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産地 測定値（㏃／ｋｇ） 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

アサツキ 高久甲産 不検出 とまと 那塩・井口 不検出

枝豆（茹で・鞘付） 高久丙産 不検出 〃 豊原丙 不検出

〃（茹で・豆） 高久丙産 不検出 〃 豊原丙 不検出

〃（茹で・鞘） 高久丙産 不検出 とうもろこし（茹で） 高久丙産 不検出

かぼちゃ 那塩・一区町産 不検出 〃 豊原丙 不検出

〃 高久丙産 不検出 なす 豊原丙産 不検出

〃 高久甲産 不検出 〃 那塩・井口 不検出

からし菜 那須町産 不検出 にんにく 池田地区 不検出

乾燥ハーブ 那塩・東原 不検出 ねぎ 豊原丙産 不検出

カモミール 高久甲産 不検出 〃 那塩・関谷 不検出

きゅうり 豊原丙産 不検出 〃 高久甲産 不検出

〃 那塩・井口 不検出 〃 豊原丙産 不検出

〃 〃 不検出 〃 豊原丙産 不検出

〃 東京都 不検出 ネトル｛乾燥） ？ ＣＳ１３７：７７．８

黒南京豆 馬頭産 不検出 白菜 東豊浦産 不検出

小松菜 那塩・鍋掛産 不検出 〃 高久甲産 不検出

スナップえんどう 高久甲産 不検出 〃 那塩・木綿畑産 不検出

ズッキーニ 那塩・井口 不検出 〃 豊原丙産 不検出

〃 豊原丙産 不検出 ピーマン 那塩・井口 不検出

大根 高久甲産 不検出 ブロッコリー 豊原丙産 不検出

〃 那塩・接骨木産不検出 みょうが 高久乙産 不検出

〃 静岡県産 不検出 〃 高久甲産 不検出

〃 豊原丙産 不検出 〃 高久乙産 不検出

〃 那塩・東那須野産不検出 〃 高久甲産 不検出

大豆 那塩・鍋掛 不検出 〃 那塩・鍋掛産 不検出

〃 那塩・鍋掛産 不検出 ミント 高久乙産 不検出

〃 高久丙産 不検出 みつ葉 田島産 不検出

〃 千葉県産 不検出 らっきょう 那須町産 不検出

〃 那須町産 ＣＳ１３４検出：１８・３ 〃 高久甲産 不検出

〃 那須町産 ＣＳ１３４検出：５２．０ ルハーブ 福島・西郷村産 不検出

玉ねぎ 高久甲産 不検出 レタス 那塩・井口産 不検出

野菜ミックス 豊原丙産 不検出

野菜ミックス 高久甲産 不検出

じゃがいも（生） 寺子丙産 不検出　 じゃがいも 大沢地区 不検出

〃 黒羽産 不検出 〃 大田原・佐良土 不検出

じゃがいも 那塩・井口産 不検出 〃（生） 寺子丙産 不検出　

〃 那須町産 不検出 〃 黒羽産 不検出

〃 池田地区 不検出 茹でじゃがいもの皮 那塩・埼玉産 不検出

〃 高久丙 不検出 里芋 高久甲産 不検出

〃 豊原丙 不検出 〃（煮物） 沼野井産 不検出

じゃがいも 高久甲 不検出 さつま芋(皮なし） 高久甲産 不検出

玄米 那塩・青木産 不検出

〃 高久丙 不検出 〃 福島・郡山産 不検出

〃 大田原産 不検出 〃 池田地区産 不検出

２０１5年食品計測まとめ（２０１5年食品計測まとめ（２０１5年食品計測まとめ（２０１5年食品計測まとめ（1月分から１２月分）1月分から１２月分）1月分から１２月分）1月分から１２月分）

