
2019/3/29現在
中島村放射性物質検査(食品等)結果一覧 平成30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)

測定器１:日立アロカメディカル㈱社製 NaI(T１)シンチレーションスペクトロメータ
測定器２:アクロバイオ㈱社製 NaI(T１)シンチレーションスペクトロメータ
測定器３:ATOMTEX社製 AT１３２０A計測器
測定器４:㈱アドフューテック社製 AFT-NDA２ NaI(T１)シンチレーション検出器

○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。

大豆 大字松崎字山ノ根 検出せず (<10.4) 検出せず (<9.10) 検出せず (<19.5) 2017.11 2018.4.3
ソラマメ 大字松崎字松代 検出せず (<9.33) 検出せず (<8.40) 検出せず (<17.7) 2018.5.15 2018.5.16
エゴマ 松崎字善棚 検出せず (<9.49) 検出せず (<8.50) 検出せず (<18.0) 2017.10.30 2018.6.4
大豆 松崎字善棚 検出せず (<10.30) 検出せず (<9.00) 検出せず (<19.3) 2017.11.10 2018.6.4

トウモロコシ 滑津字大森平 検出せず (<7.00) 検出せず (<7.00) 検出せず (<14.0) 2018.7.20 2018.7.20
枝豆 松崎字袴舘 検出せず (<7.27) 検出せず (<6.60) 検出せず (<13.9) 2018.7.24 2018.7.25

トウモロコシ 滑津字薬師下 検出せず (<8.75) 検出せず (<8.04) 検出せず (<16.8) 2018.7.26 2018.7.26
枝豆 中島字天神西 検出せず (<9.89) 検出せず (<8.78) 検出せず (<18.7) 2018.7.30 2018.7.30
枝豆 二子塚字入江 検出せず (<7.29) 検出せず (<6.67) 検出せず (<14.0) 2018.8.7 2018.8.7
枝豆 吉岡字町畑 検出せず (<8.04) 検出せず (<8.87) 検出せず (<16.9) 2018.8.7 2018.8.8
枝豆 二子塚字前原 検出せず (<7.54) 検出せず (<8.43) 検出せず (<16.0) 2018.8.24 2018.8.24

丹波栗 滑津字御城 検出せず (<8.21) 検出せず (<7.45) 検出せず (<15.7) 2018.9.6 2018.9.10
大栗 滑津字小針 検出せず (<9.35) 検出せず (<8.50) 検出せず (<17.9) 2018.9.10 2018.9.10
栗 二子塚字浦原 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.32) 検出せず (<17.6) 2018.9.11 2018.9.11
栗 滑津字二ツ山 検出せず (<8.35) 検出せず (<7.50) 検出せず (<15.9) 2018.9.17 2018.9.18

トウモロコシ 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<13.00) 検出せず (<11.60) 検出せず (<24.6) 2018.9.17 2018.9.19
落花生 中島字天神前 検出せず (<9.37) 検出せず (<8.58) 検出せず (<18.0) 2018.10.22 2018.10.22
ギンナン 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<9.45) 検出せず (<8.33) 検出せず (<17.8) 2018.10.24 2018.11.2
落花生 滑津字岡ノ内西 検出せず (<9.47) 検出せず (<8.39) 検出せず (<17.9) 2018.10.27 2018.11.6
えごま 滑津字岡ノ内 検出せず (<9.13) 検出せず (<7.97) 検出せず (<17.1) 2018.10.26 2018.11.6
黒豆 松崎字新石 検出せず (<9.50) 検出せず (<8.30) 検出せず (<17.8) 2018.10.21 2018.11.28

穀類 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)

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
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大豆 松崎字新石 検出せず (<9.58) 検出せず (<8.40) 検出せず (<18.0) 2018.10.25 2018.11.28
小豆 松崎字新石 検出せず (<8.82) 検出せず (<7.80) 検出せず (<16.6) 2018.11.01 2018.11.28

ソラマメ 滑津字滑津原 検出せず (<10.10) 検出せず (<9.00) 検出せず (<19.0) 2018.11.30 2018.12.3
花豆 川原田字上町 検出せず (<10.90) 検出せず (<9.65) 検出せず (<20.5) 2018.11.21 2018.12.7
青豆 川原田字上町 検出せず (<11.20) 検出せず (<9.85) 検出せず (<21.1) 2018.11.21 2018.12.7

黒千石豆 中島字天下一 検出せず (<10.20) 検出せず (<8.89) 検出せず (<19.1) 2018.11.4 2018.12.14
大豆 中島字天神西 検出せず (<10.60) 検出せず (<9.24) 検出せず (<19.8) 2018.11.20 2018.12.14
小豆 中島字岡ノ内前 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.01) 検出せず (<19.3) 2018.10.25 2018.12.19
黒豆 中島字岡ノ内前 検出せず (<9.96) 検出せず (<8.76) 検出せず (<18.7) 2018.10.12 2018.12.19
大豆 松崎字山ノ根 検出せず (<11.20) 検出せず (<9.92) 検出せず (<21.2) 2018.12.1 2018.12.26
えごま 中島字岡ノ内前 検出せず (<9.09) 検出せず (<8.18) 検出せず (<17.3) 2018.10 2019.1.16
えごま 松崎字新石 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.26) 検出せず (<17.5) 2019.1.17 2019.1.17

カラシナ 大字中島字天神西 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.57) 検出せず (<17.8) 2018.4.3 2018.4.4
アブラナ 大字中島字天神西 検出せず (<8.53) 検出せず (<7.78) 検出せず (<16.3) 2018.4.3 2018.4.4

ニラ 大字二子塚字日向内 検出せず (<7.53) 検出せず (<7.12) 検出せず (<14.7) 2018.4.4 2018.4.4
ミツバ 大字二子塚字日向内 検出せず (<11.0) 検出せず (<9.95) 検出せず (<21.0) 2018.4.4 2018.4.5

アシタバ 大字滑津字愛宕山 検出せず (<9.80) 検出せず (<8.84) 検出せず (<18.6) 2018.4.5 2018.4.5
ハクサイワキ芽 大字滑津字愛宕山 検出せず (<8.99) 検出せず (<8.18) 検出せず (<17.2) 2018.4.4 2018.4.5

ウコギ 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<11.2) 検出せず (<10.3) 検出せず (<21.5) 2018.4.9 2018.4.9
サントウサイ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.13) 検出せず (<7.42) 検出せず (<15.6) 2018.4.11 2018.4.11

アブラナ(菜種菜) 大字中島字天下一 検出せず (<9.21) 検出せず (<8.63) 検出せず (<17.8) 2018.4.11 2018.4.11
セリ 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<8.56) 検出せず (<7.57) 検出せず (<16.1) 2018.4.11 2018.4.11

ワサビナ 大字中島字天神西 検出せず (<9.00) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.2) 2018.4.11 2018.4.13
ハツカダイコン 大字中島字天神西 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.35) 検出せず (<17.4) 2018.4.12 2018.4.13

葉ネギ 大字二子塚字入江 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.41) 検出せず (<17.6) 2018.4.16 2018.4.16
ウルイ 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<9.38) 検出せず (<8.49) 検出せず (<17.9) 2018.4.17 2018.4.17

サヤエンドウ 大字滑津字岡ノ内 検出せず (<7.89) 検出せず (<7.33) 検出せず (<15.2) 2018.4.17 2018.4.17
キャベツ 大字川原田字嘉門屋敷 検出せず (<8.39) 検出せず (<7.68) 検出せず (<16.1) 2018.4.17 2018.4.17
ルッコラ 大字滑津字新田 検出せず (<10.3) 検出せず (<10.0) 検出せず (<20.3) 2018.4.18 2018.4.18

