
2017/3/31現在

中島村放射性物質検査(食品等)結果一覧 平成２8年度

測定器:NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器(日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ㈱社製)

○結果の表記については、福島県に準じております。例　NDの場合→検出せず(<検出下限)
○検出下限は、測定状況(時間､気温､試料の種類等）の影響により、1測定ごとに異なります。また、実際の測定値を表すものではありません。
○採取・加工日の上､中､下の表記については、上→上旬､中→中旬､下→下旬の意味です。

黒豆 大字滑津字宮林 検出せず (<12.3) 検出せず (<10.7) 検出せず (<22.9) 2016.11.05 2017.03.02
小豆 大字中島字岡ノ内前 検出せず (<11.0) 検出せず (<9.77) 検出せず (<20.8) 2016.09.30 2017.03.02
小豆 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.85) 検出せず (<7.74) 検出せず (<16.6) 2016.10.25 2017.03.02
青豆 大字中島字天神西 検出せず (<11.1) 検出せず (<9.69) 検出せず (<20.8) 2016.11.23 2016.12.27
小豆 大字中島字天神西 検出せず (<9.91) 検出せず (<8.65) 検出せず (<18.6) 2016.11.06 2016.12.27
黒豆 大字滑津字平名塚 検出せず (<10.4) 検出せず (<9.10) 検出せず (<19.5) 2016.12.06 2016.12.19
小豆 大字松崎字新石 検出せず (<10.2) 検出せず (<8.80) 検出せず (<19.0) 2016.11.12 2016.12.16

ささぎ豆 大字松崎字新石 検出せず (<10.9) 検出せず (<9.65) 検出せず (<20.5) 2016.11.02 2016.12.16
えごま 大字松崎字新石 検出せず (<11.3) 検出せず (<10.2) 検出せず (<21.5) 2016.11.10 2016.12.16
えごま 大字中島字天下一 検出せず (<11.2) 検出せず (<10.0) 検出せず (<21.3) 2016.10.25 2016.12.12
そら豆 大字滑津字滑津原 検出せず (<12.8) 検出せず (<11.3) 検出せず (<24.1) 2016.11.30 2016.12.07
青豆 大字川原田字上町 検出せず (<10.2) 検出せず (<8.85) 検出せず (<19.0) 2016.11.20 2016.12.05
小豆 大字中島字天神前 検出せず (<10.6) 検出せず (<9.37) 検出せず (<19.9) 2016.11.12 2016.12.05
花豆 大字中島字天神前 検出せず (<12.2) 検出せず (<10.7) 検出せず (<22.9) 2016.11.10 2016.12.05
黒豆 大字中島字天下一 検出せず (<11.2) 検出せず (<9.91) 検出せず (<21.2) 2016.11.15 2016.11.25
青豆 大字中島字天下一 検出せず (<10.2) 検出せず (<9.01) 検出せず (<19.2) 2016.10.30 2016.11.09
えごま 大字二子塚字入江 検出せず (<12.0) 検出せず (<10.9) 検出せず (<22.9) 2016.10.28 2016.10.28
落花生 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<9.77) 検出せず (<9.11) 検出せず (<18.9) 2016.10.25 2016.10.27
えごま 大字滑津字羽黒裏 検出せず (<11.5) 検出せず (<10.2) 検出せず (<21.6) 2016.10.26 2016.10.27

玄米（コシヒカリ） 大字中島字大池下 検出せず (<8.39) 検出せず (<7.69) 検出せず (<16.1) 2016.10.15 2016.10.25
落花生 大字中島字二子塚前 検出せず (<10.8) 検出せず (<9.71) 検出せず (<20.5) 2016.10.18 2016.10.19

ポップコーン 大字滑津字平名塚 検出せず (<9.15) 検出せず (<8.33) 検出せず (<17.5) 2016.09.25 2016.10.18
クリ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<6.70) 検出せず (<5.80) 検出せず (<12.5) 2016.09.27 2016.09.27

インゲン豆 大字松崎字袴舘 検出せず (<10.4) 検出せず (<9.23) 検出せず (<19.7) 2016.08.12 2016.09.20
ササギ豆 大字二子塚字栄田 検出せず (<10.1) 検出せず (<9.03) 検出せず (<19.2) 2016.08.30 2016.09.16

クリ 大字滑津字中島西 検出せず (<8.55) 検出せず (<5.89) 検出せず (<14.4) 2016.09.09 2016.09.09
クリ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.47) 検出せず (<19.6) 2016.09.08 2016.09.08

ポップコーン 大字松崎字袴舘 検出せず (<7.74) 検出せず (<6.98) 検出せず (<14.7) 2016.08.10 2016.09.02
クリ 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<9.13) 検出せず (<8.24) 検出せず (<17.4) 2016.09.01 2016.09.01

トウモロコシ 大字滑津字御城 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.16) 検出せず (<17.1) 2016.08.01 2016.08.02
トウモロコシ 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.22) 検出せず (<6.71) 検出せず (<13.9) 2016.07.26 2016.07.28
トウモロコシ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<8.26) 検出せず (<7.37) 検出せず (<15.6) 2016.07.28 2016.07.28
トウモロコシ 大字滑津字大森平 検出せず (<8.00) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.0) 2016.07.28 2016.07.28
トウモロコシ 大字滑津字薬師下 検出せず (<9.03) 検出せず (<8.26) 検出せず (<17.3) 2016.07.27 2016.07.27
トウモロコシ 大字滑津字丹次坊 検出せず (<7.87) 検出せず (<7.15) 検出せず (<15.0) 2016.07.27 2016.07.27
トウモロコシ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.37) 検出せず (<17.4) 2016.07.05 2016.07.05
トウモロコシ 大字滑津字元村 検出せず (<8.02) 検出せず (<7.19) 検出せず (<15.2) 2016.06.30 2016.06.30
トウモロコシ 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.90) 検出せず (<9.01) 検出せず (<18.9) 2016.06.28 2016.06.28

ミツバ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.66) 検出せず (<16.0) 2017.03.30 2017.03.30
ネギ 大字中島字天下一 検出せず (<8.01) 検出せず (<7.41) 検出せず (<15.4) 2017.03.24 2017.03.24

サニーレタス 大字中島字天下一 検出せず (<9.94) 検出せず (<9.39) 検出せず (<19.3) 2017.03.24 2017.03.24
ホウレンソウ 大字川原田字上町 検出せず (<10.6) 検出せず (<9.74) 検出せず (<20.4) 2017.03.08 2017.03.08
ホウレンソウ 大字二子塚字入江 検出せず (<9.86) 検出せず (<8.76) 検出せず (<18.6) 2017.02.23 2017.02.23
ホウレンソウ 大字吉岡字東畑 検出せず (<9.15) 検出せず (<8.55) 検出せず (<17.7) 2017.02.20 2017.02.20

タマネギ 大字松崎字城見坂 検出せず (<8.32) 検出せず (<7.56) 検出せず (<15.9) 2016.07.25 2017.02.07
ニンジン 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<8.05) 検出せず (<7.42) 検出せず (<15.5) 2017.02.06 2017.02.07
ハクサイ 大字松崎字袴舘 検出せず (<6.92) 検出せず (<6.24) 検出せず (<13.2) 2016.12.05 2017.02.03
コマツナ 大字中島字天下一 検出せず (<8.81) 検出せず (<8.21) 検出せず (<17.0) 2017.02.01 2017.02.01

エシャレット 大字二子塚字入江 検出せず (<8.70) 検出せず (<7.85) 検出せず (<16.5) 2017.01.31 2017.01.31
ニンジン 大字滑津字大池向 検出せず (<9.04) 検出せず (<8.20) 検出せず (<17.2) 2017.01.30 2017.01.30
ナガネギ 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<8.47) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.2) 2017.01.30 2017.01.30

カブ 大字滑津字新田林 検出せず (<8.36) 検出せず (<7.65) 検出せず (<16.0) 2017.01.25 2017.01.26
ダイコン 大字滑津字新田林 検出せず (<8.08) 検出せず (<7.29) 検出せず (<15.4) 2017.01.25 2017.01.26

ミヤウチナ 大字滑津字新田 検出せず (<9.31) 検出せず (<8.63) 検出せず (<17.9) 2017.01.23 2017.01.24
ミズナ 大字滑津字新田 検出せず (<9.33) 検出せず (<8.59) 検出せず (<17.9) 2017.01.23 2017.01.23

コマツナ 大字滑津字新田 検出せず (<8.04) 検出せず (<7.45) 検出せず (<15.5) 2017.01.23 2017.01.23
ハツカダイコン 大字滑津字新田 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.29) 検出せず (<17.1) 2017.01.23 2017.01.23
ホウレンソウ 大字滑津字新田 検出せず (<9.36) 検出せず (<8.76) 検出せず (<18.1) 2017.01.23 2017.01.23
ホウレンソウ 大字中島字天下一 検出せず (<9.12) 検出せず (<8.18) 検出せず (<17.3) 2017.01.23 2017.01.23

ダイコン 大字滑津字元村 検出せず (<8.07) 検出せず (<7.39) 検出せず (<15.5) 2016.12.03 2017.01.20
コマツナ 大字松崎字松代 検出せず (<8.50) 検出せず (<7.59) 検出せず (<16.1) 2017.01.10 2017.01.11

ホウレンソウ 大字松崎字松代 検出せず (<10.0) 検出せず (<9.04) 検出せず (<19.1) 2017.01.10 2017.01.11

採取･加工日 検査日
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キャベツ 大字松崎字袴舘 検出せず (<9.79) 検出せず (<9.13) 検出せず (<18.9) 2016.12.26 2016.12.27
シュンギク 大字松崎字松代 検出せず (<9.24) 検出せず (<8.93) 検出せず (<18.2) 2016.12.26 2016.12.27

