
野 菜
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

甘とうがらし 豊原丙 不検出 じゃがいも 福島県伊達町 不検出

小豆 大田原産 不検出 　　　〃 豊原丙 不検出

えごま（粉末） 日光市 不検出 　　　〃（皮付き） 高久丙 不検出

かきどおし 埼玉県上尾市 不検出 〃（皮付き、蒸し） 高久丙 不検出

かぼちゃ 那須塩原市宇都野 不検出 　　　〃 高久甲 不検出

茹でかぼちゃ 高久丙 不検出 　　　〃（生） 矢野目地区 ＣＳ１３７検出：　１６．４

からし菜 那須塩原市東三島 不検出 春菊 高久甲松子地区 不検出

きくいも 高久丙 不検出 しょうが 大田原市 不検出

きゃべつ 市販品 不検出 ズッキーニ 豊原丙 不検出

　　〃 豊原丙 不検出 　　　〃 豊原丙 不検出

　　〃 高久甲 不検出 　　　〃 豊原丙 不検出

きゅうり 豊原丙 不検出 ズッキーニ 市販品（栃木県産） 不検出

きゅうり 豊原丙 不検出 そら豆 那須塩原市東三島 不検出

金時豆 北海道 不検出 そば殻 福島県 不検出

白米 高久丙山梨地区 不検出 大根 市販品 不検出

　〃 大田原市 不検出 　〃 高久甲 不検出

　〃 那須塩原市④ 不検出 　〃 豊原丙 不検出

　〃 那須塩原市③ 不検出 大豆 那須塩原市鍋掛 不検出

　〃 那須塩原市① 不検出 　〃 那須塩原市接骨木 ＣＳ１３７検出：　２４．０

　〃 高久丙山梨地区 不検出 玉ねぎ 那須塩原市接骨木 不検出

米・五分づき 塩谷町 不検出 チンゲンサイ 高久丙産 不検出

玄米 那須塩原市 不検出 とまと 豊原丙 不検出

　〃 山形県新庄市 不検出 とまと 豊原丙 不検出

　〃 山形県新庄市 不検出 とまと 山形県新庄市 不検出

玄米・２６年産米 大田原市 不検出 トマトケチャップ トマト：西那須野 不検出

玄米 福島県 不検出 冬瓜 那珂川町 不検出

　〃 那塩市産② 不検出 ミニとまと 豊原丙 不検出

　〃 山形県新庄市 不検出 なす 千振地区 不検出

　〃 山形県新庄市 不検出 　〃 豊原丙 不検出

〃（2015秋） 山形県新庄市 不検出 長ねぎ 千振地区 不検出

〃（2015秋） 塩谷町産 不検出 　〃 豊原丙 不検出

米ぬか 那須塩原市宇都野 不検出 　〃 大谷地区 不検出

　　〃 山形県新庄市 不検出 人参 那塩市宇都野 不検出

　〃 簑沢地区 不検出 人参 那須塩原市接骨木 不検出

　〃 那須塩原市宇都野 不検出 人参 豊原丙 不検出

　〃 山形県新庄市 不検出 菜っ葉ミックス 那須塩原市美原 不検出

　〃 鍋掛・精米機 CS１３７検出：　４１．０ 白菜・キャベツ混 那塩市木綿畑 不検出

蒟蒻芋 西那須野 不検出 白菜 那塩市東三島 不検出

里芋 高久甲 不検出 白菜 豊原丙 不検出

さつま芋 高久甲 不検出 ひまわりの種 高久丙 ＣＳ１３７検出：　１９．６

蒸しさつま芋 大沢地区 不検出 ひたし豆 大田原市 ＣＳ１３７検出：　１８．６　

さつま芋 高久甲 不検出 ブロッコリー・生 豊原丙 不検出

里芋・皮付き 那須塩原市東原 不検出 みつ葉（炒め） 高久丙 不検出

2016年1月～１2月分測定結果一覧表



野 菜
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

里芋 高久甲 不検出 みつ葉 那須塩原市鍋掛 不検出

白とうもろこし 豊原丙 不検出 　　〃 大田原市薄葉 不検出
じゃがいも（生、皮剥） 千振地区 不検出 みょうが 高久丙 不検出」