ラディッシュ 大字滑津字新田 検出せず (<9.12) 検出せず (<8.56) 検出せず (<17.7) 2018.4.18 2018.4.18
フリルレタス 大字滑津字新田 検出せず (<9.67) 検出せず (<9.24) 検出せず (<18.9) 2018.4.18 2018.4.18

ニンジン 大字中島字天神前 検出せず (<9.35) 検出せず (<8.55) 検出せず (<17.9) 2018.4.19 2018.4.19
ネギ 大字松崎字山ノ根 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.20) 検出せず (<17.2) 2018.4.13 2018.4.23

野菜 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)

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
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ニンジン 大字松崎字山ノ根 検出せず (<9.31) 検出せず (<8.39) 検出せず (<17.7) 2018.4.13 2018.4.23
ナツネギ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.56) 検出せず (<8.03) 検出せず (<16.6) 2018.4.23 2018.4.23

ハツカダイコン 大字二子塚字入江 検出せず (<7.81) 検出せず (<7.32) 検出せず (<15.1) 2018.4.23 2018.4.23
葉タマネギ 大字松崎字山ノ根 検出せず (<8.11) 検出せず (<7.14) 検出せず (<15.3) 2018.4.20 2018.4.25
葉タマネギ 大字吉岡字町畑 検出せず (<7.97) 検出せず (<7.26) 検出せず (<15.2) 2018.4.25 2018.4.25

フキ 大字滑津字小針 検出せず (<8.38) 検出せず (<7.46) 検出せず (<15.8) 2018.4.26 2018.4.27
ウワバミソウ（ミズ） 大字松崎字犬ヶ窪 検出せず (<10.70) 検出せず (<9.92) 検出せず (<20.6) 2018.4.27 2018.4.27

ブロッコリー 大字滑津字新田 検出せず (<8.76) 検出せず (<8.08) 検出せず (<16.8) 2018.4.30 2018.5.1
葉ネギ 大字滑津字中島西 検出せず (<9.70) 検出せず (<8.87) 検出せず (<18.6) 2018.4.30 2018.5.1
カブ 大字二子塚字吉田 検出せず (<7.38) 検出せず (<6.69) 検出せず (<14.1) 2018.5.1 2018.5.1

シュンギク 大字二子塚字入江 検出せず (<8.79) 検出せず (<8.25) 検出せず (<17.0) 2018.5.2 2018.5.2
ホウレンソウ 大字松崎字袴舘 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.18) 検出せず (<19.4) 2018.5.1 2018.5.2

キュウリ 大字二子塚字荷前橋 検出せず (<7.94) 検出せず (<7.12) 検出せず (<15.1) 2018.5.7 2018.5.7
アスパラ菜 大字滑津字白ツ子 検出せず (<8.23) 検出せず (<7.58) 検出せず (<15.8) 2018.5.9 2018.5.9
ダイコン 大字二子塚字荷前橋 検出せず (<7.78) 検出せず (<6.99) 検出せず (<14.8) 2018.5.10 2018.5.10

サヤエンドウ 大字中島字天神西 検出せず (<9.73) 検出せず (<8.73) 検出せず (<18.5) 2018.5.10 2018.5.11
セリ 大字滑津字御蔵場 検出せず (<10.70) 検出せず (<9.79) 検出せず (<20.5) 2018.5.11 2018.5.11

ダイコン 大字滑津字御蔵場 検出せず (<8.10) 検出せず (<7.55) 検出せず (<15.7) 2018.5.11 2018.5.11
サヤエンドウ 大字滑津字大森檀南 検出せず (<8.29) 検出せず (<7.55) 検出せず (<15.8) 2018.5.13 2018.5.14

ハクサイ 大字中島字舘ノ前 検出せず (<8.05) 検出せず (<7.32) 検出せず (<15.4) 2018.5.14 2018.5.14
レタス 大字中島字舘ノ前 検出せず (<7.90) 検出せず (<7.13) 検出せず (<15.0) 2018.5.14 2018.5.14

サヤエンドウ 大字川原田字上町 検出せず (<9.59) 検出せず (<8.79) 検出せず (<18.4) 2018.5.14 2018.5.14
ブロッコリー 大字川原田字上町 検出せず (<8.88) 検出せず (<5.27) 検出せず (<14.1) 2018.5.14 2018.5.14

ハクサイ 大字滑津字中島西 検出せず (<8.65) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.4) 2018.5.15 2018.5.15
コマツナ 大字滑津字中島西 検出せず (<9.28) 検出せず (<8.52) 検出せず (<17.8) 2018.5.15 2018.5.15

カブ 大字滑津字中島西 検出せず (<9.55) 検出せず (<8.75) 検出せず (<18.3) 2018.5.15 2018.5.15
シュンギク 大字松崎字高坊地 検出せず (<10.50) 検出せず (<10.10) 検出せず (<20.6) 2018.5.16 2018.5.16
フダンソウ 大字松崎字高坊地 検出せず (<9.74) 検出せず (<9.03) 検出せず (<18.8) 2018.5.16 2018.5.16
シュンギク 大字滑津字御城 検出せず (<9.68) 検出せず (<9.12) 検出せず (<18.8) 2018.5.16 2018.5.16

ブロッコリー 大字滑津字御城 検出せず (<8.80) 検出せず (<7.93) 検出せず (<16.7) 2018.5.16 2018.5.16
シュンギク 大字滑津字御城 検出せず (<9.77) 検出せず (<9.16) 検出せず (<18.9) 2018.5.16 2018.5.16

ブロッコリー 大字滑津字御城 検出せず (<8.69) 検出せず (<7.94) 検出せず (<16.6) 2018.5.16 2018.5.16
インゲン 大字松崎字松代 検出せず (<9.45) 検出せず (<8.47) 検出せず (<17.9) 2018.5.15 2018.5.16

フキ 大字松崎字高坊地 検出せず (<9.57) 検出せず (<8.69) 検出せず (<18.3) 2018.5.17 2018.5.17
ハクサイ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.54) 検出せず (<7.67) 検出せず (<16.2) 2018.5.17 2018.5.17

サヤエンドウ 大字二子塚字入江 検出せず (<8.69) 検出せず (<8.05) 検出せず (<16.7) 2018.5.17 2018.5.17
ブロッコリー 大字中島字天下一 検出せず (<8.87) 検出せず (<8.09) 検出せず (<17.0) 2018.5.17 2018.5.17
ブロッコリー 大字中島字天神西 検出せず (<9.58) 検出せず (<8.60) 検出せず (<18.2) 2018.5.17 2018.5.17
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ハクサイ 大字中島字天神西 検出せず (<9.99) 検出せず (<9.03) 検出せず (<19.0) 2018.5.17 2018.5.17

ブロッコリー 大字二子塚字入江 検出せず (<9.08) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.3) 2018.5.20 2018.5.21
サヤエンドウ 大字松崎字高坊地 検出せず (<10.50) 検出せず (<9.60) 検出せず (<20.1) 2018.5.22 2018.5.22
サントウサイ 大字中島字天下一 検出せず (<8.76) 検出せず (<8.01) 検出せず (<16.8) 2018.5.23 2018.5.23
ブロッコリー 大字中島字天下一 検出せず (<9.52) 検出せず (<8.61) 検出せず (<18.1) 2018.5.23 2018.5.23

コマツナ 大字中島字天下一 検出せず (<9.63) 検出せず (<8.76) 検出せず (<18.4) 2018.5.23 2018.5.23
スナップエンドウ 大字中島字天下一 検出せず (<8.13) 検出せず (<7.48) 検出せず (<15.6) 2018.5.23 2018.5.23
ハツカダイコン 大字中島字天下一 検出せず (<8.49) 検出せず (<7.90) 検出せず (<16.4) 2018.5.23 2018.5.23

