
１　食品の放射性物質検査について

NO 報告自治体 実施主体 都道府県 市町村
その他

（海域、河川、製造所等）
非流通品
／流通品

食品
カテゴリ

品目名
その他

（露地、養殖、全頭検査等）
検査機関 検査法

採取日
（購入日)

結果
判明日

Cs-134 Cs-137 Cs合計

1 札幌市 札幌市 茨城県 ― ― 流通品 農産物 メロン ―
（株）札幌市中央卸売市場
食品衛生検査センター

Ge H25.5.30 H25.5.30 ― ― <4.0

2 札幌市 札幌市 茨城県 ― ― 流通品 農産物 ナガネギ ―
（株）札幌市中央卸売市場
食品衛生検査センター

Ge H25.5.30 H25.5.30 ― ― <4.0

3 小樽市 小樽市 埼玉県 ― ― 流通品 農産物 ネギ ― 小樽市保健所 NaI H25.5.29 H25.5.29 <10 <10 <20

4 青森県 青森県 青森県 八戸市 おいらせ町百石沖 非流通品 水産物 マダラ（1kg以上） ― （公財）日本分析センター Ge H25.5.25 H25.5.29 1.88 4.20 6.1

5 青森県 青森県 青森県 八戸市 おいらせ町百石沖 非流通品 水産物
マダラ（1kg以上･

肝臓）
―

（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.25 H25.5.29 <5.68 <5.62 <11

6 青森県 青森県 青森県 八戸市 三沢市三川目沖 非流通品 水産物 マダラ ― （公財）日本分析センター Ge H25.5.24 H25.5.29 3.12 5.49 8.6

7 青森県 青森県 青森県 八戸市 三沢市三川目沖 非流通品 水産物 マダラ（肝臓） ―
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.24 H25.5.29 <5.60 <6.41 <12

8 青森県 青森県 青森県 八戸市 三沢市塩釜沖 非流通品 水産物 マダラ（1kg以上） ― （公財）日本分析センター Ge H25.5.23 H25.5.29 2.25 3.93 6.2

9 青森県 青森県 青森県 八戸市 三沢市塩釜沖 非流通品 水産物
マダラ（1kg以上･

肝臓）
― （株）総合水研究所 Ge H25.5.23 H25.5.29 <6.82 <7.98 <15

10 青森県 青森県 青森県 八戸市 三沢市塩釜沖 非流通品 水産物 マダラ（1kg以上） ― （公財）日本分析センター Ge H25.5.21 H25.5.29 3.47 6.50 10

11 青森県 青森県 青森県 八戸市 三沢市塩釜沖 非流通品 水産物
マダラ（1kg以上･

肝臓）
― （株）総合水研究所 Ge H25.5.21 H25.5.29 <6.27 <7.81 <14

12 岩手県 岩手県 岩手県 八幡平市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.09 <0.90 <2.0

13 岩手県 岩手県 岩手県 雫石町 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.4 1.2 1.2

14 岩手県 岩手県 岩手県 二戸市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.0 <1.2 <2.2

15 岩手県 岩手県 岩手県 一戸町 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.1 <1.3 <2.4

16 岩手県 岩手県 岩手県 葛巻町 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.1 <1.2 <2.3

17 岩手県 岩手県 岩手県 洋野町 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.4 <1.2 <2.6

18 岩手県 岩手県 岩手県 岩泉町 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.5 <1.3 <2.8

19 岩手県 岩手県 岩手県 大船渡市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.3 <1.4 <2.7

20 岩手県 岩手県 岩手県 遠野市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.4 <1.2 <2.6

21 岩手県 岩手県 岩手県 一関市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.1 <1.1 <2.1

22 岩手県 岩手県 岩手県 金ケ崎町 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.5 <1.5 <3.0

23 岩手県 岩手県 岩手県 西和賀町 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

岩手県農業研究センター畜産研究所が（地独）岩
手県工業技術センターの機器を使用 Ge H25.5.27 H25.5.29 <1.3 <1.2 <2.5

24 岩手県 岩手県 岩手県 久慈市 ― 非流通品 農産物 ワラビ 野生 岩手県農業研究センター Ge H25.5.27 H25.5.29 <10.7 <7.87 <19

25 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 ネギ ― 盛岡市 NaI H25.5.6 H25.5.7 <10 <10 <20

26 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 シドケ ― 盛岡市 NaI H25.5.7 H25.5.7 <10 <10 <20

27 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 タラの芽 ― 盛岡市 NaI H25.5.7 H25.5.7 <10 <10 <20

28 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 ウコギ ― 盛岡市 NaI H25.5.7 H25.5.7 <10 <10 <20

29 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 ムキタケ ― 盛岡市 NaI H24.10.31 H25.5.9 <10 <10 <20

30 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 ワラビ ― 盛岡市 NaI H25.5.9 H25.5.9 <10 <10 <20

31 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 行者ニンニク ― 盛岡市 NaI H25.5.12 H25.5.13 <11 <10 <21

結果（Bq/kg)産地 品目
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32 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 原木生シイタケ ― 盛岡市 NaI H25.5.14 H25.5.15 <10 13 13

33 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 ウルイ ― 盛岡市 NaI H25.5.14 H25.5.15 <11 <10 <20

34 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 ワラビ ― 盛岡市 NaI H25.5.14 H25.5.15 <10 <10 <20

35 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 タケノコ ― 盛岡市 NaI H25.5.14 H25.5.15 <10 <10 <20

36 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 ワラビ ― 盛岡市 NaI H25.5.14 H25.5.15 <10 <10 <20