じゃがいも 高久甲 不検出 　　〃 高久丙 不検出

ラディッシュ 豊原丙 ＣＳ１３７検出：　１１．１ 　　〃 不明 ５５．４不検出判定

ルバーブ 那須塩原市青木 不検出 　　〃 高久丙 ＣＳ１３７検出：　１２．５

レタス 大沢地区 不検出 　　〃 高久丙 ＣＳ１３７検出：　１３．６

レモンバーム 高久丙 不検出 野菜・混合 那須塩原市小結 ＣＳ１３７検出：　１２．１

レモンバーム・生 高久乙 検出：　１９３ らっきょう 高久甲 不検出

わさび菜 那須塩原市西那須町 不検出 つるむらさき 那須塩原市宇都野 不検出

山菜
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

こしあぶら（生） 高久丙 ＣＳ１３７検出：　６５．５ びわの葉 那須塩原市宇都野 ＣＳ１３７出：　５６．３

こしあぶら 那須塩原市埼玉 検出：　３６７．３ ふき（茹で） 豊原地区 不検出

こしあぶら（天ぷら） 寺子丙 検出：　３６９．４ 　〃（生） 大田原市薄葉 不検出

こしあぶら 高久甲 検出：　４３０．７ ふき（生） 高久丙 ＣＳ１３７検出：　４５．３

竹の子（茹で） 矢野目地区 不検出 ふき 那須塩原市末広町 検出：　８３．７

　〃（茹で） 千振地区 不検出 ふきのとう 那須町 不検出

たけのこ 芦野 不検出 　　〃 高久丙 ＣＳ１３７検出：　 ２２．０

　〃（茹で） 那須塩原市伊佐野 ＣＳ１３７検出：　１１．７ ふきの葉（生） 豊原地区 ＣＳ１３７検出：　３２．３

　　〃（茹で） 豊原丙 ＣＳ１３７検出：　１６．６ わらび（あく抜き） 高久丙 不検出

　〃（茹で） 千振地区 ＣＳ１３７検出：　２０．４ わらび 高久甲 ＣＳ１３７検出：　４４．８

たけのこ 那須塩原市両郷 ＣＳ１３７検出：　２１．７ わらび｛あく抜き） 高久丙 不検出

　〃（生） 高久甲 ＣＳ１３７検出：　２２．１ 昨年のわらび（水戻し) 那須塩原市埼玉 不検出

　〃｛生） 那珂川町 ＣＳ１３７検出：　２２．４ 山椒の実 那須塩原市鍋掛 不検出

　〃｛茹で） 沼野井 ＣＳ１３７検出：　２３．５ 山椒の実・生 那須塩原市宇都野 ＣＳ１３７検出：　１７．４

　〃｛生） 那須塩原市鍋掛 ＣＳ１３７検出：　２４．６ 山椒の実・２回煮 那須塩原市東原 ＣＳ１３７検出：　２５．０

　〃｛茹で） 高野地区 ＣＳ１３７検出：　５１．４ こごみ 那須塩原市青木 不検出

　〃｛生） 高久甲 検出：　１０５．６ こごみ 市販品 不検出

たけのこ 湯本 ＣＳ１３７検出：　１２５．９ こごみ 千振地区 不検出

破竹 芦野地区 ＣＳ１３７検出：　１３．０ 　〃（茹で） 高久丙 ＣＳ１３７検出：　２３．６

タラの芽 高久丙 ＣＳ１３７検出：　１８．７ すぎな（生） 那珂川町 不検出

　〃（茹で） 高久甲産 ＣＳ１３７検出：　３９．１ げんのしょうこ（生） 那珂川町 不検出

タラの芽 芦野 検出：　１９８．９ どくだみ（生） 那珂川町 不検出

たらの葉 高久丙 不検出 どくだみ 芦野地区 不検出

よもぎ 高久甲 不検出 うまぶどう 大田原市薄葉 不検出

　〃（生） 那須塩原市宇都野 不検出 がまずみ 沼野井地区 不検出

よもぎ（茹で） 高久丙 不検出 からたち 伊王野地区 不検出

よもぎ（生） 那珂川町 ＣＳ１３７検出：　２１．８ 桑の実 那須町 不検出
よもぎ 高久乙 ＣＳ１３７検出：　４１．５ 　〃 那須塩原市宇都野 不検出
よもぎ｛2015年産） ？ 検出：　４１５．４ 桑の葉 那須町 不検出