野菜類野菜類野菜類野菜類

芋類芋類芋類芋類

米類米類米類米類



〃 那塩・高林産 不検出 〃 福島産 不検出

五分ずき米 東三島産 不検出 ２０１０年産米 栃木産 不検出

七分づき米 石川県産 不検出 もち米（２０１３年産） 大田原産 不検出

白米 高知県 不検出 おにぎり 市販品 不検出

〃 大田原・両郷 不検出 米ぬか 福島産 不検出

〃 山形・鮭川村産 不検出 〃 那塩・鍋掛産 不検出

〃 石川・能登産 不検出 〃 鍋掛精米所 不検出

〃 山形県産 不検出 〃 芦野産 不検出

〃 福島県相馬産 不検出 〃 福島産 不検出

〃 福島県産 不検出 〃 鍋掛・精米所 ＣＳ１３７検出：１８・３

〃 池田地区産 不検出 〃 山梨子地区・精米所 ＣＳ１３７検出：１９

いちご 鍋掛産 不検出 サルナシ 高久丙産 不検出

〃 高久甲産 不検出 ジューンベリー 高久丙産 不検出

〃 湯本産 不検出 〃 高久丙産 不検出

〃 豊原丙産 不検出 すいか 高久丙産 不検出

〃 大島産 不検出 ソルダム 豊原丙産 不検出

〃 鍋掛産 不検出 ソルダム 高久丙産 不検出

いちじく 高久乙産 不検出 なつめ 福島・富岡町産 検出ＣＳ１３７：１２．４

梅 高久甲産 不検出 梨 市販品 不検出

梅 高久甲産 不検出 バナナ フィリピン産 不検出

〃 高久甲産 不検出 白桃 産地不明 不検出

〃 高久乙産 不検出 桃 高久丙 不検出

〃 高久乙産 不検出 〃 高久丙 不検出

〃 高久丙産 不検出 ブルーベリー 豊原丙産 不検出

〃 芦野産 不検出 〃 那塩・東原 不検出

梅の実 富岡 ＣＳ１３７検出：１６．１ 〃 富岡 不検出

梅酢液 高久丙 不検出 〃 那塩・鍋掛 不検出

梅干し 福島・白河産 不検出 〃 高久丙 不検出

柿 那須塩原産 不検出 〃 高久丙産 不検出

〃 茨城・古河市産 不検出 〃 高久乙産 不検出

〃 那塩・鍋掛産 不検出 〃 豊原甲産 不検出

〃 福島・嵩岡町産 ＣＳ１３７：２３．１ 〃 那塩・青木産 不検出

干し柿 那須塩原産 不検出 〃 高久甲産 不検出

花梨 湯本産 不検出 〃 寺子丙産 不検出

キウイ{茹で） 高久甲産 不検出 〃 高久甲産 不検出

きんかん 大田原・佐良土 不検出 〃 高久甲産 不検出

栗(生・渋皮付） 高久丙産 不検出 やまぶどう 高久丙産 不検出

　　　　　〃（茹で） 宇都宮産 不検出 ゆず 芦野産 不検出

〃（山栗） 高久乙産 不検出 〃 那塩・埼玉産 不検出

〃（生・渋皮付） 豊原丙産 ＣＳ１３７：１０．５ 〃 那塩・金沢産 不検出

〃（生・渋皮付） 池田地区産 ＣＳ１３７：１７．３ 〃 那塩・鍋掛産 不検出

〃（茹で） 芦野産 検出：７０．４ 〃 茨城・古河産 不検出

〃（生栗の皮） 芦野産 検出：８５．９ 〃 那塩・田島内産 不検出

〃（生山栗・渋皮付） 高久丙産 検出：１４２．５ 〃 那須町産 ＣＳ１３７検出：２５．０

〃（生） 高久乙産 検出：１４８．８ 〃 那塩・東原産 ＣＳ１３７検出：１８．０

〃（茹で・渋皮むき） 高久丙産 検出：１５２．８ ゆずマーマレード 西那須野産 不検出

