
・「－」はモニタリングによる地域解除は行わない市町村（地域）

・「 」は作付けがないか利用がないため、モニタリングによる利用判断をしていない市町村

青刈利用
サイレージ・乾

草利用

○ ※２ ○(6/12) ○(11/6) － － － －

△(6/5) △(9/11) － － － －

○ ※２ ○(6/5) ○(8/14) － － － －

△(5/15) － － － －

△(6/19) － － － －

○ ※２ ○(6/5) ○(9/4) － － － －

○(9/4) － － － －

△(5/1) ○(8/28) － － － －

その他 － － － －

湖南 ○ ※２ ○(6/12) △(6/12,7/3)

○(6/5) ○(6/12) ○(8/7) － － － －

○(10/2) △(6/26,7/17,7/31) ○(8/14) － － － －

○ ※２ ○(6/26) ○(8/14) － － － －

△(5/29,7/17) ○(9/11) － － － －

○ ※２ ○(7/3) － － － －

△(9/4) － － － －

○ ※２ ○(5/22) ○(8/14) － － － －

△(6/19) ○(9/18) － － － －

○ ※２ ○(5/29) ○(9/4) － － － －

○ ※２ ○(6/26) ○(8/28) － － － －

○ ※２ ○(6/12) ○(9/4) － － － －

△(6/5,6/12,6/26) ○(8/14) － － － －

○ ※２ ○(6/26) ○(8/28) － － － －

△(7/31) △(6/5,6/12,6/19) ○(8/7) － － － －

○ ※２ ○(7/17) ○(8/28) － － － －

○ ※２ ○(6/19) ○(8/28) － － － －

△(7/17) △(6/5,7/17) ○(8/28) － － － －

△(7/17) △(8/28) △(7/17,7/24) △(6/19) ○(12/11)

○(8/28) － － － －

○(8/7) － － － －

△(5/22) △(6/5) △(8/14,8/28) ○ ※２ ○(10/2) ○(5/29) △(5/29)

△(10/9) 自粛(6/5）※１ 自粛 ※３

－ － － －

○(7/3) △(6/5,7/10) ○(9/4) ○(5/29) ○(6/12) ○ ※２ ○（6/5)

△(6/5)

○(9/11) ○ ※２ ○(6/26) ○ ※２ ○（6/19)

△(5/29,9/18) △(9/11,9/18) △(5/29) △(6/12,6/19)

△(6/5,7/3)

△(9/11,10/2) △(6/19,6/26)

△(9/18) △(6/19,6/26,7/3)

△(8/7) △(8/28,10/9) △(6/12) △(6/26)

△(7/3) △(6/12)

○ ※２ ○(7/10) △(6/12,6/19)

○ ※２ ○(6/12) △(8/28) － － － －

○ ※２ ○(6/12) 自粛(8/28）※１ － － － －

△(6/19) － － － －

－ － － －

△(6/5) － － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

△(5/15) △(6/26) ○(8/14) － － － －

△(4/24,7/17,10/30) △(5/29,6/5,10/2) ○(8/28)

南相馬市

新地町

広野町

昭和村

会津美里町

下郷町

只見町

いわき市

飯舘村

楢葉町

富岡町

大熊町

浪江町

葛尾村

川内村

南会津町

相馬市

西会津町

会津坂下町

湯川村

柳津町

三島町

金山町

鮫川村

会津若松市

磐梯町

猪苗代町

喜多方市

北塩原村

泉崎村

中島村

矢吹町

棚倉町

矢祭町

塙町

玉川村

平田村

浅川町

古殿町

白河市

西郷村

三春町

小野町

須賀川市

鏡石町

天栄村

石川町

単年生飼料作物

※２ サイレージ・乾草利用が自粛解除となった地域については、青刈利用も可能とします。

注） イタリアンライグラスは単年生牧草ですが、更新せず、自然下種により経年利用している場合は永年生牧草と位置付けます。

郡山市

国見町

二本松市

本宮市

大玉村

田村市

市町村名
イネ科長大作物 青刈利用

サイレージ・乾
草利用

・「○」は利用可能とした市町村（地域）

・カッコ内は利用判断を行った日付

※３ 青刈利用が自粛となった地域において、暫定許容値を超過した農家（ほ場）については、サイレージ・乾草利用についても利用自粛とし
ます。

※１ 流通・利用が自粛となった市町村（地域）において、モニタリング検査の結果、暫定許容値以下となった検査地点（農家）の牧草・飼料
作物については利用可能とします（細分化調査の場合も同様）。

