
飲食物に含まれる「放射性物質」の検査結果（平成30年度）

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ガンマ線スペクトロメーター（ベルトールドジャパン（社）製）

食品の区分 �放射性セシウム（合算） 
基準値（Bq／Kg） 

一枝食品 �100 

乳幼児用食品 �50 

牛乳・乳飲料 �50 

飲料水 �10 

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。
＊「検査下限値」とは、1回の検査で検出できる最小の

濃度です。（＜＊＊で表示）
＊放射性セシウムの濃度は、セシウム134とセシウム137

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
の適用が異なっています。

No �品　　　名 �生　産　地 �検　査　日 �放射性セシウム合算値（Bq／Kg） 

1 �いたどり �阿波市土成町 �H30．4月16日 �異常を認めず（＜13．9） 

2 �水菜 �阿波市土成町 �4月16日 �異常を認めず（＜13．9） 

3 �ブロッコリー �阿波市吉野町 �4月16日 �異常を認めず（＜14．9） 

4 �人参 �板野郡上板町 �4月16日 �異常を認めず（＜13－．7） 

5 �べか菜 �板野郡上板町 �4月17日 �異常を認めず（＜14．3） 

6 �キャベツ �阿波市吉野町 �4月17日 �異常を認めず（＜12．8） 

7 �小松菜 �吉野川市鴨島町 �5月28日 �異常を認めず（＜15．5） 

8 �そら豆 �吉野川市鴨島町 �5月28日 �異常を認めず（＜12．7） 

9 �水道水（不動検査センター） �徳島市不動本町 �5月28日 �異常を認めず（＜8．2） 

10 �じゃがいも �吉野川市鴨島町 �5月28日 �異常を認めず（＜13．7） 

11 �甘夏みかん �吉野川市鴨島町 �5月29日 �異常を認めず（＜13．1） 

12 �玉ねぎ �吉野川市鴨島町 �5月29日 �異常を認めず（＜14．5） 

13 �ふだん草 �三好市 �6月18日 �異常を認めず（＜15．8） 

14 �インゲン �東みよし町 �6月18日 �異常を認めず（＜15．0） 

15 �わらび �東みよし町 �6月18日 �異常を認めず（＜16．1） 

16 �新ごぼう �東みよし町 �6月18日 �異常を認めず（＜17．1） 

17 �カブ �東みよし町　－ �6月19日 �異常を認めず（＜16．1） 

18 �ふき �三好市 �6月19日 �異常を認めず（＜14．5） 



19 �つるむらさき �i阿南市那賀）旧 【 �i iH30．7月23日 i �　　異常を認めず（＜21．4） i 

20 �かぼちゃ �　　　l 吉野川市鴨島町I7月23日 ��異常を認めず（＜14．0） 

21 �千両なす �勝浦郡勝浦町 �7月23日 �】 　　異常を認めず（＜14．5） 

22 �あんのう芋 �勝浦郡勝浦町 �7月23日 �異常を認めず（＜12．1） 

23 �きゅうり �小松島市 �7月24日 �異常を認めず（＜12．5） 

24 �まくわうり（甘うり） �小松島市 �7月24日 �異常を認めず（＜14．9） 

25 �きゅうり �名西郡石井町 �8月20日 �異常を認めず（＜16．4） 

26 �オクラ �名西郡石井町 �8月20日 �異常を認めず（＜17．3） 

27 �梨 �鳴門市 �8月20日 �異常を認めず（＜15．1） 

28 �小松菜 �名西郡石井町 �8月20日 �異常を認めず（＜12．9） 

29 �里芋 �名西郡石井町 �8月21日 �異常を認めず（＜13．9） 

30 �茄子 �吉野川市鴨島町 �8月21日 �異常を認めず（＜13．7） 

31 �柿 �小松島市 �9月13日 �異常を認めず（＜19．3） 