スナップエンドウ 大字中島字天神西 検出せず (<9.83) 検出せず (<8.89) 検出せず (<18.7) 2018.5.23 2018.5.24
ホウレンソウ 大字中島字天下一 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.06) 検出せず (<19.2) 2018.5.24 2018.5.24
ホウレンソウ 大字中島字中島西 検出せず (<9.98) 検出せず (<8.97) 検出せず (<19.0) 2018.5.24 2018.5.24
カリフラワー 大字二子塚字浦原 検出せず (<7.19) 検出せず (<6.63) 検出せず (<13.8) 2018.5.24 2018.5.24

キャベツ 大字二子塚字浦原 検出せず (<8.58) 検出せず (<7.90) 検出せず (<16.5) 2018.5.24 2018.5.24
レタス 大字松崎字袴舘 検出せず (<9.17) 検出せず (<8.35) 検出せず (<17.5) 2018.5.24 2018.5.25

茎ブロッコリー 大字松崎字袴舘 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.05) 検出せず (<17.1) 2018.5.24 2018.5.25
ダイコン 大字滑津字中島西 検出せず (<7.22) 検出せず (<6.60) 検出せず (<13.8) 2018.5.25 2018.5.25
タマネギ 大字中島字天神東 検出せず (<7.80) 検出せず (<7.04) 検出せず (<14.8) 2018.5.24 2018.5.25

ズッキーニ 大字中島字天神東 検出せず (<8.19) 検出せず (<7.56) 検出せず (<15.7) 2018.5.24 2018.5.25
ダイコン 大字中島字天神東 検出せず (<8.53) 検出せず (<7.65) 検出せず (<16.2) 2018.5.24 2018.5.25
ダイコン 松崎字松美 検出せず (<9.08) 検出せず (<8.22) 検出せず (<17.3) 2018.5.25 2018.5.28

シュンギク 滑津字中島西 検出せず (<9.95) 検出せず (<9.44) 検出せず (<19.4) 2018.5.28 2018.5.28
ホウレンソウ 滑津字中島西 検出せず (<11.10) 検出せず (<10.20) 検出せず (<21.3) 2018.5.28 2018.5.28
シュンギク 滑津字中島西 検出せず (<9.17) 検出せず (<8.48) 検出せず (<17.6) 2018.5.28 2018.5.28
ダイコン 中島字天神西 検出せず (<7.91) 検出せず (<7.33) 検出せず (<15.2) 2018.5.28 2018.5.28
タマネギ 中島字天神西 検出せず (<9.16) 検出せず (<8.30) 検出せず (<17.5) 2018.5.28 2018.5.28
タマネギ 吉岡字町畑 検出せず (<7.95) 検出せず (<7.17) 検出せず (<15.1) 2018.5.28 2018.5.28
キャベツ 中島字天下一 検出せず (<9.36) 検出せず (<8.55) 検出せず (<17.9) 2018.5.30 2018.5.30
サンチュ 中島字天下一 検出せず (<9.63) 検出せず (<8.78) 検出せず (<18.4) 2018.5.30 2018.5.30

サヤエンドウ 中島字天下一 検出せず (<8.67) 検出せず (<8.08) 検出せず (<16.8) 2018.5.30 2018.5.30
スナップエンドウ 中島字岡ノ内前 検出せず (<8.93) 検出せず (<8.09) 検出せず (<17.0) 2018.5.30 2018.5.30

ダイコン 滑津字平名塚 検出せず (<8.00) 検出せず (<7.14) 検出せず (<15.1) 2018.5.31 2018.6.1
ハクサイ 滑津字平名塚 検出せず (<8.15) 検出せず (<7.36) 検出せず (<15.5) 2018.5.31 2018.6.1
インゲン 滑津字白ツ子 検出せず (<9.13) 検出せず (<8.36) 検出せず (<17.5) 2018.6.1 2018.6.1

ナス 滑津字白ツ子 検出せず (<10.40) 検出せず (<9.34) 検出せず (<19.8) 2018.5.29 2018.6.1
キャベツ 中島字天神西 検出せず (<8.21) 検出せず (<7.44) 検出せず (<15.7) 2018.6.1 2018.6.1
タマネギ 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<8.82) 検出せず (<8.02) 検出せず (<16.8) 2018.6.1 2018.6.1

ブロッコリー 滑津字中島西 検出せず (<8.18) 検出せず (<7.33) 検出せず (<15.5) 2018.6.3 2018.6.4
キャベツ 松崎字新石 検出せず (<8.47) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.2) 2018.6.4 2018.6.4
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2019/3/29現在
ジャガイモ 二子塚字浦原 検出せず (<8.52) 検出せず (<7.67) 検出せず (<16.2) 2018.6.4 2018.6.4

チンゲンサイ 二子塚字浦原 検出せず (<8.68) 検出せず (<7.93) 検出せず (<16.6) 2018.6.4 2018.6.4
ダイコン 二子塚字浦原 検出せず (<8.37) 検出せず (<7.82) 検出せず (<16.2) 2018.6.4 2018.6.4

トマト 中島字宮ノ前 検出せず (<8.34) 検出せず (<7.66) 検出せず (<16.0) 2018.6.4 2018.6.4
ダイコン 滑津字大森檀南 検出せず (<6.41) 検出せず (<5.80) 検出せず (<12.2) 2018.6.4 2018.6.5
カボチャ 松崎字山ノ根 検出せず (<9.94) 検出せず (<9.03) 検出せず (<19.0) 2018.6.6 2018.6.6

ブロッコリー 滑津字御城 検出せず (<8.50) 検出せず (<7.74) 検出せず (<16.2) 2018.6.6 2018.6.6
キャベツ 川原田字上町 検出せず (<9.50) 検出せず (<8.63) 検出せず (<18.1) 2018.6.8 2018.6.8
ニンニク 中島字天神東 検出せず (<9.43) 検出せず (<8.58) 検出せず (<18.0) 2018.6.5 2018.6.11

キタアカリ 二子塚字入江 検出せず (<7.01) 検出せず (<6.43) 検出せず (<13.4) 2018.6.11 2018.6.11
ツルナ 滑津字愛宕山 検出せず (<9.07) 検出せず (<8.31) 検出せず (<17.4) 2018.6.10 2018.6.11

スパイラルカリフラワー滑津字御城 検出せず (<8.10) 検出せず (<7.45) 検出せず (<15.6) 2018.6.11 2018.6.11
カブ 滑津字御城 検出せず (<7.27) 検出せず (<6.56) 検出せず (<13.8) 2018.6.11 2018.6.11

コロッセオ 松崎字高坊地 検出せず (<10.40) 検出せず (<9.41) 検出せず (<19.8) 2018.6.12 2018.6.12
ニンニク 滑津字乗越 検出せず (<9.41) 検出せず (<8.55) 検出せず (<18.0) 2018.6.3 2018.6.12
インゲン 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.52) 検出せず (<17.7) 2018.6.12 2018.6.13

つるむらさき 中島字天神前 検出せず (<9.56) 検出せず (<8.69) 検出せず (<18.3) 2018.6.13 2018.6.13
しそ 松崎字新石 検出せず (<11.40) 検出せず (<10.90) 検出せず (<22.4) 2018.6.14 2018.6.14

スナップエンドウ 滑津字白ツ子 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.33) 検出せず (<17.3) 2018.6.13 2018.6.14
ジャガイモ 中島字天神前 検出せず (<9.56) 検出せず (<8.74) 検出せず (<18.3) 2018.6.18 2018.6.18