青刈利用
サイレージ・乾

草利用

永年生牧草

・「△」は検査地点が５点未満のため、検査地点のみを利用可能とした市町村（地域）

福島市

川俣町

伊達市

桑折町

平成２５年産牧草・飼料作物の利用判断状況

(平成26年2月12日現在）

野草

イネ科飼料作物 注）



・「○」は利用可能とした市町村（地域）

・「△」は調査地点が５点未満のため、調査地点（生産ロット）のみを利用可能とした市町村（地域）

・「－」はモニタリングによる地域解除は行わず、生産ロットごとに利用の可否を判断

・「 」は作付けがないか利用がないため、モニタリングによる利用判断をしていない市町村

・カッコ内は利用判断を行った日付

市町村名 米の作付区域 稲発酵粗飼料 市町村名 米の作付区域 稲発酵粗飼料

全量生産出荷管理等地域 － 中島村 その他の区域

その他の区域 ○(10/9) 矢吹町 その他の区域 △(9/11)

全量生産出荷管理等地域 － 棚倉町 その他の区域 ○(10/16)

その他の区域 矢祭町 その他の区域 ○(2/12)

全量生産出荷管理等地域 － 塙町 その他の区域 ○(1/22)

その他の区域 ○(10/2) 鮫川村 その他の区域 ○(11/20)

桑折町 その他の区域 ○(10/9) 会津若松市 その他の区域 △(8/28,10/30,11/13)

国見町 その他の区域 磐梯町 その他の区域

全量生産出荷管理等地域 － 猪苗代町 その他の区域 ○(10/9)

その他の区域 ○(10/9) 喜多方市 その他の区域 ○(10/2)

全量生産出荷管理等地域 － 北塩原村 その他の区域

その他の区域 西会津町 その他の区域 ○(10/9)

全量生産出荷管理等地域 － 会津坂下町 その他の区域

その他の区域 湯川村 その他の区域

全量生産出荷管理等地域 － 柳津町 その他の区域

その他の区域 ○(9/18) 三島町 その他の区域

全量生産出荷管理等地域 － 金山町 その他の区域

その他の区域 ○(10/23) 昭和村 その他の区域

三春町 その他の区域 会津美里町 その他の区域

小野町 その他の区域 ○(10/23) 下郷町 その他の区域

全量生産出荷管理等地域 － 只見町 その他の区域

その他の区域 ○(9/18) 南会津町 その他の区域

鏡石町 その他の区域 全量生産出荷管理等地域 －

天栄村 その他の区域 ○(9/11) その他の区域 ○(9/25)

石川町 その他の区域 ○(9/18) 南相馬市 全量生産出荷管理等地域 －

玉川村 その他の区域 △(9/11) 新地町 その他の区域

平田村 その他の区域 ○(10/9) 飯舘村 全量生産出荷管理等地域 －

浅川町 その他の区域 △(9/11) 広野町 全量生産出荷管理等地域 －

古殿町 その他の区域 ○(10/23) 楢葉町 全量生産出荷管理等地域 －

白河市 その他の区域 ○(10/2) 川内村 全量生産出荷管理等地域 －

西郷村 その他の区域 ○(9/25) 全量生産出荷管理等地域 －

泉崎村 その他の区域 その他の区域 ○(9/4)