アイスプラント 大字川原田字上町 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.21) 検出せず (<17.2) 2016.12.21 2016.12.21
トロロイモ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.91) 検出せず (<8.08) 検出せず (<17.0) 2016.12.20 2016.12.21
ジャガイモ 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<9.38) 検出せず (<8.37) 検出せず (<17.7) 2016.08.10 2016.12.16
芽キャベツ 大字松崎字松代 検出せず (<9.56) 検出せず (<8.79) 検出せず (<18.3) 2016.12.13 2016.12.14
ニンジン 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.69) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.7) 2016.12.11 2016.12.13
ナガイモ 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.24) 検出せず (<17.2) 2016.12.13 2016.12.13
ターツァイ 大字松崎字松代 検出せず (<9.11) 検出せず (<8.40) 検出せず (<17.5) 2016.12.12 2016.12.13
コマツナ 大字二子塚字荷前橋 検出せず (<9.74) 検出せず (<9.08) 検出せず (<18.8) 2016.12.12 2016.12.12

コールラビ― 大字滑津字新田 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.49) 検出せず (<17.7) 2016.12.09 2016.12.09
ナバナ 大字松崎字松代 検出せず (<8.52) 検出せず (<7.88) 検出せず (<16.4) 2016.12.06 2016.12.07

ブロッコリー 大字中島字天神西 検出せず (<9.96) 検出せず (<9.05) 検出せず (<19.0) 2016.12.06 2016.12.07
ダイコン 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.73) 検出せず (<8.02) 検出せず (<16.8) 2016.12.06 2016.12.06
ハクサイ 大字滑津字滑津原 検出せず (<8.09) 検出せず (<7.48) 検出せず (<15.6) 2016.11.30 2016.12.06
タマネギ 大字滑津字背戸原 検出せず (<8.45) 検出せず (<7.70) 検出せず (<16.1) 2016.06.02 2016.12.05
ゴボウ 大字松崎字新石 検出せず (<9.52) 検出せず (<8.71) 検出せず (<18.2) 2016.12.02 2016.12.02

ツチネギ 大字滑津字滑津原 検出せず (<8.92) 検出せず (<8.18) 検出せず (<17.1) 2016.12.01 2016.12.02
ニンジン 大字二子塚字入江 検出せず (<8.77) 検出せず (<7.86) 検出せず (<16.6) 2016.12.01 2016.12.01

プチヴェール 大字松崎字松代 検出せず (<10.7) 検出せず (<9.63) 検出せず (<20.4) 2016.11.28 2016.11.29
ゴボウ 大字滑津字大池向 検出せず (<8.96) 検出せず (<7.95) 検出せず (<16.9) 2016.11.21 2016.11.28

ハクサイ 大字滑津字岡ノ内西 検出せず (<7.95) 検出せず (<7.23) 検出せず (<15.2) 2016.11.24 2016.11.25
ダイコン 大字滑津字岡ノ内西 検出せず (<8.32) 検出せず (<7.61) 検出せず (<15.9) 2016.11.23 2016.11.25

アイスプラント 大字松崎字松代 検出せず (<8.76) 検出せず (<8.13) 検出せず (<16.9) 2016.11.23 2016.11.25
スティックセニョール 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.43) 検出せず (<7.55) 検出せず (<16.0) 2016.11.23 2016.11.24

ショウガ 大字滑津字平名塚 検出せず (<10.4) 検出せず (<9.36) 検出せず (<19.7) 2016.11.10 2016.11.22
シュンギク 大字中島字舘ノ前 検出せず (<9.05) 検出せず (<8.56) 検出せず (<17.6) 2016.11.21 2016.11.21

レタス 大字中島字舘ノ前 検出せず (<8.78) 検出せず (<8.18) 検出せず (<17.0) 2016.11.21 2016.11.21
ハクサイ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.51) 検出せず (<7.82) 検出せず (<16.3) 2016.11.18 2016.11.21
ケール 大字滑津字乗越 検出せず (<8.80) 検出せず (<8.37) 検出せず (<17.2) 2016.11.17 2016.11.17

アスパラナ 大字松崎字松代 検出せず (<8.87) 検出せず (<8.11) 検出せず (<17.0) 2016.11.15 2016.11.16
ジャガイモ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<8.98) 検出せず (<8.13) 検出せず (<17.1) 2016.07.25 2016.11.15
ジャガイモ 大字滑津字滑津原 検出せず (<8.09) 検出せず (<7.29) 検出せず (<15.4) 2016.09.10 2016.11.15
ニンニク 大字滑津字滑津原 検出せず (<10.7) 検出せず (<9.77) 検出せず (<20.5) 2016.10.30 2016.11.14

シュンギク 大字滑津字元村 検出せず (<9.16) 検出せず (<8.29) 検出せず (<17.5) 2016.11.11 2016.11.11
ハクサイ 大字滑津字元村 検出せず (<8.36) 検出せず (<7.69) 検出せず (<16.0) 2016.11.11 2016.11.11
ミズナ 大字中島字宮前 検出せず (<9.11) 検出せず (<8.62) 検出せず (<17.7) 2016.11.10 2016.11.10

ダイコン 大字二子塚字浦原 検出せず (<7.50) 検出せず (<6.92) 検出せず (<14.4) 2016.11.07 2016.11.10
チンゲンサイ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.92) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.9) 2016.11.07 2016.11.10

ハクサイ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.38) 検出せず (<7.61) 検出せず (<16.0) 2016.11.07 2016.11.10
ニンジン 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.77) 検出せず (<8.76) 検出せず (<18.5) 2016.11.10 2016.11.10
ゴボウ 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.23) 検出せず (<8.32) 検出せず (<17.6) 2016.11.10 2016.11.10

シュンギク 大字中島字宮前 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.22) 検出せず (<17.2) 2016.11.09 2016.11.10
カブ 大字中島字宮前 検出せず (<8.35) 検出せず (<7.74) 検出せず (<16.1) 2016.11.09 2016.11.10

ダイコン 大字中島字天神東 検出せず (<8.58) 検出せず (<7.91) 検出せず (<16.5) 2016.11.08 2016.11.10
アスパラナ 大字松崎字山ノ根 検出せず (<10.9) 検出せず (<10.3) 検出せず (<21.2) 2016.11.09 2016.11.09
コマツナ 大字松崎字山ノ根 検出せず (<9.50) 検出せず (<8.85) 検出せず (<18.3) 2016.11.09 2016.11.09
ワサビナ 大字松崎字山ノ根 検出せず (<9.03) 検出せず (<8.34) 検出せず (<17.4) 2016.11.09 2016.11.09

カブ 大字中島字天下一 検出せず (<8.30) 検出せず (<7.47) 検出せず (<15.8) 2016.11.09 2016.11.09
ニンジン 大字中島字天下一 検出せず (<8.96) 検出せず (<8.11) 検出せず (<17.1) 2016.11.09 2016.11.09
ダイコン 大字中島字天下一 検出せず (<7.92) 検出せず (<7.18) 検出せず (<15.1) 2016.11.09 2016.11.09
ナガネギ 大字滑津字薬師下 検出せず (<8.06) 検出せず (<7.48) 検出せず (<15.5) 2016.11.09 2016.11.09

サツマイモ 大字滑津字丹次坊 検出せず (<8.36) 検出せず (<7.71) 検出せず (<16.1) 2016.11.08 2016.11.09
ダイコン 大字二子塚字入江 検出せず (<8.36) 検出せず (<7.62) 検出せず (<16.0) 2016.11.08 2016.11.09
ハクサイ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.32) 検出せず (<7.61) 検出せず (<15.9) 2016.11.08 2016.11.09
ワサビナ 大字松崎字松代 検出せず (<9.44) 検出せず (<9.02) 検出せず (<18.5) 2016.11.08 2016.11.09
ニンジン 大字滑津字中ツ島 検出せず (<10.2) 検出せず (<9.40) 検出せず (<19.6) 2016.11.07 2016.11.08
ダイコン 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.19) 検出せず (<17.1) 2016.11.08 2016.11.08
ダイコン 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<9.75) 検出せず (<8.94) 検出せず (<18.7) 2016.11.07 2016.11.08
キャベツ 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<8.53) 検出せず (<7.84) 検出せず (<16.4) 2016.11.07 2016.11.08

カリフラワー 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<11.9) 検出せず (<10.8) 検出せず (<22.7) 2016.11.07 2016.11.08
ニンジン 大字二子塚字的場山 検出せず (<9.19) 検出せず (<8.41) 検出せず (<17.6) 2016.11.07 2016.11.07
ダイコン 大字二子塚字的場山 検出せず (<8.12) 検出せず (<7.37) 検出せず (<15.5) 2016.11.07 2016.11.07

サトイモ(京イモ） 大字二子塚字浦山 検出せず (<9.05) 検出せず (<8.12) 検出せず (<17.2) 2016.11.07 2016.11.07
サトイモ 大字二子塚字浦山 検出せず (<8.54) 検出せず (<7.67) 検出せず (<16.2) 2016.11.07 2016.11.07
ハクサイ 大字中島字天神西 検出せず (<8.42) 検出せず (<7.74) 検出せず (<16.2) 2016.11.04 2016.11.04
ダイコン 大字中島字天神西 検出せず (<8.17) 検出せず (<7.32) 検出せず (<15.5) 2016.11.03 2016.11.04
ハクサイ 大字滑津字乗越 検出せず (<8.80) 検出せず (<8.16) 検出せず (<17.1) 2016.11.04 2016.11.04

カブ 大字中島字天下一 検出せず (<8.02) 検出せず (<7.16) 検出せず (<15.2) 2016.11.02 2016.11.02
トロロイモ 大字二子塚字入江 検出せず (<9.00) 検出せず (<8.13) 検出せず (<17.1) 2016.11.02 2016.11.02
ジャガイモ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.99) 検出せず (<8.13) 検出せず (<17.1) 2016.11.01 2016.11.02
カリフラワー 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.01) 検出せず (<7.18) 検出せず (<15.2) 2016.11.01 2016.11.02
ホウレンソウ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<10.3) 検出せず (<9.48) 検出せず (<19.8) 2016.10.31 2016.10.31

