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1 たけのこ 東部 ジャガイモ 西部 茶(二茶) 伊豆市 スイカ＊ 御前崎市 玄米 東部 サトイモ 西部 玄米＊ 御前崎市 ホウレンソウ 中部 ハクサイ＊ 御前崎市 ダイコン＊ 御前崎市 キャベツ＊ 御前崎市

2 たけのこ 中部 タマネギ＊ 御前崎市 茶(二茶) 御殿場市 スイカ＊ 御前崎市 玄米 中部 茶(秋冬茶) 伊豆市 玄米＊ 牧之原市 ホウレンソウ 西部 ハクサイ＊ 御前崎市 ダイコン＊ 御前崎市 タマネギ＊ 牧之原市

3 原木しいたけ(生) 伊豆市 茶(一茶) 伊豆市 茶(二茶) 小山町 サツマイモ 浜松市 玄米 西部 茶(秋冬茶) 御殿場市 レタス 東部 ホウレンソウ＊ 御殿場市 ハクサイ＊ 牧之原市 ダイコン＊ 牧之原市 ワカメ＊ 御前崎海域

4 原木しいたけ(生) 伊豆市 茶(一茶) 御殿場市 茶(二茶) 沼津市 ワサビ 東部 サツマイモ＊ 御前崎市 茶(秋冬茶) 小山町 レタス 中部 ダイコン＊ 御殿場市 キャベツ 東部 ダイコン 東部 夏みかん 東部

5 原木しいたけ(生) 伊豆市 茶(一茶) 小山町 茶(二茶) 沼津市 ワサビ 中部 シラス＊ 御前崎海域 茶(秋冬茶) 沼津市 レタス 西部 ダイコン＊ 浜松市 タマネギ 西部

6 原木しいたけ(生) 伊豆市 茶(一茶) 沼津市 茶(二茶) 沼津市 ナシ 東部 茶(秋冬茶) 沼津市 ネギ 東部 ジャガイモ 西部 タマネギ＊ 御前崎市

7 原木しいたけ(生) 伊東市 茶(一茶) 沼津市 茶(二茶) 富士宮市 ナシ 中部 茶(秋冬茶) 沼津市 ネギ 西部 ニンジン 東部 原乳＊ 御前崎市

8 原木しいたけ(生) 伊東市 茶(一茶) 沼津市 茶(二茶) 富士宮市 ナシ 西部 茶(秋冬茶) 富士宮市 ミカン（早生） 中部 ミカン＊ 御前崎市 原乳＊ 掛川市

9 原木しいたけ(生) 伊東市 茶(一茶) 富士宮市 茶(二茶) 富士宮市 原乳＊ 御前崎市 茶(秋冬茶) 富士宮市 ミカン（早生） 西部 ミカン＊ 牧之原市 原乳 東部

10 原木しいたけ(生) 中部 茶(一茶) 富士宮市 茶(二茶) 富士市 原乳＊ 掛川市 茶(秋冬茶) 富士宮市 原木しいたけ(生) 伊豆市 ミカン 東部 牛肉 東部

11 原木しいたけ(生) 西部 茶(一茶) 富士宮市 茶(二茶) 富士市 原乳 東部 茶(秋冬茶) 富士市 原木しいたけ(生) 伊豆市 ミカン 中部 牛肉 中西部

12 乾しいたけ 伊豆市 茶(一茶) 富士市 茶(二茶) 富士市 原乳 東部 茶(秋冬茶) 富士市 原木しいたけ(生) 伊豆市 ミカン 西部 豚肉 東部

13 乾しいたけ 伊豆市 茶(一茶) 富士市 茶(二茶) 静岡市(本山) 原乳 東部 茶(秋冬茶) 富士市 原木しいたけ(生) 伊豆市 大豆 東部 豚肉 中西部

14 乾しいたけ 伊豆市 茶(一茶) 富士市 茶(二茶) 静岡市(本山) 原乳 中部 茶(秋冬茶) 静岡市(本山) 原木しいたけ(生) 伊東市 大豆 西部 鶏卵 東部

