 0.340.340.340.34 0.420.420.420.42 0.570.570.570.57 0.820.820.820.82

下川崎住民センター 0.370.370.370.37 0.490.490.490.49 0.690.690.690.69 0.890.890.890.89

岩代支所 0.320.320.320.32 0.420.420.420.42 0.540.540.540.54 1.041.041.041.04

新殿住民センター 0.220.220.220.22 0.230.230.230.23 0.260.260.260.26 0.630.630.630.63

旭住民センター 0.180.180.180.18 0.240.240.240.24 0.320.320.320.32 0.590.590.590.59

田沢集会所 0.170.170.170.17 0.210.210.210.21 0.250.250.250.25 0.500.500.500.50

田沢（曲山集会所） 0.250.250.250.25 0.320.320.320.32 0.460.460.460.46 0.780.780.780.78

初森（初森老人憩いの家） 0.220.220.220.22 0.260.260.260.26 0.360.360.360.36 1.221.221.221.22

東和支所 0.250.250.250.25 0.340.340.340.34 0.410.410.410.41 0.750.750.750.75

木幡住民センター 0.240.240.240.24 0.250.250.250.25 0.400.400.400.40 0.990.990.990.99

太田住民センター 0.220.220.220.22 0.260.260.260.26 0.340.340.340.34 1.171.171.171.17

戸沢住民センター 0.250.250.250.25 0.300.300.300.30 0.450.450.450.45 1.011.011.011.01

戸沢（熊野谷集会所） 0.470.470.470.47 0.580.580.580.58 0.710.710.710.71 0.910.910.910.91

9月19日9月19日9月19日9月19日
測定地点

Ｈ26Ｈ26Ｈ26Ｈ26 Ｈ25Ｈ25Ｈ25Ｈ25 Ｈ24Ｈ24Ｈ24Ｈ24 Ｈ23Ｈ23Ｈ23Ｈ23

 
※平成23年は、市独自の測定地点・測定方法による測定値です（詳

しくは、市ウェブサイトをご覧ください）。平成24年 5月 1日

以降は、文部科学省が設置したモニタリングポストによる測定

値です。 

土 砂 災 害 等 の 危 険 箇 所 を 
事 前 に 確 認 し て お き ま し ょ う 

全国各地で台風や集中豪雨等による災害が

発生しています。災害危険箇所や避難場所を事

前に確認し、いざという時に落ち着いて行動で

きるよう準備をしておくことが重要です。洪水

やがけ崩れ等の恐れがある場合は、早めに避難

し命を守る行動をとるよう心掛けてください。 

※「二本松市防災マップ」は、市ウェブサイト

で確認することができます。 

◎◎◎◎問い合わせ…生活環境課市民生活係問い合わせ…生活環境課市民生活係問い合わせ…生活環境課市民生活係問い合わせ…生活環境課市民生活係    
☎☎☎☎0243024302430243----55555555----5102510251025102    

 

 

東京電力は、放射性物質による汚染を懸念し、

地方公共団体等による除染によらず、自ら所有

する住宅等の除染作業(自主的除染)を実施し、

追加的費用の負担を余儀なくされた個人、法

人、個人事業主に対しての損害賠償請求の内容

を公表しました。 

東京電力では、原子力損害賠償の相談・受付

等を行うためにコールセンターや相談窓口を

開設しています。詳しい手続き等については、

次の機関にご相談ください。 

◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…    
東京電力福島原子力補償相談室東京電力福島原子力補償相談室東京電力福島原子力補償相談室東京電力福島原子力補償相談室    
((((コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター))))☎☎☎☎0120012001200120----926926926926----404404404404    
((((受付時間受付時間受付時間受付時間 9:009:009:009:00～～～～21212121::::00000000    年中無休年中無休年中無休年中無休))))    
東京電力二本松市相談窓口東京電力二本松市相談窓口東京電力二本松市相談窓口東京電力二本松市相談窓口    
二本松市若宮二本松市若宮二本松市若宮二本松市若宮 2222----150150150150----3333    
((((受付時間受付時間受付時間受付時間 9:009:009:009:00～～～～17:0017:0017:0017:00    日曜・祝日休み日曜・祝日休み日曜・祝日休み日曜・祝日休み))))    

住宅等の自主的除染に係る費用の
賠 償 基 準 が 公 表 さ れ ま し た 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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。 

■災害全般に関する問合･相談窓口災害全般に関する問合･相談窓口災害全般に関する問合･相談窓口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･相談窓口放射能に関する問合･相談窓口放射能に関する問合･相談窓口放射能に関する問合･相談窓口／放射能測定除染課 ☎0243-22-1580 
■編集と発行編集と発行編集と発行編集と発行／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/ 

※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。 

飲料水(水道水)の放射性 
物質モニタリング検査結果 

上水道・簡易水道では週に1回の放射性物質

モニタリング検査を行っています。平成23年4

月24日から平成26年9月17日採水分までの検

査結果において、放射性物質は未検出(検出限

界値以下)でした。 

※平成24年2月6日より、ゲルマニウム半導体

検出器の検出限界値が5Bqから概ね1Bqに精

度向上しています。 

◎問い合わせ…水道課水道業務係◎問い合わせ…水道課水道業務係◎問い合わせ…水道課水道業務係◎問い合わせ…水道課水道業務係    
☎☎☎☎0243024302430243----55555555----5137513751375137    

福 島 県 農 林 水 産 物 
モニタリング検査結果 
県が公表したモニタリング検査結果のうち、

直近の本市農産物についてお知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※測定は、厚生労働省が定めた機器（ゲルマニウ

