
飲食物に含まれる｢放射性物質｣の検査結果
検査の場所: NPO法人徳島県消費者協会･検査所(徳島市不動本町　徳島県食肉衛生検査所内)
検査機器:NaIガンマ線スぺクトロメーター(ベルトールドジャパン(社)製)

食品の区分 兩ｨ��ｸ5ｨ5h4X8�畏x蠅��基準値(Bq瓜g) 

一般食品 �����

乳幼児用食品 鉄��

牛乳.乳飲料 鉄��

飲料水 ����

H24. 4. 1制定

*検出下限値は20Bq/kg以下としており､

あくまでも簡易なスクリーニング検査です｡
辛 ｢検出下限値｣とは､ 1回の検査で検出できる

最小の濃度です｡
*放射性セシウムの濃度は,セシウム1 34と

セシウム1 3 7の合算値です｡
*乾燥品は,水戻しをして食べるものと､そのまま

食べるものがあり,食べるときの状態で基準値
が適用されます｡

*お茶類は､抹茶のように全て飲むものと､番茶

のように煮出して飲むものがあり､それぞれ

製品により規制値の適応が異なっています｡

No 儼冖ﾂ�生産地 佶��?｢�放射性セシウム合算値(Bq瓜g) 

1 �7(8�,ﾈ霻閏)iiv��yV鋳�販売者:埼玉県 ���ﾈ��i?｢�異常を認めず 

2 倡ﾙ:B�吉野川市山川町 ���ﾈ��i?｢�異常を認めず 

3 做�6�5��阿波市阿波町 ���ﾈ��i?｢�異常を認めず 

4 傅ﾉI��吉野川市山川町 ���ﾈ���?｢�異常を認めず 

5 傅ﾉI��栃木県那須郡 ���ﾈ���?｢�異常を認めず 

6 �5H687ﾘ488"�阿南市羽ノ浦町 ���ﾈ���?｢�異常を認めず 

7 �&y&�8ﾈ8(92�徳島市佐古7番町 ���ﾈ���?｢�異常を認めず 

8 ���4�5r�小松島港 ���ﾈ���?｢�異常を認めず 

9 傅ﾉI��吉野川市山川町 ���ﾈ�#)?｢�異常を認めず 

10 �5(8�с#ID韃鋳�鳴門市大麻町 ���ﾈ�#Y?｢�異常を認めず 

ll �8ﾈ985(92�鳴門市大麻町 ���ﾈ�#Y?｢�異常を認めず 

12 �5(8��阿南市那賀川町 ���ﾈ�#Y?｢�異常を認めず 

13 �5(8�с#ID韃鋳�福島県西会津町 ���ﾈ�#i?｢�異常を認めず 

14 �5(8�с#9D韃鋳�福島県西会津町 ���ﾈ�#i?｢�異常を認めず 

15 �5(8�с#9D韃鋳�福島.徳島県混合 ���ﾈ�#i?｢�異常を認めず 

16 �5(8�依ｩ¥C､�#9D韃鋳�福島県西会津町 ���ﾈ�#i?｢�異常を認めず 

17 傅ﾉ:B�つるぎ町貞光 ���ﾈ�#i?｢�異常を認めず 



No 儼冖ﾂ�生産地 佶��?｢�放射性セシウム合算値(Bq/Kg) 