ハクサイ 大字中島字天神前 検出せず (<9.10) 検出せず (<8.37) 検出せず (<17.5) 2016.10.31 2016.10.31
ダイコン 大字中島字天神前 検出せず (<8.64) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.6) 2016.10.31 2016.10.31
ハクサイ 大字滑津字大森平 検出せず (<8.77) 検出せず (<8.16) 検出せず (<16.9) 2016.10.29 2016.10.31
ダイコン 大字滑津字大森平 検出せず (<9.13) 検出せず (<8.43) 検出せず (<17.6) 2016.10.29 2016.10.31

シュンギク 大字滑津字元村 検出せず (<10.3) 検出せず (<9.62) 検出せず (<19.9) 2016.10.31 2016.10.31
インゲン 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.70) 検出せず (<9.00) 検出せず (<18.7) 2016.10.27 2016.10.28
ヤーコン 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.02) 検出せず (<16.9) 2016.10.26 2016.10.28
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ニラ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.70) 検出せず (<8.38) 検出せず (<17.1) 2016.10.28 2016.10.28
シュンギク 大字滑津字背戸原西 検出せず (<9.36) 検出せず (<8.62) 検出せず (<18.0) 2016.10.28 2016.10.28

キク 大字滑津字小針 検出せず (<11.5) 検出せず (<10.3) 検出せず (<21.7) 2016.10.28 2016.10.28
ハクサイ 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.1) 2016.10.12 2016.10.27

アスパラナ 大字松崎字新石 検出せず (<8.60) 検出せず (<7.83) 検出せず (<16.4) 2016.10.26 2016.10.27
ゴボウ 大字二子塚字栄田 検出せず (<8.47) 検出せず (<7.83) 検出せず (<16.3) 2016.10.26 2016.10.27

トロロイモ 大字川原田字屋中 検出せず (<9.94) 検出せず (<9.14) 検出せず (<19.1) 2016.10.20 2016.10.26
サトイモ 大字川原田字屋中 検出せず (<8.46) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.5) 2016.10.22 2016.10.26
コマツナ 大字中島字宮前 検出せず (<10.2) 検出せず (<9.33) 検出せず (<19.5) 2016.10.25 2016.10.25
サトイモ 大字滑津字大森壇北 検出せず (<9.57) 検出せず (<8.81) 検出せず (<18.4) 2016.10.20 2016.10.25

カブ 大字中島字天神西 検出せず (<9.06) 検出せず (<8.39) 検出せず (<17.5) 2016.10.25 2016.10.25
ブロッコリー 大字中島字天神西 検出せず (<9.03) 検出せず (<8.09) 検出せず (<17.1) 2016.10.25 2016.10.25
ナガネギ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.48) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.2) 2016.10.24 2016.10.24

ブロッコリー 大字中島字天神西 検出せず (<8.89) 検出せず (<7.99) 検出せず (<16.9) 2016.10.20 2016.10.21
シュンギク 大字滑津字白ツ子 検出せず (<10.6) 検出せず (<9.85) 検出せず (<20.4) 2016.10.21 2016.10.21
キャベツ 大字滑津字小針 検出せず (<9.46) 検出せず (<8.96) 検出せず (<18.4) 2016.10.20 2016.10.20

ホウレンソウ 大字滑津字小針 検出せず (<8.66) 検出せず (<7.91) 検出せず (<16.6) 2016.10.19 2016.10.20
キク 大字川原田字上町 検出せず (<11.6) 検出せず (<10.7) 検出せず (<22.3) 2016.10.19 2016.10.19

コマツナ 大字中島字天神前 検出せず (<9.09) 検出せず (<8.25) 検出せず (<17.3) 2016.10.19 2016.10.19
ニンジン 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.92) 検出せず (<7.99) 検出せず (<16.9) 2016.10.18 2016.10.19

スティックセニョール 大字松崎字袴舘 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.28) 検出せず (<17.3) 2016.10.17 2016.10.18
カブ 大字二子塚字日向内 検出せず (<9.14) 検出せず (<8.56) 検出せず (<17.7) 2016.10.17 2016.10.17

コマツナ 大字二子塚字日向内 検出せず (<8.99) 検出せず (<8.33) 検出せず (<17.3) 2016.10.17 2016.10.17
ホウレンソウ 大字二子塚字日向内 検出せず (<9.45) 検出せず (<8.84) 検出せず (<18.3) 2016.10.17 2016.10.17
ブロッコリー 大字滑津字大池下 検出せず (<9.32) 検出せず (<8.40) 検出せず (<17.7) 2016.10.11 2016.10.12
サツマイモ 大字滑津字乗越 検出せず (<8.87) 検出せず (<8.12) 検出せず (<17.0) 2016.10.11 2016.10.12
ワサビナ 大字滑津字元村 検出せず (<10.1) 検出せず (<9.37) 検出せず (<19.5) 2016.10.12 2016.10.12

オータムポエム 大字二子塚字入江 検出せず (<8.87) 検出せず (<8.31) 検出せず (<17.2) 2016.10.11 2016.10.12
クレソン 大字二子塚字吉田 検出せず (<9.64) 検出せず (<8.90) 検出せず (<18.5) 2016.10.11 2016.10.12
ハスイモ 大字滑津字平名塚 検出せず (<8.92) 検出せず (<8.17) 検出せず (<17.1) 2016.10.11 2016.10.12

ヤマトイモ 大字二子塚字吉田 検出せず (<9.85) 検出せず (<8.88) 検出せず (<18.7) 2016.10.11 2016.10.12
ニンジン 大字二子塚字吉田 検出せず (<9.74) 検出せず (<8.88) 検出せず (<18.6) 2016.10.11 2016.10.12
ダイコン 大字二子塚字吉田 検出せず (<9.28) 検出せず (<8.61) 検出せず (<17.9) 2016.10.11 2016.10.12
セロリ 大字川原田字上町 検出せず (<8.80) 検出せず (<7.87) 検出せず (<16.7) 2016.10.11 2016.10.11

ニンニク 大字川原田字上町 検出せず (<9.06) 検出せず (<8.27) 検出せず (<17.3) 2016.07.01 2016.10.11
シュンギク 大字滑津字二ツ山 検出せず (<10.3) 検出せず (<9.87) 検出せず (<20.2) 2016.10.07 2016.10.07

ブロッコリー 大字滑津字二ツ山 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.36) 検出せず (<17.6) 2016.10.07 2016.10.07
ワサビナ 大字中島字天下一 検出せず (<11.4) 検出せず (<11.0) 検出せず (<22.4) 2016.10.06 2016.10.06
パプリカ 大字滑津字新田 検出せず (<9.04) 検出せず (<8.32) 検出せず (<17.4) 2016.10.06 2016.10.06
ショウガ 大字中島字天下一 検出せず (<8.85) 検出せず (<8.07) 検出せず (<16.9) 2016.10.05 2016.10.05

芽キャベツ 大字中島字二子塚前 検出せず (<9.43) 検出せず (<8.41) 検出せず (<17.8) 2016.10.03 2016.10.04
ブロッコリー 大字二子塚字天王山 検出せず (<9.24) 検出せず (<8.32) 検出せず (<17.6) 2016.10.03 2016.10.04

イモガラ 大字中島字舘ノ前 検出せず (<8.68) 検出せず (<8.01) 検出せず (<16.7) 2016.10.04 2016.10.04
ヤーコン 大字中島字天神西 検出せず (<8.44) 検出せず (<7.85) 検出せず (<16.3) 2016.10.03 2016.10.04
サトイモ 大字中島字天神西 検出せず (<9.31) 検出せず (<8.36) 検出せず (<17.7) 2016.10.03 2016.10.04

ハヤトウリ 大字中島字天神西 検出せず (<9.61) 検出せず (<8.62) 検出せず (<18.2) 2016.10.03 2016.10.04
ダイコン 大字中島字天神西 検出せず (<9.09) 検出せず (<8.15) 検出せず (<17.2) 2016.10.03 2016.10.04
ショウガ 大字中島字天神西 検出せず (<9.06) 検出せず (<8.25) 検出せず (<17.3) 2016.10.03 2016.10.04
ハクサイ 大字中島字天神東 検出せず (<9.40) 検出せず (<8.45) 検出せず (<17.8) 2016.10.03 2016.10.03
キャベツ 大字滑津字新田林 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.56) 検出せず (<17.8) 2016.10.03 2016.10.03

ブロッコリー 大字中島字天下一 検出せず (<9.71) 検出せず (<8.79) 検出せず (<18.5) 2016.10.02 2016.10.03
ゴボウ 大字滑津字新田林 検出せず (<9.54) 検出せず (<8.48) 検出せず (<18.0) 2016.09.28 2016.09.28

エダマメ 大字中島字舘ノ前 検出せず (<9.86) 検出せず (<8.87) 検出せず (<18.7) 2016.09.28 2016.09.28
サトイモ 大字二子塚字弘法塚山 検出せず (<9.24) 検出せず (<8.54) 検出せず (<17.8) 2016.09.26 2016.09.28
ダイコン 大字川原田字上町 検出せず (<10.3) 検出せず (<9.24) 検出せず (<19.5) 2016.09.27 2016.09.28
サトイモ 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.12) 検出せず (<17.1) 2016.09.27 2016.09.27
タマネギ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.20) 検出せず (<7.49) 検出せず (<15.7) 2016.09.27 2016.09.27
ニンジン 大字二子塚字日向内 検出せず (<9.79) 検出せず (<8.75) 検出せず (<18.5) 2016.09.26 2016.09.26
ハクサイ 大字松崎字新石 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.09) 検出せず (<17.0) 2016.09.25 2016.09.26
ダイコン 大字松崎字新石 検出せず (<9.75) 検出せず (<8.84) 検出せず (<18.6) 2016.09.21 2016.09.21