37 盛岡市 盛岡市 岩手県 盛岡市 ― 流通品 農産物 タラの芽 ― 盛岡市 NaI H25.5.14 H25.5.15 <11 <10 <20

38 仙台市 仙台市 宮城県 仙台市 ― 流通品 農産物 スナップエンドウ ― 仙台市衛生研究所 Ge H25.5.20 H25.5.21 <10 <10 <20

39 仙台市 仙台市 宮城県 美里町 ― 流通品 農産物 ミズナ ― 仙台市衛生研究所 Ge H25.5.20 H25.5.21 <10 <10 <20

40 仙台市 仙台市 宮城県 登米市 ― 流通品 農産物 葉タマネギ ― 仙台市衛生研究所 Ge H25.5.20 H25.5.21 <10 <10 <20

41 仙台市 仙台市 宮城県 大崎市 ― 流通品 農産物 キュウリ ― 仙台市衛生研究所 Ge H25.5.20 H25.5.21 <10 <10 <20

42 仙台市 仙台市 宮城県 登米市 ― 流通品 農産物 マイタケ ― 仙台市衛生研究所 Ge H25.5.20 H25.5.21 <10 <10 <20

43 仙台市 仙台市 茨城県 ― ― 流通品 農産物 メロン ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.27 H25.5.27 ― ― <25

44 仙台市 仙台市 福島県 ― ― 流通品 農産物 モヤシ ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.27 H25.5.27 ― ― <25

45 仙台市 仙台市 宮城県 ― ― 流通品 農産物 ネギ ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.27 H25.5.27 ― ― <25

46 仙台市 仙台市 山形県 ― ― 流通品 農産物 サクランボ ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.27 H25.5.27 ― ― <25

47 仙台市 仙台市 宮城県 ― 宮城県沖 流通品 水産物 サワラ ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.28 H25.5.28 ― ― <25

48 仙台市 仙台市 宮城県 ― 宮城県沖 流通品 水産物 エゾイソアイナメ ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.28 H25.5.28 ― ― <25

49 仙台市 仙台市 宮城県 ― 三陸南部沖 流通品 水産物 マアジ ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.28 H25.5.28 ― ― <25

50 仙台市 仙台市 宮城県 ― 宮城県沖 流通品 水産物 ウスメバル ― 仙台市食品監視センター NaI H25.5.28 H25.5.28 ― ― <25

51 山形県 山形県 山形県 村山市 村山地域奥羽山系 非流通品 農産物 ワラビ 自生 日本環境科学（株） Ge H25.5.29 H25.5.29 <9.5 <9.8 <19

52 山形県 山形県 山形県 村山市 村山地域奥羽山系 非流通品 農産物 ワラビ 自生 日本環境科学（株） Ge H25.5.29 H25.5.29 <8.9 <10 <19

53 山形県 山形県 山形県 村山市 村山地域奥羽山系 非流通品 農産物 ワラビ 自生 日本環境科学（株） Ge H25.5.29 H25.5.29 <8.0 <8.8 <17

54 山形県 山形県 山形県 村山市 村山地域奥羽山系 非流通品 農産物 ワラビ 自生 日本環境科学（株） Ge H25.5.29 H25.5.29 <11 <8.4 <19

55 山形県 山形県 山形県 寒河江市 西村山地域 非流通品 農産物 ワラビ 自生 日本環境科学（株） Ge H25.5.29 H25.5.29 <10 <8.0 <18

56 山形県 山形県 山形県 河北町 西村山地域 非流通品 農産物 ワラビ 自生 日本環境科学（株） Ge H25.5.29 H25.5.29 <10 <8.0 <18

57 山形県 山形県 山形県 山形市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

58 山形県 山形県 山形県 山形市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

59 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25

60 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25

61 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25

62 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25

63 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25
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64 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25

65 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25

66 山形県 山形県 山形県 酒田市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.29 ― ― <25

67 山形県 山形県 山形県 村山市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

68 山形県 山形県 山形県 村山市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

69 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

70 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

71 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

72 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

73 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

74 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

75 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

76 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

77 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

78 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

79 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

80 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

81 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

82 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

83 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

84 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

85 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

86 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

87 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

88 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

89 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

90 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

91 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

92 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

93 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

94 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

95 山形県 山形県 山形県 尾花沢市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25
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96 山形県 山形県 山形県 最上町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

97 山形県 山形県 山形県 大蔵村 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

98 山形県 山形県 山形県 白鷹町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 山形県農林水産部 NaI ― H25.5.28 ― ― <25

99 茨城県 茨城県 茨城県 ― 鹿嶋市沖 非流通品 水産物 シラス ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <0.367 <0.385 <0.75

100 茨城県 茨城県 茨城県 ― 鉾田市沖 非流通品 水産物 アカエイ ―
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge H25.5.28 H25.5.30 2.54 4.35 6.9

101 茨城県 茨城県 茨城県 ― 日立市沖 非流通品 水産物 イカナゴ（メロード） ―
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.5 <2.9 <5.4

102 茨城県 茨城県 茨城県 ― 鉾田市沖 非流通品 水産物 イシガレイ ―
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge H25.5.28 H25.5.30 2.46 2.87 5.3

103 茨城県 茨城県 茨城県 ― 鉾田市沖 非流通品 水産物 イシガレイ ―
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.4 6.43 6.4

104 茨城県 茨城県 茨城県 ― 鹿嶋市沖 非流通品 水産物 ショウサイフグ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <4.93 <5.28 <10

105 茨城県 茨城県 茨城県 ― 日立市沖 非流通品 水産物 シロメバル ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <5.97 7.83 7.8