夏ネギ 中島字天神前 検出せず (<9.75) 検出せず (<9.07) 検出せず (<18.8) 2018.6.18 2018.6.18
タマネギ 川原田字上町 検出せず (<9.11) 検出せず (<8.30) 検出せず (<17.4) 2018.6.18 2018.6.18
インゲン 滑津字大森平 検出せず (<8.10) 検出せず (<6.50) 検出せず (<14.6) 2018.6.18 2018.6.18
ミニトマト 松崎字松代 検出せず (<8.86) 検出せず (<8.09) 検出せず (<17.0) 2018.6.19 2018.6.19

ジャガイモ 滑津字大森檀南 検出せず (<7.77) 検出せず (<7.02) 検出せず (<14.8) 2018.6.19 2018.6.19
インゲン 松崎字新石 検出せず (<8.81) 検出せず (<8.20) 検出せず (<17.0) 2018.6.19 2018.6.20
インゲン 中島字天下一 検出せず (<8.72) 検出せず (<7.88) 検出せず (<16.6) 2018.6.21 2018.6.21
キュウリ 中島字天下一 検出せず (<8.69) 検出せず (<7.83) 検出せず (<16.5) 2018.6.21 2018.6.21

ラッキョウ 松崎字山ノ根 検出せず (<9.06) 検出せず (<8.37) 検出せず (<17.4) 2018.6.20 2018.6.21
カボチャ 二子塚字西前 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.38) 検出せず (<15.7) 2018.6.21 2018.6.21

ズッキーニ 二子塚字西前 検出せず (<8.56) 検出せず (<7.95) 検出せず (<16.5) 2018.6.21 2018.6.21
つるむらさき 中島字天神西 検出せず (<8.54) 検出せず (<8.04) 検出せず (<16.6) 2018.6.22 2018.6.22

レタス 中島字天下一 検出せず (<9.70) 検出せず (<8.85) 検出せず (<18.5) 2018.6.25 2018.6.25
オカノリ 中島字天下一 検出せず (<9.80) 検出せず (<8.81) 検出せず (<18.6) 2018.6.25 2018.6.25

ナス 中島字天下一 検出せず (<8.75) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.8) 2018.6.25 2018.6.25
インゲン 滑津字大森檀南 検出せず (<6.72) 検出せず (<6.10) 検出せず (<12.8) 2018.6.25 2018.6.25

ナス 二子塚字入江 検出せず (<6.57) 検出せず (<5.91) 検出せず (<12.5) 2018.6.26 2018.6.26
キュウリ 二子塚字入江 検出せず (<6.17) 検出せず (<5.58) 検出せず (<11.8) 2018.6.26 2018.6.26
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2019/3/29現在
インゲン 二子塚字入江 検出せず (<6.81) 検出せず (<6.20) 検出せず (<13.0) 2018.6.26 2018.6.26
タマネギ 滑津字白ツ子 検出せず (<8.40) 検出せず (<7.67) 検出せず (<16.1) 2018.6.25 2018.6.27

サヤエンドウ 滑津字新田 検出せず (<9.42) 検出せず (<8.66) 検出せず (<18.1) 2018.6.27 2018.6.27
ジャガイモ 中島字天神西 検出せず (<8.74) 検出せず (<7.74) 検出せず (<16.5) 2018.6.27 2018.6.27
インゲン 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<8.78) 検出せず (<7.98) 検出せず (<16.8) 2018.6.27 2018.6.27
キュウリ 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.2) 2018.6.27 2018.6.27

ジャガイモ 中島字天神西 検出せず (<9.63) 検出せず (<8.69) 検出せず (<18.3) 2018.6.27 2018.6.27
カボチャ 滑津字大池向南 検出せず (<8.67) 検出せず (<7.88) 検出せず (<16.5) 2018.6.26 2018.6.28

クウシンサイ 松崎字袴舘 検出せず (<8.83) 検出せず (<8.31) 検出せず (<17.1) 2018.6.28 2018.6.28
シシトウ 松崎字袴舘 検出せず (<9.29) 検出せず (<8.35) 検出せず (<17.6) 2018.6.28 2018.6.28

つるむらさき 松崎字袴舘 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.41) 検出せず (<17.3) 2018.6.28 2018.6.28
バジル 中島字宮ノ前 検出せず (<9.29) 検出せず (<8.62) 検出せず (<17.9) 2018.6.27 2018.6.28

カボチャ 中島字天神東 検出せず (<9.90) 検出せず (<4.35) 検出せず (<14.3) 2018.6.27 2018.6.28
ナス 中島字宮ノ前 検出せず (<8.95) 検出せず (<8.29) 検出せず (<17.2) 2018.6.26 2018.6.28

キュウリ 中島字宮ノ前 検出せず (<8.21) 検出せず (<7.44) 検出せず (<15.6) 2018.6.28 2018.6.28
ピーマン 中島字宮ノ前 検出せず (<9.38) 検出せず (<8.74) 検出せず (<18.1) 2018.6.28 2018.6.28

トマト 松崎字松代 検出せず (<9.10) 検出せず (<8.28) 検出せず (<17.4) 2018.6.29 2018.6.29
ニラ 松崎字山ノ根 検出せず (<8.45) 検出せず (<7.52) 検出せず (<16.0) 2018.6.29 2018.6.29

アスパラガス 松崎字山ノ根 検出せず (<8.64) 検出せず (<7.81) 検出せず (<16.4) 2018.6.29 2018.6.29
キュウリ 松崎字山ノ根 検出せず (<6.83) 検出せず (<6.29) 検出せず (<13.1) 2018.6.29 2018.6.29

バレイショ 吉岡字町畑 検出せず (<7.47) 検出せず (<6.72) 検出せず (<14.2) 2018.6.28 2018.6.29
ナス 吉岡字町畑 検出せず (<8.40) 検出せず (<7.64) 検出せず (<16.0) 2018.6.28 2018.6.29
スグリ 滑津字中島西 検出せず (<8.40) 検出せず (<7.59) 検出せず (<16.0) 2018.6.28 2018.6.29

カボチャ 松崎字新石 検出せず (<8.39) 検出せず (<7.50) 検出せず (<15.9) 2018.7.3 2018.7.3
カボチャ 川原田字上町 検出せず (<9.15) 検出せず (<8.26) 検出せず (<17.4) 2018.7.2 2018.7.3
キュウリ 川原田字上町 検出せず (<8.89) 検出せず (<8.07) 検出せず (<17.0) 2018.7.3 2018.7.3
インゲン 川原田字上町 検出せず (<9.43) 検出せず (<8.46) 検出せず (<17.9) 2018.7.3 2018.7.3

モロヘイヤ 中島字天神前 検出せず (<9.71) 検出せず (<8.95) 検出せず (<18.7) 2018.7.3 2018.7.3
カボチャ 中島字天神西 検出せず (<7.58) 検出せず (<6.95) 検出せず (<14.5) 2018.7.4 2018.7.4
タマネギ 中島字天下一 検出せず (<8.03) 検出せず (<7.36) 検出せず (<15.4) 2018.6.20 2018.7.5
カボチャ 中島字天下一 検出せず (<8.88) 検出せず (<8.08) 検出せず (<17.0) 2018.6.26 2018.7.5
ニンジン 松崎字袴舘 検出せず (<9.11) 検出せず (<8.15) 検出せず (<17.3) 2018.7.2 2018.7.5

ミニカボチャ 松崎字松代 検出せず (<8.17) 検出せず (<7.30) 検出せず (<15.5) 2018.7.2 2018.7.5
タマネギ 滑津字御城 検出せず (<8.08) 検出せず (<7.31) 検出せず (<15.4) 2018.6.21 2018.7.9