カブ 大字松崎字新石 検出せず (<9.37) 検出せず (<8.57) 検出せず (<17.9) 2016.09.21 2016.09.21
ゴボウ 大字松崎字新石 検出せず (<9.58) 検出せず (<8.79) 検出せず (<18.4) 2016.09.21 2016.09.21

シュンギク 大字中島字天下一 検出せず (<9.61) 検出せず (<8.66) 検出せず (<18.3) 2016.09.21 2016.09.21
ホウレンソウ 大字中島字天下一 検出せず (<10.0) 検出せず (<9.21) 検出せず (<19.3) 2016.09.21 2016.09.21

サトイモ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<9.19) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.4) 2016.09.21 2016.09.21
ゴボウ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.26) 検出せず (<7.55) 検出せず (<15.8) 2016.09.19 2016.09.20

ニンジン 大字松崎字新石 検出せず (<8.79) 検出せず (<7.88) 検出せず (<16.7) 2016.09.16 2016.09.20
サトイモ 大字松崎字新石 検出せず (<9.41) 検出せず (<8.60) 検出せず (<18.0) 2016.09.16 2016.09.20

サツマイモ 大字松崎字新石 検出せず (<8.06) 検出せず (<7.24) 検出せず (<15.3) 2016.09.16 2016.09.20
ミョウガ 大字中島字天下一 検出せず (<9.04) 検出せず (<8.36) 検出せず (<17.4) 2016.09.15 2016.09.15

ジャガイモ 大字中島字天神西 検出せず (<8.46) 検出せず (<7.73) 検出せず (<16.2) 2016.07.23 2016.09.13
タマネギ 大字中島字天神西 検出せず (<7.34) 検出せず (<6.72) 検出せず (<14.1) 2016.06.25 2016.09.13
サトイモ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.02) 検出せず (<7.21) 検出せず (<15.2) 2016.09.13 2016.09.13
ナガネギ 大字松崎字新石 検出せず (<7.50) 検出せず (<6.87) 検出せず (<14.4) 2016.09.12 2016.09.12

ナス 大字松崎字松美 検出せず (<7.49) 検出せず (<6.87) 検出せず (<14.4) 2016.09.12 2016.09.12
シソの実 大字二子塚字入江 検出せず (<10.70) 検出せず (<10.00) 検出せず (<20.7) 2016.09.12 2016.09.12
サトイモ 大字二子塚字入江 検出せず (<6.94) 検出せず (<6.37) 検出せず (<13.3) 2016.09.12 2016.09.12
コマツナ 大字中島字天下一 検出せず (<9.40) 検出せず (<8.71) 検出せず (<18.1) 2016.09.12 2016.09.12
サトイモ 大字二子塚字前田 検出せず (<9.73) 検出せず (<8.83) 検出せず (<18.6) 2016.09.09 2016.09.09
サトイモ 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<8.76) 検出せず (<7.89) 検出せず (<16.7) 2016.09.09 2016.09.09
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キュウリ 大字中島字二子塚前 検出せず (<8.34) 検出せず (<7.56) 検出せず (<15.9) 2016.09.08 2016.09.09
ゴーヤ 大字中島字二子塚前 検出せず (<5.28) 検出せず (<7.20) 検出せず (<12.5) 2016.09.08 2016.09.09

ナガネギ 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<9.30) 検出せず (<8.70) 検出せず (<18.0) 2016.09.08 2016.09.09
サツマイモ 大字滑津字乗越 検出せず (<8.24) 検出せず (<7.41) 検出せず (<15.7) 2016.09.08 2016.09.09
サツマイモ 大字中島字天神西 検出せず (<8.85) 検出せず (<8.07) 検出せず (<16.9) 2016.09.08 2016.09.08
サトイモ 大字川原田字上栄 検出せず (<8.29) 検出せず (<7.51) 検出せず (<15.8) 2016.09.08 2016.09.08

ナス 大字川原田字中屋敷 検出せず (<7.30) 検出せず (<6.67) 検出せず (<14.0) 2016.09.07 2016.09.08
ミョウガ 大字川原田字中屋敷 検出せず (<9.50) 検出せず (<8.70) 検出せず (<18.2) 2016.09.07 2016.09.08
シシトウ 大字川原田字中屋敷 検出せず (<9.45) 検出せず (<8.78) 検出せず (<18.2) 2016.09.07 2016.09.08

サツマイモ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<7.08) 検出せず (<6.43) 検出せず (<13.5) 2016.09.08 2016.09.08
ミョウガ 大字滑津字元村 検出せず (<8.27) 検出せず (<7.64) 検出せず (<15.9) 2016.09.08 2016.09.08
ゴボウ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.33) 検出せず (<8.66) 検出せず (<18.0) 2016.09.08 2016.09.08
キュウリ 大字滑津字元村 検出せず (<7.82) 検出せず (<7.12) 検出せず (<14.9) 2016.09.08 2016.09.08
ナガイモ 大字川原田字上栄 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.33) 検出せず (<17.5) 2016.09.06 2016.09.07
キュウリ 大字松崎字松美 検出せず (<7.68) 検出せず (<7.04) 検出せず (<14.7) 2016.09.02 2016.09.02
インゲン 大字松崎字松美 検出せず (<7.47) 検出せず (<6.81) 検出せず (<14.3) 2016.09.02 2016.09.02
ゴーヤ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<7.99) 検出せず (<7.24) 検出せず (<15.2) 2016.09.01 2016.09.02
セロリ 大字中島字二子塚前 検出せず (<8.78) 検出せず (<8.03) 検出せず (<16.8) 2016.09.02 2016.09.02

ダイコン 大字中島字二子塚前 検出せず (<7.89) 検出せず (<7.18) 検出せず (<15.1) 2016.09.02 2016.09.02
カボチャ 大字松崎字新石 検出せず (<6.93) 検出せず (<6.24) 検出せず (<13.2) 2016.08.20 2016.09.01
ゴーヤ 大字中島字天神東 検出せず (<9.44) 検出せず (<8.66) 検出せず (<18.1) 2016.08.31 2016.09.01
ゴボウ 大字二子塚字入江 検出せず (<6.98) 検出せず (<6.36) 検出せず (<13.3) 2016.08.29 2016.08.29

キンジソウ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.14) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.4) 2016.08.26 2016.08.29
ツルムラサキ 大字中島字舘ノ前 検出せず (<8.44) 検出せず (<7.81) 検出せず (<16.2) 2016.08.29 2016.08.29

青ジソ 大字中島字舘ノ前 検出せず (<8.86) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.1) 2016.08.28 2016.08.29
モロヘイヤ 大字中島字舘ノ前 検出せず (<8.87) 検出せず (<8.34) 検出せず (<17.2) 2016.08.29 2016.08.29

パセリ 大字吉岡字町畑 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.25) 検出せず (<19.4) 2016.08.28 2016.08.29
サトイモ 大字川原田字上栄 検出せず (<8.70) 検出せず (<7.80) 検出せず (<16.5) 2016.08.26 2016.08.26
シシトウ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.58) 検出せず (<17.9) 2016.08.25 2016.08.25
キャベツ 大字川原田字上町 検出せず (<9.07) 検出せず (<8.41) 検出せず (<17.5) 2016.08.25 2016.08.25
カボチャ 大字中島字天下一 検出せず (<7.52) 検出せず (<6.83) 検出せず (<14.4) 2016.08.10 2016.08.25

四角インゲン 大字中島字天下一 検出せず (<9.40) 検出せず (<8.56) 検出せず (<18.0) 2016.08.25 2016.08.25
サツマイモ 大字中島字天下一 検出せず (<8.77) 検出せず (<7.90) 検出せず (<16.7) 2016.08.25 2016.08.25

赤シソ 大字中島字天下一 検出せず (<9.35) 検出せず (<8.56) 検出せず (<17.9) 2016.08.19 2016.08.19
ハナニラ 大字中島字天下一 検出せず (<8.78) 検出せず (<8.31) 検出せず (<17.1) 2016.08.19 2016.08.19
ピーマン 大字中島字天下一 検出せず (<8.08) 検出せず (<7.40) 検出せず (<15.5) 2016.08.19 2016.08.19
スイカ 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.43) 検出せず (<6.76) 検出せず (<14.2) 2016.08.16 2016.08.16

カボチャ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<6.92) 検出せず (<6.29) 検出せず (<13.2) 2016.08.15 2016.08.15
ジャガイモ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<6.56) 検出せず (<5.94) 検出せず (<12.5) 2016.08.07 2016.08.15
サツマイモ 大字川原田字上栄 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.22) 検出せず (<17.2) 2016.08.12 2016.08.12

ゴーヤ 大字川原田字上栄 検出せず (<7.29) 検出せず (<6.62) 検出せず (<13.9) 2016.08.10 2016.08.10
オクラ 大字川原田字上町 検出せず (<8.44) 検出せず (<7.67) 検出せず (<16.1) 2016.08.05 2016.08.05

トウガラシ 大字中島字天神東 検出せず (<8.92) 検出せず (<8.20) 検出せず (<17.1) 2016.08.03 2016.08.04
カボチャ 大字中島字天神西 検出せず (<8.48) 検出せず (<7.84) 検出せず (<16.3) 2016.08.04 2016.08.04
ゴーヤ 大字中島字天神西 検出せず (<8.43) 検出せず (<7.65) 検出せず (<16.1) 2016.08.04 2016.08.04

ジャガイモ 大字中島字天神西 検出せず (<9.58) 検出せず (<8.88) 検出せず (<18.5) 2016.07.24 2016.08.04
ゴーヤ 大字二子塚字西内 検出せず (<7.71) 検出せず (<7.12) 検出せず (<14.8) 2016.08.03 2016.08.03