106 茨城県 茨城県 茨城県 ― 鹿嶋市沖 非流通品 水産物 チダイ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <5.69 <5.88 <12

107 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市沖 非流通品 水産物 ニベ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.23 H25.5.30 <6.99 8.51 8.5

108 茨城県 茨城県 茨城県 ―
日立市沖（北緯36度38分より
南）

非流通品 水産物 ヒラメ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <6.03 7.93 7.9

109 茨城県 茨城県 茨城県 ―
鉾田市沖（北緯36度38分より
南）

非流通品 水産物 ヒラメ ―
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.1 3.44 3.4

110 茨城県 茨城県 茨城県 ―
鉾田市沖（北緯36度38分より
南）

非流通品 水産物 ヒラメ ―
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge H25.5.28 H25.5.30 2.54 4.65 7.2

111 茨城県 茨城県 茨城県 ―
鹿嶋市沖（北緯36度38分より
南）

非流通品 水産物 ヒラメ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <0.653 1.38 1.4

112 茨城県 茨城県 茨城県 ― 日立市沖 非流通品 水産物 ホウボウ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <4.88 5.43 5.4

113 茨城県 茨城県 茨城県 ― 日立市沖 非流通品 水産物 マダイ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <4.49 4.91 4.9

114 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市沖 非流通品 水産物 マダラ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.26 H25.5.30 <7.92 5.38 5.4

115 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市沖 非流通品 水産物 マダラ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.26 H25.5.30 13.7 27.8 42

116 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市沖 非流通品 水産物 マダラ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.26 H25.5.30 <4.49 9.62 9.6

117 茨城県 茨城県 茨城県 ― 高萩市沖 非流通品 水産物 マダラ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.26 H25.5.30 2.18 5.17 7.4

118 茨城県 茨城県 茨城県 ― 高萩市沖 非流通品 水産物 マダラ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.26 H25.5.30 <4.59 12.2 12

119 茨城県 茨城県 茨城県 ― 高萩市沖 非流通品 水産物 マダラ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.26 H25.5.30 6.75 16.3 23

120 茨城県 茨城県 茨城県 ― 日立市沖 非流通品 水産物 マトウダイ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <4.96 <4.82 <9.8

121 茨城県 茨城県 茨城県 ― 鹿嶋市沖 非流通品 水産物 マトウダイ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 5.22 11.9 17

122 茨城県 茨城県 茨城県 ― 日立市沖 非流通品 水産物 ムラソイ ―
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge H25.5.29 H25.5.30 8.26 17 25

123 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市沖 非流通品 水産物 ヤナギムシガレイ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.22 H25.5.30 <5.71 <5.94 <12

124 茨城県 茨城県 茨城県 ― 日立市沖 非流通品 水産物 ヤナギムシガレイ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.21 H25.5.30 <6.31 <7.32 <14

125 茨城県 茨城県 茨城県 ― 東海村沖 非流通品 水産物 ヤナギムシガレイ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.21 H25.5.30 <6.08 <6.73 <13

126 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市大津地先 非流通品 水産物 イワガキ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <6.22 <6.35 <13

127 茨城県 茨城県 茨城県 ― 大洗町沖 非流通品 水産物 イワガキ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <6.47 <8.62 <15
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128 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市大津地先 非流通品 水産物 エゾアワビ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <4.76 <6.02 <11

129 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市大津地先 非流通品 水産物 エゾアワビ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <4.62 <5.45 <10

130 茨城県 茨城県 茨城県 ― ひたちなか市平磯町地先 非流通品 水産物 エゾアワビ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.24 H25.5.30 <0.456 <0.548 <1.0

131 茨城県 茨城県 茨城県 ― 大洗町沖 非流通品 水産物 エゾアワビ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.516 <0.682 <1.2

132 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市大津地先 非流通品 水産物 キタムラサキウニ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <4.93 <6.13 <11

133 茨城県 茨城県 茨城県 ― 大洗町沖 非流通品 水産物 キタムラサキウニ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <6.66 <6.16 <13

134 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市大津地先 非流通品 水産物 マナマコ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.548 <0.528 <1.1

135 茨城県 茨城県 茨城県 ― 北茨城市大津地先 非流通品 水産物 ワカメ ―
（公財）海洋生物環境研究
所

Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.596 <0.726 <1.3

136 茨城県 茨城県 茨城県 八千代町 ― 非流通品 農産物 ニンジン ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

137 茨城県 茨城県 茨城県 境町 ― 非流通品 農産物 キャベツ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

138 茨城県 茨城県 茨城県 八千代町 ― 非流通品 農産物 ホウレンソウ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

139 茨城県 茨城県 茨城県 筑西市 ― 非流通品 農産物 ネギ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

140 茨城県 茨城県 茨城県 坂東市 ― 非流通品 農産物 ネギ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

141 茨城県 茨城県 茨城県 八千代町 ― 非流通品 農産物 ネギ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

142 茨城県 茨城県 茨城県 境町 ― 非流通品 農産物 ネギ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

143 茨城県 茨城県 茨城県 古河市 ― 非流通品 農産物 ナス ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

144 茨城県 茨城県 茨城県 八千代町 ― 非流通品 農産物 ナス ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

145 茨城県 茨城県 茨城県 境町 ― 非流通品 農産物 ナス ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

146 茨城県 茨城県 茨城県 坂東市 ― 非流通品 農産物 トマト ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

147 茨城県 茨城県 茨城県 桜川市 ― 非流通品 農産物 トマト ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

