
№ 施設名

受付件数 Cs検出件数 基準値超件数 Cs値(Bq/kg) 採取地 米穀類 芋類 豆類 根菜類 茎葉物 その他野菜 きのこ 果物 畜産物 水産物 その他食品

（※１） （※２）

1 石神生涯学習センター 270 151 50 イノハナ
5,020

原町区
大原 - 43 8 21 59 7 30 69 - 1 10

2 太田生涯学習センター 101 44 17 マツタケ
13,540

小高区
（山林) 1 8 5 7 30 10 17 12 - - 4

3 ひばり生涯学習センター 262 175 71
ウラベニ
ホテイシメジ
10,310

原町区
上高平 - 21 12 16 37 12 63 66 - - 5

4 大甕生涯学習センター 83 48 14 イノハナ
2,211

鹿島区
（山林） 2 5 1 4 19 4 19 19 - - 4

5 高平生涯学習センター 142 71 19 マツタケ
8,300

原町区
馬場 4 17 5 7 26 9 18 39 - - 4

6 ひがし生涯学習センター 93 39 16 マツタケ
25,550

原町区
横川 3 15 3 7 12 10 17 19 - 4 2

7 鹿島生涯学習センター 185 107 51 猪肉
10,980

鹿島区
上栃窪 2 19 2 9 20 14 43 44 2 - 4

8 南相馬市まごころセンター 107 39 15 アミタケ
4,370

鹿島区
橲原 2 16 1 7 15 5 12 31 - 4 -

合　計 1,243 674 253 14 144 37 78 218 71 219 299 2 9 33

米穀類 クルミ 玄米 トウモロコシ 白米 ハトムギ モチ米 籾付き米

芋類 キクイモ キタアカリ コンニャク芋 サツマイモ サトイモ ジャガイモ トロロイモ ハスイモ 紫芋 メークイン ヤーコン ヤマイモ

豆類 青大豆 アズキ インゲン 枝豆 オランダマメ ケンタッキー ササギ豆 落花生

根菜類 ウコン カブ ゴボウ ダイコン タマネギ ニンジン ニンニク 二十日大根
ホース

ラディッシュ

青シソの実 アスパラ菜 アロエ 枝ブロッコリー オカノリ カラトリの茎 カリフラワー キャベツ 空芯菜 小松菜 シソの実 春菊 セロリ 大根葉 チンゲン菜 ツボミ菜

ツルムラサキ 長ネギ ニ　ラ 白菜 フユ菜 ブロッコリー ホウレンソウ 水菜 ミツバ みぶ菜 ミョウガ 紫キャベツ モロヘイヤ

オクラ カボチャ キュウリ ゴーヤ シシトウガラシ 白ナス スイカ ズッキーニ タケノコ タマネギ トウガラシ 冬瓜 トマト ナス ハヤトウリ ピーマン

ミニトマト ワラビ

アミタケ
（ イクジタケ ） アワタケ イッポンシメジ イノハナ

ウラベニ
ホテイシメジ カキシメジ カラスマイタケ キンタケ

クロカワ
（ ウシコタケ ）

サクラシメジ
（ 赤キノコ ） シイタケ

チチアワタケ
（ アワモダシ ） シメジ

シャカシメジ
(センボンシメジ)タマゴタケ トンビマイタケ

ナメコ
ナラタケ
（ オリミキ ）

ニンギョウタケ ハタケシメジ ハツタケ ヒラタケ
ホウキタケ

（ ホウキモダシ ） ホンシメジ マイタケ マツタケ モミタケ

アケビ 甘柿 イチヂク 梅 柿 カボス カリン キウイ 巨峰 栗 ザクロ 渋柿 白加賀梅 スダチ スモモ 橘の実

梨 ナツメ ハックルベリー ブドウ プラム ブルーベリー ポーポー ミカン メロン 桃 ユズ リンゴ

畜産物 猪肉 タマゴ

水産物 アイナメ アナゴ クサフグ サケ スズキ ハモ

その他 イシクラゲ イチジクジャム イノハナご飯 イモガラ 梅干し 柿（渋抜） キュウリ漬 食用菊
ナンバンと
葉の塩漬け ハチミツ ブルーベリージャム 味噌 野菜の味噌漬け ワラビの塩漬け

※４）　最高値のほか一点でも基準値を超えた品目については色付きで表示している。

※３）　持込時に規定量に達しない、前処理が適切でない等、測定精度が保てないものは除いてある。
10月中に持ち込まれた品目（※４）

品　目　（※３）

茎葉物類

その他野菜

果物

きのこ

　　　南相馬市内でつくられた自家消費の食品等放射能簡易分析結果　平成２４年１０月分
測　定　内　訳

※２）　持込まれた中で数値が一番高いものを１点表示している。

※１）　４月より新基準値として　１００Ｂｑ／ｋｇ　が適用されている。