15 乾しいたけ 伊豆市 茶(一茶) 静岡市(本山) 茶(二茶) 静岡市(本山) 原乳 西部 茶(秋冬茶) 静岡市(本山) 原木しいたけ(生) 伊東市 アジ＊ 御前崎海域 鶏卵 中西部

16 乾しいたけ 中部 茶(一茶) 静岡市(本山) 茶(二茶) 静岡市(清水) 牛肉 東部 茶(秋冬茶) 静岡市(本山) 原木しいたけ(生) 伊東市 カサゴ＊ 御前崎海域 ヒラメ＊ 御前崎海域

17 乾しいたけ 西部 茶(一茶) 静岡市(本山) 茶(二茶) 静岡市(清水) 牛肉 中西部 茶(秋冬茶) 静岡市(清水) 原木しいたけ(生) 中部 サザエ＊ 御前崎海域

18 ニンジン 西部 茶(一茶) 静岡市(清水) 茶(二茶) 静岡市(清水) 豚肉 東部 茶(秋冬茶) 静岡市(清水) 原木しいたけ(生) 西部 ハマグリ＊ 御前崎海域

19 原乳＊ 御前崎市 茶(一茶) 静岡市(清水) 茶(二茶) 島田市(島田) 豚肉 中西部 茶(秋冬茶) 静岡市(清水) 乾しいたけ 伊豆市 ナマコ＊ 御前崎海域