ツルムラサキ 滑津字御城 検出せず (<8.92) 検出せず (<8.11) 検出せず (<17.0) 2018.7.8 2018.7.9
タマネギ 滑津字御城 検出せず (<7.94) 検出せず (<7.24) 検出せず (<15.2) 2018.6.21 2018.7.9

ツルムラサキ 滑津字御城 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.10) 検出せず (<17.3) 2018.7.8 2018.7.9
トウモロコシ 二子塚字入江 検出せず (<6.61) 検出せず (<5.96) 検出せず (<12.6) 2018.7.9 2018.7.9
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2019/3/29現在
カボチャ 二子塚字入江 検出せず (<6.46) 検出せず (<5.86) 検出せず (<12.3) 2018.7.9 2018.7.9
オクラ 中島字天下一 検出せず (<7.98) 検出せず (<7.20) 検出せず (<15.2) 2018.7.9 2018.7.9

モロヘイヤ 中島字天下一 検出せず (<9.48) 検出せず (<8.56) 検出せず (<18.0) 2018.7.9 2018.7.9
ミニトマト 中島字天下一 検出せず (<8.40) 検出せず (<7.54) 検出せず (<15.9) 2018.7.9 2018.7.9
ミニトマト 滑津字白ツ子 検出せず (<7.93) 検出せず (<7.28) 検出せず (<15.2) 2018.7.8 2018.7.9
ニンニク 中島字岡ノ内前 検出せず (<8.48) 検出せず (<7.61) 検出せず (<16.1) 2018.6.25 2018.7.11
タマネギ 松崎字山ノ根 検出せず (<8.07) 検出せず (<7.39) 検出せず (<15.5) 2018.7.11 2018.7.11
バレイショ 中島字天下一 検出せず (<8.36) 検出せず (<7.47) 検出せず (<15.8) 2018.7.11 2018.7.11
シシトウ 中島字天下一 検出せず (<9.86) 検出せず (<8.84) 検出せず (<18.7) 2018.7.11 2018.7.11
オオバ 中島字天下一 検出せず (<9.89) 検出せず (<9.08) 検出せず (<19.0) 2018.7.11 2018.7.11
赤シソ 中島字天下一 検出せず (<10.10) 検出せず (<9.25) 検出せず (<19.4) 2018.7.11 2018.7.11

ミニトマト 川原田字上町 検出せず (<9.36) 検出せず (<8.50) 検出せず (<17.9) 2018.7.11 2018.7.11
トマト 川原田字上町 検出せず (<9.00) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.2) 2018.7.11 2018.7.11

ピーマン 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<9.40) 検出せず (<8.71) 検出せず (<18.1) 2018.7.10 2018.7.11
ゴーヤ 川原田字上町 検出せず (<9.01) 検出せず (<8.26) 検出せず (<17.3) 2018.7.13 2018.7.13
ズイキ 二子塚字入江 検出せず (<7.20) 検出せず (<6.57) 検出せず (<13.8) 2018.7.17 2018.7.17
ミョウガ 二子塚字入江 検出せず (<7.84) 検出せず (<7.06) 検出せず (<14.9) 2018.7.17 2018.7.17

カボチャ 滑津字大池向 検出せず (<10.40) 検出せず (<9.46) 検出せず (<19.9) 2018.7.17 2018.7.17
トマト 滑津字新田林 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.17) 検出せず (<17.1) 2018.7.17 2018.7.17
ナス 滑津字愛宕山 検出せず (<8.85) 検出せず (<8.20) 検出せず (<17.1) 2018.7.16 2018.7.17

オオバ 滑津字愛宕山 検出せず (<11.60) 検出せず (<10.50) 検出せず (<22.2) 2018.7.17 2018.7.17
赤シソ 滑津字愛宕山 検出せず (<10.60) 検出せず (<9.57) 検出せず (<20.1) 2018.7.17 2018.7.17

トウモロコシ 滑津字本法寺裏 検出せず (<8.71) 検出せず (<7.90) 検出せず (<16.6) 2018.7.17 2018.7.18
ニンジン 中島字天神西 検出せず (<8.86) 検出せず (<8.05) 検出せず (<16.9) 2018.7.17 2018.7.19

ナス 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<9.47) 検出せず (<8.64) 検出せず (<18.1) 2018.7.18 2018.7.19
パプリカ 松崎字松代 検出せず (<9.85) 検出せず (<8.75) 検出せず (<18.6) 2018.7.17 2018.7.19
ミニトマト 滑津字新田 検出せず (<8.80) 検出せず (<7.91) 検出せず (<16.7) 2018.7.20 2018.7.20

ジャガイモ 滑津字大森平 検出せず (<7.00) 検出せず (<7.00) 検出せず (<14.0) 2018.7.20 2018.7.20
サヤインゲン 滑津字中島西 検出せず (<8.11) 検出せず (<7.26) 検出せず (<15.4) 2018.7.23 2018.7.24
ツルムラサキ 滑津字愛宕山 検出せず (<9.39) 検出せず (<8.95) 検出せず (<18.3) 2018.7.23 2018.7.24

ナス 滑津字中島西 検出せず (<7.50) 検出せず (<4.12) 検出せず (<11.6) 2018.7.24 2018.7.24
ナス 川原田字上町 検出せず (<8.78) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.8) 2018.7.25 2018.7.25

スイカ 滑津字八幡前 検出せず (<7.48) 検出せず (<6.75) 検出せず (<14.2) 2018.7.30 2018.7.30
トマト 滑津字新田 検出せず (<8.62) 検出せず (<7.77) 検出せず (<16.4) 2018.7.30 2018.7.30

ジャガイモ 滑津字大池向 検出せず (<8.78) 検出せず (<7.81) 検出せず (<16.6) 2018.7.25 2018.7.30
スイカ 中島字岡ノ内前 検出せず (<8.22) 検出せず (<7.54) 検出せず (<15.8) 2018.7.30 2018.7.30

モロヘイヤ 滑津字愛宕山 検出せず (<9.26) 検出せず (<8.34) 検出せず (<17.6) 2018.7.29 2018.7.30
オクラ 滑津字愛宕山 検出せず (<9.18) 検出せず (<8.31) 検出せず (<17.5) 2018.7.30 2018.7.30
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2019/3/29現在
オクラ 滑津字中島西 検出せず (<6.80) 検出せず (<6.19) 検出せず (<13.0) 2018.7.31 2018.7.31
スイカ 滑津字小針 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.29) 検出せず (<17.5) 2018.8.2 2018.8.2

とうがらし 滑津字愛宕山 検出せず (<9.79) 検出せず (<8.65) 検出せず (<18.4) 2018.8.1 2018.8.1
ゴボウ 滑津字中島西 検出せず (<8.18) 検出せず (<7.42) 検出せず (<15.6) 2018.8.3 2018.8.3
ゴボウ 二子塚字後山 検出せず (<6.41) 検出せず (<5.77) 検出せず (<12.2) 2018.8.3 2018.8.3
オクラ 滑津字天下一 検出せず (<9.05) 検出せず (<8.11) 検出せず (<17.2) 2018.8.3 2018.8.6
ナス 滑津字新田 検出せず (<9.52) 検出せず (<8.79) 検出せず (<18.3) 2018.8.6 2018.8.6

ズッキーニ 滑津字新田 検出せず (<12.20) 検出せず (<10.90) 検出せず (<23.1) 2018.8.6 2018.8.6
スイカ 滑津字薬師下 検出せず (<5.99) 検出せず (<5.46) 検出せず (<11.5) 2018.8.5 2018.8.6

ズッキーニ 二子塚字西前 検出せず (<7.93) 検出せず (<7.26) 検出せず (<15.2) 2018.8.7 2018.8.7
ゴーヤ 二子塚字西前 検出せず (<8.63) 検出せず (<7.98) 検出せず (<16.6) 2018.8.7 2018.8.7