148 茨城県 茨城県 茨城県 神栖市 ― 非流通品 農産物 ピーマン ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

149 茨城県 茨城県 茨城県 神栖市 ― 非流通品 農産物 ピーマン ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

150 茨城県 茨城県 茨城県 神栖市 ― 非流通品 農産物 ピーマン ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

151 茨城県 茨城県 茨城県 筑西市 ― 非流通品 農産物 タマネギ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

152 茨城県 茨城県 茨城県 茨城町 ― 非流通品 農産物 メロン アンデス 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

153 茨城県 茨城県 茨城県 茨城町 ― 非流通品 農産物 メロン イバラキング 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

154 茨城県 茨城県 茨城県 下妻市 ― 非流通品 農産物 メロン タカミ 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

155 茨城県 茨城県 茨城県 八千代町 ― 非流通品 農産物 メロン タカミ 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

156 茨城県 茨城県 茨城県 牛久市 ― 非流通品 農産物 メロン マリアージュ 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

157 茨城県 茨城県 茨城県 茨城町 ― 非流通品 農産物 メロン レノン 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

158 茨城県 茨城県 茨城県 牛久市 ― 非流通品 農産物 スイカ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25

159 茨城県 茨城県 茨城県 下妻市 ― 非流通品 農産物 コダマスイカ ― 茨城県農業総合センター NaI H25.5.27 H25.5.30 ― ― <25
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160 茨城県 茨城県 茨城県 大子町 ― 非流通品 飲料水 茶（飲用） 一番茶
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge
H25/5/23
～5/28

H25.5.30 <0.43 <0.44 <0.87

161 茨城県 茨城県 茨城県 大子町 ― 非流通品 飲料水 茶（飲用） 一番茶
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge
H25/5/23
～5/28

H25.5.30 <0.31 <0.34 <0.65

162 茨城県 茨城県 茨城県 大子町 ― 非流通品 飲料水 茶（飲用） 一番茶
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge
H25/5/23
～5/28

H25.5.30 <0.59 <0.67 <1.3

163 茨城県 茨城県 茨城県 常陸太田市 ― 非流通品 飲料水 茶（飲用） 一番茶
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge
H25/5/23
～5/28

H25.5.30 <0.50 <0.45 <0.95

164 茨城県 茨城県 茨城県 城里町 ― 非流通品 飲料水 茶（飲用） 一番茶
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge
H25/5/23
～5/28

H25.5.30 <0.52 <0.487 <0.49

165 茨城県 茨城県 茨城県 つくば市 ― 非流通品 飲料水 茶（飲用） 一番茶
茨城県環境放射線監視セ
ンター

Ge
H25/5/23
～5/28

H25.5.30 <0.51 <0.49 <1.0

166 栃木県 栃木県 栃木県 真岡市 JAはが野の区域 非流通品 農産物 トマト ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.4 <2.3 <4.7

167 栃木県 栃木県 栃木県 市貝町 JAはが野の区域 非流通品 農産物 トマト ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.3 <2.3 <4.6

168 栃木県 栃木県 栃木県 芳賀町 JAはが野の区域 非流通品 農産物 トマト ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.1 <2.5 <4.6

169 栃木県 栃木県 栃木県 真岡市 JAはが野の区域 非流通品 農産物 ミディトマト ハウス 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <3.0 <2.6 <5.6

170 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 農産物 ナス 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <3.3 <3.2 <6.5

171 栃木県 栃木県 栃木県 大田原市 ― 非流通品 農産物 ナス 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.8 <3.5 <6.3

172 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 農産物 ナス ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <3.0 <2.7 <5.7

173 栃木県 栃木県 栃木県 高根沢町 ― 非流通品 農産物 ナス ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.5 <2.5 <5.0

174 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 農産物 キュウリ ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.7 <3.3 <6.0

175 栃木県 栃木県 栃木県 日光市 ― 非流通品 農産物 ズッキーニ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <2.8 <2.4 <5.2

176 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 農産物 ズッキーニ ハウス 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <3.0 <2.6 <5.6

177 栃木県 栃木県 栃木県 上三川町 JAうつのみやの区域 非流通品 農産物 ニガウリ ハウスゴーヤ 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <3.4 3.2 3.2

178 栃木県 栃木県 栃木県 大田原市 ― 非流通品 農産物 スイートコーン ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.3 <2.3 <4.6

179 栃木県 栃木県 栃木県 栃木市 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ヤングコーン 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <11 <9.8 <21

180 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 オカヒジキ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <2.7 <2.3 <5.0

181 栃木県 栃木県 栃木県 壬生町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ケール ハウス 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <11 <9.8 <21

182 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 サントウサイ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <2.8 <2.2 <5.0

183 栃木県 栃木県 栃木県 益子町 JAはが野の区域 非流通品 農産物 チンゲンサイ ハウス 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <3.6 <3.0 <6.6

184 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ツルナ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <11 <9.4 <20

185 栃木県 栃木県 栃木県 壬生町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ミブナ 露地栽培壬生菜 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <12 <11 <23

186 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ワサビナ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <2.9 <2.4 <5.3

187 栃木県 栃木県 栃木県 上三川町 JAうつのみやの区域 非流通品 農産物 ハクサイ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <3.0 <2.6 <5.6

188 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 農産物 レタス 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <3.0 <3.2 <6.2

189 栃木県 栃木県 栃木県 日光市 ― 非流通品 農産物 タマネギ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.0 <2.4 <4.4

190 栃木県 栃木県 栃木県 大田原市 ― 非流通品 農産物 タマネギ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.5 <2.8 <5.3