キノコ類
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

イグチ系きのこ 高久丙 検出：　２６５．５ ちちたけ 茂木町 ＣＳ１３７検出：　３７・６

きのこ 芦野地区 不検出 ちたけ 福島県金山町 検出：　７８．５

くりたけ 高久丙 検出：　２８４．０ ちたけ 福島県金山町 ＣＳ１３７検出：　１１５．１

しいたけ 市販品・栃木県産 不検出 ちたけ 福島県金山町 ＣＳ１３７検出：　１４９．６

しいたけ 群馬県中之条町 ＣＳ１３７検出：　４６．９ ちたけ 福島県金山町 ＣＳ１３７検出：　２５７．５

菌床乾燥椎茸 那須塩原市青木 ＣＳ１３７検出：  ４９．５ なめこ 檜枝岐 不検出

生しいたけ 那須塩原市東原 検出：　７３．４ はたけしめじ 寺子地区 不検出

しいたけ 高久丙 検出：　６７２ はたけしめじ 那須塩原市小結 検出：　１４３．５

たまご茸 高久丙 検出：　６７５ はつたけ 高久丙 検出：　９８０

舞茸 寺子乙地区 ＣＳ１３７検出：　２９．４ むきたけ 福島県・南会津 不検出

果実・木の実
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

茹で栗・渋皮なし 高久丙 検出：　１１９．９ みかん 那塩市伊佐野産 ＣＳ１３７検出：　 １１．７

栗 大同地区 検出：　１１７．２ ゆず 那塩市宇都野産 ＣＳ１３７検出： 　１７．９

生栗・外殻付き 高久丙 検出：　１１３．０ ゆず 黒田原地区 不検出

栗 高久乙 検出：　１０７．３ ゆず 那須塩原市鍋掛 不検出

生山栗・外殻付き 湯本地区 検出：　８６．９ ゆずの種と皮 大田原市 不検出

茹で山栗・外殻付き 高久丙 検出：　８４．６ ゆず（果肉・皮）ジャム 大田原市 不検出

生山栗・外殻付き 高久丙 検出：　７１．０ ゆず 那須塩原市金沢 不検出

茹山栗・外殻付き 湯本地区 検出：　６６．０ 柿 那須塩原市末広 不検出

生栗・外殻付き 馬頭町 ＣＳ１３７検出：　２８．３ 柿 那須塩原市東岩崎 不検出

生栗・外殻付き 池田地区 ＣＳ１３７検出：　２０．０ 柿 高久甲 不検出

茹で栗・渋皮なし 高久丙 ＣＳ１３４検出：　１９．４ 干し柿 高久丙 不検出

茹で栗・渋皮なし 高久丙 検出：　１４２．９ 干し柿 大田原市 不検出

生山栗・外殻付き 大沢地区 検出：　１８５．９ 干し柿 高久甲 不検出

栗 大田原市羽田沼 検出：　２０４．９ 干し柿 高久丙・池田地区 不検出

栗の外殻 那須塩原市 不検出 干し柿 那塩市宇都野産 不検出

茹で栗・渋皮なし 那須塩原市東原 不検出 干し柿 産地不明 不検出

茹で栗 福島県会津 不検出 干柿(完熟液状)2 那須塩原市金沢 検出： ７７．３

茹で栗・渋皮なし 那須塩原市、 不検出 干柿(完熟液状)1 那須塩原市金沢 検出：　１０２．７

茹で栗 芦野 不検出 なつはぜ 高久丙 不検出

生栗・渋皮なし 寺子乙 不検出 さくらんぼ 那須塩原市西那須野 不検出

生栗・外殻付き 生栗・外殻付き 不検出 しだれ桃の実 那須塩原市東原 不検出

ブルーベリー 高久丙 不検出 すもも 福島県伊達町 不検出

ブルーベリー 不明 不検出 びわ 那須塩原市宇都野 不検出

ブルーベリー 那須塩原市鍋掛 不検出 ブラックベリー 沼野井地区 不検出

ブルーベリー 高久乙 不検出 いちご（畑栽培） 高久乙 不検出

ブルーベリー 那須塩原市金沢 不検出 いちご 那須町 不検出

ブルーベリー 大日向地区 検出：　２２．９ 梅ジャム ちふり湖付近産 不検出

栃の実 湯津上町 不検出 梅干し 高久丙 不検出

栃の実 那須塩原市宇都野 ＣＳ１３７検出：　５７．１ 梅干し 梅：奈良県産 不検出

キウイ 高久丙 不検出 ガーデンハックルベリー 那須塩原市宇都野 不検出

銀杏 東京都・三鷹市 不検出



その他食品
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

生卵 大田原市大輪産 不検出 ほうじ茶 鹿児島産 不検出

はちみつ 福島県・伊達市 不検出 味噌｛’12年産大豆） 豊原丙産 不検出

魚類
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

やまべ 白沢川 ＣＳ１３７検出：　３９．５ いくら 那珂川・若鮎大橋 不検出

内臓（やまべ＋鯉） 白沢川 不検出 いわし 宮城県 不検出

