
●平成２４年４月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年４月２日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月４日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月６日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月９日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月１１日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



 

○採取日 平成２４年４月１３日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月１６日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月１８日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月２０日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月２３日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 



 

○採取日 平成２４年４月２５日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年４月２７日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２４年５月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年５月２日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月７日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月９日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月１１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月１４日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



 

○採取日 平成２４年５月１６日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月１８日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月２１日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月２３日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月２５日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 



 

○採取日 平成２４年５月２８日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年５月３０日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２４年６月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年６月１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月４日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月６日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月８日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月１１日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



 

○採取日 平成２４年６月１３日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月１５日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月１８日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月２０日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月２２日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 



 

○採取日 平成２４年６月２５日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月２７日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年６月２９日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２４年７月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年７月２日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月４日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月６日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月９日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月１１日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



 

○採取日 平成２４年７月１３日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月１８日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月２０日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月２３日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月２５日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 



 

○採取日 平成２４年７月２７日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年７月３０日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２４年８月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年８月１日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月３日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月６日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月８日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月１０日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



 

○採取日 平成２４年８月１３日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月１５日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月１７日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月２０日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月２２日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 



 

○採取日 平成２４年８月２４日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月２７日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月２９日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年８月３１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２４年９月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年９月３日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月５日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月７日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月１０日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月１２日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



 

○採取日 平成２４年９月１４日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月１９日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月２１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月２４日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年９月２６日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 



 

○採取日 平成２４年９月２８日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２４年１０月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年１０月１日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１０月３日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１０月１０日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１０月１２日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１０月２４日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



 

○採取日 平成２４年１０月２６日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１０月２９日（月） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１０月３１日（水） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２４年１１月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年１１月２日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１１月９日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１１月１６日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１１月２２日（木） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１１月３０日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 



●平成２４年１２月分検査結果 

 

○採取日 平成２４年１２月７日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１２月１４日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１２月２１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２４年１２月２８日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２５年１月分検査結果 

 

○採取日 平成２５年１月４日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年１月１１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年１月１８日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年１月２５日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２５年２月分検査結果 

 

○採取日 平成２５年２月１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年２月８日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年２月１５日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年２月２２日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

 

 

 

 

 

 



●平成２５年３月分検査結果 

 

○採取日 平成２５年３月１日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年３月８日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年３月１５日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年３月２２日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 

 

○採取日 平成２５年３月２９日（金） 

 検査機関 独)日本原子力研究開発機構 那珂核融合研究所 

  採取場所       放射性ヨウ素  放射性セシウム 

 ・後台浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・木崎浄水場 水道水   不検出     不検出 

 ・瓜連浄水場 水道水   不検出     不検出 