小梅 高久甲産 不検出 りんご 山形県産 不検出

〃 那須塩原産 不検出 ワイルドベリー 高久甲産 不検出

さくらんぼ 高久丙産 不検出 〃 高久乙産 ＣＳ１３７：２１．９

〃 高久丙産 不検出 ワイルドベリージャム 高久乙産 ＣＳ１３７：１７．７

猪肉 宇都宮・篠井町検出：５１．２
どんこ（頭なし、内臓と

も）

茨城・那珂湊沖産 〃

鮎 那珂川産？ 不検出 やまべ おい川 不検出

〃 神奈川県 不検出 〃 四ツ川産 ＣＳ１３７検出：１０．６

〃那珂川（那塩市内）３９，５０ 〃 黒川産 ＣＳ１３７検出：２０．０

果実類果実類果実類果実類

魚類・肉など魚類・肉など魚類・肉など魚類・肉など



いくら 那珂川産？ 不検出 めかぶ（茎以外） 石巻産 不検出

鮭 那珂川産 不検出 〃（茎部） 石巻産 不検出

雑魚 三蔵川 ＣＳ１３７検出：１４．８ 煮干し 千葉県産 不検出

あけぼの桜しめじ 福島県古町産 不検出 ちたけ 福島・金山町産 不検出

裏紅ほていしめじ 福島県南会津産 不検出 〃 福島・金山町産 不検出

〃 福島県古町産 不検出 〃 福島・南会津産 不検出

きくらげ 郡山産 不検出 〃 福島・南会津産 不検出

くりたけ 南会津産 不検出 〃 福島・金山町産 不検出

桜しめじ 福島県南会津産 不検出 〃 福島・金山町産 検出ＣＳ１３７：２３．２

〃 福島県南会津産 ＣＳ１３７検出：１６．９ 〃 福島・金山町産 検出ＣＳ１３７：２４．４

〃 福島県古町産 ＣＳ１３７検出：３６．８ 〃 福島・金山町産 検出ＣＳ１３７：２９．３

〃 福島県南会津産 ＣＳ１３７検出：４９．１ 〃 福島・金山町産 検出ＣＳ１３７：５１．２

しいたけ 那珂町（？） 不検出 ちたけ絞り汁 福島・金山町産 不検出

〃 群馬県産 ＣＳ１３７検出：４３．２ なめこ 日光市？ 不検出

〃 群馬・中之条産 ＣＳ１３７検出：５１．７ ならたけ 福島県金山町産 不検出

〃 群馬・中之条産 ＣＳ１３７検出：８０．４ 〃 福島県金山町産 不検出

〃 群馬・中之条産 ＣＳ１３７検出：９２．９ 畑しめじ 芦野産 検出：７２．０

〃 高久甲産 ＣＳ１３７検出：２０４．６ ひらたけ 真岡市西沼産 不検出

正源寺茸 福島県古町産 検出：１０９ 花びらだけ 福島県古町産 不検出

たまご茸 高久乙産 検出：４５０ 花いぐち 福島県古町産 不検出

　　〃 高久丙産 検出：５６２ マイタケ{自生） 湯本産 検出：１９２．６

〃 高久丙産 検出：７２２ むきたけ 南会津産 不検出

白色茸（名前不詳） 高久丙産 検出：２４４．９

茶色茸（名前不詳） 高久丙産 検出：４１０．９

あけび 那塩・埼玉産 不検出 たけのこ（茹で） 芦野産 不検出

〃 高久丙 不検出 〃（〃） 沼野井産 不検出

〃 芦野産 ＣＳ１３７検出：１０．１ 〃（生） 寺子地区産 不検出

わらび（乾燥） 湯本産 検出ＣＳ１３７：１０４．０ たけのこ　（缶詰赤紅葉） 高久丙産 ＣＳ１３７：９．５０

わらび 高久甲産 ？記録なし たけのこ　 高久丙産 ＣＳ１３７：１２．４

〃 高久甲産 不検出 〃 那塩・井口産 検出ＣＳ１３７：１９．７