やまべ・頭と内臓なし 苦戸川 ＣＳ１３７検出：　２０．０ 鯉 白沢川 不検出

やまべ 多羅沢川 ＣＳ１３７検出：　３２．９ めひかり 千葉県産 不検出
やまべ・頭付き内臓なし 多羅沢川 ＣＳ１３７検出：　１４．１

水類
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

地下水 大田原市薄葉 不検出 へちま水 芦野産 不検出

井戸水 漆塚 不検出 山野草茶 芦野産 不検出

井戸水 矢野目地区 不検出 雨水（１２／１直接採取） 高久丙 不検出



木 灰など
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

木灰（201１年3月前の薪） ？ 検出：　６７．６ 　〃 高久丙 検出：　１５，８００

木灰 長野県産 検出： 　２，７５８ 　〃 高久甲 検出：　１６，８３０

木灰 埼玉 検出：   ５４７ 〃 那須塩原市東原 検出：１６，８６０

木灰 高久丙 検出：　７２２ 　〃 高久甲 検出：　１７，４７０

木灰 高久丙 検出：　１，０１７ 　〃 高久丙 検出：　１７，８００

木灰 舘岩 検出：  １，１３７ 　〃 那須塩原市東原産 検出： １７，９１０

木灰（2013年の薪） 栃木県市貝町産 検出：　１，３３１ 　〃 那塩市高林産 検出：　１８，３４０

灰（今年の枯枝と枯葉） 高久丙 検出：　１，６１１ 　〃 高久丙 検出：　１９，４８０

木灰 市貝町 検出：　３，６２２ 　〃 高久丙 検出：　２１，４９０

木灰 広谷地地区 検出：　５，４０４ 　〃 那須塩原市 検出：　２２，１３０

木灰 高久甲 検出：　５，５７５ 　〃 高久甲 検出： 　２３，２７０

庭木の焼却灰灰 太田原市宇都野 検出：　８，２５０ 　〃 福島県西会津 検出：　 ２８，４３０

庭木の焼却灰灰 太田原市新富町 検出：　９，８１０ 　〃 寺子乙 検出：　３２，５７０

木灰 豊原甲 検出：　１２，８５０ 　〃 那塩市四区産 検出：　４１，６１０

　〃 千振 検出：　１２，０３０ 木灰（ベランダ解体材） ？ 検出：　４７，３１０

　〃 高久丙 検出：　１２，０２０ 木灰 那須塩原市 検出：　５１，５００ 

　〃 鍋掛産 検出：　１３，０６０ 　〃 那須塩原市四区 検出：　７０，７００

　〃 高久丙 検出：　１４，３１０ スト―ブ煙突の煤 高久丙 検出：　２７，７４０

木材・枯葉
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

くんたん 那須塩原産 不検出 落ち葉（デッキ上） 高久甲 ＣＳ１３７検出：１１０

おが屑 福島県南会津 不検出 今年の落ち葉（広葉樹） 高久乙 CS１３７検出：　５８．８

おが屑（クヌギ） 矢吹地区 ＣＳ１３７検出：　１３．７ 落ち葉（松） 那須塩原市鍋掛 検出：　２８３．３

おがくず 福島県南会津産 ＣＳ１３７検出：　２２．２ 落ち葉（２０１５年） 高久丙 検出：　２９５．５

　　〃　（くぬぎ） 西田地区 検出：　９６．０ 落ち葉 高久甲産 検出：　３８４．２

　　〃　（くぬぎ） 福島県・白河市 検出：　１６７．９ 落ち葉 沼野井地区 検出：　３８９．８

　　〃　（なら） 西田地区 検出：　１９０．８ 落ち葉（クヌギが主体） 高久丙 検出：　４２８．２

　　〃　（なら） 西大久保地区 検出：　２９７．４ 落ち葉（２０１５年） 豊原乙 検出：　１，６２７

木材チップ 那須塩原市美原産 ＣＳ１３７検出：　２３．８ ペレット燃料 福島県材使用 不検出

木材チップ 那須塩原市小結 ＣＳ１３７ 検出：  ７２．３ 薪（2010年） 那塩市宇都野産 検出：　１，４９３

木材チップ 高久甲 検出：　５，５７５

その他
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

油粕液 那須塩原市石林産 不検出 菌体肥料 ？ ＣＳ１３７検出：　２５．２

菌体肥料（菌体＋米糠等） 那須塩原市東原 不検出



土壌など
測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

畑の土 北海道北斗市 検出：　３５．８ 道路の土 那須インター土① 検出：　５８５
畑の土（地表ー３５ｃｍ） 那須塩原市東三島 検出：　３６．８ 道路の土 那須インター土② 検出：　６１０

