
学校名 測定日 結　果 学校名 測定日 結　果 学校名 測定日 結　果

1 白石市 斉川川小学校 6月20日 不検出 斉川小学校 7月19日 不検出 斉川小学校 8月9日 不検出

2 角田市 北郷小学校 6月21日 不検出 角田小学校 7月19日 不検出 藤尾小学校 8月9日 不検出

3 蔵王町 宮小学校 6月20日 不検出 円田小学校 7月19日 不検出 遠刈田小学校 8月9日 不検出

4 七ヶ宿町 七ヶ宿町民プール6月21日 不検出 湯原小学校 7月19日 不検出 七ヶ宿町民プール 8月9日 不検出

5 大河原町 大河原中学校 6月21日 不検出 大河原中学校 7月19日 不検出 大河原中学校 8月9日 不検出

6 村田町 村田第二小学校 6月20日 不検出 村田第二中学校 7月19日 不検出 村田小学校 8月10日 不検出

7 柴田町 船迫小学校 6月20日 不検出 船岡小学校 7月19日 不検出 槻木小学校 8月9日 不検出

8 川崎町 川崎小学校 6月20日 不検出 川崎小学校 7月19日 不検出 川崎小学校 8月9日 不検出

9 丸森町 大張小学校 7月19日 不検出 舘矢間小学校 8月9日 不検出

10 塩竈市 第三小学校 6月22日 不検出 月見ヶ丘小学校 7月20日 不検出 杉の入小学校 8月10日 不検出

11 名取市 愛島小学校 6月21日 不検出 那智が丘小学校 7月20日 不検出 増田中学校 8月10日 不検出

12 多賀城市 多賀城東小学校 6月22日 不検出 第二中学校 7月20日 不検出 多賀城小学校 8月10日 不検出

13 岩沼市 岩沼南小学校 6月22日 不検出 岩沼南小学校 7月20日 不検出 岩沼南小学校 8月10日 不検出

14 亘理町 亘理中学校 6月22日 不検出 亘理小学校 7月20日 不検出 亘理中学校 8月10日 不検出

15 山元町 坂元中学校 6月22日 不検出 山下中学校 7月20日 不検出 山下第一小学校 8月10日 不検出

16 松島町 松島第五小学校 6月21日 不検出 松島第二小学校 7月20日 不検出 松島第一小学校 8月10日 不検出

17 七ヶ浜町 亦楽小学校 6月21日 不検出 松ヶ浜小学校 7月20日 不検出 汐見小学校 8月10日 不検出

18 利府町 しらかし台中学校 6月22日 不検出 利府第二小学校 7月20日 不検出 利府第三小学校 8月10日 不検出

19 大和町 小野小学校 6月21日 不検出 小野小学校 7月20日 不検出 小野小学校 8月10日 不検出

20 大郷町 大郷小学校 6月21日 不検出 大郷中学校 7月20日 不検出 大郷小学校 8月10日 不検出

21 富谷町 東向陽台小学校 6月22日 不検出 日吉台中学校 7月20日 不検出 富谷小学校 8月10日 不検出

22 大衡村 大衡小学校 6月22日 不検出 大衡村民プール 7月20日 不検出 大衡小学校 8月1日 不検出

23 大崎市 岩出山小学校 6月14日 不検出 古川第四小学校 7月12日 不検出 松山小学校 8月2日 不検出

24 加美町 西小野田小学校 6月14日 不検出 宮崎小学校 7月12日 不検出 上多田川小学校 8月2日 不検出

25 色麻町 清水小学校 6月14日 不検出 色麻小学校 7月12日 不検出 色麻中学校 8月2日 不検出

26 涌谷町 小里小学校 6月14日 不検出 月将館小学校 7月12日 不検出 小里小学校 8月2日 不検出

27 美里町 北浦小学校 6月14日 不検出 小牛田小学校 7月12日 不検出 不動堂小学校 8月2日 不検出

28 栗原市 築館小学校 6月15日 不検出 築館小学校 7月13日 不検出 築館小学校 8月3日 不検出

29 石巻市 開北小学校 6月15日 不検出 開北小学校 7月13日 不検出 開北小学校 8月3日 不検出

30 東松島市 鳴瀬第一中学校 6月15日 不検出 鳴瀬第一中学校 7月14日 不検出 鳴瀬第一中学校 8月3日 不検出

31 女川町 女川第二小学校 6月21日 不検出 女川第二小学校 7月13日 不検出 女川第二小学校 8月3日 不検出

32 登米市 佐沼中学校 6月15日 不検出 佐沼中学校 7月13日 不検出 佐沼中学校 8月3日 不検出

33 南三陸町 入谷小学校 6月15日 不検出 伊里前小学校 7月13日 不検出 志津川小学校 8月3日 不検出

34 気仙沼市 松岩小学校 6月15日 不検出 松岩小学校 7月13日 不検出 松岩小学校 8月3日 不検出

35 白石市 白石高等学校 6月21日 不検出 白石高等学校 7月23日 不検出 白石高等学校 8月9日 不検出

36 丸森町 伊具高等学校 6月21日 不検出 伊具高等学校 7月20日 不検出 伊具高等学校 8月9日 不検出

37 亘理町 亘理高等学校 6月14日 不検出 亘理高等学校 7月13日 不検出 亘理高等学校 8月2日 不検出

38 仙台市 仙台二華高等学校 6月14日 不検出 仙台二華高等学校 7月12日 不検出 仙台二華高等学校 8月2日 不検出

39 大崎市 古川黎明高等学校 6月14日 不検出 古川黎明高等学校 7月13日 不検出 古川黎明高等学校 8月2日 不検出

40 登米市 迫支援学校 6月22日 不検出 迫支援学校 7月14日 不検出 迫支援学校 8月3日 不検出

41 気仙沼市 気仙沼支援学校 6月22日 不検出 気仙沼支援学校 7月14日 不検出

４０校 ４１校 ４０校

（注）不検出＜１Bq/kg
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