ピーマン 大字中島字舘ノ前 検出せず (<8.29) 検出せず (<7.56) 検出せず (<15.9) 2016.08.03 2016.08.03
ナス 大字中島字舘ノ前 検出せず (<7.65) 検出せず (<7.07) 検出せず (<14.7) 2016.08.03 2016.08.03

ミョウガ 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.61) 検出せず (<7.97) 検出せず (<16.6) 2016.08.03 2016.08.03
モロヘイヤ 大字中島字天下一 検出せず (<9.92) 検出せず (<9.12) 検出せず (<19.0) 2016.08.03 2016.08.03

オクラ 大字中島字天下一 検出せず (<8.55) 検出せず (<7.81) 検出せず (<16.4) 2016.08.03 2016.08.03
クウシンサイ 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.71) 検出せず (<8.10) 検出せず (<16.8) 2016.08.01 2016.08.02

バジル 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.19) 検出せず (<8.43) 検出せず (<17.6) 2016.08.02 2016.08.02
ツルムラサキ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.35) 検出せず (<8.67) 検出せず (<18.0) 2016.08.02 2016.08.02

トウガラシ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.08) 検出せず (<8.29) 検出せず (<17.4) 2016.08.02 2016.08.02
スイカ 大字滑津字薬師下 検出せず (<6.03) 検出せず (<5.47) 検出せず (<11.5) 2016.08.01 2016.08.02

インゲン 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.43) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.1) 2016.07.31 2016.08.02
ミョウガ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.59) 検出せず (<7.77) 検出せず (<16.4) 2016.07.29 2016.07.29
シシトウ 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.79) 検出せず (<8.12) 検出せず (<16.9) 2016.07.26 2016.07.29
キュウリ 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.97) 検出せず (<7.42) 検出せず (<15.4) 2016.07.26 2016.07.29

ナス 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.04) 検出せず (<7.27) 検出せず (<15.3) 2016.07.24 2016.07.28
タマネギ 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.80) 検出せず (<8.03) 検出せず (<16.8) 2016.06.20 2016.07.28

ジャガイモ 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.86) 検出せず (<7.16) 検出せず (<15.0) 2016.06.20 2016.07.28
パプリカ 大字川原田字上町 検出せず (<9.79) 検出せず (<8.84) 検出せず (<18.6) 2016.07.27 2016.07.28
ニンジン 大字川原田字上町 検出せず (<9.83) 検出せず (<8.85) 検出せず (<18.7) 2016.07.27 2016.07.28
エダマメ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<8.43) 検出せず (<7.69) 検出せず (<16.1) 2016.07.28 2016.07.28
ピーマン 大字滑津字新田 検出せず (<8.57) 検出せず (<7.81) 検出せず (<16.4) 2016.07.28 2016.07.28

ジャガイモ 大字滑津字大森平 検出せず (<6.00) 検出せず (<6.00) 検出せず (<12.0) 2016.07.20 2016.07.28
エダマメ 大字中島字天下一 検出せず (<9.47) 検出せず (<8.61) 検出せず (<18.1) 2016.07.27 2016.07.27
ニンニク 大字滑津字乗越 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.08) 検出せず (<17.1) 2016.06.15 2016.07.27
シシトウ 大字滑津字薬師下 検出せず (<7.99) 検出せず (<7.32) 検出せず (<15.3) 2016.07.27 2016.07.27
ピーマン 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.49) 検出せず (<17.7) 2016.07.23 2016.07.26
トウガラシ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.80) 検出せず (<8.99) 検出せず (<18.8) 2016.07.23 2016.07.26
ミョウガ 大字滑津字元村 検出せず (<9.46) 検出せず (<8.65) 検出せず (<18.1) 2016.07.25 2016.07.25
ゴボウ 大字滑津字中ツ島 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.30) 検出せず (<17.5) 2016.07.25 2016.07.25

カボチャ 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.02) 検出せず (<7.27) 検出せず (<15.3) 2016.07.24 2016.07.25
ジャガイモ 大字川原田字上栄 検出せず (<7.44) 検出せず (<6.81) 検出せず (<14.3) 2016.07.22 2016.07.22

ゴーヤ 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.63) 検出せず (<8.01) 検出せず (<16.6) 2016.07.21 2016.07.22
カボチャ 大字二子塚字入江 検出せず (<7.90) 検出せず (<5.05) 検出せず (<12.9) 2016.07.21 2016.07.21
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中玉トマト 大字中島字天下一 検出せず (<8.41) 検出せず (<7.86) 検出せず (<16.3) 2016.07.21 2016.07.21
ミニトマト 大字中島字天下一 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.26) 検出せず (<17.2) 2016.07.21 2016.07.21
スイカ 大字中島字天下一 検出せず (<7.76) 検出せず (<7.13) 検出せず (<14.9) 2016.07.20 2016.07.20
ゴボウ 大字滑津字中島西 検出せず (<8.00) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.0) 2016.07.20 2016.07.20
パセリ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.93) 検出せず (<9.25) 検出せず (<19.2) 2016.07.20 2016.07.20
ナス 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.19) 検出せず (<7.60) 検出せず (<15.8) 2016.07.20 2016.07.20

ルバーブ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.25) 検出せず (<8.39) 検出せず (<17.6) 2016.07.20 2016.07.20
モロヘイヤ 大字松崎字袴舘 検出せず (<9.23) 検出せず (<8.66) 検出せず (<17.9) 2016.07.19 2016.07.20
ナガネギ 大字滑津字中島西 検出せず (<8.00) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.0) 2016.07.19 2016.07.19
ピーマン 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<10.90) 検出せず (<10.10) 検出せず (<21.0) 2016.07.15 2016.07.15
ベイナス 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<7.50) 検出せず (<6.76) 検出せず (<14.3) 2016.07.14 2016.07.15
シソの葉 大字滑津字朝日塚 検出せず (<10.10) 検出せず (<9.29) 検出せず (<19.4) 2016.07.13 2016.07.14

トマト 大字松崎字松美 検出せず (<8.66) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.6) 2016.07.07 2016.07.14
トウガラシ 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.52) 検出せず (<4.79) 検出せず (<13.3) 2016.07.13 2016.07.14
カボチャ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.83) 検出せず (<8.09) 検出せず (<16.9) 2016.07.13 2016.07.13

ツルムラサキ 大字滑津字御城 検出せず (<10.00) 検出せず (<9.13) 検出せず (<19.1) 2016.07.11 2016.07.12
タマネギ 大字滑津字御城 検出せず (<8.66) 検出せず (<7.92) 検出せず (<16.6) 2016.06.25 2016.07.12
赤シソ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.96) 検出せず (<9.15) 検出せず (<19.1) 2016.07.12 2016.07.12
青ジソ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.62) 検出せず (<8.03) 検出せず (<16.6) 2016.07.12 2016.07.12

カボチャ 大字川原田字上栄 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.46) 検出せず (<15.8) 2016.07.12 2016.07.12
ナス 大字滑津字新田 検出せず (<8.70) 検出せず (<7.99) 検出せず (<16.7) 2016.07.11 2016.07.11

カボチャ 大字滑津字小針 検出せず (<8.52) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.2) 2016.07.11 2016.07.11
小玉スイカ 大字滑津字小針 検出せず (<7.49) 検出せず (<6.77) 検出せず (<14.3) 2016.07.11 2016.07.11

シシトウ 大字中島字天下一 検出せず (<8.53) 検出せず (<7.87) 検出せず (<16.4) 2016.07.11 2016.07.11
トウガラシ 大字中島字天下一 検出せず (<9.36) 検出せず (<8.56) 検出せず (<17.9) 2016.07.11 2016.07.11

青ジソ 大字中島字天下一 検出せず (<8.59) 検出せず (<7.67) 検出せず (<16.3) 2016.07.11 2016.07.11
ソウメンカボチャ 大字二子塚字浦原 検出せず (<6.95) 検出せず (<6.26) 検出せず (<13.2) 2016.07.08 2016.07.08

ズッキーニ 大字二子塚字浦原 検出せず (<6.38) 検出せず (<5.69) 検出せず (<12.1) 2016.07.08 2016.07.08
モロヘイヤ 大字川原田字上町 検出せず (<9.40) 検出せず (<8.57) 検出せず (<18.0) 2016.07.07 2016.07.07
インゲン 大字滑津字御蔵場 検出せず (<8.52) 検出せず (<7.58) 検出せず (<16.1) 2016.07.07 2016.07.07
カボチャ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<8.91) 検出せず (<8.28) 検出せず (<17.2) 2016.07.05 2016.07.05
ニンニク 大字滑津字元村 検出せず (<8.20) 検出せず (<7.40) 検出せず (<15.6) 2016.06.25 2016.07.05
タマネギ 大字滑津字元村 検出せず (<6.83) 検出せず (<6.24) 検出せず (<13.1) 2016.06.25 2016.07.05

ジャガイモ 大字滑津字滑津原 検出せず (<8.70) 検出せず (<7.76) 検出せず (<16.5) 2016.07.04 2016.07.05
カボチャ 大字松崎字大池 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.18) 検出せず (<17.2) 2016.07.04 2016.07.05

ジャガイモ 大字滑津字大森壇林 検出せず (<9.15) 検出せず (<8.43) 検出せず (<17.6) 2016.07.03 2016.07.04
キュウリ 大字中島字天神東 検出せず (<7.72) 検出せず (<7.07) 検出せず (<14.8) 2016.07.03 2016.07.04
トマト 大字滑津字新田 検出せず (<8.73) 検出せず (<8.08) 検出せず (<16.8) 2016.07.04 2016.07.04
トマト 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.96) 検出せず (<7.11) 検出せず (<15.1) 2016.07.04 2016.07.04