ツルムラサキ 二子塚字舘ノ前 検出せず (<8.11) 検出せず (<7.43) 検出せず (<15.5) 2018.8.7 2018.8.7
オクラ 二子塚字舘ノ前 検出せず (<8.74) 検出せず (<7.89) 検出せず (<16.6) 2018.8.7 2018.8.7
ゴーヤ 滑津字愛宕山 検出せず (<9.19) 検出せず (<8.32) 検出せず (<17.5) 2018.8.7 2018.8.7
ミョウガ 滑津字愛宕山 検出せず (<8.73) 検出せず (<7.94) 検出せず (<16.7) 2018.8.6 2018.8.7
バジル 滑津字新田 検出せず (<10.40) 検出せず (<9.78) 検出せず (<20.2) 2018.8.7 2018.8.7
ゴーヤ 滑津字大池向南 検出せず (<6.84) 検出せず (<7.52) 検出せず (<14.4) 2018.8.7 2018.8.7
メロン 滑津字新田 検出せず (<6.89) 検出せず (<7.63) 検出せず (<14.5) 2018.8.17 2018.8.20

カボチャ 松崎字城見坂 検出せず (<8.47) 検出せず (<9.39) 検出せず (<17.9) 2018.8.26 2018.8.27
人参 中島字天下一 検出せず (<8.47) 検出せず (<7.73) 検出せず (<16.2) 2018.9.4 2018.9.4

ピーマン 中島字天下一 検出せず (<7.99) 検出せず (<8.66) 検出せず (<16.7) 2018.9.4 2018.9.4
みょうが 中島字天下一 検出せず (<9.27) 検出せず (<8.39) 検出せず (<17.7) 2018.9.3 2018.9.4
金時草 滑津字愛宕山 検出せず (<9.50) 検出せず (<8.55) 検出せず (<18.1) 2018.9.5 2018.9.5
里芋 二子塚字栄田 検出せず (<9.42) 検出せず (<8.64) 検出せず (<18.1) 2018.9.10 2018.9.10

さつまいも 滑津字小針 検出せず (<8.97) 検出せず (<8.04) 検出せず (<17.0) 2018.9.9 2018.9.10
里芋 二子塚字浦原 検出せず (<7.75) 検出せず (<6.93) 検出せず (<14.7) 2018.9.12 2018.9.12
里芋 二子塚字入江 検出せず (<6.41) 検出せず (<5.79) 検出せず (<12.2) 2018.9.13 2018.9.13
ゴボウ 二子塚字入江 検出せず (<6.06) 検出せず (<5.53) 検出せず (<11.6) 2018.9.13 2018.9.13

ダイコン 松崎字新石 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.00) 検出せず (<16.8) 2018.9.13 2018.9.13
里芋 川原田字上栄 検出せず (<8.17) 検出せず (<7.26) 検出せず (<15.4) 2018.9.18 2018.9.18
ゴボウ 滑津字新田林 検出せず (<8.56) 検出せず (<7.66) 検出せず (<16.2) 2018.9.26 2018.9.26

インゲン 二子塚字後山 検出せず (<9.14) 検出せず (<8.24) 検出せず (<17.4) 2018.10.1 2018.10.1
ネギ 二子塚字後山 検出せず (<8.51) 検出せず (<7.90) 検出せず (<16.4) 2018.10.1 2018.10.1
白菜 松崎字新石 検出せず (<6.66) 検出せず (<6.10) 検出せず (<12.8) 2018.10.1 2018.10.1

とろろ芋 滑津字中島西 検出せず (<8.82) 検出せず (<7.94) 検出せず (<16.8) 2018.10.2 2018.10.3
大根 滑津字中島西 検出せず (<7.88) 検出せず (<7.20) 検出せず (<15.1) 2018.10.2 2018.10.3

さつまいも 滑津字中島西 検出せず (<8.65) 検出せず (<7.88) 検出せず (<16.5) 2018.10.6 2018.10.9
春菊 滑津字中島西 検出せず (<8.46) 検出せず (<7.97) 検出せず (<16.4) 2018.10.6 2018.10.9
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四角豆 中島字天下一 検出せず (<9.22) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.5) 2018.10.9 2018.10.9
大根 滑津字大池向 検出せず (<6.89) 検出せず (<6.05) 検出せず (<12.9) 2018.10.9 2018.10.10

ちぢみ小松菜 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<6.62) 検出せず (<6.03) 検出せず (<12.7) 2018.10.11 2018.10.12
山形青菜 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<8.55) 検出せず (<7.87) 検出せず (<16.4) 2018.10.12 2018.10.12

花菜 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<8.52) 検出せず (<7.76) 検出せず (<16.3) 2018.10.12 2018.10.12
白菜 滑津字中島西 検出せず (<8.42) 検出せず (<7.58) 検出せず (<16.0) 2018.10.12 2018.10.12
菊 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<7.70) 検出せず (<7.13) 検出せず (<14.8) 2018.10.12 2018.10.12

アスパラ菜 二子塚字入江 検出せず (<7.05) 検出せず (<6.57) 検出せず (<13.6) 2018.10.15 2018.10.15
とろろ芋 二子塚字入江 検出せず (<6.95) 検出せず (<6.24) 検出せず (<13.2) 2018.10.15 2018.10.15

ブロッコリー 滑津字中島西 検出せず (<8.96) 検出せず (<8.17) 検出せず (<17.1) 2018.10.15 2018.10.16
ハツカ大根 二子塚字入江 検出せず (<7.26) 検出せず (<6.65) 検出せず (<13.9) 2018.10.19 2018.10.19

オータムポエム 松崎字新石 検出せず (<11.10) 検出せず (<10.20) 検出せず (<21.3) 2018.10.18 2018.10.19
ゴボウ 松崎字新石 検出せず (<8.63) 検出せず (<7.60) 検出せず (<16.2) 2018.10.17 2018.10.19
ゴボウ 二子塚字西前 検出せず (<9.04) 検出せず (<8.14) 検出せず (<17.2) 2018.10.22 2018.10.22
春菊 滑津字御城 検出せず (<9.91) 検出せず (<9.33) 検出せず (<19.2) 2018.10.22 2018.10.23

ブロッコリー 滑津字御城 検出せず (<8.82) 検出せず (<7.91) 検出せず (<16.7) 2018.10.11 2018.10.23
里芋 二子塚字西前 検出せず (<8.35) 検出せず (<7.36) 検出せず (<15.7) 2018.10.24 2018.10.24

ブロッコリー 中島字天神東 検出せず (<9.23) 検出せず (<8.42) 検出せず (<17.7) 2018.10.24 2018.10.24
春菊 中島字宮ノ前 検出せず (<9.77) 検出せず (<9.12) 検出せず (<18.9) 2018.10.23 2018.10.24
白菜 中島字天神東 検出せず (<9.00) 検出せず (<8.08) 検出せず (<17.1) 2018.10.23 2018.10.24
里芋 松崎字新石 検出せず (<8.09) 検出せず (<7.19) 検出せず (<15.3) 2018.10.24 2018.10.25

いもがら 松崎字新石 検出せず (<11.10) 検出せず (<9.60) 検出せず (<20.7) 2018.10.15 2018.10.25
カボチャ 滑津字白ツ子 検出せず (<8.74) 検出せず (<7.80) 検出せず (<16.5) 2018.10.17 2018.10.26
菜種菜 中島字天下一 検出せず (<9.17) 検出せず (<8.49) 検出せず (<17.7) 2018.10.26 2018.10.26
食用ぎく 川原田字上町 検出せず (<9.59) 検出せず (<8.69) 検出せず (<18.3) 2018.10.29 2018.10.29