相馬市

いわき市：旧山田村

福島市：旧福島市、旧小国村、旧立子山村、旧松川
町、旧水原村、旧下川崎村及び旧平田村

伊達市：旧堰本村、旧柱沢村、旧富成村、旧掛田町、
旧小国村及び旧月舘町

郡山市：旧富久山町

川内村：全域

南相馬市：帰還困難区域、居住制限区域及び避難指
示解除準備区域を除く区域

楢葉町：全域

相馬市：旧玉野村

広野町：全域

いわき市

※ 全量生産出荷管理等地域（作付再開準備地域及び全量生産出荷管理地域）

本宮市：旧白岩村

福島市

伊達市

川俣町：旧山木屋村

二本松市：旧渋川村

須賀川市

須賀川市：旧西袋村

飯舘村：帰還困難区域を除く区域

平成２５年産稲発酵粗飼料の利用判断状況

(平成26年2月12日現在）

郡山市

田村市

田村市：旧都路村、旧山根村（常葉町）及び旧移村の
一部（避難指示解除準備区域及び旧緊急時避難準
備区域）

大玉村：旧玉井村

本宮市

大玉村

二本松市

川俣町



・「○」は利用可能とした市町村（地域）

・「△」は調査地点が５点未満のため、調査地点のみを利用可能とした市町村（地域）

市町村名 旧市町村名
稲わら

（飼料利用）
市町村名 旧市町村名

稲わら
（飼料利用）

01福島市 福島市 ※２ ○(11/20) 05国見町 藤田町
01福島市 小国村 ○(11/13) 05国見町 森江野村
01福島市 立子山村 ○(10/30) 05国見町 大枝村
01福島市 松川町 ○(11/20) 05国見町 大木戸村
01福島市 水原村 ○(11/13) 05国見町 小坂村
01福島市 下川崎村 ○(11/13) 06二本松市 渋川村 ○(11/13)
01福島市 平田村 ○(10/23) 06二本松市 二本松町
01福島市 吉井田村 06二本松市 塩沢村
01福島市 余目村 06二本松市 油井村（二本松市）

01福島市 大笹生村 06二本松市 岳下村
01福島市 笹谷村 06二本松市 杉田村
01福島市 荒井村 06二本松市 大平村
01福島市 土湯村 06二本松市 石井村
01福島市 佐倉村 06二本松市 油井村（安達町）
01福島市 飯坂町 06二本松市 下川崎村
01福島市 中野村 06二本松市 上川崎村
01福島市 平野村 06二本松市 小浜町
01福島市 東湯野村 06二本松市 太田村（岩代町）
01福島市 湯野町 06二本松市 新殿村
01福島市 茂庭村 06二本松市 旭村
01福島市 野田村 06二本松市 針道村
01福島市 庭坂村 06二本松市 木幡村
01福島市 庭塚村 06二本松市 戸沢村
01福島市 水保村 06二本松市 太田村（東和町）
01福島市 大森村 07本宮市 白岩村 ○(12/4)
01福島市 鳥川村 07本宮市 本宮町
01福島市 金谷川村 07本宮市 荒井村
01福島市 飯野町 07本宮市 青田村
01福島市 大久保村 07本宮市 仁井田村
01福島市 青木村 07本宮市 和木沢村（本宮町）

01福島市 明治村 07本宮市 岩根村
02川俣町 山木屋村 自粛 07本宮市 和木沢村（白沢村）

02川俣町 川俣町 08大玉村 玉井村 ○(12/4)
02川俣町 小島村 08大玉村 大山村 ○(12/4)
02川俣町 飯坂村 09郡山市 富久山町 ○(11/6)
02川俣町 小綱木村 09郡山市 郡山市
02川俣町 大綱木村 09郡山市 富田村
02川俣町 富田村 09郡山市 大槻町
02川俣町 福田村 09郡山市 岩江村
03伊達市 堰本村 ○(11/6) 09郡山市 高瀬村
03伊達市 柱沢村 ○(11/6) 09郡山市 中妻村
03伊達市 富成村 ○(11/13) 09郡山市 永盛町
03伊達市 掛田町 ○(11/13) 09郡山市 豊田村
03伊達市 小国村 ○(11/6) 09郡山市 三和村
03伊達市 月舘町 ○(11/6) 09郡山市 穂積村
03伊達市 伏黒村 09郡山市 河内村
03伊達市 伊達町 09郡山市 多田野村
03伊達市 梁川町 09郡山市 片平村
03伊達市 大枝村 09郡山市 喜久田村
03伊達市 粟野村 09郡山市 日和田町
03伊達市 白根村 09郡山市 小泉村
03伊達市 山舟生村 09郡山市 月形村
03伊達市 富野村 09郡山市 中野村
03伊達市 五十沢村 09郡山市 三代村
03伊達市 保原町 09郡山市 福良村
03伊達市 大田村 09郡山市 赤津村
03伊達市 上保原村 09郡山市 熱海町
03伊達市 霊山村 09郡山市 丸守村
03伊達市 石戸村 09郡山市 逢隈村
03伊達市 小手村 09郡山市 高野村
04桑折町 桑折町 09郡山市 宮城村
04桑折町 半田村 09郡山市 御舘村
04桑折町 睦合村 09郡山市 守山町
04桑折町 伊達崎村 09郡山市 谷田川村

09郡山市 二瀬村

○(12/4)

・カッコ内は利用判断を行った日付

平成２５年産稲わらの利用判断状況

(平成26年2月12日現在）

○(10/30)

○(11/13)

○(11/6)

○(11/6)

○(10/30)

○(11/6)

○(10/16)