畑の土 那塩市東三島産 検出：　７１．３ 道路の土 漆塚南 検出：　１，５２９

畑の土 那須塩原市東三島 検出：　７８．６ 道路の土 高久丙 検出：　１，９８０

畑の土 那須塩原市東三島 検出：　８１．９ 道路の土 那塩市とんぼ 検出：　６，５３０

畑の土 豊原乙 検出：　８５．２ 道路の土 那塩市北条産 検出：　３３，９９０

畑の土 那須塩原市東三島産 検出：　９３．４ 道路の土 高久甲交差点の土② 検出：　３６，９２０

畑の土 那塩市木綿畑 検出：　１３０．５ 道路の土（道路際） 高久丙産 検出：　５２，６９０

畑の土 那塩市東三島 検出：　１６０．５ 道路の土（Ｕ字溝脇） 高久丙産 検出：　７８，１００

畑の土 豊原丙 検出：　２９８．５ 私道の土3 那須町高久丙 検出：　１０，５９０

畑の土 矢野目地区 検出：　３３４．２ 私道の土2 那須町高久丙 検出：　２１，８９０

畑の土 高久丙 検出：　３５１．６ 私道の土1 那須町高久丙 検出：　７６，９００

畑の土 那須塩原市美原 検出： 　３９８．６ 公園の土 那珂川河畔公園 検出：　６２２

畑の土 福島県相馬市 検出：　４１６．５ 　　〃 〃 検出：　３，９４９

畑の土 高久丙 検出：　４７２．２ 　　〃 〃 検出：　４，１９４

畑の土 小島地区 検出：　６７９ 　　〃 〃 検出：　４，８６８

畑の土 那須塩原市 検出：   ６８５ 黒土 那須塩原市前弥六 ＣＳ１３７検出： ２９．５

畑の土 那須塩原市東三島 検出：　７０３ 表土 福島県須賀川市 検出：  ５４．３ 

畑の土 那須塩原市小結 検出：　７１５ 黒土 福島県白河市 検出： ７６．３

畑の土 那塩市鍋掛 検出：　８５４ 土 埼玉県上尾市産 検出：　９７．２

畑の土（ハウス内） 高久甲 検出：　８９５ 土 那須塩原市小結 検出：　７５４

畑の土 太田原市宇都野 検出：　１，０９７ 土 那須塩原市小結 検出：　８２７

畑の土 高久丙道路 検出：　１，１７８ 土 那塩市伊佐野産 検出：　１，０５６

畑の土 那塩市宇都野産 検出：　１，９２２ 土 那須塩原市 検出：　４，１３６

畑の土 那塩市木綿畑 検出：　２，０５９ 土壌 那須塩原市東原 検出：　５，１７５

畑の土 高久丙 検出：　２，０６０ 川砂利 三蔵川 ＣＳ１３４検出：　３６．７

畑の土 那塩市宇都野産 検出：　２，１８１ 川砂 那珂川上流川岸 検出：　４８．６

畑の土 福島県西会津 検出：　４，４２８ 河原の土 埼玉県上尾市産 検出：　６３．０

庭の土 埼玉県上尾市産 検出：　９８．５ 山砂 矢板市（市販品） 不検出

庭の土 那塩市宇都野産 検出：　４３６．５ 山土 太田原市佐タ山 検出：　２３２．１

庭の土 那塩市伊佐野産 検出：　５４４ 山土 那塩市木綿畑 検出：　３７５

庭の土 那須塩原市埼玉産 検出：　９６４ 山林の土 高久丙 検出：　２，３５８

庭の土 那須塩原市埼玉 検出：　９９３ 山の土 小島地区 検出：　３，０１６

庭の土 高久丙 検出：　１，０６０ 市販培養土 茨城県ひたちなか市産 ＣＳ１３７検出： 　２３．２

庭の土 矢板市新富町産 検出：　１，９２９ 市販たい肥 宇都宮 不検出

鶏小屋の土 那塩市宇都野産 検出：　１８２．１ たい肥 市販品 ＣＳ１３７検出：　４２．７

鶏小屋の床土 那須塩原市 検出：  ５２０ 自家製たい肥 高久甲 検出：　１２２．６

庭の土 矢板市 ＣＳ１３４検出：　１０．５ 砕石 高久丙道路 検出：　５０．１
〃（サンルーフドレン下） 那須塩原市鍋掛 検出：　３，７３３ 被覆土 高久丙道路 検出：　１１７．０
〃（サンルーフドレン下） 那須塩原市鍋掛 検出：　３，７３３ 野芝(土付き) 那須塩原市 検出：　４，４７２