ホウレンソウ 中島字天下一 検出せず (<9.47) 検出せず (<8.62) 検出せず (<18.1) 2018.11.1 2018.11.1
里芋 滑津字大池向 検出せず (<8.26) 検出せず (<7.47) 検出せず (<15.7) 2018.10.29 2018.11.1
白菜 中島字天神前 検出せず (<8.62) 検出せず (<7.70) 検出せず (<16.3) 2018.11.7 2018.11.8

赤大根 中島字天神前 検出せず (<9.33) 検出せず (<8.52) 検出せず (<17.9) 2018.11.7 2018.11.8
大根 中島字天神前 検出せず (<9.36) 検出せず (<8.53) 検出せず (<17.9) 2018.11.7 2018.11.8
人参 松崎字新石 検出せず (<8.27) 検出せず (<7.50) 検出せず (<15.8) 2018.11.9 2018.11.9

小松菜 松崎字善棚 検出せず (<7.29) 検出せず (<6.80) 検出せず (<14.1) 2018.11.9 2018.11.9
ホウレンソウ 二子塚字荷前橋 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.11) 検出せず (<17.0) 2018.11.12 2018.11.12

ゴボウ 二子塚字荷前橋 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.04) 検出せず (<19.2) 2018.11.6 2018.11.12
西洋わさび 中島字天下一 検出せず (<9.20) 検出せず (<8.25) 検出せず (<17.5) 2018.11.14 2018.11.14

高菜 中島字天下一 検出せず (<8.84) 検出せず (<8.15) 検出せず (<17.0) 2018.11.14 2018.11.14
大根 二子塚字入江 検出せず (<7.21) 検出せず (<6.65) 検出せず (<13.9) 2018.11.15 2018.11.15

ホウレンソウ 二子塚字入江 検出せず (<8.95) 検出せず (<8.23) 検出せず (<17.2) 2018.11.15 2018.11.15
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ネギ 二子塚字入江 検出せず (<6.97) 検出せず (<6.35) 検出せず (<13.3) 2018.11.15 2018.11.15
白菜 二子塚字入江 検出せず (<7.22) 検出せず (<6.68) 検出せず (<13.9) 2018.11.15 2018.11.15
大根 滑津字白ツ子 検出せず (<7.94) 検出せず (<7.22) 検出せず (<15.2) 2018.11.15 2018.11.16

スパイラルカリフラワー滑津字御城 検出せず (<8.21) 検出せず (<7.45) 検出せず (<15.7) 2018.11.18 2018.11.19
人参 二子塚字浦原 検出せず (<8.69) 検出せず (<8.02) 検出せず (<16.7) 2018.11.19 2018.11.19
ゴボウ 二子塚字浦原 検出せず (<8.67) 検出せず (<7.87) 検出せず (<16.5) 2018.11.19 2018.11.19
ニラ 二子塚字入江 検出せず (<6.69) 検出せず (<6.24) 検出せず (<12.9) 2018.11.22 2018.11.22
春菊 二子塚字入江 検出せず (<9.21) 検出せず (<8.74) 検出せず (<18.0) 2018.11.22 2018.11.22

アイスプラント 川原田字上町 検出せず (<9.36) 検出せず (<8.53) 検出せず (<17.9) 2018.11.29 2018.11.29
ヤーコン 川原田字上町 検出せず (<8.79) 検出せず (<8.03) 検出せず (<16.8) 2018.10.15 2018.11.29
夏ネギ 滑津字御城 検出せず (<8.49) 検出せず (<7.62) 検出せず (<16.1) 2018.12.2 2018.12.3

アオクビダイコン 滑津字御城 検出せず (<8.41) 検出せず (<7.61) 検出せず (<16.0) 2018.12.2 2018.12.3
白菜 滑津字御城 検出せず (<8.68) 検出せず (<7.91) 検出せず (<16.6) 2018.12.2 2018.12.3

土ネギ 滑津字滑津原 検出せず (<9.75) 検出せず (<8.77) 検出せず (<18.5) 2018.12.3 2018.12.3
白菜 滑津字滑津原 検出せず (<8.85) 検出せず (<8.15) 検出せず (<17.0) 2018.12.3 2018.12.4

干し柿 松崎字山ノ根 検出せず (<9.87) 検出せず (<8.72) 検出せず (<18.6) 2018.11 2018.12.5
新菊 滑津字滑津原 検出せず (<10.10) 検出せず (<9.25) 検出せず (<19.4) 2018.12.10 2018.12.10

小松菜 滑津字滑津原 検出せず (<10.20) 検出せず (<9.39) 検出せず (<19.6) 2018.12.10 2018.12.11
長芋 松崎字松代 検出せず (<8.46) 検出せず (<7.54) 検出せず (<16.0) 2018.11.26 2018.12.12

からし菜 中島字天神西 検出せず (<8.03) 検出せず (<7.27) 検出せず (<15.3) 2018.12.12 2018.12.14
かぶれ菜 中島字天神西 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.36) 検出せず (<15.7) 2018.12.12 2018.12.14
わさび菜 中島字天神西 検出せず (<8.64) 検出せず (<7.80) 検出せず (<16.4) 2018.12.12 2018.12.14

里芋 中島字天神西 検出せず (<8.08) 検出せず (<7.14) 検出せず (<15.2) 2018.12.9 2018.12.14
白菜 中島字天神西 検出せず (<9.15) 検出せず (<8.12) 検出せず (<17.3) 2018.12.3 2018.12.17
ネギ 中島字天神西 検出せず (<8.10) 検出せず (<7.49) 検出せず (<15.6) 2018.12.17 2018.12.17

下仁田ネギ 中島字天神西 検出せず (<7.96) 検出せず (<7.25) 検出せず (<15.2) 2018.12.17 2018.12.17
ホウレンソウ 滑津字御城 検出せず (<9.86) 検出せず (<8.77) 検出せず (<18.6) 2018.12.17 2018.12.18
聖護院大根 滑津字御城 検出せず (<8.89) 検出せず (<8.01) 検出せず (<16.9) 2018.12.17 2018.12.18

バレイショ（北アカリ） 滑津字滑津原 検出せず (<9.59) 検出せず (<8.56) 検出せず (<18.1) 2018.9.10 2018.12.20
ベビーリーフ 滑津字秋葉山 検出せず (<7.87) 検出せず (<7.22) 検出せず (<15.1) 2019.1.16 2019.1.16

春菊 松崎字松代 検出せず (<7.59) 検出せず (<6.89) 検出せず (<14.5) 2019.2.12 2019.2.12
白菜 松崎字松代 検出せず (<6.98) 検出せず (<6.33) 検出せず (<13.3) 2019.2.12 2019.2.12

ホウレンソウ 松崎字松代 検出せず (<8.17) 検出せず (<7.56) 検出せず (<15.7) 2019.2.12 2019.2.12
ホウレンソウ 中島字宮ノ前 検出せず (<7.32) 検出せず (<6.70) 検出せず (<14.0) 2019.3.1 2019.3.1
ホウレンソウ 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<8.62) 検出せず (<7.73) 検出せず (<16.4) 2019.3.6 2019.3.6
エシャレット 二子塚字入江 検出せず (<7.01) 検出せず (<6.30) 検出せず (<13.3) 2019.3.8 2019.3.8
葉タマネギ 川原田字嘉門屋敷 検出せず (<9.47) 検出せず (<8.87) 検出せず (<18.3) 2019.3.12 2019.3.12
野良坊菜 中島字天下一 検出せず (<8.56) 検出せず (<7.73) 検出せず (<16.3) 2019.3.19 2019.3.19
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アートグリーン 中島字天下一 検出せず (<9.05) 検出せず (<8.43) 検出せず (<17.5) 2019.3.19 2019.3.19
油菜 二子塚字入江 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.53) 検出せず (<15.9) 2019.3.25 2019.3.25