191 栃木県 栃木県 栃木県 壬生町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ニンニク（花茎） 露地栽培にんにくの芽 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <11 <11 <22
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192 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ネギニラ ハウス 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <2.7 <2.3 <5.0

193 栃木県 栃木県 栃木県 栃木市 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 カリフラワー 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <2.7 <2.2 <4.9

194 栃木県 栃木県 栃木県 栃木市 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ブロッコリー ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.2 <2.5 <4.7

195 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 農産物 ブロッコリー 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <3.1 <2.3 <5.4

196 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 農産物 ブロッコリー 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.4 <3.3 <5.7

197 栃木県 栃木県 栃木県 塩谷町 ― 非流通品 農産物 アスパラガス ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.2 <2.3 <4.5

198 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 シソ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <11 <9.4 <20

199 栃木県 栃木県 栃木県 大田原市 ― 非流通品 農産物 サヤインゲン ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <3.3 <3.4 <6.7

200 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 農産物 サヤエンドウ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <6.1 <5.4 <12

201 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 農産物 サヤエンドウ 露地栽培スナップエンドウ 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.24 H25.5.30 3.76 5.08 8.8

202 栃木県 栃木県 栃木県 栃木市 JAしもつけの区域 非流通品 農産物 ソラマメ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.28 H25.5.30 <9.9 <9.0 <19

203 栃木県 栃木県 栃木県 宇都宮市 JAうつのみやの区域 非流通品 農産物 実エンドウ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.23 H25.5.30 <3.1 <2.7 <5.8

204 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 農産物 カブ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.2 <1.9 <4.1

205 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 農産物 ダイコン ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.7 <2.2 <4.9

206 栃木県 栃木県 栃木県 大田原市 ― 非流通品 農産物 バレイショ ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.8 <2.7 <5.5

207 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 農産物 バレイショ ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.1 <2.3 <4.4

208 栃木県 栃木県 栃木県 栃木市 ― 非流通品 農産物 ウメ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.9 <2.6 <5.5

209 栃木県 栃木県 栃木県 佐野市 ― 非流通品 農産物 ウメ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.27 H25.5.30 <2.1 <2.7 <4.8

210 栃木県 栃木県 栃木県 益子町 ― 非流通品 農産物 ウメ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.7 <2.8 <5.5

211 栃木県 栃木県 栃木県 市貝町 ― 非流通品 農産物 ウメ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.27 H25.5.30 <2.4 <2.2 <4.6

212 栃木県 栃木県 栃木県 芳賀町 ― 非流通品 農産物 ウメ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.3 <2.4 <4.7

213 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 ― 非流通品 農産物 ウメ 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <2.8 <3.0 <5.8

214 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 農産物 オウトウ ハウスさくらんぼ 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.24 H25.5.30 5.48 <4.5 5.5

215 栃木県 栃木県 栃木県 壬生町 ― 非流通品 農産物 ブルーベリー ハウス 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <11 <8.5 <20

216 栃木県 栃木県 栃木県 宇都宮市 ― 非流通品 農産物 サンショウ（実） 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.23 H25.5.30 <8.2 <6.7 <15

217 栃木県 栃木県 栃木県 栃木市 ― 非流通品 農産物 サンショウ（実） 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <9.2 <9.2 <18

218 栃木県 栃木県 栃木県 下野市 ― 非流通品 農産物 サンショウ（実） 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <7.6 <11 <19

219 栃木県 栃木県 栃木県 岩舟町 ― 非流通品 農産物 サンショウ（実） 露地栽培 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <6.8 <7.4 <14

220 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 農産物 ミョウガタケ 露地栽培 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.24 H25.5.30 <3.1 3.37 3.4

221 栃木県 栃木県 栃木県 栃木市 ― 非流通品 飲料水 荒茶（飲用） 一番茶 栃木県農業試験場 Ge H25.5.27 H25.5.30 1.03 1.21 2.2

222 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 飲料水 荒茶（飲用） 一番茶 栃木県農業試験場 Ge H25.5.27 H25.5.30 0.951 1.72 2.7

223 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 飲料水 荒茶（飲用） 一番茶 栃木県農業試験場 Ge H25.5.27 H25.5.30 1.21 2.61 3.8
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224 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 飲料水 荒茶（飲用） 一番茶 栃木県農業試験場 Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.86 1.61 1.6

225 栃木県 栃木県 栃木県 鹿沼市 ― 非流通品 飲料水 荒茶（飲用） 一番茶 栃木県農業試験場 Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.85 2.19 2.2

226 栃木県 栃木県 栃木県 日光市 ― 非流通品 飲料水 荒茶（飲用） 一番茶 栃木県農業試験場 Ge H25.5.28 H25.5.30 <0.77 1.73 1.7

227 栃木県 栃木県 栃木県 大田原市 ― 非流通品 その他 乾燥ゼンマイ 加工品水戻し状態で測定 栃木県農業振興事務所 NaI H25.5.29 H25.5.30 <2.7 <2.3 <5.0

228 栃木県 栃木県 栃木県 那須塩原市 CS（那須塩原市、那須町） 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ― 栃木県農業試験場 Ge H25.5.29 H25.5.30 <1.2 <1.2 <2.4

229 栃木県 栃木県 栃木県 宇都宮市
CS（宇都宮市、真岡市、市貝
町、矢板市、塩谷町）

非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ― 栃木県農業試験場 Ge H25.5.29 H25.5.30 <1.3 <1.2 <2.5

