
【6/1実績】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

東京むさし 三鷹市 タケノコ

あきがわ 日の出町 山ウド

あきる野市 原木シイタケ 原木シイタケ

東大和市 原木シイタケ

府中市 原木シイタ 原木シイタケ

あきる野市 原木シイタケ

青梅市 原木シイタケ 原木シイタケ 原木シイタケ

府中市 原木シイタケ

西東京 青梅市 タケノコ

日の出町 タケノコ

あきる野市 タケノコ

東京中央もしくは
世田谷目黒 目黒区 タケノコ

（林産物） 町田市
第27回

5/14－5/15 原木シイタケ

青梅市 荒茶浸出液 荒茶浸出液

瑞穂町 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

武蔵村山市 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

東大和市 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

国分寺市 荒茶浸出液

青梅市 荒茶浸出液 荒茶浸出液

瑞穂町 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

武蔵村山市 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

あきる野市 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

武蔵村山市 原木シイタケ

日の出町 原木シイタケ

八王子市 原木シイタケ 原木シイタケ 原木シイタケ

青梅市 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

瑞穂町 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

平成24年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）

第24回
4/9－4/10

第25回
4/16－4/17

あきがわ

（林産物）

第26回
4/23－4/24

対　象　品　目

第23回
4/3－4/4

対象区域

東京狭山茶
第29回

5/22－5/24～25

東京狭山茶
第31回

5/29－5/31～
6/1

（林産物）
第30回

5/28－5/29

第28回
5/15－5/17～18

東京狭山茶



【7/5実績】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

西東京 青梅市 ウメ

大島町 乾燥アシタバ 乾燥アシタバ 乾燥アシタバ

八丈町 アシタバ生葉 乾燥アシタバ 乾燥アシタバ

アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

アシタバ生葉 アシタバ生葉

大島町 アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

利島村 アシタバ生葉

新島村 アシタバ生葉

神津島村 アシタバ生葉

三宅村 アシタバ生葉 乾燥アシタバ 乾燥アシタバ 乾燥アシタバ

大島町
第35回

6/20－6/21
アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

大島町 アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

にしたま 瑞穂町 コムギ

東京みなみ 日野市 コムギ

東京あおば 練馬区 コムギ ビールムギ

西東京 青梅市 コムギ

あきがわ あきる野市 コムギ

八王子 八王子市 コムギ

町田市 町田市 コムギ

マインズ 府中市 コムギ

東京みらい 東久留米市 コムギ コムギ コムギ

東京むさし 小平市 コムギ

（林産物） 奥多摩町 原木シイタケ

東京島しょ 大島町 アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

八王子市 ブルーベリー

町田市 ブルーベリー

日野市 ブルーベリー

東京あおば 練馬区 ブルーベリー

西東京 青梅市 ブルーベリー

東京みどり 武蔵村山市 コムギ

対　象　品　目

平成24年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）
対象区域

第34回
6/13－6/14

東京島しょ

第33回
6/8－6/9大島町

第32回
6/6－6/7

第36回
6/27－6/28

東京みなみ

第37回
7/4－7/5



【10/11実績】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

稲城市 ナシ

日野市 ナシ

世田谷目黒 世田谷区 ブドウ

稲城市 ブドウ

日野市 ブドウ

東京あおば 練馬区 ブドウ

東京みなみ 日野市 リンゴ

東京中央 杉並区 クリ

八王子 八王子市 コメ

にしたま 羽村市 コメ

八王子 八王子市 クリ

西東京 青梅市 クリ

マインズ 府中市 クリ

町田市 クリ

町田市 サツマイモ

にしたま 福生市 サツマイモ

西東京 青梅市 サツマイモ

東京みどり 国立市 コメ

西東京 青梅市 コメ

東京みなみ 日野市 コメ

八王子 八王子市 稲わら

あきがわ あきる野市 コメ

東京みなみ 稲城市 コメ

東京みどり 昭島市 コメ

町田市 町田市 コメ

マインズ 府中市 コメ

（林産物） 町田市 原木シイタケ 原木シイタケ

平成24年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）

対象区域

東京みなみ

第42回
9/25－9/26
 (火)    (水)

町田市

第39回
8/8－8/9

第43回
10/2－10/3
 (火)    (水)

対　象　品　目

第38回
8/1－8/2

東京みなみ

第40回
9/11－9/12
 (火)　  (水)

第41回
9/18－9/19
 (火)    (水)

第44回
10/9－10/10
 (火)    (水)



【11/8実績】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

マインズ 調布市 コメ

町田市 町田市 カキ

西東京 青梅市 カキ

練馬区 カキ

練馬区 キャベツ

西東京 青梅市 ユズ

あきる野市 ユズ

檜原村 ユズ

あきがわ あきる野市 カキ

日野市 カキ

多摩市 カキ

稲城市 カキ

（林産物） 府中市 菌床シイタケ 菌床シイタケ

東京みなみ 多摩市 酒米

世田谷目黒 世田谷区 ダイコン

町田市 町田市 ダイコン

東京あおば 練馬区 ダイコン

（林産物） 府中市 原木シイタケ 原木シイタケ

東京みなみ 稲城市 温州ミカン

大島町 食用椿油

利島村 食用椿油

新島村 食用椿油

神津島村 食用椿油

三宅村 食用椿油

西東京 青梅市 ダイズ

東京みなみ 多摩市 ダイズ

武蔵村山市 原木シイタケ

あきる野市 原木シイタケ

町田市 原木シイタケ

東京島しょ

対象区域
対　象　品　目

第48回
11/6－11/7
 (火)    (水)

東京みなみ

あきがわ

東京あおば

平成24年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）

第45回
10/16－10/17

 (火)    (水)

第46回
10/23－10/24

 (火)    (水)

第47回
10/30－10/31

 (火)    (水)

（林産物）



【2/27現在】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

大島町 アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

利島村 アシタバ生葉

新島村 アシタバ生葉

神津島村 アシタバ生葉

三宅村 アシタバ生葉

八丈町 アシタバ生葉

（林産物） 昭島市 原木シイタケ

あきる野市 ソバ

日の出町 ソバ

足立区 コマツナ

葛飾区 コマツナ

江戸川区 コマツナ

（林産物） 青梅市
第51回

11/27－11/28
 (火)　　  (水)

原木シイタケ

あきる野市 原木シイタケ 原木シイタケ

日の出町 原木シイタケ

（林産物） 八王子市
第53回

12/10－12/12
 (月)　　  (水)

原木シイタケ

（林産物） 町田市
第54回

1/21－1/23
 (月)　　  (水)

原木シイタケ

（林産物） 日の出町
第55回

1/28－1/30
 (月)　　  (水)

原木シイタケ 原木シイタケ

（林産物） 日の出町
第56回

2/4－2/6
 (月)　　  (水)

原木シイタケ

大島町 アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

利島村 アシタバ生葉
シドケ

（モミジガサ）

三宅村 アシタバ生葉

八丈町 アシタバ生葉

検査機関 ： 東京都農林総合研究センター

対　象　品　目

東京島しょ 第49回
11/13－11/14

 (火)    (水)

注２ ： 対象品目は、都内産農産物の放射性物質の影響に係る対策会議で選定した品目とします。

注１ ： 対象区域は、指定品目毎に作付状況や地域性を踏まえて選定しています。

あきがわ

平成24年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）

対象区域

第57回
3/11－3/13
 (月)    (水)

（林産物）

東京スマイル

東京島しょ

第50回
11/20－11/21

 (火)    (水)

第52回
12/3－12/5
 (月)　　  (水)