〃（あく抜き後） 那塩・埼玉産 不検出 〃 那須町 ＣＳ１３７検出：２３．４

〃（〃） 高久丙産 不検出 〃（茹で） 豊原丙産 ＣＳ１３７：３３，５

〃 高久乙産 検出ＣＳ１３７：１６．６ 〃 高野地区産 検出ＣＳ１３７：４０．５

〃｛あく抜き後） 日光市産 検出ＣＳ１３７：３３．５ 〃（茹で） 大同地区産 検出：７６．３

〃 那塩・埼玉産 検出：７２．１ 〃 鍋掛産 検出：７８．０

〃 那塩・埼玉産 検出：７２．１ 真竹 寺子産 検出：２４４．２

甘草 高久甲産 不検出 たらの芽 寺子乙産 検出ＣＳ１３７：１６．０

〃 高久甲産 不検出 〃 戸野地区産 検出ＣＳ１３７：４７．５

銀杏（茹で・薄皮付） 芦野産 ＣＳ１３７検出：１２．４ 〃 高久甲産 検出：４８．３

桑の実 高久甲産 不検出 どんぐりの実 高久丙産 検出：３４．６

〃 高久甲産 不検出 どくだみ{半生） 芦野産 検出ＣＳ１３７：１５．７

行者にんにく 高久甲産 不検出 ナツハゼの実 那須塩原産 検出：５４．８

桑の実 高久甲産 不検出 のびる 芦野産 不検出

〃 高久甲産 不検出 びわの実 那塩・三原産 不検出

こごみ 不明 不検出 ふき｛生） 青木産 不検出

〃 高久丙 不検出 〃 那塩・東三島産 不検出

こしあぶら 富岡 検出：２１７．２ 〃 那須町 不検出

※１　〃 高久甲産 検出：２６９．８ ふきのとう 高久甲産 検出：１６９．０

※２　〃 高久甲産 検出：３７４．１ 山ぼうし 高久丙産 ＣＳ１３７検出：３１．６

〃 那塩・埼玉産 検出：４４３．４ よもぎ｛茹で） 伊王野産 ？記録なし

〃 戸野地区産 検出：５３１ 〃 鍋掛産 不検出

こしあぶら 不明 検出：６７６ 〃（茹で） 高久丙産 検出ＣＳ１３７：１８．０

〃 高久丙産 検出：８６１ 〃（生） 高久丙産 検出ＣＳ１３７：２６．９

さるとびいばらの実 高久丙産 不検出 〃（茹で） 高久甲産 検出ＣＳ１３７：３６．１

山椒の実 那須塩原産 不検出 〃 那塩・井口 ＣＳ１３７検出：４３．５

山菜類山菜類山菜類山菜類

　きのこ類　　きのこ類　　きのこ類　　きのこ類　



すぎな（半生） 芦野産 検出ＣＳ１３７：３５．０ 〃（茹で） 沼野井産 検出ＣＳ１３７：４７．２

ぜんまい 那塩・埼玉産 検出：２，６５１ わらび（乾燥） 湯本産 検出ＣＳ１３７：８１．９

木灰 舘岩村産 検出：３８７

〃 舘岩村産 検出：５８７ 木灰 寺子乙産 検出：１７，２８０

〃 マレーシア産 検出：１、１６３ 〃 高久丙産 検出：１７，９５０

〃（皮むき薪） 高久甲産 検出：１，５４１ 〃 那塩・東原産材 検出：１９，９６０

〃 マレーシア産 検出：１．６８７ （市販薪と混焼） 高久丙産 検出：２０，１５０

〃 矢板・高久乙 検出：１９５８ 〃 湯本産 検出：２１，７１０

（１３年前薪屋根下保管） 高久丙産 検出：２、３１０ 〃 高久乙産 検出：２２，５００

〃 高久甲産 検出：２，５８４ 〃 那須町産？ 検出：２２，８７０

〃

高久丙２００２年産屋外保

管材
検出：３，４３９ 〃 那須町産 検出：２３，２８０

〃 大田原産 検出：６，２２０ 〃 高久丙産 検出：２５，８１０