230 栃木県 栃木県 栃木県 宇都宮市
CS（鹿沼市、芳賀町、市貝
町、茂木町、益子町）

非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ― 栃木県農業試験場 Ge H25.5.29 H25.5.30 <1.3 <1.5 <2.8

231 栃木県 栃木県 栃木県 ― 製造所（栃木市） 非流通品 その他
食肉製品（ハン
バーグ）

― 栃木県保健環境センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <3.7 <4.7 <8.4

232 栃木県 栃木県 栃木県 ― 製造所（さくら市） 非流通品
牛乳・

乳児用食品
粉ミルク ― 栃木県保健環境センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <2.8 <2.9 <5.7

233 栃木県 栃木県 栃木県 ― 製造所（さくら市） 非流通品
牛乳・

乳児用食品
粉ミルク ― 栃木県保健環境センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <2.7 <3.0 <5.7

234 栃木県 栃木県 栃木県 ― 製造所（那須塩原市） 非流通品
牛乳・

乳児用食品
牛乳 ― 栃木県保健環境センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <1.6 <1.6 <3.2

235 栃木県 栃木県 栃木県 ― 製造所（那須塩原市） 非流通品
牛乳・

乳児用食品
牛乳 ― 栃木県保健環境センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <1.1 <1.5 <2.6

236 栃木県 栃木県 栃木県 ― 製造所（栃木市） 非流通品
牛乳・

乳児用食品
牛乳 ― 栃木県保健環境センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <1.6 <1.6 <3.2

237 栃木県 栃木県 栃木県 ― 製造所（足利市） 非流通品
牛乳・

乳児用食品
牛乳 ― 栃木県保健環境センター Ge H25.5.29 H25.5.30 <1.1 <1.6 <2.7

238 宇都宮市 宇都宮市 栃木県 那須塩原市 ― 非流通品 畜産物 豚肉 ― 宇都宮市衛生環境試験所 NaI H25.5.30 H25.5.30 ― ― <25

239 群馬県 群馬県 群馬県 藤岡市 ― 非流通品 農産物 マイタケ 施設栽培 （株）群馬分析センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <8.79 <8.92 <18

240 群馬県 群馬県 群馬県 藤岡市 ― 非流通品 農産物 原木シイタケ 施設栽培 （株）群馬分析センター Ge H25.5.26 H25.5.30 6.6 11.4 18

241 群馬県 群馬県 群馬県 藤岡市 ― 非流通品 農産物 原木シイタケ 露地栽培 （株）群馬分析センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <7.75 21.7 22

242 群馬県 群馬県 群馬県 富岡市 ― 非流通品 農産物 原木シイタケ 施設栽培 （株）群馬分析センター Ge H25.5.27 H25.5.30 7.62 20.2 28

243 群馬県 群馬県 群馬県 富岡市 ― 非流通品 農産物 菌床シイタケ 施設栽培 （株）群馬分析センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <9.17 <5.96 <15

244 群馬県 群馬県 群馬県 富岡市 ― 非流通品 農産物 菌床シイタケ 施設栽培 （株）群馬分析センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <9.40 <9.29 <19

245 群馬県 群馬県 群馬県 下仁田町 ― 非流通品 農産物 原木シイタケ 施設栽培 （株）群馬分析センター Ge H25.5.27 H25.5.30 <9.36 <8.75 <18

246 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

247 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

248 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

249 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

250 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

251 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

252 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

253 群馬県 群馬県 群馬県 前橋市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

254 群馬県 群馬県 群馬県 高崎市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

255 群馬県 群馬県 群馬県 高崎市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25
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256 群馬県 群馬県 群馬県 伊勢崎市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

257 群馬県 群馬県 群馬県 伊勢崎市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

258 群馬県 群馬県 群馬県 伊勢崎市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

259 群馬県 群馬県 群馬県 伊勢崎市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

260 群馬県 群馬県 群馬県 伊勢崎市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

261 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

262 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

263 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

264 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

265 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

266 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

267 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

268 群馬県 群馬県 群馬県 渋川市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

269 群馬県 群馬県 群馬県 榛東村 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

270 群馬県 群馬県 群馬県 榛東村 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

271 群馬県 群馬県 群馬県 邑楽町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

272 群馬県 群馬県 群馬県 邑楽町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

273 群馬県 群馬県 群馬県 邑楽町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

274 群馬県 群馬県 群馬県 邑楽町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

275 群馬県 群馬県 群馬県 邑楽町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

276 群馬県 群馬県 群馬県 邑楽町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査 群馬県食肉衛生検査所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <25

277 さいたま市 さいたま市 宮城県 ― 三陸北部沖 流通品 水産物 クロソイ ―
さいたま市健康科学研究セ
ンター

Ge H25.5.30 H25.5.30 <1.34 <1.57 <2.9

278 さいたま市 さいたま市 栃木県 ― ― 流通品 農産物 ニラ ―
さいたま市健康科学研究セ
ンター

Ge H25.5.30 H25.5.30 <2.13 <1.59 <3.7

279 さいたま市 さいたま市 茨城県 ― ― 流通品 農産物 チンゲンサイ ―
さいたま市健康科学研究セ
ンター

Ge H25.5.30 H25.5.30 <1.65 <1.69 <3.3

280 さいたま市 さいたま市 埼玉県 さいたま市 ― 非流通品 農産物 ジャガイモ ―
さいたま市健康科学研究セ
ンター

Ge H25.5.30 H25.5.30 <1.85 <1.83 <3.7

281 千葉県 千葉県 千葉県 匝瑳市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

282 千葉県 千葉県 千葉県 匝瑳市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

283 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

284 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

285 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

286 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

287 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25
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288 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