ム半導体検出器）で行っています。 

※(＜)の表記は、測定の結果、検出されなかった

ものについて、測定機器が検出できる最小の値

(検出下限値)を表しています。また、同じ品目

を市内数箇所でモニタリングしている品目に

ついては、代表的なものを掲載しています。 

※詳細および最新情報は、「ふくしま新発売」の

ホームページ（http://www.new-fukushima.jp/） 

でご覧いただけます。 

◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…福島県福島県福島県福島県農産物流通農産物流通農産物流通農産物流通課課課課    
☎☎☎☎000024242424----521521521521----7371737173717371    

公表日公表日公表日公表日 品目品目品目品目 セシウム134セシウム134セシウム134セシウム134 セシウム137セシウム137セシウム137セシウム137

8/20 ヤマメ（養殖） 検出せず（＜8.7） 検出せず（＜7.4）

8/21 日本ナシ 検出せず（＜3.7） 検出せず（＜3.2）

8/21 牛肉 検出せず（＜8.9） 検出せず（＜7.4）

8/22 牛肉 検出せず（＜7.7） 8.46

8/26 リンゴ 検出せず（＜5.2） 検出せず（＜3.2）

8/27 牛肉 検出せず（＜8.8） 検出せず（＜9.3）

8/28 ブドウ 検出せず（＜3.6） 検出せず（＜2.9）

8/28 牛肉 検出せず（＜8.9） 検出せず（＜6.2）

8/28 豚肉 検出せず（＜7.3） 検出せず（＜5.8）

8/29 ネギ 検出せず（＜4.6） 検出せず（＜4.9）

8/29 牛肉 検出せず（＜9.9） 検出せず（＜8.5）

9/3 牛肉 検出せず（＜7.0） 検出せず（＜8.0）

9/4 ニンジン 検出せず（＜4.2） 検出せず（＜3.1）

9/4 リンゴ 検出せず（＜4.1） 検出せず（＜3.5）

9/4 牛肉 検出せず（＜6.6） 8.21

9/5
菌床しいたけ
（施設）

検出せず（＜4.5） 検出せず（＜4.4）

9/5 牛肉 検出せず（＜7.2） 16.9  

内部被ばく量測定(ホールボディカウンター)案内 
2巡目の測定を実施しています。定期的に測定し健康管理

に役立てましょう。 

対象 案内時期 

全地区の 4歳～23歳 
（平成3年4月2日～平成23年4月1日生） 

通知済み 石井・大平・下川崎・上川崎・渋川・
小浜・杉田地区の 24歳以上 
（平成 3 年 4 月 1 日生以前の方） 
若宮・松岡・本町・金色・亀谷・竹田・
根崎・郭内地区の 24歳以上 
（平成 3 年 4 月 1 日生以前の方） 

累積線量・予約状況
により随時ご案内
します。 

※すでにご案内済みの方で、まだ測定を受けていない方も予約
ができます。 

※対象者の保護者の方やきょうだいの方も一緒に予約するこ
とができますので、測定センターにご相談ください。 
予約先：放射線被ばく測定センター 
☎0243-24-8110（定休日:毎週木曜日および祝日） 

※10月より土・日が休みとなる場合があります。 
5日(日)、11日(土)、19日(日)、25日(土)がお休みです。 

◎問い合わせ…健康増進課保健◎問い合わせ…健康増進課保健◎問い合わせ…健康増進課保健◎問い合わせ…健康増進課保健係係係係    ☎☎☎☎0243024302430243----55555555----5110511051105110    

野生キノコや樹実類の採取・出荷について 
野生キノコや樹実類のシーズンを迎えようとしていま

す。二本松市産の「野生キノコ」・「原木シイタケ（露地栽

培）」・「栗」は、9 月 9 日現在で出荷制限となっています。

自主検査による測定結果が 100Bq/kg 以下であっても、出

荷・販売はできませんのでご注意ください。 

なお、食中毒防止のため、疑わしい知らないキノコの採

取はせず、絶対に食べないでください。 

◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…福島県県北農林事務所福島県県北農林事務所福島県県北農林事務所福島県県北農林事務所森林林業部林業課森林林業部林業課森林林業部林業課森林林業部林業課    

☎☎☎☎024024024024----535535535535----0323 0323 0323 0323 FaxFaxFaxFax024024024024----536536536536----9590959095909590    

二本松市役所産業部農林課二本松市役所産業部農林課二本松市役所産業部農林課二本松市役所産業部農林課    

☎☎☎☎0243024302430243----55555555----5118 5118 5118 5118 Fax0243Fax0243Fax0243Fax0243----22222222----8533853385338533    

県民健康調査「甲状腺検査」実施 
県と県立医科大学では県民健康調査の一環として、子ど

もたちの健康を長期にわたり見守るため、2 回目の甲状腺検

査（本格検査）を実施します。受診方法など、詳しくは下

記までお問い合わせください。 

対象者 平成 4 年 4 月 2 日～ 

平成 24 年 4 月 1 日に生まれた方 

※対象者には県立医科大学より「甲状腺検査のご案内」が送付されます。 
※小・中学校および高等学校等に在籍している対象者については、在籍し
ている学校等で受診となります。 

検査実施場所 二本松市市民交流センター 

検査日時 10月 17 日(金)、30日(木)、31 日(金) 

10：00～13：00、14：00～17：00 

◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…◎問い合わせ…福島県福島県福島県福島県立医科大学放射線医学県民健康センター立医科大学放射線医学県民健康センター立医科大学放射線医学県民健康センター立医科大学放射線医学県民健康センター    
☎☎☎☎024024024024----549549549549----5130513051305130    

（（（（9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    土日・祝日を除く土日・祝日を除く土日・祝日を除く土日・祝日を除く））））    