庭の土（ドレン下） 那須塩原市鍋掛産 検出：　４，３５５ 屋根堆積物 高久甲 検出：　３，９５５

庭の土 高久丙 検出：　５，２６３



土壌サンプル

測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）
那須町サンプル土＃１１ 共同牧場 検出：　１，０６４ 宇都宮市土壌サンプル 宇都宮インターパーク 検出：　５５６．９
那須町サンプル土壌＃０２ 大丸園地 検出：　１，１８４ 塩谷町サンプル土壌 上寺島 検出：　１２５．６
那須町サンプル土＃２４ 田中地区コミュニティーセンター 検出：　１．３８６ 塩谷町　　　〃 玉入地区 検出：　３９４．３
那須町サンプル土＃１３ 夕狩公民館 検出：　１，４０３ 塩谷町　　　〃 大宮地区 検出：　４８４．６
那須町サンプル土壌＃０１ 峠の茶屋 検出：　１，５８６ 塩谷町　　　〃 肘内 検出：　５３３
那須町サンプル土壌＃０３ 深沢橋 検出：　１，６８５ 塩谷町　　　〃 船入東地区 検出：　９５８
那須町サンプル土＃０８ 友愛の森 検出：　１，９８５ 塩谷町　　　〃 船生 検出：　１，０９６
那須町サンプル土＃06(再） 守子（再） 検出：　１，９８６ 塩谷町　　　〃 熊ノ木地区 検出：　１，１９１
那須町サンプル土＃２０ 寄居集落センター 検出：　２，１０２ 塩谷町　　　〃 上寺島南地区 検出：　１，２８２
那須町サンプル土壌＃０４ 湯本駐車場 検出：　２，１０５ 塩谷町　　　〃 船生西地区 検出：　１，４４９
那須町サンプル土＃１５ 逃室地区集会施設 検出：　２，２５５ 塩谷町　　　〃 谷町上寺島西北地区 検出：　１，５５３
那須町サンプル土壌＃２０追加 寄居集落センター 検出：　２，３０９ 塩谷町　　　〃 上寺島東北地区 検出：　２，２２０
那須町サンプル土壌＃０５ 湯本支所 検出：　２，３５５ 塩谷町　　　〃 上寺島南東地区 検出：　２，３６８
那須町サンプル土＃０６ 守子 検出：　２，４２９ 塩谷町　　　〃 上寺島中央地区 検出：　２，４０７
那須町サンプル土＃２５ 芦野支所 検出：　２，４４０ 矢板市サンプル土壌 矢板市片岡 検出：　３７３．２
那須町サンプル土＃２９ 道の駅東山道伊王野 検出：　２，５５７ 矢板市　　〃 荒井 検出：　６０６
那須町サンプル土＃１７ 大同集落センター 検出：　２，８４７ 矢板市　　　〃 矢板市末広町 検出：　７６６
那須町サンプル土＃２３（再） あたごハイツ（再） 検出：　２，９１２ 矢板市　　　〃 玉田 検出：　１，５４０
那須町サンプル土＃０９（再） 池田（再） 検出：　３，３０８ 矢板市　　〃 山縣記念館地区 検出：　１，６９３
那須町サンプル土＃１６ 大島地区コミュニティーセンター 検出：　３，３１１ 矢板市　　〃 泉 検出：　１，８２５
那須町サンプル土＃０９ 池田農村センター 検出：　３，５６９ 矢板市　　〃 寺山ダム地区 検出：　３，４１９