〃 高久甲産 検出：６、８１０ 〃 高久丙産 ＣＳ１３７：２７，３１０

木灰 豊原丙産 検出：６、９００ 〃 ？ ＣＳ１３７：２７，６１０

(３．１１以前の薪） 那塩・高林産 検出：７、１７０ 〃 高久甲産 検出：２８，７６０

（皮むき薪と普通撒きとの混合）
高久甲産 検出：７，６２０ 〃 高久丙産 ＣＳ１３７：３１，１００

〃 高久甲産 検出：８，０５０ 〃 ？ ＣＳ１３７：３１，４００

〃 高林産 検出：９，２２０ 〃 西田地区産材 検出：３９，０５０

〃 高久乙産 検出：９，８９０ わら・枯れ枝の灰 沼野井産 検出：７１３

〃 高久乙産 検出：９，８９０ もみ殻灰 寺子乙産 検出：１，０３４

〃 高久丙産 検出：１０，３８０ 草木灰 高久丙産 検出：３，１３０

〃 大沢産 検出：１２，８９０ 枯葉の灰 寺子乙産 検出：３，１７６

〃 高久甲産 検出：１６，２１０ 〃 大田原産？ ＣＳ１３７：３，２１８

〃 那塩・東原産 検出：１６，６３０ 〃 ？ ＣＳ１３７：５，５５０

〃 高久丙産 検出：１７，０９０ 〃 ？ ＣＳ１３７：６，２８０

おがくず

高久丙２００２年産屋外保

管材
不検出

〃 南会津産材 〃 木屑（くぬぎ） 福島・白河産 検出：２９３．７

〃 高久丙産 不検出 竹チップ 那須塩原産 検出：２９８．１

〃 南会津産 不検出 松の落ち葉 鍋掛産 検出：３０８．１

樹木チップ ？？？？ ＣＳ１３７：２０．３ 木屑（なら） 西田地区産 検出：３３９．９

薪 さくら市産 ＣＳ１３７：４１．８ 木屑（くぬぎ） 西大久保地区産 検出：４０３．４

木屑（くぬぎ） 西田地区産 ＣＳ１３７検出：４２．９ 落ち葉 高久乙産 検出：４４９．３

おがくず 馬頭地区産 検出：１２５．６ 〃 那須ＩＣ出口 検出：５５１

枯葉 豊原乙 検出：１１８．２ 木屑（なら） 西大久保地区産 検出：５７３

落ち葉 高久乙産 ＣＳ１３７検出：２２５ 落ち葉 那須ＩＣ出口 検出：７０７

おがくず 両郷地区産 検出：２８６．１ 木炭（なら材） 西田地区産 検出：１，２４６

木炭（くぬぎ材） 西田地区産 検出：２，０５５

畑の土 湯本産 不検出

〃 那塩・東三島産 検出：１５２．４ 庭の土 高久乙産 検出：１，８６９

〃 那塩・東三島産 検出：１６０．６ 〃 高久丙産 検出：２，１１５

白菜畑の土 那塩・木綿畑産 検出：１６８．７ 〃（花壇） 高久乙産 検出：２，２１４

畑の土 那塩・東三島産 検出：２０３．４ 庭の土 ハイランド地区 検出：２，４９８

〃 高久丙産 検出：２１６．４ 〃 ハイランド地区 検出：３，１２９

〃 大田原・佐良土 検出：２６５ 〃 高久丙産 検出：３，７８１

〃 高久甲産 検出：３４６．４ 〃（軒下土） 那塩・鍋掛産 検出：４、７２３

〃 高久甲産 検出：４３８ 庭の土 高久乙産 検出：５，２４０

〃 高久丙産 検出：５４６ 〃（軒下土） 高久丙産 検出：５，６５０

〃 高久乙産 検出：５９０

サンルームドレン下の土（Ｅ

Ｍ散布）

鍋掛産 検出：５、６８０

〃 高久丙産 検出：６０９ 庭の土(砂利交じり） ハイランド地区 検出：５，７６０

