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平成２７年１２月１日

水 田 畑 作 課

農林水産物（穀類）に係る緊急時環境放射線モニタリング検査

の結果について

平成２７年１１月９日～３０日に採取した穀類の緊急時環境放射線モニタリング検査

について、その結果は下記のとおりでしたのでお知らせします。

福島県といたしましては、この結果を県民及び関係者の皆様等へ速やかに情報提供し

てまいります。

記

１ 検査対象及び点数

（１）大 豆 ７７点：１９市町村（旧５９町村）

（２）秋そば ９点：７市町（旧９村）

（３）小 豆 ７０点：１９市町村（旧６２町村）

２ 検査結果

（１）全ての検体について、基準値を超過する放射性セシウムは検出されませんでした。

（２）上記１の穀類は、今回の結果により別表の旧市町村が新たに出荷可能となりまし

た。

３ 出荷可否マップの公開

旧市町村ごとの大豆、そば及び小豆の出荷可否マップについては、ホームページで

ご覧いただけます。

（県ホームページ内「平成２７年産穀類のモニタリング検査の旧市町村別進捗状況」）

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36035b/daishinsai-kokurui-monitoring-shinchoku-27.html
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検査の結果、新たに出荷が可能となった旧市町村

品目 市町村名 旧市町村名 品目 市町村名 旧市町村名

旧平田村 1 旧平田村 1
旧飯坂町 2 旧明治村 2
旧野田村 3 旧野田村 3

旧大久保村 4 旧庭塚村 4
旧吉井田村 5 旧余目村 5
旧余目村 6 旧水保村 6
旧青木村 7 旧鳥川村 7
旧小国村 8 旧佐倉村 8
旧一箕村 9 旧小国村 9
旧町北村 10 旧町北村 10

旧喜久田村 11 旧川南村 11
旧三代村 12 旧永戸村 12
旧逢隈村 13 旧上遠野村 13
旧高野村 14 旧入遠野村 14
旧宮城村 15 旧赤井村 15
旧高瀬村 16 旧松山村 16

旧上遠野村 17 旧上三宮村 17
旧神谷村 18 旧駒形村 18

旧小野田村 19 旧喜多方町 19
旧大屋村 20 旧朝倉村（熱塩加納村） 20
旧信夫村 21 旧塩川町 21

旧早稲谷村 22 旧朝倉村（山都町） 22
旧朝倉村（熱塩加納村） 23 旧新郷村 23

旧駒形村 24 旧千咲村（高郷村） 24
旧小川村 25 旧八幡村 25
旧山都村 26 旧飯豊村 26

旧朝倉村（山都町） 27 旧山上村 27
旧新郷村 28 旧日立木村 28
旧杉田村 29 旧木幡村 29
旧石井村 30 旧岳下村 30

旧上川崎村 31 旧上真野村 31
旧木幡村 32 旧原町 32
旧針道村 33 旧石神村・避難指示区域以外 33
旧都路村 34 旧太田村・解除準備区域以外 34

旧山根村（常葉町） 35 旧真野村 35
旧移村 36 伊達市 旧五十沢村 36

旧芦沢村 37 桑折町 旧睦合村 37
旧要田村 38 旧大里村 38

南相馬市 旧鹿島町 39 旧広戸村 39
伊達市 旧白根村 40 旧牧本村 40
大玉村 旧玉井村 41 旧下谷村 41

旧野沢町 42 旧新郷村 42
旧登世島村 43 旧登世島村 43
旧下谷村 44 旧群岡村 44

旧尾野本村 45 旧尾野本村 45
旧宝坂村 46 旧睦合村 46

旧上野尻村 47 旧宝坂村 47
旧束松村 48 旧上野尻村 48

湯川村 旧勝常村 49 旧束松村 49
旧金上村 50 猪苗代町 旧吾妻村 50
旧広瀬村 51 会津坂下町 旧高寺村 51

会津美里町 旧川南村 52 旧赤沢村 52
矢祭町 旧高城村 53 旧永井野村 53

旧山橋村 54 旧尾岐村 54
旧石川町 55 旧本郷町 55
旧中谷村 56 矢吹町 旧三神村 56
旧母畑村 57 棚倉町 旧山岡村 57

三春町 旧御木沢村 58 矢祭町 旧石井村 58
小野町 旧夏井村 59 旧山橋村 59

会津若松市 旧東山村 1 旧母畑村 60
郡山市 旧丸守村 2 旧新地村 61
白河市 旧金山村 3 旧駒ヶ嶺村 62

旧大里村 4
旧湯本村 5

金山町 旧横田村 6
矢祭町 旧高城村 7

旧山橋村 8
旧中谷村 9

二本松市

西会津町

（別表）「緊急時環境放射線モニタリング検査（穀類）」について
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