
地下水の環境放射線モニタリング調査結果について 
 

                         平成２７年２月２７日 
                  原子力災害現地対策本部（放射線班） 
                    福島県災害対策本部（原子力班） 

 
１ 調査目的 

本調査は、福島県の「平成２６年度 地下水の水質測定計画」における概況

調査（ローリング方式）に該当する地下水について、放射性物質の分布状況を

把握するために行っています。 
 
２ 調査期間  平成２６年５月～９月 
 
３ 調査地点数 ２８地点 
 
４ 調査結果  放射性ヨウ素   Ｉ－１３１  全ての地点で不検出 
        放射性セシウム  Ｃｓ－１３４ 全ての地点で不検出 

Ｃｓ－１３７ 全ての地点で不検出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(問い合わせ先 福島県放射線監視室 電話０２４－５２１－１９１７) 



福島県放射線監視室
福島県水・大気環境課

放射性ヨウ素

I-131 Cs-134 Cs-137

1 福島市下鳥渡 平成26年5月26日 不検出 不検出 不検出

2 二本松市田沢 平成26年9月8日 不検出 不検出 不検出

3 二本松市東新殿 平成26年9月2日 不検出 不検出 不検出

4 川俣町飯坂 平成26年9月2日 不検出 不検出 不検出

5 郡山市逢瀬町多田野 平成26年7月8日 不検出 不検出 不検出

6 郡山市西田町鬼生田 平成26年7月8日 不検出 不検出 不検出

7 田村市常葉町堀田 平成26年7月15日 不検出 不検出 不検出

8 田村市船引町新舘 平成26年7月15日 不検出 不検出 不検出

9 平田村上蓬田 平成26年9月8日 不検出 不検出 不検出

10 小野町小野新町 平成26年9月8日 不検出 不検出 不検出

11 白河市旗宿大久保 平成26年7月7日 不検出 不検出 不検出

12 泉崎村北平山 平成26年7月7日 不検出 不検出 不検出

13 塙町植田 平成26年7月7日 不検出 不検出 不検出

14 会津若松市湊町 平成26年7月14日 不検出 不検出 不検出

15 喜多方市関柴町 平成26年7月14日 不検出 不検出 不検出

16 柳津町藤 平成26年9月1日 不検出 不検出 不検出

17 三島町桑原 平成26年9月1日 不検出 不検出 不検出

18 下郷町白岩 平成26年7月14日 不検出 不検出 不検出

19 只見町布沢 平成26年5月19日 不検出 不検出 不検出

20 南相馬市鹿島区上栃窪 平成26年7月7日 不検出 不検出 不検出

21 楢葉町大谷 平成26年5月19日 不検出 不検出 不検出

22 川内村上川内 平成26年9月8日 不検出 不検出 不検出

23 葛尾村落合 平成26年9月8日 不検出 不検出 不検出

24 いわき市平原高野 平成26年6月23日 不検出 不検出 不検出

25 いわき市平豊間 平成26年6月23日 不検出 不検出 不検出

26 いわき市内郷高野町 平成26年6月23日 不検出 不検出 不検出

27 いわき市三和町中寺 平成26年6月23日 不検出 不検出 不検出

28 いわき市遠野町入遠野 平成26年6月23日 不検出 不検出 不検出

地下水の環境放射線モニタリング調査結果

※　本分析における放射性物質濃度の検出限界値（約1Bq/L　測定条件（使用した測定機器、測定
時のバックグラウンド値等）により、測定毎に若干変動する。）を下回る場合は、不検出と記載。
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測定結果（Bq/L）

採水日No. 方部 地点名

県北

放射性セシウム

平成27年2月27日



 
 

1 福島市下鳥渡 15 喜多方市関柴町 

2 二本松市田沢 16 柳津町藤 

3 二本松市東新殿 17 三島町桑原 

4 川俣町飯坂 18 下郷町白岩 

5 郡山市逢瀬町多田野 19 只見町布沢 

6 郡山市西田町鬼生田 20 南相馬市鹿島区上栃窪 

7 田村市常葉町堀田 21 楢葉町大谷 

8 田村市船引町新舘 22 川内村上川内 

9 平田村上蓬田 23 葛尾村落合 

10 小野町小野新町 24 いわき市平原高野 

11 白河市旗宿大久保 25 いわき市平豊間 

12 泉崎村北平山 26 いわき市内郷高野町 

13 塙町植田 27 いわき市三和町中寺 

14 会津若松市湊町 28 いわき市遠野町入遠野 

平成 26年度地下水採取地点 
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