市町村名 旧市町村名
稲わら

（飼料利用）
市町村名 旧市町村名

稲わら
（飼料利用）

10田村市 山根村(常葉町） ○(10/16) 22西郷村 西郷村 ○(12/18)
10田村市 移村 ○(10/23) 23泉崎村 関平村
10田村市 都路村 ○(10/9) 23泉崎村 川崎村
10田村市 滝根町 24中島村 吉子川村
10田村市 大越町 24中島村 滑津村
10田村市 七郷村(大越町） 25矢吹町 矢吹町
10田村市 山根村(大越町） 25矢吹町 中畑村
10田村市 常葉町 25矢吹町 三神村
10田村市 船引町 25矢吹町 広戸村
10田村市 要田村 26棚倉町 棚倉町
10田村市 文珠村 26棚倉町 高野村
10田村市 美山村 26棚倉町 社川村
10田村市 瀬川村 26棚倉町 山岡村
10田村市 芦沢村 26棚倉町 近津村
10田村市 七郷村(船引町） 27矢祭町 豊里村
11三春町 三春町 27矢祭町 石井村
11三春町 御木沢村 27矢祭町 高城村
11三春町 中妻村 28 塙町 塙町
11三春町 沢石村 28 塙町 笹原村
11三春町 要田村 28 塙町 高城村
11三春町 中郷村 28 塙町 石井村
11三春町 岩江村 29鮫川村 鮫川村 ○(10/23)
12小野町 小野新町 30会津若松市 若松市
12小野町 飯豊村 30会津若松市 一箕村
12小野町 夏井村 30会津若松市 東山村
13須賀川市 西袋村 ○(11/27) 30会津若松市 町北村
13須賀川市 須賀川町 30会津若松市 大戸村
13須賀川市 浜田村 30会津若松市 高野村
13須賀川市 稲田村 30会津若松市 門田村
13須賀川市 小塩江村 30会津若松市 神指村
13須賀川市 仁井田村 30会津若松市 湊村
13須賀川市 川東村 30会津若松市 荒井村
13須賀川市 大森田村 30会津若松市 舘ノ内村
13須賀川市 長沼町 30会津若松市 川南村
13須賀川市 白方村（長沼町） 30会津若松市 日橋村
13須賀川市 桙衝村 30会津若松市 堂島村
13須賀川市 白江村 31磐梯町 磐梯町 ○(10/16)
13須賀川市 白方村（岩瀬村） 32猪苗代町 猪苗代町
14鏡石町 鏡石町 ○(12/4) 32猪苗代町 吾妻村
15天栄村 広戸村 32猪苗代町 長瀬村
15天栄村 大里村 32猪苗代町 千里村
15天栄村 牧本村 32猪苗代町 翁島村
15天栄村 湯本村 32猪苗代町 月輪村
16石川町 石川町 33喜多方市 喜多方町
16石川町 母畑村 33喜多方市 岩月村
16石川町 中谷村 33喜多方市 松山村
16石川町 山橋村 33喜多方市 慶徳村
16石川町 沢田村 33喜多方市 豊川村
16石川町 野木沢村 33喜多方市 関柴村
17玉川村 泉村 33喜多方市 熊倉村
17玉川村 須釜村 33喜多方市 上三宮村
18平田村 蓬田村 33喜多方市 加納村
18平田村 小平村 33喜多方市 熱塩村
19浅川町 浅川町 33喜多方市 朝倉村（熱塩加納村）

19浅川町 山白石村 33喜多方市 塩川町
19浅川町 小野田村 33喜多方市 姥堂村
20古殿町 竹貫村 33喜多方市 堂島村
20古殿町 宮本村 33喜多方市 駒形村
21白河市 白河市 33喜多方市 山都村
21白河市 古関村（白河市） 33喜多方市 小川村
21白河市 白坂村 33喜多方市 木幡村
21白河市 小田川村 33喜多方市 千咲村（山都町）
21白河市 五箇村 33喜多方市 相川村
21白河市 古関村（表郷村） 33喜多方市 朝倉村（山都町）
21白河市 金山村 33喜多方市 一ノ木村
21白河市 社村 33喜多方市 早稲谷村
21白河市 小野田村 33喜多方市 山郷村
21白河市 釜子村 33喜多方市 新郷村
21白河市 大屋村 33喜多方市 千咲村（高郷村）
21白河市 信夫村

○(10/9)

○(11/6)

○(10/23)

○(11/20)

○(10/16)

○(10/16)

○(10/16)

○(11/6)