ニンジン 大字中島字天下一 検出せず (<8.83) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.8) 2016.07.01 2016.07.01
カボチャ 大字滑津字中ツ島 検出せず (<9.43) 検出せず (<8.50) 検出せず (<17.9) 2016.06.29 2016.06.30
キャベツ 大字滑津字背戸原西 検出せず (<8.38) 検出せず (<7.76) 検出せず (<16.1) 2016.06.30 2016.06.30
ピーマン 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<8.72) 検出せず (<8.02) 検出せず (<16.7) 2016.06.28 2016.06.29
シソの葉 大字中島字天神西 検出せず (<9.43) 検出せず (<8.59) 検出せず (<18.0) 2016.06.28 2016.06.29
ダイコン 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<7.68) 検出せず (<6.91) 検出せず (<14.6) 2016.06.28 2016.06.29

ツルムラサキ 大字中島字天神西 検出せず (<9.19) 検出せず (<8.48) 検出せず (<17.7) 2016.06.27 2016.06.29
ニンジン 大字松崎字新石 検出せず (<8.44) 検出せず (<7.57) 検出せず (<16.0) 2016.06.26 2016.06.28
カボチャ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<10.40) 検出せず (<9.54) 検出せず (<19.9) 2016.06.27 2016.06.27

ナス 大字川原田字上町 検出せず (<7.91) 検出せず (<7.21) 検出せず (<15.1) 2016.06.27 2016.06.27
ピーマン 大字松崎字松代 検出せず (<7.41) 検出せず (<6.79) 検出せず (<14.2) 2016.06.26 2016.06.27

トマト 大字松崎字松代 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.57) 検出せず (<15.9) 2016.06.26 2016.06.27
ナス 大字中島字宮前 検出せず (<8.63) 検出せず (<7.79) 検出せず (<16.4) 2016.06.24 2016.06.24

カボチャ 大字中島字天神東 検出せず (<8.38) 検出せず (<7.59) 検出せず (<16.0) 2016.06.20 2016.06.24
キャベツ 大字滑津字乗越 検出せず (<8.04) 検出せず (<7.36) 検出せず (<15.4) 2016.06.24 2016.06.24
インゲン 大字滑津字大森平 検出せず (<7.81) 検出せず (<7.12) 検出せず (<14.9) 2016.06.24 2016.06.24
インゲン 大字滑津字小針 検出せず (<9.25) 検出せず (<8.37) 検出せず (<17.6) 2016.06.24 2016.06.24
キャベツ 大字滑津字小針 検出せず (<8.16) 検出せず (<7.36) 検出せず (<15.5) 2016.06.24 2016.06.24
インゲン 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.07) 検出せず (<8.50) 検出せず (<17.6) 2016.06.24 2016.06.24

ジャガイモ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.61) 検出せず (<7.69) 検出せず (<16.3) 2016.06.23 2016.06.24
インゲン 大字中島字舘ノ前 検出せず (<5.07) 検出せず (<7.07) 検出せず (<12.1) 2016.06.14 2016.06.22

ジャガイモ 大字二子塚字浦原 検出せず (<6.88) 検出せず (<6.24) 検出せず (<13.1) 2016.06.12 2016.06.22
ツルムラサキ 大字中島字天下一 検出せず (<9.04) 検出せず (<8.21) 検出せず (<17.2) 2016.06.22 2016.06.22
ジャガイモ 大字中島字天下一 検出せず (<9.35) 検出せず (<8.44) 検出せず (<17.8) 2016.06.22 2016.06.22

キュウリ 大字中島字天下一 検出せず (<8.27) 検出せず (<7.56) 検出せず (<15.8) 2016.06.22 2016.06.22
中玉トマト 大字松崎字松代 検出せず (<8.64) 検出せず (<8.03) 検出せず (<16.7) 2016.06.21 2016.06.22
タマネギ 大字滑津字新田 検出せず (<9.63) 検出せず (<8.88) 検出せず (<18.5) 2016.06.21 2016.06.21

ナス 大字松崎字袴舘 検出せず (<6.49) 検出せず (<5.93) 検出せず (<12.4) 2016.06.20 2016.06.21
インゲン 大字中島字天神前 検出せず (<9.25) 検出せず (<8.67) 検出せず (<17.9) 2016.06.20 2016.06.20
ニンニク 大字滑津字乗越 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.00) 検出せず (<17.0) 2016.06.12 2016.06.20

ナス 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<7.60) 検出せず (<6.94) 検出せず (<14.5) 2016.06.19 2016.06.20
ジャガイモ 大字滑津字乗越 検出せず (<8.50) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.2) 2016.06.20 2016.06.20

キュウリ 大字滑津字新田 検出せず (<8.46) 検出せず (<7.70) 検出せず (<16.2) 2016.06.20 2016.06.20
シシトウ 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.48) 検出せず (<7.54) 検出せず (<16.0) 2016.06.19 2016.06.20
ミニトマト 大字松崎字松代 検出せず (<8.44) 検出せず (<7.71) 検出せず (<16.1) 2016.06.19 2016.06.20
ピーマン 大字中島字宮前 検出せず (<8.21) 検出せず (<7.65) 検出せず (<15.9) 2016.06.17 2016.06.17
ニンニク 大字中島字天神東 検出せず (<8.98) 検出せず (<8.04) 検出せず (<17.0) 2016.06.07 2016.06.17
キュウリ 大字中島字天神前 検出せず (<8.89) 検出せず (<8.15) 検出せず (<17.0) 2016.06.16 2016.06.17
カボチャ 大字中島字天神前 検出せず (<8.07) 検出せず (<7.41) 検出せず (<15.5) 2016.06.16 2016.06.17
シソの葉 大字松崎字新石 検出せず (<9.29) 検出せず (<8.78) 検出せず (<18.1) 2016.06.16 2016.06.16

トマト 大字川原田字上町 検出せず (<7.84) 検出せず (<7.19) 検出せず (<15.0) 2016.06.15 2016.06.16
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タマネギ 大字川原田字上町 検出せず (<8.23) 検出せず (<7.48) 検出せず (<15.7) 2016.06.11 2016.06.16
カブ 大字滑津字御城 検出せず (<7.89) 検出せず (<7.11) 検出せず (<15.0) 2016.06.13 2016.06.13

ロマネスコ 大字滑津字御城 検出せず (<9.57) 検出せず (<8.50) 検出せず (<18.1) 2016.06.13 2016.06.13
ズッキーニ 大字滑津字新田 検出せず (<8.79) 検出せず (<7.97) 検出せず (<16.8) 2016.06.13 2016.06.13
ジャガイモ 大字二子塚字入江 検出せず (<6.92) 検出せず (<6.34) 検出せず (<13.3) 2016.06.10 2016.06.13
ニンニク 大字二子塚字入江 検出せず (<8.24) 検出せず (<7.53) 検出せず (<15.8) 2016.06.12 2016.06.13
ニンニク 大字中島字天下一 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.14) 検出せず (<17.0) 2016.06.13 2016.06.13
サンチュ 大字中島字天下一 検出せず (<10.70) 検出せず (<9.72) 検出せず (<20.4) 2016.06.13 2016.06.13

ナス 大字中島字天下一 検出せず (<8.18) 検出せず (<7.36) 検出せず (<15.5) 2016.06.13 2016.06.13
ズッキーニ 大字中島字天下一 検出せず (<8.74) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.7) 2016.06.13 2016.06.13
甘トウガラシ 大字松崎字松代 検出せず (<8.90) 検出せず (<8.18) 検出せず (<17.1) 2016.06.12 2016.06.13

キュウリ 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.04) 検出せず (<7.52) 検出せず (<15.6) 2016.06.12 2016.06.13
パセリ 大字中島字天下一 検出せず (<10.10) 検出せず (<9.21) 検出せず (<19.3) 2016.06.10 2016.06.10

キャベツ 大字中島字天下一 検出せず (<8.72) 検出せず (<7.89) 検出せず (<16.6) 2016.06.10 2016.06.10
ナガネギ 大字中島字天下一 検出せず (<9.40) 検出せず (<8.55) 検出せず (<17.9) 2016.06.10 2016.06.10
パプリカ 大字松崎字松代 検出せず (<7.84) 検出せず (<7.10) 検出せず (<14.9) 2016.06.09 2016.06.10
インゲン 大字松崎字袴舘 検出せず (<5.45) 検出せず (<8.16) 検出せず (<13.6) 2016.06.08 2016.06.09
オクラ 大字中島字宮前 検出せず (<8.34) 検出せず (<7.46) 検出せず (<15.8) 2016.06.08 2016.06.08

ジャガイモ 大字滑津字中ツ島 検出せず (<6.22) 検出せず (<5.67) 検出せず (<11.9) 2016.06.07 2016.06.08
カブ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.10) 検出せず (<7.52) 検出せず (<15.6) 2016.06.07 2016.06.07

ハクサイ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.61) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.6) 2016.06.06 2016.06.06
サニーレタス 大字川原田字上町 検出せず (<11.60) 検出せず (<10.70) 検出せず (<22.3) 2016.06.06 2016.06.06

ハクサイ 大字中島字天神前 検出せず (<8.96) 検出せず (<8.10) 検出せず (<17.1) 2016.06.05 2016.06.06
ジャガイモ 大字中島字天神前 検出せず (<8.40) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.1) 2016.06.06 2016.06.06
中玉トマト 大字中島字宮前 検出せず (<9.71) 検出せず (<9.00) 検出せず (<18.7) 2016.05.31 2016.06.06

サヤエンドウ 大字中島字天下一 検出せず (<10.30) 検出せず (<9.69) 検出せず (<20.0) 2016.06.03 2016.06.03
スティックセニョール 大字中島字天神前 検出せず (<9.94) 検出せず (<9.13) 検出せず (<19.1) 2016.06.03 2016.06.03