20 原乳＊ 掛川市 茶(一茶) 静岡市(清水) 茶(二茶) 島田市(島田) 鶏卵 東部 茶(秋冬茶) 島田市(島田) 乾しいたけ 伊豆市

21 原乳 東部 茶(一茶) 島田市(島田) 茶(二茶) 島田市(島田) 鶏卵 中西部 茶(秋冬茶) 島田市(島田) 乾しいたけ 伊豆市

22 原乳 中部 茶(一茶) 島田市(島田) 茶(二茶) 島田市(金谷) ムラサキイガイ
＊ 御前崎海域 茶(秋冬茶) 島田市(島田) 乾しいたけ 伊豆市

23 原乳 西部 茶(一茶) 島田市(島田) 茶(二茶) 島田市(金谷) カキ＊ 御前崎海域 茶(秋冬茶) 島田市(金谷) 乾しいたけ 中部

24 原乳 西部 茶(一茶) 島田市(金谷) 茶(二茶) 島田市(金谷) アロエ 東部 茶(秋冬茶) 島田市(金谷) 乾しいたけ 西部

25 シラス＊ 御前崎海域 茶(一茶) 島田市(金谷) 茶(二茶) 藤枝市 茶(秋冬茶) 島田市(金谷) 原乳＊ 御前崎市

26 アジ＊ 御前崎海域 茶(一茶) 島田市(金谷) 茶(二茶) 藤枝市 茶(秋冬茶) 藤枝市 原乳＊ 掛川市

27 日向夏 東部 茶(一茶) 藤枝市 茶(二茶) 藤枝市 茶(秋冬茶) 藤枝市 原乳 東部

28 ノブキ 東部 茶(一茶) 藤枝市 茶(二茶) 川根本町 茶(秋冬茶) 藤枝市 ソバ 東部

29 キヌサヤエンドウ 東部 茶(一茶) 藤枝市 茶(二茶) 川根本町 茶(秋冬茶) 川根本町 ソバ 西部

30 茶(一茶) 川根本町 茶(二茶) 川根本町 茶(秋冬茶) 川根本町 シラス＊ 御前崎海域

31 茶(一茶) 川根本町 茶(二茶) 牧之原市 茶(秋冬茶) 川根本町 イセエビ＊ 御前崎海域

32 茶(一茶) 川根本町 茶(二茶) 牧之原市 茶(秋冬茶) 牧之原市 柿 東部

33 茶(一茶) 牧之原市 茶(二茶) 牧之原市 茶(秋冬茶) 牧之原市 柿 西部

34 茶(一茶) 牧之原市 茶(二茶) 御前崎市 茶(秋冬茶) 牧之原市

35 茶(一茶) 牧之原市 茶(二茶) 御前崎市 茶(秋冬茶) 御前崎市

36 茶(一茶) 御前崎市 茶(二茶) 御前崎市 茶(秋冬茶) 御前崎市

37 茶(一茶) 御前崎市 茶(二茶) 菊川市 茶(秋冬茶) 御前崎市

38 茶(一茶) 御前崎市 茶(二茶) 菊川市 茶(秋冬茶) 菊川市

39 茶(一茶) 菊川市 茶(二茶) 菊川市 茶(秋冬茶) 菊川市

40 茶(一茶) 菊川市 茶(二茶) 掛川市 茶(秋冬茶) 菊川市

41 茶(一茶) 菊川市 茶(二茶) 掛川市 茶(秋冬茶) 掛川市

42 茶(一茶) 掛川市 茶(二茶) 掛川市 茶(秋冬茶) 掛川市

43 茶(一茶) 掛川市 茶(二茶) 袋井市 茶(秋冬茶) 掛川市

44 茶(一茶) 掛川市 茶(二茶) 袋井市 茶(秋冬茶) 袋井市

45 茶(一茶) 袋井市 茶(二茶) 袋井市 茶(秋冬茶) 袋井市

46 茶(一茶) 袋井市 茶(二茶) 磐田市 茶(秋冬茶) 袋井市

47 茶(一茶) 袋井市 茶(二茶) 磐田市 茶(秋冬茶) 磐田市

48 茶(一茶) 磐田市 茶(二茶) 磐田市 茶(秋冬茶) 磐田市

49 茶(一茶) 磐田市 茶(二茶) 森町 茶(秋冬茶) 磐田市

50 茶(一茶) 磐田市 茶(二茶) 森町 茶(秋冬茶) 森町

51 茶(一茶) 森町 茶(二茶) 森町 茶(秋冬茶) 森町

52 茶(一茶) 森町 茶(二茶) 浜松市 茶(秋冬茶) 森町

53 茶(一茶) 森町 茶(二茶) 浜松市 茶(秋冬茶) 浜松市

54 茶(一茶) 浜松市 茶(二茶) 浜松市 茶(秋冬茶) 浜松市

55 茶(一茶) 浜松市 スイカ 東部 茶(秋冬茶) 浜松市

56 茶(一茶) 浜松市 ジャガイモ 東部 ミカン（極早生） 東部

57 アユ 東部 麦 西部

58 アユ 中部 麦 東部

59 アユ 西部 タコ＊ 御前崎海域

60 ニジマス 東部 原乳 東部

61 原乳 東部 原乳 中部

62 原乳 東部 原乳 西部

63 原乳 東部 原乳 西部

64 原乳 中部

65 原乳 西部

66
小計 29 小計 65 小計 63 小計 24 小計 5 小計 56 小計 33 小計 16 小計 4 小計 19 小計 4

46品目318検体
※１　検査機関について：　＊印は静岡県環境放射線監視センター、無印は中部健康福祉センター(一部民間委託）

※２　対象品目
（１）県民の摂取量を勘案した主要品目： 米（玄米）、ソバ、麦、大豆、牛乳（原乳）、淡色野菜（ダイコン、キャベツ、ハクサイ、タマネギ、スイカ）、緑黄色野菜（ニンジン、ホウレンソウ、ネギ、レタス）、いも類（ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ）、卵、豚肉、牛肉
　　　及び静岡県の特産物 果実類（ミカン、ナシ）、魚介類（アユ、ニジマス、イセエビ、アジ、シラス 、カサゴ、ヒラメ、サザエ、ハマグリ、ナマコ、ムラサキイガイ、カキ、タコ）、藻類（ワカメ）、原木シイタケ、茶、わさび、キヌサヤエンドウ
（２）全国で100Bq/kgを超える放射性セシウムが検出された品目： 多年生野菜（タケノコ、ノブキ、アロエ）、果実類（柿、日向夏、夏みかん）

（３）　うち、県内で50Bq/kgを超える放射性セシウムが検出された品目茶、原木しいたけ(生・乾）

（４）飼養管理の影響が大きな牛乳： 原乳
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平成24年度　静岡県における農畜水産物の放射性物質検査計画
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