32 �ピーマン �小松島市 �9月13日 �異常を認めず（＜19．8） 

33 �青パパイヤ �阿南市羽ノ浦町 �9月13日 �異常を認めず（＜14．4） 

34 �かぼちゃ �小松島市i �9月13日 �異常を認めず（＜12．4） 

35 �すだち �勝浦郡勝浦町 �9月14日 �異常を認めず（＜14．6） 

36 �玉ねぎ �勝浦郡勝浦町 �9月14日 �異常を認めず（＜13．8） 

37 �きゅうり �板野郡板野町、 �10月18日 �異常を認めず（＜13．4） 

38 �セレベス �板野郡板野町 �10月18日 �異常を認めず（＜13．1） 

39 �鳴門金時芋 �鳴門市 �10月18日 �異常を認めず（＜13．4） 

40 �次郎柿 �板野郡上板町 �10月18日 �異常を認めず（＜13．0） 

41 �みかん �勝浦郡勝浦町 �10月19日 �異常を認めず（＜13．3） 

42 �さつま芋 �吉野川市鴨島町 �　1 10月19日 �異常を認めず（＜11．5） 

43 �キウイ �名東郡佐那河内村 �11月26日 �異常を認めず（＜14．6） 

44 �レタス �阿波市阿波町 �11月26日 �異常を認めず（＜12．9） 

45 �ほうれん草 �徳島市　　i �11月26日 �異常を認めず（＜16．1） 

46 �ゆこう �阿南市十八女町 �11月26日 �異常を認めず（＜12．7） 

47 �白菜 �　　　i 海部郡美波町i 　　　i �　i 11月27日 �異常を認めず（＜11．5） 

48 �かぶら �　　　　　i 名西郡石井町 �11月27日 �異常を認めず（＜15．8） 



49 �キャベツー �阿南市中林町 �H30．12月13日 �異常を認めず（＜12．9） 

50 �カリフラワー �阿南市見能林町 �12月13日 �異常を認めず（＜13．6） 

51 �大根 �板野郡北島町 �12月13日 �異常を認めず（＜13．7） 

52 �白菜 �吉野川市鴨島町 �12月13日 �異常を認めず（＜15．5） 

53 �蓮根 �徳島市jiI内町 �12月14日 �異常を認めず（＜11．9） 

54 �水菜 �吉野川市鴨島町 �12月14日 �異常を認めず（＜14．7） 

55 �チンゲン菜 �阿南市細野町 �H31．1月21日 �異常を認めず（＜12．3） 

56 �はっさく �阿南市吉井町 �1月21日 �異常を認めず（＜12．4） 

57 �ブロッコリー �小松島市櫛淵町 �1月21日 �異常を認めず（＜14．7） 

58 �キャベツ �阿南市中林町 �1月21日 �異常を認めず（＜14．8） 

59 �ほうれん草 �徳島市不動本町 �1月22日 �異常を認めず（＜13．5） 

60 �棒　榛 �三好市三野町 �1月22日 �異常を認めず（＜113．1） 

61 �菜の花 �阿波市土成町 �2月7日 �異常を認めず（＜17．2） 

62 �大　根 �吉野川市鴨島町 �2月7日 �異常を認めず（＜13．6） 

63 �春　菊 �板野郡北島町 �2月7日 �異常を認めず（＜14．7） 

64 �レモン �吉野川市鴨島町 �2月7日 �異常を認めず（＜12．6） 

65 �人参 �阿波市阿波町 �2月8日 �異常を認めず（＜17．8） 

66 �京ねぎ �吉野lII市 �2月8日 �異常を認めず（＜16．7） 

67 �セロリ �小松島市立江町 �3月7日 �異常を認めず（＜15．9） 

68 �玉ねぎ �板野郡上板町 �3月7日 �異常を認めず（＜14．7） 

69 �江川地下水 �吉野川市鴨島町 �3月7日 �異常を認めず（＜8．2） 

70 �八　朔 �三好市三野町 �3月7日 �異常を認めず（＜13．3） 

71 �かぶら �美馬市美馬町 �3月8日 �異常を認めず（＜13．4） 

72 �金　柑 �吉野川市鴨島町 �3月8日 �異常を認めず（＜13．9） 