インゲン 大字川原田字上町 検出せず (<9.24) 検出せず (<8.43) 検出せず (<17.7) 2016.06.03 2016.06.03
ジャガイモ 大字松崎字住吉 検出せず (<7.91) 検出せず (<7.19) 検出せず (<15.1) 2016.05.31 2016.06.01
キャベツ 大字中島字天神東 検出せず (<8.66) 検出せず (<7.84) 検出せず (<16.5) 2016.05.30 2016.05.31
ミニトマト 大字中島字宮前 検出せず (<8.47) 検出せず (<7.73) 検出せず (<16.2) 2016.05.30 2016.05.31
ベンリナ 大字中島字天下一 検出せず (<10.30) 検出せず (<9.44) 検出せず (<19.8) 2016.05.30 2016.05.30

サントウサイ 大字中島字天下一 検出せず (<8.98) 検出せず (<7.97) 検出せず (<16.9) 2016.05.30 2016.05.30
スナックエンドウ 大字滑津字小針 検出せず (<9.67) 検出せず (<8.93) 検出せず (<18.6) 2016.05.30 2016.05.30

カブ 大字滑津字小針 検出せず (<8.40) 検出せず (<7.68) 検出せず (<16.1) 2016.05.29 2016.05.30
タマネギ 大字滑津字小針 検出せず (<9.19) 検出せず (<8.45) 検出せず (<17.6) 2016.05.29 2016.05.30

ナス 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.34) 検出せず (<8.58) 検出せず (<17.9) 2016.05.27 2016.05.27
フキ 大字川原田字上栄 検出せず (<8.38) 検出せず (<7.60) 検出せず (<16.0) 2016.05.27 2016.05.27

パセリ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.35) 検出せず (<8.38) 検出せず (<17.7) 2016.05.26 2016.05.26
ツルナ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.51) 検出せず (<8.79) 検出せず (<18.3) 2016.05.26 2016.05.26

ズッキーニ 大字中島字天神東 検出せず (<9.22) 検出せず (<8.30) 検出せず (<17.5) 2016.05.26 2016.05.26
ダイコン 大字中島字天神東 検出せず (<8.38) 検出せず (<7.62) 検出せず (<16.0) 2016.05.25 2016.05.26

カリフラワー 大字中島字西前 検出せず (<9.45) 検出せず (<8.66) 検出せず (<18.1) 2016.05.26 2016.05.26
タマネギ 大字中島字天下一 検出せず (<8.32) 検出せず (<7.68) 検出せず (<16.0) 2016.05.25 2016.05.25

二十日大根 大字中島字天下一 検出せず (<8.96) 検出せず (<8.17) 検出せず (<17.1) 2016.05.25 2016.05.25
レタス 大字中島字天下一 検出せず (<7.99) 検出せず (<7.26) 検出せず (<15.3) 2016.05.25 2016.05.25

ブロッコリー 大字松崎字袴舘 検出せず (<9.31) 検出せず (<8.67) 検出せず (<18.0) 2016.05.23 2016.05.24
キャベツ 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.25) 検出せず (<7.62) 検出せず (<15.9) 2016.05.23 2016.05.24

ブロッコリー 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<7.37) 検出せず (<6.75) 検出せず (<14.1) 2016.05.23 2016.05.23
サヤエンドウ 大字滑津字大森平 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.63) 検出せず (<16.0) 2016.05.23 2016.05.23

ダイコン 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.60) 検出せず (<7.80) 検出せず (<16.4) 2016.05.19 2016.05.19
茎ブロッコリー 大字吉岡字迎畑 検出せず (<8.89) 検出せず (<8.37) 検出せず (<17.3) 2016.05.19 2016.05.19
サントウサイ 大字川原田字上町 検出せず (<9.29) 検出せず (<8.57) 検出せず (<17.9) 2016.05.18 2016.05.18

ナガネギ 大字中島字天神前 検出せず (<8.32) 検出せず (<7.60) 検出せず (<15.9) 2016.05.18 2016.05.18
ブロッコリー 大字滑津字滑津原 検出せず (<9.55) 検出せず (<8.85) 検出せず (<18.4) 2016.05.13 2016.05.13
ブロッコリー 大字滑津字大池向 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.32) 検出せず (<17.6) 2016.05.13 2016.05.13

ウルイ 大字中島字天下一 検出せず (<8.38) 検出せず (<7.66) 検出せず (<16.0) 2016.05.12 2016.05.12
ミョウガタケ 大字中島字天下一 検出せず (<10.50) 検出せず (<9.73) 検出せず (<20.2) 2016.05.12 2016.05.12

フキ 大字中島字天下一 検出せず (<8.16) 検出せず (<7.38) 検出せず (<15.5) 2016.05.12 2016.05.12
茎ブロッコリー 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.87) 検出せず (<8.14) 検出せず (<17.0) 2016.05.11 2016.05.12
カリフラワー 大字松崎字袴舘 検出せず (<8.59) 検出せず (<7.86) 検出せず (<16.4) 2016.05.11 2016.05.12

タマネギ 大字中島字天神東 検出せず (<8.74) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.0) 2016.05.10 2016.05.11
レタス 大字二子塚字浦原 検出せず (<7.84) 検出せず (<7.26) 検出せず (<15.1) 2016.05.11 2016.05.11

ダイコン 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.04) 検出せず (<7.54) 検出せず (<15.6) 2016.05.11 2016.05.11
アシタバ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.27) 検出せず (<7.57) 検出せず (<15.8) 2016.05.10 2016.05.11

スティックセニョール 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.18) 検出せず (<8.58) 検出せず (<17.8) 2016.05.10 2016.05.10
セリ 大字中島字御城前 検出せず (<8.66) 検出せず (<7.95) 検出せず (<16.6) 2016.05.09 2016.05.10

サヤエンドウ 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<8.47) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.2) 2016.05.09 2016.05.09
レタス 大字中島字宮前 検出せず (<8.83) 検出せず (<8.22) 検出せず (<17.0) 2016.05.09 2016.05.09
フキ 大字滑津字小針 検出せず (<8.52) 検出せず (<7.76) 検出せず (<16.3) 2016.05.09 2016.05.09

ミズフキ 大字滑津字本法寺裏 検出せず (<7.79) 検出せず (<7.14) 検出せず (<14.9) 2016.05.06 2016.05.06
ズッキーニ 大字松崎字松代 検出せず (<8.62) 検出せず (<7.83) 検出せず (<16.4) 2016.05.05 2016.05.06
インゲン 大字松崎字松代 検出せず (<8.64) 検出せず (<8.06) 検出せず (<16.7) 2016.05.05 2016.05.06
ノラボウ 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.76) 検出せず (<9.05) 検出せず (<18.8) 2016.05.01 2016.05.02

カブ 大字二子塚字浦原 検出せず (<6.86) 検出せず (<6.38) 検出せず (<13.2) 2016.05.02 2016.05.02
カブ 大字川原田字上町 検出せず (<10.40) 検出せず (<9.33) 検出せず (<19.7) 2016.04.27 2016.04.28

ナガネギ 大字松崎字新石 検出せず (<9.05) 検出せず (<8.26) 検出せず (<17.3) 2016.04.27 2016.04.28
ニラ 大字川原田字上町 検出せず (<9.81) 検出せず (<9.44) 検出せず (<19.2) 2016.04.21 2016.04.21

ハクサイ 大字中島字宮前 検出せず (<7.47) 検出せず (<6.86) 検出せず (<14.3) 2016.04.19 2016.04.19
ハネギ 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<7.76) 検出せず (<7.43) 検出せず (<15.2) 2016.04.18 2016.04.18
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ブロッコリー 大字吉岡字町畑 検出せず (<9.47) 検出せず (<8.60) 検出せず (<18.1) 2016.04.18 2016.04.18
キャベツ 大字中島字天下一 検出せず (<9.39) 検出せず (<8.59) 検出せず (<18.0) 2016.04.15 2016.04.15
キャベツ 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<9.15) 検出せず (<8.35) 検出せず (<17.5) 2016.04.12 2016.04.13
ハネギ 大字中島字天神西 検出せず (<8.35) 検出せず (<7.66) 検出せず (<16.0) 2016.04.12 2016.04.13

ギョウジャニンニク 大字川原田字上栄 検出せず (<9.18) 検出せず (<8.94) 検出せず (<18.1) 2016.04.12 2016.04.12
サヤエンドウ 大字松崎字松代 検出せず (<8.95) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.2) 2016.04.11 2016.04.12

コマツナ 大字吉岡字町畑 検出せず (<6.96) 検出せず (<6.26) 検出せず (<13.2) 2016.04.05 2016.04.05

ヒラタケ 大字中島字天神西 検出せず (<9.22) 検出せず (<8.48) 検出せず (<17.7) 2016.12.05 2016.12.05
オオザサ 大字滑津字羽黒前 検出せず (<10.80) 検出せず (<9.40) 検出せず (<20.2) 2016.09.27 2016.09.27
みずな 大字滑津字愛宕山 検出せず (<10.10) 検出せず (<8.70) 検出せず (<18.8) 2016.05.10 2016.05.11

もみじがさ（しどけ） 大字滑津字元村 検出せず (<10.30) 検出せず (<9.37) 検出せず (<19.7) 2016.05.02 2016.05.02
タケノコ 大字松崎字袴舘 検出せず (<12.00) 検出せず (<12.00) 検出せず (<24.0) 2016.05.02 2016.05.02
タラの芽 大字滑津字中島西 検出せず (<9.30) 検出せず (<8.00) 検出せず (<17.3) 2016.04.27 2016.04.28

コシアブラ 大字松崎字袴舘 2016.04.26 2016.04.26
タケノコ 大字滑津字元村 検出せず (<6.00) 検出せず (<6.00) 検出せず (<12.0) 2016.04.25 2016.04.26
コゴミ 大字滑津字中島西 検出せず (<9.00) 検出せず (<8.00) 検出せず (<17.0) 2016.04.21 2016.04.22

