
【6/6実績】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

あきがわ 日の出町 山ウド

町田市 町田市 タケノコ

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

世田谷目黒 目黒区 タケノコ

八王子 八王子市 タケノコ

八王子市 原木シイタケ 原木シイタケ

日の出町 原木シイタケ

瑞穂町 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

東大和市 原木シイタケ

多摩市 菌床シイタケ

荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液 荒茶浸出液

国分寺市 荒茶浸出液

あきる野市 原木シイタケ

青梅市 菌床シイタケ

檜原村 原木シイタケ

荒茶浸出液 荒茶浸出液 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

西東京 青梅市 ウメ

大島町 アシタバ生葉 アシタバ生葉 アシタバ生葉

アシタバ生葉

乾燥アシタバ 乾燥アシタバ 乾燥アシタバ 乾燥アシタバ

（林産物） 町田市 原木シイタケ

東京狭山茶
第61回

5/13－5/15
 (月)    (水)

第62回
5/20－5/22
 (月)    (水)

東京狭山茶
瑞穂町

（林産物）

青梅市

平成25年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）

対象区域
対　象　品　目

第59回
4/8－4/10
 (月)    (水)

八丈町

東京狭山茶

東京島しょ

第63回
5/27－5/29
 (月)    (水)

（林産物）

第60回
4/22－4/24
 (月)    (水)

第64回
6/3－6/5

 (月)    (水)

あきがわ

（林産物）



【8/9計画】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

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

東京あおば 練馬区 コムギ ビールムギ

東京みらい 東久留米市 コムギ

八王子 八王子市 ブルーベリー

町田市 町田市 ブルーベリー

東京みなみ 日野市 ブルーベリー

東京あおば 練馬区 ブルーベリー

東京みどり 武蔵村山市 コムギ

稲城市 ナシ

日野市 ナシ

世田谷目黒 世田谷区 ブドウ

（林産物） 日の出町 キクラゲ

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 米

にしたま 羽村市 米

八王子 八王子市 クリ

町田市 町田市 サツマイモ

八王子市 原木シイタケ 原木シイタケ

日の出町 原木シイタケ

奥多摩町 原木シイタケ

青梅市 原木シイタケ 菌床シイタケ

東京みなみ
第69回

8/5－8/7

第70回
9/9－9/11
 (月)    (水)

第71回
9/17－9/18
 (火)    (水)

東京みなみ
第68回

7/29－7/31
 (月)    (水)

第67回
7/1-7/3

 (月)    (水)

第65回
6/10－6/12
 (月)    (水)

第66回
6/24－6/26
 (月)    (水)

平成25年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）

対象区域
対　象　品　目

東京島しょ

（林産物）

第72回
9/30－10/2
 (月)    (水)

（林産物）
第73回

10/7－10/9
 (月)    (水)



【10/3計画】

回数

JA 区市町村 採取日－検査日

東京あおば 練馬区
第74回

10/15－10/16
 (火)    (水)

カキ キャベツ

東京島しょ 利島村 食用椿油

町田市 原木シイタケ

多摩市 菌床シイタケ

稲城市 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

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

府中市 原木シイタケ 菌床シイタケ

東大和市 原木シイタケ

東京あおば 練馬区 ダイコン

足立区 コマツナ

葛飾区 コマツナ

江戸川区 コマツナ

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）

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

東京島しょ
第78回

3/10－3/12
 (月)    (水)

平成25年度　放射性物質検査計画（指定品目検査）

対象区域
対　象　品　目

（林産物）

東京島しょ

第75回
10/21－10/23

 (月)    (水)

東京スマイル

第77回
11/11－11/13

 (月)    (水)

（林産物）

第76回
10/28－10/30

 (月)    (水)


