
採　取　場　所

             水     源   ：  地  下  水
             採     取   ：  蛇  口  水

No.294 4月6日 不検出（0.5） 不検出（0.7） 第１浄水場（千手町）

No.295 4月6日 不検出（0.6） 不検出（0.5） 第２浄水場（富岡）

No.296 4月6日 不検出（0.7） 不検出（0.7） 第３浄水場（上日向）

No.297 4月6日 不検出（0.5） 不検出（0.6） 第４浄水場（西茂呂４丁目）

No.298 4月6日 不検出（0.6） 不検出（0.6） 第５浄水場（下奈良部町）

No.299 5月10日 不検出（0.8） 不検出（0.8） 下沢浄水場（下沢）

No.300 5月10日 不検出（0.6） 不検出（0.8） 野尻浄水場（野尻）

No.301 5月10日 不検出（0.6） 不検出（0.8） 口粟野第１浄水場（口粟野）

No.302 5月10日 不検出（0.6） 不検出（0.6） 口粟野第２浄水場（口粟野）

No.303 6月7日 不検出（0.7） 不検出（0.7） 粕尾第２浄水場（中粕尾）

No.304 6月7日 不検出（0.6） 不検出（0.6） 永野浄水場（上永野）

No.305 6月7日 不検出（0.7） 不検出（0.8） 清洲第１浄水場（深程）

No.306 6月7日 不検出（0.7） 不検出（0.8） 清洲第２浄水場（北半田）

No.307 7月5日 不検出（0.5） 不検出（0.9） 第１浄水場（千手町）

No.308 7月5日 不検出（0.5） 不検出（0.6） 第２浄水場（富岡）

No.309 7月5日 不検出（0.5） 不検出（0.5） 第３浄水場（上日向）

No.310 7月5日 不検出（0.4） 不検出（0.6） 第４浄水場（西茂呂４丁目）

No.311 7月5日 不検出（0.6） 不検出（0.7） 第５浄水場（下奈良部町）

No.312 8月2日 不検出（0.8） 不検出（0.9） 下沢浄水場（下沢）

No.313 8月2日 不検出（0.6） 不検出（0.6） 野尻浄水場（野尻）

No.314 8月2日 不検出（0.6） 不検出（0.7） 口粟野第１浄水場（口粟野）

No.315 8月2日 不検出（0.6） 不検出（0.8） 口粟野第２浄水場（口粟野）

No.316 9月6日 不検出（0.7） 不検出（0.6） 粕尾第２浄水場（中粕尾）

No.317 9月6日 不検出（0.6） 不検出（0.8） 永野浄水場（上永野）

No.318 9月6日 不検出（0.8） 不検出（0.8） 清洲第１浄水場（深程）

No.319 9月6日 不検出（0.7） 不検出（0.6） 清洲第２浄水場（北半田）

No.320 10月5日 不検出（0.5） 不検出（0.7） 第１浄水場（千手町）

No.321 10月5日 不検出（0.5） 不検出（0.6） 第２浄水場（富岡）

No.322 10月5日 不検出（0.5） 不検出（0.5） 第３浄水場（上日向）

No.323 10月5日 不検出（0.5） 不検出（0.6） 第４浄水場（西茂呂４丁目）

No.324 10月5日 不検出（0.6） 不検出（0.5） 第５浄水場（下奈良部町）

No.325 11月1日 不検出（0.7） 不検出（0.9） 下沢浄水場（下沢）

No.326 11月1日 不検出（0.5） 不検出（0.7） 野尻浄水場（野尻）

No.327 11月1日 不検出（0.7） 不検出（0.7） 口粟野第１浄水場（口粟野）

No.328 11月1日 不検出（0.6） 不検出（0.8） 口粟野第２浄水場（口粟野）
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鹿沼市の水道水の放射性物質濃度調査結果

回数 試料番号 採取日
放射性セシウム

Ｃｓ-134
（検出限界値）

放射性セシウム
Ｃｓ-137

（検出限界値）

137

138

139

140
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令和3年度 検出限界値の単位はBp/kg（ベクレルパーキログラム）です。
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　   ・分析機関：㈶栃木県保健衛生事業団

　   ・測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法



採　取　場　所

             水     源   ：  地  下  水
             採     取   ：  蛇  口  水

No.329 12月6日 不検出（0.5） 不検出（0.6） 粕尾第２浄水場（中粕尾）

No.330 12月6日 不検出（0.6） 不検出（0.6） 永野浄水場（上永野）

No.331 12月6日 不検出（0.5） 不検出（0.8） 清洲第１浄水場（深程）

No.332 12月6日 不検出（0.6） 不検出（0.5） 清洲第２浄水場（北半田）

No.333 1月10日 不検出（0.7） 不検出（0.7） 第１浄水場（千手町）

No.334 1月10日 不検出（0.5） 不検出（0.6） 第２浄水場（富岡）

No.335 1月10日 不検出（0.5） 不検出（0.7） 第３浄水場（上日向）

No.336 1月10日 不検出（0.6） 不検出（0.6） 第４浄水場（西茂呂４丁目）

No.337 1月10日 不検出（0.5） 不検出（0.7） 第５浄水場（下奈良部町）

No.338 2月7日 不検出（0.8） 不検出（0.9） 下沢浄水場（下沢）

No.339 2月7日 不検出（0.4） 不検出（0.6） 野尻浄水場（野尻）

No.340 2月7日 不検出（0.7） 不検出（0.7） 口粟野第１浄水場（口粟野）

No.341 2月7日 不検出（0.6） 不検出（0.8） 口粟野第２浄水場（口粟野）

No.342 3月7日 不検出（0.4） 不検出（0.6） 粕尾第２浄水場（中粕尾）

No.343 3月7日 不検出（0.6） 不検出（0.6） 永野浄水場（上永野）

No.344 3月7日 不検出（0.5） 不検出（0.7） 清洲第１浄水場（深程）

No.345 3月7日 不検出（0.5） 不検出（0.7） 清洲第２浄水場（北半田）
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鹿沼市の水道水の放射性物質濃度調査結果

回数 試料番号 採取日
放射性セシウム

Ｃｓ-134
（検出限界値）

放射性セシウム
Ｃｓ-137

（検出限界値）

令和3年度 検出限界値の単位はBp/kg（ベクレルパーキログラム）です。

146

147

148

　   ・分析機関：㈶栃木県保健衛生事業団

　   ・測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法