葉タマネギ 二子塚字入江 検出せず (<7.00) 検出せず (<6.36) 検出せず (<13.4) 2019.3.25 2019.3.25

タケノコ 大字松崎字善棚 検出せず (<8.27) 2018.4.23 2018.4.23
タケノコ 大字滑津字元村 検出せず (<9.17) 検出せず (<8.32) 検出せず (<17.5) 2018.4.23 2018.4.24
タケノコ 大字松崎字城見坂 検出せず (<6.68) 検出せず (<6.08) 検出せず (<12.8) 2018.4.24 2014.4.24
タラの芽 大字滑津字二ツ山 検出せず (<8.85) 検出せず (<8.35) 検出せず (<17.2) 2018.4.24 2018.4.24
タケノコ 大字二子塚 2018.4.24 2018.4.25
ひらたけ 中島字天神西 検出せず (<8.95) 検出せず (<8.25) 検出せず (<17.2) 2018.10.25 2018.10.25

ウメ 松崎字山ノ根 検出せず (<7.83) 検出せず (<7.03) 検出せず (<14.9) 2018.5.28 2018.5.28
ウメ 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<7.92) 検出せず (<7.10) 検出せず (<15.0) 2018.5.28 2018.5.28
ウメ 松崎字犬ヶ窪 検出せず (<7.66) 検出せず (<6.91) 検出せず (<14.6) 2018.5.28 2018.5.28
ウメ 松崎字善棚 検出せず (<7.97) 検出せず (<7.42) 検出せず (<15.4) 2018.6.4 2018.6.4
ウメ 中島字岡ノ内前 検出せず (<8.68) 検出せず (<7.93) 検出せず (<16.6) 2018.6.12 2018.6.12
ウメ 松崎字善棚 検出せず (<8.10) 検出せず (<7.32) 検出せず (<15.4) 2018.6.25 2018.6.25

イチゴ 滑津字新田 検出せず (<9.55) 検出せず (<8.80) 検出せず (<18.4) 2018.6.27 2018.6.27
ブルーベリー 滑津字愛宕山 検出せず (<9.39) 検出せず (<8.55) 検出せず (<17.9) 2018.7.23 2018.7.24

あま柿 滑津字愛宕山 検出せず (<8.75) 検出せず (<7.90) 検出せず (<16.7) 2018.9.14 2018.9.14
柿 川原田字上町 検出せず (<9.02) 検出せず (<8.25) 検出せず (<17.3) 2018.9.25 2018.9.25
柿 松崎字松美 検出せず (<10.80) 検出せず (<9.66) 検出せず (<20.5) 2018.10.1 2018.10.1
柿 中島字天下一 検出せず (<8.66) 検出せず (<7.78) 検出せず (<16.4) 2018.10.9 2018.10.9
柿 滑津字滑津原 検出せず (<8.03) 検出せず (<7.11) 検出せず (<15.1) 2018.10.18 2018.10.18
柿 滑津字御蔵場 検出せず (<6.67) 検出せず (<5.92) 検出せず (<12.6) 2018.11.6 2018.11.7
柿 滑津字大森平 検出せず (<5.33) 検出せず (<4.94) 検出せず (<10.3) 2018.11.12 2018.11.13

キウイ 滑津字愛宕山 検出せず (<8.64) 検出せず (<7.85) 検出せず (<16.5) 2018.12.2 2018.12.26
キウイ 松崎字高坊地 検出せず (<7.77) 検出せず (<6.96) 検出せず (<14.7) 2018.10.10 2019.1.15

73.5

検査日採取･加工日

検出核種･濃度(Bq/kg)
採取･加工日

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)

品目 採取場所
検出核種･濃度(Bq/kg)

14.0 14.0
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137 ｾｼｳﾑ134･137の計

5.23 68.3

果実 暫定規制値

検査日
ｾｼｳﾑ134 ｾｼｳﾑ137 ｾｼｳﾑ134･137の計

ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

品目 採取場所
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2019/3/29現在

いちごジャム 大字滑津 検出せず (<8.68) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.6) 2018.5.14 2018.5.15
梅干し 大字中島字天下一 検出せず (<8.41) 検出せず (<7.72) 検出せず (<16.1) 2017.8.26 2018.5.15
小梅漬 滑津字愛宕山 検出せず (<9.41) 検出せず (<8.51) 検出せず (<17.9) 2018.6.5 2018.6.11

なす漬け 中島字天下一 検出せず (<8.72) 検出せず (<7.99) 検出せず (<16.7) 2018.7.8 2018.7.9
なす漬け 滑津字愛宕山 検出せず (<8.84) 検出せず (<7.96) 検出せず (<16.8) 2018.7.23 2018.7.24
梅干し 滑津字愛宕山 検出せず (<8.95) 検出せず (<7.93) 検出せず (<16.9) 2018.7.25 2018.7.30
白菜漬 滑津字愛宕山 検出せず (<9.71) 検出せず (<8.75) 検出せず (<18.5) 2018.10.14 2018.10.17

らっきょう漬け 中島字天下一 検出せず (<9.12) 検出せず (<8.63) 検出せず (<17.8) 2018.08.02 2018.11.16
紫大根の甘酢漬 中島字天下一 検出せず (<8.37) 検出せず (<7.51) 検出せず (<15.9) 2018.12.13 2018.12.14

高菜と根菜のしょうゆ漬中島字天下一 検出せず (<7.94) 検出せず (<7.34) 検出せず (<15.3) 2018.12.13 2018.12.14
干し柿 滑津字愛宕山 検出せず (<8.91) 検出せず (<7.89) 検出せず (<16.8) 2018.11.21 2018.12.17
たくあん 滑津字愛宕山 検出せず (<8.59) 検出せず (<7.70) 検出せず (<16.3) 2018.12.3 2018.12.17
いもがら 中島字岡ノ内前 検出せず (<10.70) 検出せず (<9.47) 検出せず (<20.2) 2018.10.2 2018.12.18
つぼ漬 滑津字愛宕山 検出せず (<8.26) 検出せず (<7.50) 検出せず (<15.8) 2018.12.17 2018.12.26

大根のしょうゆ漬 滑津字愛宕山 検出せず (<8.81) 検出せず (<7.93) 検出せず (<16.7) 2018.12.15 2018.12.26
干し柿 松崎字高坊地 検出せず (<8.33) 検出せず (<7.31) 検出せず (<15.6) 2018.11.5 2019.1.15
梅干し 中島字天下一 検出せず (<8.55) 検出せず (<7.82) 検出せず (<16.4) 2018.7.23 2018.1.18

わらびきゅうりしょうゆ漬滑津字愛宕山 検出せず (<8.42) 検出せず (<7.71) 検出せず (<16.1) 2019.1.24 2019.1.24
凍み大根 滑津字愛宕山 検出せず (<8.94) 検出せず (<8.10) 検出せず (<17.0) 2019.1.31 2019.1.31

たけのこ（塩漬け） 滑津字愛宕山 検出せず (<8.32) 検出せず (<7.68) 検出せず (<16.0) 2019.1.31 2019.1.31
凍み大根 中島字天神前 検出せず (<11.10) 検出せず (<9.93) 検出せず (<21.0) 2019.2.22 2019.2.22

キムチ漬け 滑津字愛宕山 検出せず (<8.50) 検出せず (<7.69) 検出せず (<16.2) 2019.2.28 2019.2.28

ｾｼｳﾑ134･ｾｼｳﾑ137の合計値

100(Bq/kg)

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･加工日品目 採取場所

農産加工物 暫定規制値
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