18 �&陋ｩ�R�徳島市南矢三町 ���ﾈ��?｢�異常を認めず 

19 ���.�+�+Yy��ｸﾚ儻ｩfｸ､9;伜��製造者:三重県 ���ﾈ��?｢�異常を認めず 

20 ���8�ｹｲ�鳴門市場戸海峡 ���ﾈ�)?｢�異常を認めず 

21 僮(ﾝ��鳴門市大津町 ���ﾈ綺?｢�異常を認めず 

22 �)FyMI(2�勝浦郡上勝町 ���ﾈ纖?｢�異常を認めず 

23 �5x884ｸ488"�徳島市名東町 ���ﾈ纖?｢�異常を認めず 

24 丿��吉野川市鴨島町 ���ﾈ��9?｢�異常を認めず 

25 �5(8�依ｩ¥C､�#ID韃鋳�阿波市阿波町 ���ﾈ��9?｢�異常を認めず 

26 僮(ﾝ��三好市三野町 ���ﾈ��9?｢�異常を認めず 

27 �5H687ﾘ488"�三好市池田町 ���ﾈ��9?｢�異常を認めず 

28 �+x6ﾈ4ﾒ�美馬市美馬町 ���ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

29 �5(8�с#ID韃鋳�美馬市美馬町 ���ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

30 �6ﾙ(y(2�名東郡佐那河内村 ���ﾈ�#y?｢�異常を認めず 

31 �4ﾈ4X487H8ｸ�ｸ62�阿波市吉野町 ���ﾈ�#y?｢�異常を認めず 

32 �4ﾈ4X487H8ｸ�ｸ62�鳴門市大麻町 ���ﾈ�3�?｢�異常を認めず 

33 �ｩ�ﾙ686ﾈ4ﾒ�群馬県高崎市 ���ﾈ�3�?｢�異常を認めず 

34 ��Xﾚ｢��(����群馬県高崎市 ���ﾈ�3�?｢�異常を認めず 

35 兌)ih5�5h,ﾉ�b�7�6(4�?ﾈ.ｒ�福岡県筑紫野市 ��(ﾈ緤?｢�異常を認めず 

36 �6�4�8��徳島市幸町 ��(ﾈ���?｢�異常を認めず 

37 �5H687ﾘ4�5�逢�5b��徳島市幸町 ��(ﾈ���?｢�異常を認めず 

38 ��雹ｲ�7�8�6���徳島市津田港 ��(ﾈ���?｢�異常を認めず 

39 �8ｨ9852�4�8�4X98-8+b��長野県上田市 ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

40 �x�(-ﾘ*�/��%2��勝浦郡勝浦町 ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

41 �x�(-ﾘ*�/��$ﾂ��阿南市宝田町 ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

42 �8ｨ9852�5H98-8+b��青森県弘前市 ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

43 �几��R�$ﾈ7x�ｸ68,�6x8ｲ��鳥取県日野郡 ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

44 �几��R�$ﾈ-h�ｸ68,�6x8ｲ��鹿児島県志布志市 ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 



No 儼冖ﾂ�生産地 佶��?｢�放射性セシウム合算値(Bq/Kg) 

45 �6x7ﾘ6x5�6�88+�イc�sx�ｸ8�7｢x6x8ｲ��原産国(オランダ) ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

46 �5H687ﾘ488"�徳島市川内町 ��(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

47 �+ｸ,饅B依ｨ+ｸ,竰�販売者:徳島市 ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

48 �+ｸ,饅B依ｨ+ｸ,竰�三好市東祖谷 ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

49 �5H6x488"�阿南市宝田町 ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

50 �7�6(4�5�5x8X�ｸ5��原産国(南アフリカ) ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

51 ��Y;��R�徳島市水 ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

52 从ﾙ?ｲ�兵庫県南あわじ市 ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

53 �4ｨ4x8ｨ6�8ｨ8�92�加工者:海陽町柄 ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