コシアブラ 大字滑津字中島西 検出せず (<11.10) 検出せず (<9.50) 検出せず (<20.6) 2016.04.22 2016.04.22
タケノコ 大字二子塚字西内 検出せず (<5.93) 2016.04.21 2016.04.21
タケノコ 大字松崎字城見坂 検出せず (<7.45) 検出せず (<6.67) 検出せず (<14.1) 2016.04.20 2016.04.20
タケノコ 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<8.00) 検出せず (<7.00) 検出せず (<15.0) 2016.04.17 2016.04.18
タケノコ 大字川原田字上栄 検出せず (<8.00) 2016.04.18 2016.04.18
タケノコ 大字滑津字中島西 検出せず (<8.00) 検出せず (<7.00) 検出せず (<15.0) 2016.04.18 2016.04.18

セリ 大字中島字満作山 検出せず (<10.60) 検出せず (<8.80) 検出せず (<19.4) 2016.04.05 2016.04.06

イチゴ 大字滑津字権太夫林 検出せず (<9.46) 検出せず (<8.73) 検出せず (<18.2) 2017.02.23 2017.02.23
キウイフルーツ 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.95) 検出せず (<8.22) 検出せず (<17.2) 2016.11.15 2017.01.12
キウイフルーツ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.89) 検出せず (<8.04) 検出せず (<16.9) 2016.12.05 2016.12.27

ギンナン 大字滑津字滑津原 検出せず (<9.08) 検出せず (<8.06) 検出せず (<17.1) 2016.11.20 2016.12.01
かき 大字滑津字白ツ子 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.27) 検出せず (<17.3) 2016.11.17 2016.11.25
かき 大字滑津字御蔵場 検出せず (<8.95) 検出せず (<8.24) 検出せず (<17.2) 2016.11.17 2016.11.17
かき 大字川原田字屋中 検出せず (<7.98) 検出せず (<7.29) 検出せず (<15.3) 2016.11.13 2016.11.14
ユズ 大字川原田字中屋敷 検出せず (<8.87) 検出せず (<8.13) 検出せず (<17.0) 2016.11.10 2016.11.11
かき 大字川原田字上栄 検出せず (<8.34) 検出せず (<7.85) 検出せず (<16.2) 2016.11.10 2016.11.10
かき 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<8.86) 検出せず (<8.11) 検出せず (<17.0) 2016.11.07 2016.11.08
かき 大字滑津字滑津原 検出せず (<6.77) 検出せず (<8.32) 検出せず (<13.1) 2016.11.03 2016.11.04

ギンナン 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<9.32) 検出せず (<8.54) 検出せず (<17.9) 2016.10.28 2016.11.04
かき 大字二子塚字入江 検出せず (<8.50) 検出せず (<7.83) 検出せず (<16.3) 2016.11.02 2016.11.02
かき 大字中島字二子塚前 検出せず (<7.69) 検出せず (<7.20) 検出せず (<14.9) 2016.10.05 2016.10.27

カリン 大字吉岡字町畑 検出せず (<9.38) 検出せず (<8.55) 検出せず (<17.9) 2016.10.03 2016.10.27
かき 大字滑津字背戸原西 検出せず (<7.90) 検出せず (<7.42) 検出せず (<15.3) 2016.10.21 2016.10.21
かき 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<8.50) 検出せず (<8.10) 検出せず (<16.6) 2016.10.19 2016.10.19
かき 大字滑津字元村 検出せず (<7.00) 検出せず (<7.00) 検出せず (<14.0) 2016.10.04 1016.10.04

イチジク 大字吉岡字町畑 検出せず (<8.00) 検出せず (<7.00) 検出せず (<15.0) 2016.10.02 2016.10.03
かき 大字川原田字上町 検出せず (<8.22) 検出せず (<7.57) 検出せず (<15.8) 2016.09.27 2016.09.28

イチジク 大字二子塚字日向内 検出せず (<8.90) 検出せず (<8.10) 検出せず (<17.0) 2016.09.26 2016.09.26
ブドウ 大字滑津字二ツ山 検出せず (<6.10) 検出せず (<5.50) 検出せず (<11.6) 2016.09.07 2016.09.09

ブルーベリー 大字滑津字背戸原 検出せず (<7.98) 検出せず (<7.27) 検出せず (<15.2) 2016.08.04 2016.08.04
梅 大字滑津字朝日塚 検出せず (<7.98) 検出せず (<7.27) 検出せず (<15.2) 2016.07.05 2016.07.06
梅 大字滑津字元村 検出せず (<8.93) 検出せず (<5.43) 検出せず (<14.4) 2016.06.20 2016.06.21

小梅 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<7.46) 検出せず (<6.83) 検出せず (<14.3) 2016.06.08 2016.06.08
サクランボ 大字滑津字中ツ島 検出せず (<9.30) 検出せず (<7.50) 検出せず (<16.8) 2016.05.23 2016.05.24

切り干し大根 大字二子塚字入江 検出せず (<8.44) 検出せず (<7.46) 検出せず (<15.9) 2016.10.20 2017.02.23
切り干し大根 大字中島字天神西 検出せず (<9.09) 検出せず (<8.21) 検出せず (<17.3) 2017.02.03 2017.02.07

紫キャベツの酢漬 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.88) 検出せず (<8.27) 検出せず (<17.1) 2017.01.19 2017.01.23
たくあん 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.80) 検出せず (<7.81) 検出せず (<16.6) 2016.12.25 2017.01.23
梅干し 大字中島字天下一 検出せず (<8.51) 検出せず (<7.71) 検出せず (<16.2) 2016.09.04 2017.01.23
干し柿 大字二子塚字浦原 検出せず (<9.00) 検出せず (<8.00) 検出せず (<17.0) 2016.11.10 2017.01.05
干し柿 大字二子塚字入江 検出せず (<7.70) 検出せず (<6.40) 検出せず (<14.1) 2016.11.03 2016.12.21
干し柿 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.71) 検出せず (<7.55) 検出せず (<16.3) 2016.11.20 2016.12.19

かぶの酢漬 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.24) 検出せず (<17.3) 2016.12.02 2016.12.19
イモガラ 大字二子塚字山神山 検出せず (<10.5) 検出せず (<9.04) 検出せず (<19.5) 2016.10.10 2016.12.13
干し柿 大字川原田字屋中 検出せず (<8.04) 検出せず (<7.38) 検出せず (<15.4) 2016.11.21 2016.12.12

イモガラ 大字二子塚字入江 検出せず (<11.2) 検出せず (<9.99) 検出せず (<21.2) 2016.10.15 2016.12.01
干し柿 大字滑津字背戸原西 検出せず (<8.04) 検出せず (<7.38) 検出せず (<15.4) 2016.11.04 2016.11.29
干し柿 大字滑津字背戸原西 検出せず (<8.70) 検出せず (<7.84) 検出せず (<16.5) 2016.11.04 2016.11.29

採取･加工日品目 採取場所 検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137 ｾｼｳﾑ134･137の計

検出核種･濃度(Bq/kg)

採取･加工日 検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137 ｾｼｳﾑ134･137の計

検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137 ｾｼｳﾑ134･137の計

品目 採取場所
検出核種･濃度(Bq/kg)

山菜・きのこ類 暫定規制値
ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

採取･加工日

農産加工物 暫定規制値
ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

果実 暫定規制値
ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

品目 採取場所
検出核種･濃度(Bq/kg)

12 12

34.7 34.7

52 228 280
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2017/3/31現在

紫大根の甘酢漬け 大字中島字天下一 検出せず (<9.04) 検出せず (<8.21) 検出せず (<17.3) 2016.11.09 2016.11.10
イモガラ 大字松崎字新石 検出せず (<10.7) 検出せず (<9.33) 検出せず (<20.0) 2016.10.20 2016.11.10

ハックルベリージャム 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.94) 検出せず (<8.99) 検出せず (<18.9) 2016.11.01 2016.11.02
白菜漬 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.42) 検出せず (<7.69) 検出せず (<16.1) 2016.10.31 2016.11.02
イモガラ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.07) 検出せず (<8.35) 検出せず (<17.4) 2016.10.27 2016.10.28
イモガラ 大字滑津字平名塚 検出せず (<8.61) 検出せず (<7.69) 検出せず (<16.3) 2016.10.11 2016.10.25
イモガラ 大字二子塚字栄田 検出せず (<11.5) 検出せず (<10.1) 検出せず (<21.6) 2016.10.02 2016.10.24
イモガラ 大字滑津字羽黒北 検出せず (<13.1) 検出せず (<11.6) 検出せず (<24.8) 2016.10.05 2016.10.17

らっきょう漬 大字中島字天下一 検出せず (<8.70) 検出せず (<8.05) 検出せず (<16.8) 2016.06.22 2016.10.05
きゅうりの黄からし漬 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.17) 検出せず (<8.33) 検出せず (<17.5) 2016.09.01 2016.09.02

梅干し 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.79) 検出せず (<8.15) 検出せず (<16.9) 2016.08.16 2016.08.29
なす漬 大字中島字天下一 検出せず (<9.38) 検出せず (<8.47) 検出せず (<17.9) 2016.06.30 2016.07.01

ベリージャム 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.57) 検出せず (<17.8) 2016.06.21 2016.06.23
小梅漬 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.56) 検出せず (<7.64) 検出せず (<16.2) 2016.06.17 2016.06.23

よもぎ（ゆで） 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.67) 検出せず (<9.08) 検出せず (<18.8) 2016.05.08 2016.05.11
高菜の花芽塩漬け 大字中島字天下一 検出せず (<8.58) 検出せず (<8.02) 検出せず (<16.6) 2016.04.14 2016.04.15
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