那須町サンプル土＃２１ 富岡集落センター 検出：　３，５８８ 矢板市　　〃 ５６号線沿い 検出：　４，７６１
那須町サンプル土＃２６ 追分バス停 検出：　３，５９５ 矢板市　　〃 少年自然の家地区 検出：　５，１０２
那須町サンプル土＃２３ あたごハイツ 検出：　３，６２０ 矢板市　　〃 長井 検出：　５，７０４
那須町サンプル土＃１４（再） 千振公民館（再） 検出：　３，７９６ 矢板市　　〃 赤滝温泉地区 検出：　７，５１０
那須町サンプル土＃１０（再） 大沢交差点（再） 検出：　３，９２６ 那珂川町サンプル土壌 ＃１・小口 検出：　２．０５０
那須町サンプル土＃１２（再） 大谷福祉館（再） 検出：　４，２０６ 　　　　〃 ＃２・小砂 検出：　９８．９
那須町サンプル土＃０７ 室野井公民館 検出：　４，３０８ 　　　　〃 ＃３・大山田下郷 検出：　５３２
那須町サンプル土＃１２ 大谷福祉館 検出：　４，４１４ 　　　　〃 ＃４・大内 検出：　１７４．４
那須町サンプル土＃２８ 伊王野支所 検出：　４，５５６ 　　　　〃 ＃５・和見 検出：　４７６．１
那須町サンプル土＃１０ 大沢交差点 検出：　５，０５６ 　　　　〃 ＃６・久那瀬 検出：　１８０
那須町サンプル土壌＃１５追加 逃室地区集会施設 検出：　５，２４４ 　　　　〃 ＃７・松野 検出：　１１５．３
那須町サンプル土＃１８ 成沢地区集落センター 検出：　５，２７７ 　　　　〃 ＃８・富山 検出：　７０．２
那須町サンプル土＃１４ 千振公民館 検出：　５，５３３ 　　　　〃 ＃９・北向田 検出：　９５
那須町サンプル土＃２２ 中余笹川橋東下 検出：　６，１７０ 　　　　〃 ＃１０・東光寺 検出：　１２１．４
那須町サンプル土壌＃２９追加 道の駅東山道伊王野 検出：　６，２３０ 　　　　〃 ＃１１・薬利 検出：　１，４７１
那須町サンプル土＃１９ 堺の明神 検出：　６，３４０ 　　　　〃 ＃１２・浄法寺 検出：　４９３
那須町サンプル土壌＃３０追加 稲沢公民館 検出：　６，６８０ 　　　　〃 ＃１３・小川 検出：　８１２
那須町サンプル土壌＃１３追加 夕狩公民館 検出：　６，７５０ 　　　　〃 ＃１４・恩田 検出：　２８９．４
那須町サンプル土壌＃２４追加 田中地区コミュニティーセンター 検出：　６，９７０ 　　　　〃 ＃１５・三輪ー１ 検出：　２２６．８
那須町サンプル土＃２７ 簑沢地区生活改善センター 検出：　７，１５０ 　　　　〃 ＃１６・三輪ー２ 検出：　２２２．９
那須町サンプル土＃３０ 稲沢公民館 検出：　１１，８４０ 　　　　〃 ＃１７・三輪ー３ 検出：　６４２
栃木市土壌サンプル 片柳町 検出：　１１２．７ 　　　　〃 ＃１８・白久 検出：　３７４．３
栃木市土壌サンプル 藤岡町 検出：　１７４．１ 　　　　〃 ＃１９・片平 検出：　２１０．８



