
Cs-134 Cs-137

1 H25.4.1 谷田部 山椒の葉 検出せず（＜19.6） 検出せず（＜21.7）

2 H25.4.1 中居指 たけのこ 検出せず（＜10.9） 検出せず（＜12.1） 孟宗竹

3 H25.4.1 半谷 たけのこ 検出せず（＜9.85） 検出せず（＜10.9） 孟宗竹

4 H25.4.2 下妻乙 小松菜 検出せず（＜10.7） 検出せず（＜11.8）

5 H25.4.2 半谷 たけのこ 検出せず（＜9.85） 検出せず（＜10.9） 孟宗竹

6 H25.4.3 大木 たけのこ 検出せず（＜14.4） 検出せず（＜16.1） 孟宗竹

7 H25.4.4 大木 わらび 検出せず（＜11.3） 検出せず（＜12.6）

8 H25.4.8 赤須 たけのこ 検出せず（＜10.4） 検出せず（＜11.6） 孟宗竹

9 H25.4.8 大串 わらび 検出せず（＜10.5） 検出せず（＜11.7）

10 H25.4.8 数須 たけのこ 検出せず（＜12.3） 検出せず（＜13.7） 孟宗竹

11 H25.4.8 江 たけのこ 検出せず（＜7.02） 検出せず（＜7.76）

12 H25.4.8 神明 ふき（葉、茎） 検出せず（＜12.6） 検出せず（＜14.1）

13 H25.4.8 神明 うど 検出せず（＜10.4） 検出せず（＜11.5）

14 H25.4.9 高道祖 こごみ 検出せず（＜11.2） 13.3

15 H25.4.9 若柳 うど 検出せず（＜11.0） 検出せず（＜12.2）

16 H25.4.9 若柳 せり 検出せず（＜11.4） 21.4

17 H25.4.11 高道祖 たけのこ 検出せず（＜10.5） 検出せず（＜9.50） 孟宗竹

18 H25.4.11 下田 ふき（茎） 検出せず（＜9.60） 検出せず（＜8.65）

19 H25.4.11 樋橋 ふき（茎） 検出せず（＜8.16） 検出せず（＜7.38） 水ふき

20 H25.4.12 数須 ふき（葉、茎） 検出せず（＜10.5） 検出せず（＜11.7）

21 H25.4.12 黒駒 たけのこ 検出せず（＜14.0） 検出せず（＜15.6） 孟宗竹

22 H25.4.15 本城町２丁目 たけのこ 検出せず（＜9.87） 12.8 孟宗竹

23 H25.4.15 皆葉 たけのこ 検出せず（＜10.3） 検出せず（＜11.5） 孟宗竹

24 H25.4.15 大木 たけのこ 検出せず（＜11.9） 検出せず（＜13.3） 孟宗竹

25 H25.4.15 村岡 たけのこ 検出せず（＜9.18） 10.8 孟宗竹
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26 H25.4.15 村岡 ふき（茎） 検出せず（＜8.46） 検出せず（＜9.32）

27 H25.4.18 樋橋 ふき（茎） 検出せず（＜8.46） 検出せず（＜9.32）

28 H25.4.23 若柳 ふき（茎） 検出せず（＜8.21） 検出せず（＜9.04）

29 H25.4.24 高道祖 ふき（茎、葉） 16.7 30.5

30 H25.4.24 数須 ふき（茎） 検出せず（＜7.72) 検出せず（＜8.50）

31 H25.4.24 北大宝 たけのこ 検出せず（＜9.10) 検出せず（＜10.1） 孟宗竹

32 H25.4.25 赤須 たけのこ 検出せず（＜7.53) 検出せず（＜8.29） 孟宗竹

33 H25.4.25 数須 ふき（茎） 検出せず（＜13.1) 検出せず（＜14.6）

34 H25.4.30 高道祖 たけのこ 検出せず（＜7.88) 検出せず（＜8.69）

35 H25.4.30 半谷 ふき（茎） 検出せず（＜7.95) 検出せず（＜8.76）

36 H25.5.13 数須 たけのこ 検出せず（＜7.95) 検出せず（＜8.76） 淡竹（ハチク）

37 H25.5.14 本宿町2丁目 ふき 検出せず（＜12.4) 検出せず（＜11.1）

38 H25.5.20 今泉 たけのこ 検出せず（＜12.5) 検出せず（＜14.0） 淡竹（ハチク）

39 H25.5.21 半谷 うめ 検出せず（＜10.1) 検出せず（＜11.2）

40 H25.6.11 中居指 たけのこ 検出せず（＜8.18) 検出せず（＜9.03） 真竹

41 H25.6.12 樋橋 たけのこ 検出せず（＜8.75) 検出せず（＜9.66） 真竹

42 H.25.9.3 半谷 まだらなす 検出せず（＜8.38) 検出せず（＜9.18） ﾘｽﾀｰﾀﾞﾃﾞｶﾞﾝｼﾞｱ

43 H.25.9.3 半谷 白なす 検出せず（＜8.29) 検出せず（＜9.08） ｽﾉｰｳｨｰ

44 H.25.10.4 黒駒 あけび 検出せず（＜8.27) 検出せず（＜9.06）

45 H.25.10.8 黒駒 銀杏（殻つき） 検出せず（＜11.4) 検出せず（＜12.5）

46 H.26.1.7 樋橋 ふきのとう 検出せず（＜11.4) 13.3

47 H.26.3.7 下田 ふきのとう 検出せず（＜18.7) 検出せず（＜20.5)

48 H.26.3.10 高道祖 ふきのとう 検出せず（＜12.7） 検出せず（＜11.5)

49 H.26.3.10 樋橋 ふきのとう 検出せず（＜13.9） 検出せず（＜15.4)

50 H.26.3.17 高道祖 たけのこ 検出せず（＜9.81） 検出せず（＜10.8) 孟宗竹

51 H.26.3.24 新堀 せり 検出せず（＜11.3） 検出せず（＜12.5)

52 H.26.3.24 高道祖 せり 検出せず（＜10.9） 検出せず（＜12.0)

＊測定結果の欄の「（＜）」標記は検出下限値で、測定する農作物等により異なります。

＊「検出せず」とは検出下限値未満であることを表します。



＊一般食品の基準値は１００Ｂq／kg以下です。


