
平 成 28 年 4 月 1 日

茨 城 町 農 業 政 策 課

　検査の結果，すべて国の基準値以下となっております。
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平成28年3月1日 涸沼川 検出せず（<4.24） 検出せず（<3.63） 検出せず（<7.9）

平成28年1月27日 涸沼川 検出せず（<4.36） 検出せず（<4.31） 検出せず（<8.7）

平成27年11月25日 涸沼川 検出せず（<4.77） 検出せず（<3.53） 検出せず（<8.3）

平成27年11月4日 涸沼川 検出せず（<4.86） 検出せず（<4.51） 検出せず（<9.4）

平成27年10月14日 涸沼川 検出せず（<6.09） 検出せず（<5.72） 検出せず（<12）

平成27年9月29日 涸沼川 検出せず（<2.94） 検出せず（<3.16） 検出せず（<6.1）

平成27年9月1日 涸沼川 検出せず（<3.56） 検出せず（<4.45） 検出せず（<8.0）

平成27年7月29日 涸沼川 検出せず（<4.55） 検出せず（<4.26） 検出せず（<8.8）

平成27年7月8日 涸沼川 検出せず（<4.04） 検出せず（<3.65） 検出せず（<7.7）

平成27年6月16日 涸沼川 検出せず（<5.51） 検出せず（<4.35） 検出せず（<9.9）

平成27年5月18日 涸沼川 検出せず（<3.17） 検出せず（<3.08） 検出せず（<6.3）

平成27年4月14日 涸沼川 検出せず（<4.79） 検出せず（<3.63） 検出せず（<8.4）

平成27年3月31日 涸沼川 検出せず（<3.89） 検出せず（<2.99） 検出せず（<6.9）

平成27年3月11日 涸沼川 検出せず（<6.75） 検出せず（<6.64） 検出せず（<13）

平成27年2月17日 涸沼川 検出せず（<4.29） 検出せず（<4.47） 検出せず（<8.8）

平成27年1月7日 涸沼川 検出せず（<4.23） 検出せず（<3.93） 検出せず（<8.2）

平成26年12月10日 涸沼川 検出せず（<5.49） 検出せず（<4.71） 検出せず（<10）

平成26年11月18日 涸沼川 検出せず（<4.17） 検出せず（<3.62） 検出せず（<7.8）

平成26年10月20日 涸沼川 検出せず（〈6.27） 検出せず（〈6.69） 検出せず（〈13）

平成26年9月6日 涸沼川 検出せず（<3.16） 検出せず（<4.70） 検出せず（<7.9）

平成26年8月6日 涸沼川 検出せず（<7.26） 検出せず（<6.35） 検出せず（<14）

平成26年7月2日 涸沼川 検出せず（<3.06） 検出せず（<3.61） 検出せず（<6.7）

平成26年5月27日 涸沼川 検出せず（<4.33） 検出せず（<4.08） 検出せず（<8.4）

平成26年4月22日 涸沼川 検出せず（<5.68） 検出せず（<5.48） 検出せず（<11）

平成26年4月7日 涸沼川 検出せず（<4.26） 検出せず（<5.58） 検出せず（<9.8）

平成26年3月18日 涸沼川 検出せず（<5.67） 検出せず（<6.30） 検出せず（<12）

平成26年2月17日 涸沼川 検出せず（<7.13） 検出せず（<7.09） 検出せず（<14）

平成26年1月21日 涸沼川 検出せず（<3.74） 検出せず（<3.60） 検出せず（<7.3）

平成25年12月25日 涸沼川 検出せず（<5.52） 検出せず（<5.61） 検出せず（<11)

平成25年11月27日 涸沼川 検出せず（<4.55） 検出せず（<5.13） 検出せず（<9.7）

平成25年10月30日 涸沼川 検出せず（<2.65） 検出せず（<2.97） 検出せず（<5.6）

平成25年10月23日 涸沼川 6.26 13.9 20

平成25年9月30日 涸沼川 検出せず（<6.45） 検出せず（<5.93） 検出せず（<12）

平成25年9月11日 涸沼川 検出せず（<6.71） 検出せず（<7.35） 検出せず（<14）

平成25年8月19日 涸沼川 検出せず（<6.65） 検出せず（<5.34） 検出せず（<12）

平成25年7月25日 涸沼川 検出せず（<7.07） 検出せず（<7.19） 検出せず（<14）

平成25年6月24日 涸沼川 検出せず（<5.97） 検出せず（<6.44） 検出せず（<12）

平成25年6月12日 涸沼川 5.22 10.9 16

平成25年5月22日 涸沼川 検出せず（<4.71） 検出せず（<4.72） 検出せず（<9.4）

平成25年4月22日 涸沼川 検出せず（<7.07） 検出せず（<7.63） 検出せず（<15）

平成25年3月12日 涸沼川 検出せず（<4.66） 検出せず（<5.28） 検出せず（<9.9）

採取日 採取水域

測定結果（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

涸沼水域のヤマトシジミの放射性物質検査結果

　茨城県で実施している，平成24年1月以降の涸沼水域のヤマトシジミの放射性物質検査結果についてお知らせします。

　検査結果については，今後も更新してまいります。

放射性セシウム
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採取日 採取水域

測定結果（ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

放射性セシウム

平成25年2月7日 涸沼川 検出せず（<3.57） 検出せず（<4.67） 検出せず（<8.2）

平成24年12月26日 涸沼川 検出せず（<6.08） 検出せず（<7.08） 検出せず（<13）

平成24年12月5日 涸沼川 検出せず（<5.42） 検出せず（<6.33） 検出せず（<12）

平成24年11月13日 涸沼川 検出せず（<4.27） 検出せず（<4.07） 検出せず（<8.3）

平成24年10月23日 涸沼川 検出せず（<3.3） 検出せず（<3.9） 検出せず（<7.2）

平成24年10月2日 涸沼川 検出せず（<3.5） 検出せず（<4） 検出せず（<7.5）

平成24年9月11日 涸沼川 検出せず（<5.9） 検出せず（<5） 検出せず（<11）

平成24年8月21日 涸沼 検出せず（<7.2） 検出せず（<5.4） 検出せず（<13）

平成24年7月30日 涸沼 検出せず（<5.9） 検出せず（<7.4） 検出せず（<13）

平成24年7月10日 涸沼川 検出せず（<5.8） 検出せず（<6.9） 検出せず（<13）

平成24年6月12日 涸沼川 検出せず（<6.5） 検出せず（<6.2） 検出せず（<13）

平成24年5月15日 涸沼川 検出せず（<5.3） 検出せず（<5.3） 検出せず（<11）

平成24年4月24日 涸沼川 検出せず（<4.6） 検出せず（<5.2） 検出せず（<9.8）

平成24年4月2日 涸沼川 検出せず（<3） 検出せず（<4） 検出せず（<7）

平成24年3月13日 涸沼川 検出せず（<2） 検出せず（<2） 検出せず（<4）

平成24年2月7日 涸沼川 2 検出せず（<2） 2

平成24年1月16日 涸沼川 検出せず（<2） 検出せず（<2） 検出せず（<4）

※基準値： 一般食品放射性セシウム（Cs-134、137） １００（ﾍﾞｸﾚﾙ／kg）

※検査結果の合計値は有効数字2桁で記載(厚生労働省通知)

※「検出せず」の後の（ ）内の数値は検出下限値