54 ��雹ｲ�4ｨ7ﾘ5ｒ�高知県東洋町 ��ﾈ���?｢�異常を認めず 

55 �8ｨ9852�5H98-8+b��長野県 ��ﾈ��y?｢�異常を認めず 

56 �5(8�依ｩ¥C､�#ID韃鋳�阿南市那賀川町 ��ﾈ��y?｢�異常を認めず 

57 ��Xﾚ｢��(����名西郡神山町 ��ﾈ��y?｢�異常を認めず 

58 僮(ﾝ��海部郡美波町西地 ��ﾈ��y?｢�異常を認めず 

59 ��Yg��海部郡美波町西地 ��ﾈ��y?｢�異常を認めず 

60 ��Yg��阿波市市場町 ��ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

61 ��Yg��板野郡板野町 ��ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

62 ��Y~B�那賀郡那賀町白石 ��ﾈ�#�?｢�異常を謎めず 

63 �5x884ｸ488"�那賀郡那賀町白石 ��ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

64 僮(ﾝ��三好市井川町 �(ﾈ��?｢�異常を認めず 

65 �7X8ﾘ6(5(8ｨ�ｲ�板野郡上坂町 �(ﾈ��?｢�異常を認めず 

66 ��Xﾚ｢�板野郡上坂町 �(ﾈ��?｢�異常を認めず 

67 �4ｨ7X8��板野郡上板町 �(ﾈ��?｢�異常を認めず 

68 僮(ﾝ��板野郡上坂町 �(ﾈ��?｢�異常を認めず 

69 ��Xﾚ｢�海部郡海陽町大里 �(ﾈ��?｢�異常を認めず 

70 ��Xﾚ｢�阿南市羽ノ浦町 �(ﾈ��?｢�異常を認めず 

71 ��h.ﾘ*�-�5i�"��小松島市和田島町 �(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 



No 儼冖ﾂ�生産地 佶��?｢�放射性セシウム合算値(Bq瓜g) 

72 ��h.ﾘ*�-�5i�"��徳島市東沖洲町 �(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

73 �8ﾈ8(92�勝浦郡勝浦町 �(ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

74 �684�5b�徳島市不動本町 �(ﾈ�#)?｢�異常を認めず 

75 僮(ﾝ��阿波市土成町 �8ﾈ綺?｢�異常を認めず 

76 �4ｨ7X8��美馬市脇町 �8ﾈ綺?｢�異常を認めず 

77 ��Xﾚ｢�美馬市穴吹町 �8ﾈ綺?｢�異常を認めず 

78 �6�4�5�7�(2�美馬市木屋平 �8ﾈ綺?｢��異常を認めず 

79 �6�685H4��美馬市美馬町 �8ﾈ綺?｢�異常を認めず 

80 ��佩ﾈ���Xﾚ｢�阿波市阿波町 �8ﾈ綺?｢�異常を認めず 

81 ��Xﾚ｢�阿波市土成町 �8ﾈ綺?｢�異常を認めず 

82 ��X��坂野郡松茂町 �8ﾈ繪?｢�異常を認めず 

83 ��Y�｢�那賀郡那賀町吉野 �8ﾈ繪?｢�異常を認めず 

84 俑ｨﾚ儻ｨ5�5b�I�ﾂ��販売者:札幌市 �8ﾈ繪?｢�異常を認めず 

85 僮(ﾝ��名西郡石井町 �8ﾈ繪?｢�異常を認めず 

86 ��Xﾚ｢�吉野川市山川町 �8ﾈ繪?｢�異常を認めず 

87 僮(ﾝ��名西郡神山町 �8ﾈ繪?｢�異常を認めず 

88 冲��R�,ﾈ+ﾈ-ﾘ,ﾉ�"��JR南小松島駅前 �8ﾈ��I?｢�異常を認めず 

89 偸HｶR�三好市西祖谷山村 �8ﾈ��I?｢�異常を認めず 

90 ��y(2с#9D�7亥咤阯I�ﾂ��静岡県産 �8ﾈ���?｢�異常を認めず 

91 �488ｨ5(�+X���瀬戸内海産 �8ﾈ���?｢�異常を認めず 

92 �6�685H4��阿南市桑野町 �8ﾈ���?｢�異常を認めず 

93 冲��R����I�R��JR蔵本駅前 �8ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

94 ��Xﾚ｢�板野郡北島町 �8ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

95 �5�485�42�板野郡藍住町 �8ﾈ�#�?｢�異常を認めず 

96 ��Xﾚ｢�海部郡牟岐町 �8ﾈ�#�?｢�異常を認めず 


