
R-DAN 佐久・放射能測定室（http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/）
に協力をいただき、私たちの身近で生産されているものや、近所のスーパー
マーケットで購入できる食品に含まれるセシウムの測定調査を行いました。
今回の調査は短期間に行ったもので、流通品の内の一部サンプル検査です
ので、この調査結果がすべてではありません。ですが、私たちの生活の中に
及んでいる放射能汚染についてぜひ考えていただき、食べ物の安全や農作物
のことなど、ご家族や身近な方と話しあうきっかけにしていただけるとうれし
いです。原発事故後、時間が経過するとともに環境や食品の汚染状況も変
化しています。汚染が減少してきているもの（一部の野菜や魚介類など）も
あれば、いまだに高濃度の放射性物質が検出されていたり（山菜やキノコ、

海底に棲む魚など）、さらに蓄積されていく可能性もあります。これから先、
それらがどのように変化していくか、情報をとり注目していきたいと考えます。
また、行政の行っている放射性物質検査も、ごく一部のサンプル検査であり、
流通品がすべて調査をされているわけではありません。検出限界値も自治体
によって検査の内容によって異なりますし、原発事故で放出されたセシウム
以外の放射性核種（ストロンチウムやトリチウムなど）についてはほとんど調
べられていません。「安心感」だけではなく、より「安全」な食品流通のため、
さらにきめ細やかな検査体制や流通品への表示を国や自治体に求めて働きか
けていくことが必要ではないでしょうか。

検査実施期間：25年4月～7月　使用機器：NalシンチレーションCSK-3i （一部ゲルマニウム半導体検出器による測定）

牛ふん堆肥…牛はたくさん食べ、わらなど飼料に含まれる
セシウムが堆肥に濃縮します。政府の定めた暫定許容値　
400Bq/kg よりも低い数値ですが、毎年たくさんの堆肥
を畑に入れ続けたとしたら、10 年 20 年後の状況はどう
なっていくでしょうか？

山菜・きのこ…野生きのこや原木栽培に限らず、菌床
栽培のきのこでも、菌床（おがくずなど）がセシウム等
で汚染されていればそれがきのこに蓄積します。汚染が
軽微な土地であっても、山菜や野生きのこの種類によっ
ては特異的に濃縮する場合があります。特に野生きのこ
は長野県内の広い範囲でセシウムが検出されています。
山林に降った放射性物質は自然の循環に組み込まれ、
土壌付近にとどまるため、汚染された地域では毎年継続
して汚染きのこや山菜が見つかると予想されます。
タラノメ…220Bq/kg　コシアブラ…610Bq/kg
軽井沢町産、セシウム137,134 合算  25 年 6月長野県による調査

野生獣肉・淡水魚…
野沢温泉村 イノシシ 100Bq/kg
須坂市 ニホンジカ 27Bq/kg
佐久市 ニホンジカ 44Bq/kg
信濃町（野尻湖） ワカサギ 17.6Bq/kg 
木島平村（満水川） イワナ 10Bq/kg  
上田市（千曲川） ウグイ 2.3Bq/kg
セシウム137,134合算24年～25年長野県による調査
長野県のおとなり群馬県では各地域の河川で淡水魚調査
を多数、継続して行っています。
http://www.pref.gunma.jp/05/f0100257.html
長野県でも検査数をぜひ増やしていただきたいです！

外部被ばく…宇宙線や大地からの放射線、レントゲンなど体の外から放射線を浴びてうける被ばく。
内部被ばく…食事や呼吸で体の中に取り込んだ放射性物質から放射線を浴びてうける被ばく。体の内側、細胞のすぐ近
くから放射線が照射されるのでより影響が大きいと言われています。自然界の放射性物質カリウムは食べものや人体にも
多く含まれており、私たちは日々内部被ばくしています。セシウム等の人工放射性物質（原子炉などで発生するもの）を
体内に取り込めばその分内部被ばく量が上乗せされます。また人工放射性物質は核種によって特定の臓器に蓄積されや
すいという報告もあります。

ベクレル（Bq）は「放射能」の単位…放射性物質が放射線を出す能力を放射能と呼びます。1個の放射性物質が1秒間に1本の放射線を出す（放射能）
と、1Bqになります。10Bqなら1 秒間に10 個の放射線を出します。（注）厳密には、ベクレルは1 秒間に崩壊する放射性同位体がどれくらいある
かを表わしています。1崩壊につき必ず１本放射線が出るということではありません。核種によって異なります。
シーベルト（Sv）は「被ばく量」の単位…放射線が人体に与えるダメージ（被ばく量）を表す単位。核種によって放射線のエネルギーの強さはち
がいます（アルファ線（ウランなど）ベータ線 （ストロンチウムなど）ガンマ線（セシウムなど））。

薪の灰、草木灰…
薪ストーブなどに使う薪の流通基準値は
40Bq/kg です。それを燃やしてできる灰は
放射性物質がおよそ 200 倍に濃縮され、一
般廃棄物の基準値である 8000Bq/kg とな
る、という考えから計算されています。灰か
ら浴びる放射線による外部被ばくのほか、呼
吸で体内に取り込んでしまう内部被ばくがあ
ります。木の他にも、草や落ち葉を燃やす煙、
灰も同様に取り扱いに注意が必要です。
立科町 薪 46Bq/kg
佐久市 木炭 55Bq/kg  
セシウム137,134合算
23年～24年長野県による調査