289 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

290 千葉県 千葉県 千葉県 旭市 ― 非流通品 畜産物 牛肉 ― 千葉県 NaI H25.5.30 H25.5.30 <12.5 <12.5 <25

291 千葉県 千葉県 千葉県 市川市 行徳漁場 非流通品 水産物 ホンビノスガイ ― （一財）九州環境管理協会 Ge H25.5.21 H25.5.29 <0.286 <0.353 <0.64

292 千葉県 千葉県 千葉県 木更津市 牛込漁場 非流通品 水産物 ハマグリ ― （一財）九州環境管理協会 Ge H25.5.23 H25.5.29 <0.324 <0.295 <0.62

293 千葉県 千葉県 千葉県 市原市 養老川 非流通品 水産物 アユ （全体）
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.24 H25.5.29 <5.46 <5.00 <10

294 千葉県 千葉県 千葉県 富津市 相川（湊川の支派川） 非流通品 水産物 アユ （全体）
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.23 H25.5.29 <5.26 <6.03 <11

295 千葉県
北部太平洋まき網漁
業協同組合連合会 千葉県 銚子市

日立・鹿島沖約60km北緯36
度01分東経141度20分

非流通品 水産物 マイワシ ― （一財）九州環境管理協会 Ge H25.5.23 H25.5.29 <0.349 <0.314 <0.66

296 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 スズキ ― （株）総合水研究所 Ge H25.5.24 H25.5.30 2.2 4.56 6.8

297 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 スズキ ― 東北緑化環境保全（株） Ge H25.5.23 H25.5.30 1.65 4.46 6.1

298 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 チダイ ―
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.26 H25.5.30 <0.415 1.13 1.1

299 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 マアジ ―
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.26 H25.5.30 0.769 1.84 2.6

300 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 マダイ ―
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.26 H25.5.30 0.403 0.785 1.2

301 千葉県 千葉県 千葉県 銚子市 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 マトウダイ ―
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.26 H25.5.30 <4.27 <5.39 <9.7

302 千葉県 千葉県 千葉県 旭市 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 スズキ ― （株）総合水研究所 Ge H25.5.24 H25.5.30 3.82 6.95 11

303 千葉県 千葉県 千葉県 九十九里町 銚子・九十九里沖 非流通品 水産物 スズキ ― 東北緑化環境保全（株） Ge H25.5.23 H25.5.30 1.24 3.16 4.4

304 千葉県 千葉県 千葉県 勝浦市 外房沖 非流通品 水産物 キンメダイ ― 東北緑化環境保全（株） Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.449 1.06 1.1

305 千葉県 千葉県 千葉県 富津市 東京湾 非流通品 水産物 マサバ ―
（一財）日本食品分析セン
ター

Ge H25.5.27 H25.5.30 <4.79 <4.70 <9.5

306 千葉県 千葉県 千葉県 君津市 東京湾 非流通品 水産物 シリヤケイカ ― （株）総合水研究所 Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.538 <0.637 <1.2

307 千葉県
北部太平洋まき網漁
業協同組合連合会 千葉県 銚子市

日立・鹿島沖約75km北緯35
度56分東経141度32分

非流通品 水産物 マイワシ ―
（一財）日本冷凍食品検査
協会

Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.446 <0.484 <0.93

308 千葉県
北部太平洋まき網漁
業協同組合連合会 千葉県 銚子市

房総沖約5km北緯35度43分
東経140度53分

非流通品 水産物 カタクチイワシ ―
（一財）日本冷凍食品検査
協会

Ge H25.5.27 H25.5.30 <0.386 <0.370 <0.76

309 東京都 農林水産部 東京都 日の出町 ― 非流通品 農産物 ホウレンソウ 露地
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.27 H25.5.30 <6 <6 <12

310 東京都 農林水産部 東京都 羽村市 ― 非流通品 農産物 ブロッコリー 露地
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.27 H25.5.30 <5 <6 <11

311 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 農産物 ダイコン 露地
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.26 H25.5.30 <4 <6 <10

312 東京都 農林水産部 東京都 福生市 ― 非流通品 農産物 ダイコン 露地
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.27 H25.5.30 <5 <6 <11

313 東京都 農林水産部 東京都 青梅市 ― 非流通品 農産物 チンゲンサイ 施設
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.26 H25.5.30 <5 <5 <10

314 東京都 農林水産部 東京都 奥多摩町 ― 非流通品 農産物 レタス 露地
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.27 H25.5.30 <6 <5 <11

315 東京都 農林水産部 東京都 清瀬市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.29 H25.5.30 <0.4 <0.7 <1.1

316 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.16 H25.5.30 <0.5 <0.7 <1.2

317 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.14 H25.5.30 <0.5 <0.7 <1.2

318 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.10 H25.5.30 <0.6 <0.6 <1.2

319 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.17 H25.5.30 <0.7 <0.8 <1.5
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320 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.16 H25.5.30 <0.9 <0.6 <1.5

321 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.15 H25.5.30 <0.7 <0.7 <1.4

322 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.15 H25.5.30 <0.6 <0.8 <1.4

323 東京都 農林水産部 東京都 瑞穂町 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.11 H25.5.30 <0.6 <0.7 <1.3

324 東京都 農林水産部 東京都 国分寺市 ― 非流通品 飲料水 荒茶浸出液 ―
東京都農林総合研究セン
ター

Ge H25.5.10 H25.5.30 <0.7 <0.7 <1.4

325 神奈川県 神奈川県 神奈川県 ― 伊勢原市、平塚市 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ― 神奈川県衛生研究所 Ge H25.5.29 H25.5.30 <0.16 <0.20 <0.36