測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ） 測定品名 産地 測定値（㏃／ｋｇ）

栃木市土壌サンプル 川原町 検出：　２１７．７ 　　　　〃 ＃２０・吉田 検出：　２９５．７
栃木市土壌サンプル 岩舟町 検出：　１０６．１ 　　　　〃 ＃２１・馬頭 検出：　１２２．１
茂木町土壌サンプル 北高岡 検出：　２７６．５ 　　　　〃 ＃２２・小川ー１ 検出：　１７８
茂木町土壌サンプル 飯 検出：　５１０ 　　　　〃 ＃２３・小川ー２ 検出：　２２５．７
宇都宮市土壌サンプル 鐺山 検出：　３９７．２ 　　　　〃 ＃２４・芳井ー１ 検出：　２３７．４
宇都宮市土壌サンプル 早乙女温泉近く 検出：　３３２．１ 　　　　〃 ＃２５・芳井ー２ 検出：　１，２０４
宇都宮市土壌サンプル 金枝 検出：　３６１．６ 那須烏山市土壌サンプル 上境 検出：　１１１．８
益子町土壌サンプル 益子道祖土 検出：　１２６．１ 那須烏山市土壌サンプル 山田野倉 検出：１１３．４
益子町土壌サンプル 塙 検出：　１５９．６ 　　　　　〃 岩子 検出：　３６３．７
市貝町土壌サンプル 赤羽 検出：　４８２．２ 　　　　　〃 旭 検出：　４０８．５
市貝町土壌サンプル 杉山 検出：　６６１