〃 〃 検出：７１４ 雨樋流込土 高久丙産 検出：６６，９００

〃 那塩・鍋掛産 検出：７２９ 栗の木下の土 高久丙産 検出：６８，９００

〃 高久甲産 検出：７３６ 雨樋堆積物 高久丙産 検出：３３，０３０

畑の土 高久甲産 検出：７７４ 〃 高久丙産 検出：５６，３００

〃 高久甲産 検出：８１２ 〃 高久丙産 検出：１８７，８００

〃 高久丙産 検出：８５２ 〃 高久丙産 検出；２６６，８００

〃 高久甲産 検出：８８５ 側溝の土 高久甲産 検出：１９３．３

木灰など木灰など木灰など木灰など

枯葉など枯葉など枯葉など枯葉など

土など土など土など土など



〃 高久甲産 検出：１，０００ 土 黒羽地区産 検出：６１７

田んぼの土 伊王野地区産検出：１、００６ 道路脇の土 豊原丙地区産 検出：３，００２

畑の土 高久乙産 検出：１，１０７ 〃 大沢地区産 検出：４，０２７

〃 高久甲産 検出：１，１８７ 〃 友愛小前の土① 検出：６，７７０

大豆畑の土 那塩・鍋掛産 検出：１、４２０ 〃 友愛小前の土② 検出：１６，３５０

黒土 那塩・接骨木産検出：２，００８ 〃 ３０号線沿い 検出：３４，０７０

赤土 那塩・接骨木産検出：２，０５４ 道路脇の土（砂） 那塩・東原産 検出：８５９

畑の土 豊原乙産 検出：２，３９８ 培養土 市販品 不検出

〃 鍋掛産 検出；３，１１６ 〃 市販品 不検出

〃 沼野井産 検出：３，３３２ 〃 市販品 ＣＳ１３７検出：１８．６

庭の土 高久甲産 ＣＳ１３７：２６．９ 腐葉土 北海道 不検出

〃 那塩・東三島 検出：１８９．４ 〃 ハイランド地区 検出：１３，６５０

〃 那塩・東三島産 検出：１９５．８ 発酵鶏糞 千葉市原産 不検出

〃 那塩・東三島 検出：８３９ 牛糞堆肥① 青木農業祭 不検出

〃 大田原・浅香 検出：８５４ 〃② 〃 不検出

〃（花壇） 高久甲産 検出：１，１４３ 〃③ 〃 不検出

庭の土ハイランド地区検出：１，２２０ 生ごみ＋落ち葉 高久丙産 検出：１，３８６

〃（雨だれ部）ハイランド地区検出：１，２２８ 〃 〃 検出：１、７９４

ツバメの巣 那塩・東原 検出：１，２９３

水道水 高久乙産 不検出

井戸水 高久丙 不検出 水 ？ 不検出

〃 那塩・下中野 不検出 自家水道水 那塩・田島内産 不検出

〃 寺子乙 不検出 清水（林道） 那塩・田島内産 不検出

井戸水 高久乙産 不検出 湧き水 吉野目湧水 不検出

私設水道水ハイランド地区不検出 水出し野草茶 那須塩原市産 不検出

抹茶ミルク 片岡物産 不検出

猫餌 市販品 不検出 はちみつ 那珂川町 不検出

麦茶 太田原・三原産 不検出 はちみつ 那珂町（？） ＣＳ１３７検出：１４．４

味噌 那塩・青木産 不検出 ドッグフード 市販品 不検出

こうや豆腐 宮城・市販品 不検出 飼料用干草 高久乙産 ＣＳ１３７：４７．７

桃ジュース 福島県産 不検出 ウーロン茶 静岡産 不検出

メープルシロップ

１／５０　液）

日光市産 不検出

飲料水など飲料水など飲料水など飲料水など

その他その他その他その他