326 神奈川県 神奈川県 北海道 広尾郡広尾町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全戸検査 神奈川県食肉衛生検査所 NaI H25.5.30 H25.5.30 ― ― <25

327 神奈川県 神奈川県 神奈川県 小田原市 酒匂川 非流通品 水産物 アユ ― 民間検査機関 Ge H25.5.22 H25.5.30 <7.00 <6.94 <14

328 新潟県 新潟県 新潟県 新潟市 ― 流通品 農産物 ソラマメ ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <4.6 <4.8 <9.4

329 新潟県 新潟県 新潟県 長岡市 ― 流通品 農産物 ニラ ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <2.5 <3.7 <6.2

330 新潟県 新潟県 新潟県 三条市 ― 流通品 農産物 ナス ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <3.3 <4.0 <7.3

331 新潟県 新潟県 新潟県 燕市 ― 流通品 農産物 レタス ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <2.9 <4.2 <7.1

332 新潟県 新潟県 茨城県 ― ― 流通品 農産物 ネギ ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <3.8 <3.1 <6.9

333 新潟県 新潟県 群馬県 ― ― 流通品 農産物 ナス ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <3.1 <3.2 <6.3

334 新潟県 新潟県 千葉県 ― ― 流通品 農産物 ダイコン ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <2.7 <2.8 <5.5

335 新潟県 新潟県 埼玉県 ― ― 流通品 農産物 キュウリ ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <2.9 <3.1 <6.0

336 新潟県 新潟県 新潟県 三条市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

新潟県放射線監視セン
ター

Ge H25.5.30 H25.5.30 <4.4 <3.0 <7.4

337 新潟県 新潟県 新潟県 十日町市 ― 非流通品
牛乳・

乳児用食品
原乳 ―

新潟県放射線監視セン
ター

Ge H25.5.30 H25.5.30 <4.4 <4.1 <8.5

338 新潟県 新潟県 新潟県 魚沼市 選別所：新潟県長岡市 流通品 畜産物 鶏卵 ―
（一社）新潟県環境衛生中
央研究所

Ge H25.5.29 H25.5.30 <2.3 <2.0 <4.3

339 新潟県 新潟県 新潟県 魚沼市 ― 非流通品 農産物 ネマガリタケ ―
（一財）上越環境科学セン
ター

Ge H25.5.28 H25.5.30 <4.2 <4.3 <8.5

340 新潟県 新潟県 新潟県 南魚沼市 ― 非流通品 農産物 ワラビ ―
（一財）上越環境科学セン
ター

Ge H25.5.28 H25.5.30 <3.1 <3.9 <7.0

341 静岡県 静岡県 静岡県 浜松市 ― 非流通品 農産物 ジャガイモ 露地
静岡県中部健康福祉セン
ター

Ge H25.5.21 H25.5.30 <1.7 <1.2 <2.9

342 浜松市 浜松市 静岡県 浜松市 ― 流通品 農産物 キャベツ ― 浜松市保健環境研究所 Ge H25.5.29 H25.5.30 <3.4 <4.1 <7.5

343 浜松市 浜松市 茨城県 ― ― 流通品 農産物 ネギ ― 浜松市保健環境研究所 Ge H25.5.29 H25.5.30 <5.5 <5.9 <11

344 浜松市 浜松市 静岡県 浜松市 ― 流通品 農産物 ホウレンソウ ― 浜松市保健環境研究所 Ge H25.5.29 H25.5.30 <4.5 <5.1 <9.6

345 浜松市 浜松市 ― ― 選別包装者：三重県 流通品 畜産物 鶏卵 ― 浜松市保健環境研究所 Ge H25.5.29 H25.5.30 <3.8 <4.8 <8.6

346 名古屋市 名古屋市 長野県 ― ― 流通品 農産物 セルリー ― 名古屋市衛生研究所 Ge H25.5.30 H25.5.30 <2.1 <1.9 <4.0

347 大津市 大津市 群馬県 ― ― 流通品 農産物 シロネギ ― 大津市保健所 NaI H25.5.21 H25.5.24 ― ― <25

348 大津市 大津市 静岡県 ― ― 流通品 農産物 チンゲンサイ ― 大津市保健所 NaI H25.5.21 H25.5.24 ― ― <25

349 大津市 大津市 長野県 ― ― 流通品 農産物 ハクサイ ― 大津市保健所 NaI H25.5.21 H25.5.24 ― ― <25

350 大津市 大津市 長野県 ― ― 流通品 農産物 レタス ― 大津市保健所 NaI H25.5.21 H25.5.24 ― ― <25

351 大津市 大津市 神奈川県 ― ― 流通品 農産物 キャベツ ― 大津市保健所 NaI H25.5.21 H25.5.24 ― ― <25
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352 京都府 京都府 愛知県 ― ― 流通品 畜産物 牛肉 ― 京都府中丹西保健所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <8.0

353 京都府 京都府 三重県 ― ― 流通品 畜産物 牛肉 ― 京都府中丹西保健所 NaI H25.5.29 H25.5.29 ― ― <8.0

354 島根県 島根県 島根県 隠岐の島町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査
（公財）島根県環境保健公
社

NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

355 島根県 島根県 島根県 津和野町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査
（公財）島根県環境保健公
社

NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25

356 島根県 島根県 島根県 津和野町 ― 非流通品 畜産物 牛肉 全頭検査
（公財）島根県環境保健公
社

NaI H25.5.28 H25.5.29 ― ― <25