○(10/16)

○(11/20)

○(12/18)

○(11/27)

○(10/16)

○(12/4)

○(11/27)

○(10/30)

○(11/6)

○(10/16)

○(12/4)

○(10/9)



市町村名 旧市町村名
稲わら

（飼料利用）
市町村名 旧市町村名

稲わら
（飼料利用）

34北塩原村 北山村 47南相馬市 原町 自粛
34北塩原村 大塩村 47南相馬市 高平村 △(12/25)
34北塩原村 桧原村 47南相馬市 太田村 ※１、２ △(12/25)
35西会津町 野沢町 47南相馬市 大甕村 ※１ 自粛
35西会津町 尾野本村 47南相馬市 石神村 ※１ △(12/25)
35西会津町 登世島村 47南相馬市 鹿島町 自粛
35西会津町 下谷村 47南相馬市 八沢村 △(12/25)
35西会津町 睦合村 47南相馬市 真野村 △(11/20)
35西会津町 群岡村 47南相馬市 上真野村 ※１ 自粛
35西会津町 宝坂村 47南相馬市 金房村 ※１ 自粛
35西会津町 上野尻村 48新地町 新地村
35西会津町 新郷村 48新地町 福田村
35西会津町 奥川村 48新地町 駒ケ嶺村 自粛(11/13)
35西会津町 束松村 49飯舘村 大舘村 自粛
36会津坂下町 坂下町 49飯舘村 飯曽村 ※１ 自粛
36会津坂下町 若宮村 50広野町 広野町 ○(10/23)
36会津坂下町 金上村 51楢葉町 竜田村 自粛
36会津坂下町 広瀬村 51楢葉町 木戸村 自粛
36会津坂下町 川西村 52川内村 川内村 ○(10/30)
36会津坂下町 八幡村 53いわき市 山田村 ○(10/9)
36会津坂下町 高寺村 53いわき市 平市
37湯川村 笈川村 53いわき市 飯野村
37湯川村 勝常村 53いわき市 神谷村
38柳津町 西山村 53いわき市 草野村
38柳津町 柳津村 53いわき市 夏井村
39三島町 宮下村 53いわき市 高久村
39三島町 西方村 53いわき市 豊間町
40金山町 川口村 53いわき市 赤井村
40金山町 本名村 53いわき市 湯本町
40金山町 沼沢村 53いわき市 磐崎村
40金山町 横田村 53いわき市 小名浜町
41昭和村 昭和村 自粛 53いわき市 江名町
42会津美里町 高田町 53いわき市 泉村
42会津美里町 赤沢村 53いわき市 渡辺村
42会津美里町 永井野村 53いわき市 鹿島村
42会津美里町 尾岐村 53いわき市 内郷町
42会津美里町 東尾岐村 53いわき市 箕輪村
42会津美里町 旭村 53いわき市 植田町
42会津美里町 藤川村 53いわき市 錦町
42会津美里町 本郷町 53いわき市 川部村
42会津美里町 玉路村 53いわき市 勿来町
42会津美里町 川南村 53いわき市 上遠野村
42会津美里町 新鶴村 53いわき市 入遠野村
43下郷町 楢原町 53いわき市 田人村
43下郷町 旭田村 53いわき市 好間村
43下郷町 江川村 53いわき市 上小川村
44只見町 伊北村 53いわき市 下小川村
44只見町 明和村 53いわき市 永戸村
44只見町 朝日村 53いわき市 沢渡村
45南会津町 田島町 53いわき市 三阪村
45南会津町 桧沢村 53いわき市 四倉町
45南会津町 荒海村 53いわき市 大浦村
45南会津町 舘岩村 53いわき市 大野村
45南会津町 伊南村 53いわき市 川前村
45南会津町 大川村 53いわき市 久の浜町
45南会津町 大宮村 53いわき市 大久村
45南会津町 富田村
46相馬市 玉野村 △(11/13)
46相馬市 中村町
46相馬市 大野村
46相馬市 飯豊村
46相馬市 山上村
46相馬市 磯部村
46相馬市 日立木村
46相馬市 八幡村

※１ 作付制限地域を除く。
※２ 米の全袋検査で基準値を超過した当該生産者圃場の稲わらについては流通・利用の自粛となります。

自粛

△(10/23)

○(11/6)

○(10/30)

○(11/6)

自粛

△(12/11)

○(11/20)

○(10/23)

○(10/16)

○(10/16)

○(10/23)

○(10/2)

△(10/23,11/13)


