
　　　　　　　　　　　　　　食品等のスクリーニング検査件数
 平成25年度

　　測定月日 検査数 食品名称
４月

当月件数 0
H25.5.13 1 アスパラ

５月 H25.5.29 1 わらび、竹の子（混合物）
H25.5.31 1 蜂蜜

当月件数 3
H25.6.3 2 わらび、竹の子

６月 H25.6.19 1 杜仲茶
H25.6.28 1 梅

当月件数 4
H25.7.16 1 どじょう

７月 H25.7.17 3 ミニトマト、じゃが芋、玉ねぎ
当月件数 4

８月 H25.8.21 1 トマト
当月件数 1

９月
当月件数 0

10月 H25.10.10 1 アピオス
H25.10.24 1 さつま芋
当月件数 2

11月 H25.11.6 1 身知らず柿
H25.11.11 1 しいたけ
H25.11.13 2 大根、白菜
H25.11.14 1 柿

当月件数 5



様式3 【  湯川村  】
 

期間( 平成25年5/1　～　5/31 ) （単位：ベクレル/㎏）

セシウム134 セシウム137

165 野菜 アスパラ 河東町 H25.5.13 検出せず 検出せず

166 山菜 ワラビ、竹の子 北塩原村 H25.5.29 10 20
167 その他 蜂蜜 北塩原村 H25.5.31 検出せず 検出せず

(注1 この報告書は県から報告を求められた場合には、県消費生活課へ提出

　　するもの。

(注2 採取場所の記載は旧市街地または大字までとする。

 

食品等のスクリーニング検査結果

№ 区分 名　称 採取場所 測定月日
測定結果



様式3 【  湯川村  】
 

期間( 平成25年６/1　～　６/30 ) （単位：ベクレル/㎏）

セシウム134 セシウム137

168 山菜 わらび 北塩原村 H25.6.3 19 44
169 山菜 竹の子 北塩原村 H25.6.3 検出せず 検出せず

170 その他 杜仲茶 浜崎 H25.6.19 検出せず 検出せず

171 その他 梅 浜崎 H25.6.28 検出せず 検出せず

(注1 この報告書は県から報告を求められた場合には、県消費生活課へ提出

　　するもの。

(注2 採取場所の記載は旧市街地または大字までとする。

 

食品等のスクリーニング検査結果

№ 区分 名　称 採取場所 測定月日
測定結果



様式3 【  湯川村  】
 

期間( 平成25年7/1　～　7/31 ) （単位：ベクレル/㎏）

セシウム134 セシウム137

172 その他 どじょう 上田谷地 H25.7.16 検出せず 検出せず

173 野菜 ミニトマト 湊 H25.7.17 検出せず 検出せず

174 野菜 じゃが芋 湊 H25.7.17 検出せず 検出せず

175 野菜 玉ねぎ 湊 H25.7.17 検出せず 検出せず

(注1 この報告書は県から報告を求められた場合には、県消費生活課へ提出

　　するもの。

(注2 採取場所の記載は旧市街地または大字までとする。

 

食品等のスクリーニング検査結果

№ 区分 名　称 採取場所 測定月日
測定結果



様式3 【  湯川村  】
 

期間( 平成25年8/1　～　8/31 ) （単位：ベクレル/㎏）

セシウム134 セシウム137

野菜 トマト 沼の上 H25.8.21 検出せず 検出せず

(注1 この報告書は県から報告を求められた場合には、県消費生活課へ提出

　　するもの。

(注2 採取場所の記載は旧市街地または大字までとする。

 

食品等のスクリーニング検査結果

№ 区分 名　称 採取場所 測定月日
測定結果



様式3 【  湯川村  】
 

期間( 平成25年10/1　～　10/31 ) （単位：ベクレル/㎏）

セシウム134 セシウム137

177 野菜 アピオス 浜崎 H.25.10.10 検出せず 検出せず

178 野菜 さつま芋 笈川小学校 H.25.10.24 検出せず 検出せず

(注1 この報告書は県から報告を求められた場合には、県消費生活課へ提出

　　するもの。

(注2 採取場所の記載は旧市街地または大字までとする。

 

食品等のスクリーニング検査結果

№ 区分 名　称 採取場所 測定月日
測定結果



様式3 【  湯川村  】
 

期間( 平成25年11/1　～　11/30 ) （単位：ベクレル/㎏）

セシウム134 セシウム137

179 果実 身知らず柿 湊 H.25.11.6 検出せず 検出せず

180 その他 しいたけ 湊 H.25.11.11 検出せず 18
181 野菜 大根 湊 H.25.11.13 検出せず 検出せず

182 野菜 白菜 湊 H.25.11.13 検出せず 検出せず

183 果実 柿 湊 H.25.11.14 検出せず 検出せず

(注1 この報告書は県から報告を求められた場合には、県消費生活課へ提出

　　するもの。

(注2 採取場所の記載は旧市街地または大字までとする。

 

食品等のスクリーニング検査結果

№ 区分 名　称 採取場所 測定月日
測定結果
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