土壌…原発事故によって各地に降った放射性物質は、
地形や雨の降り方などによってまだら状に分布し、汚染
の濃いところ薄いところができます。空間線量計で測定
したり、土壌そのものを検査することで汚染状況を知る
事が出来ます。22Bq/kg の畑で農作物を作った場合、
作物への移行はほぼ無いと考えられますが、汚染され
た肥料を入れるなどすれば数値があがっていくと予想さ
れます。

　  検　査　品　目 　　　 セシウム137 　　　 セシウム134 セシウム137・134合算

長野県産 上新粉 不検出（測定下限 0.7Bq/kg） 不検出（測定下限 0.4Bq/kg） ー

薄力粉（ツルヤオリジナル商品） 不検出（測定下限 0.9Bq/kg） 不検出（測定下限 0.5Bq/kg） ー

さつま揚 不検出（測定下限 0.9Bq/kg） 不検出（測定下限 0.8Bq/kg） ー

茨城県 レンコン 5.7Bq/kg（測定下限 0.6Bq/kg） 2.8Bq/kg（測定下限 0.4Bq/kg） 8.5Bq/kg

新潟県 ホクトブナピー 不検出（測定下限 1.4Bq/kg） 不検出（測定下限 1.3Bq/kg） ー

神奈川県 マサバ 不検出（測定下限 0.8Bq/kg） 不検出（測定下限 0.5Bq/kg） ー

宮城県 マイワシ 不検出（測定下限 3.7Bq/kg） 不検出（測定下限 3.2Bq/kg） ー

群馬県下仁田町 青梅 1.5Bq/kg（測定下限 1.0Bq/kg） 不検出（測定下限 0.8Bq/kg） 1.5Bq/kg

群馬県 菌床しいたけ 14.4Bq/kg（測定下限 1.3Bq/kg） 7.2Bq/kg（測定下限 0.7Bq/kg） 21.6Bq/kg

群馬県 菌床しいたけ 11.5Bq/kg（測定下限 1.1Bq/kg） 5.7Bq/kg（測定下限 0.6Bq/kg） 17.2Bq/kg

軽井沢町追分 ルバーブ 不検出（測定下限 0.6Bq/kg） 不検出（測定下限 0.4Bq/kg） ー

軽井沢町追分 フリルレタス 不検出（測定下限 0.4Bq/kg） 不検出（測定下限 0.3Bq/kg） ー

御代田町 玄米 不検出（測定下限 1.1Bq/kg） 不検出（測定下限 0.9Bq/kg） ー

御代田町 米糠 6.1Bq/kg（測定下限 2.1Bq/kg） 3.4Bq/kg（測定下限 1.8Bq/kg） 9.5Bq/kg

御代田町 玄米(うるち＋もち) 5.3Bq/kg（測定下限 0.7Bq/kg） 不検出（測定下限 0.5Bq/kg） 5.3Bq/kg

御代田町 もち米 3.9Bq/kg（測定下限 1.0Bq/kg） 1.9Bq/kg（測定下限 0.8Bq/kg） 5.8Bq/kg

東御市 牛ふん堆肥 35Bq/kg（測定下限 1Bq/kg） 17Bq/kg（測定下限 1Bq/kg） 52Bq/kg

東御市 土壌 15.2Bq/kg（測定下限 1Bq/kg） 7.0Bq/kg（測定下限 1Bq/kg） 22.2Bq/kg

東御市 菌床しいたけ 12.1Bq/kg（測定下限 1.1Bq/kg） 6.0Bq/kg（測定下限 0.6Bq/kg） 18.1Bq/kg

千曲川 野生鯉 不検出（測定下限 1.2Bq/kg） 不検出（測定下限 0.7Bq/kg） ー

小布施町 破竹 不検出（測定下限 1.1Bq/kg） 不検出（測定下限 0.9Bq/kg） ー

中野市 菌床しいたけ 5.7Bq/kg（測定下限 0.7Bq/kg）  2.8Bq/kg（測定下限 0.4Bq/kg） 8.5Bq/kg

信州の身近なものをしらべてみました
R-DAN 佐久・放射能測定室    http://www3.hp-ez.com/hp/r-dan/
だれでも測りたいものを持ち込んで調べてもらうことができる、市民測定所です。（検査料金：一般 3000 円から 会員
1500 円から）会員は全ての測定結果と詳細項目が閲覧でき、情報メールが届きます。無料測定会や、放射能問題に
関する学習ワークショップも行っています。下記の二店舗で測定受付を行っています。詳しくは WEB ページをご覧い
ただくか、お問合せ下さい。
★オーガニックレストラン　じねんや軽井沢バイパス店
〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉 2733-1　TEL 0267-46-2476 　FAX 0267-46-5758

★道草茶房  自然・JINEN　 〒384-0051  長野県小諸市八満 2253-1　TEL 0267-23-9560
食品中の放射性物質の検査結果（厚生労働省報道発表資料）
http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/mhlw3.html
食品中の放射性物質の検査結果検索テストPC版　地域別・品目別に検索できます。
http://www.support-nippon.com/yasaikensa/
長野県内産農産物の測定結果 http://www.pref.nagano.lg.jp/nousei/nousei/housyanou/housyasen3.htm
グリーンピース 放射能測定室　シルベク　魚介類の調査を行っています。
http://www.greenpeace.org/japan/ja/campaign/monitoring/

放射性物質検査の最新情報を知ろう！2013.7.14　グリーンピースジャパンお魚講演会
キッズアースからみなさんへご報告

Kid’ s Earth［キッズアース］http://teotsunagou39.blog.fc2.com/


