
加工食品等の放射性物質検査結果について（福島県）

１　新基準値が適用される食品
（平成２４年４月１日以降に製造・加工された食品（原材料として牛肉、米、大豆を使用した食品を除く））

（注）

① 一般食品

セシウム-134 セシウム-137 放射性セシウム

（Bq／kg） （Bq／kg） 合算値（Bq／kg）

1 小野町 H24.10.9 ようかん 菓子類 検出せず（＜6.0） 検出せず（＜4.9） 検出せず

2 三春町 H24.10.10 あんこもち 菓子類 検出せず（＜6.2） 検出せず（＜5.1） 検出せず

3 須賀川市 H24.10.10 りんごジュース 清涼飲料水 検出せず（＜2.2） 2.56 2.6

4 三春町 H24.10.10 さつまいもケーキ 菓子類 検出せず（＜6.4） 検出せず（＜7.3） 検出せず

5 三春町 H24.10.10 梅干し 漬物 32.3 38.5 71

6 三春町 H24.10.10 乾燥もち もち類 検出せず（＜9.4） 検出せず（＜7.9） 検出せず

7 田村市 H24.10.11 調味梅漬 漬物 検出せず（＜7.4） 検出せず（＜6.6） 検出せず

8 田村市 H24.10.11 ふき塩漬 漬物 検出せず（＜6.6） 検出せず（＜6.1） 検出せず

9 田村市 H24.10.11 梅漬 漬物 検出せず（＜8.6） 10.7 11

10 田村市 H24.10.11 ふき塩漬 漬物 検出せず（＜7.2） 検出せず（＜6.7） 検出せず

11 田村市 H24.10.11 調味梅漬 漬物 検出せず（＜8.5） 検出せず（＜6.0） 検出せず

12 田村市 H24.10.11 ふき塩漬 漬物 検出せず（＜7.8） 検出せず（＜6.9） 検出せず

13 田村市 H24.10.11 調味梅漬 漬物 検出せず（＜8.1） 検出せず（＜5.7） 検出せず

14 白河市 H24.10.10 しらたき こんにゃく 検出せず（＜4.3） 検出せず（＜4.0） 検出せず

15 白河市 H24.10.10 刺身こんにゃく こんにゃく 検出せず（＜8.3） 検出せず（＜7.1） 検出せず
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16 広島県
（販売所：白河市）

H24.10.10 糸こんにゃく こんにゃく 検出せず（＜3.8） 検出せず（＜3.4） 検出せず

17 広島県
（販売所：白河市）

H24.10.10 しらたき こんにゃく 検出せず（＜2.6） 検出せず（＜3.1） 検出せず

18 石川町 H24.10.10 こんにゃく こんにゃく 検出せず（＜2.6） 検出せず（＜3.0） 検出せず

19 白河市 H24.10.10 突きこんにゃく こんにゃく 検出せず（＜4.2） 検出せず（＜3.5） 検出せず

20 白河市 H24.10.10 こんにゃく こんにゃく 検出せず（＜2.7） 検出せず（＜3.1） 検出せず

21 白河市 H24.10.10 糸こんにゃく こんにゃく 検出せず（＜4.1） 検出せず（＜3.1） 検出せず

22 棚倉町 H24.10.4 一味唐辛子 調味料類等 検出せず（＜8.7） 検出せず（＜8.7） 検出せず

23 白河市 H24.10.10 いちじくジャム ジャム類 検出せず（＜6.3） 検出せず（＜7.2） 検出せず

24 白河市 H24.10.10 りんごジャム ジャム類 検出せず（＜7.2） 検出せず（＜5.9） 検出せず

25 白河市 H24.10.10 ほおずきジャム ジャム類 検出せず（＜6.4） 検出せず（＜5.8） 検出せず

26 白河市 H24.10.10 梨ゼリー 菓子類 検出せず（＜8.2） 検出せず（＜7.5） 検出せず

27 白河市 H24.10.10 キャベツキムチ漬 漬物 検出せず（＜7.8） 検出せず（＜6.4） 検出せず

28 白河市 H24.10.10 大根キムチ漬 漬物 検出せず（＜7.5） 検出せず（＜7.2） 検出せず

29 白河市 H24.10.10 きゅうりキムチ漬 漬物 検出せず（＜8.5） 検出せず（＜6.8） 検出せず

30 白河市 H24.10.10 白菜キムチ漬 漬物 検出せず（＜8.1） 検出せず（＜5.8） 検出せず

31 白河市 H24.10.10 キムチの素 調味料類等 検出せず（＜7.9） 検出せず（＜6.5） 検出せず

32 白河市 H24.10.9 ナツハゼジャム ジャム類 9.54 29.8 39

33 白河市 H24.10.10 梅干し 漬物 27.7 40.8 69

34 白河市 H24.10.10 梅干し 漬物 検出せず（＜7.8） 7.50 7.5

35 中島村 H24.10.10 らっきょう酢漬 漬物 検出せず（＜4.1） 検出せず（＜4.1） 検出せず

36 西郷村 H24.10.10 白飯 弁当類 検出せず（＜5.5） 検出せず（＜5.3） 検出せず

37 二本松市 H24.10.11 桑の葉粉 乾燥茶葉 42.2 63.8 110

38 二本松市 H24.10.11 梅干し 漬物 28.4 43.0 71

食品衛生法における一般食品の基準値を適用：セシウム：100Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値）
※合算値：セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字２桁（上位から３桁目を四捨五入したもの）で記載しています。



２　暫定規制値が適用される食品
（平成２４年３月３１日までに製造・加工された食品または原材料として牛肉、米、大豆を使用した食品）

　　（注）

セシウム-134 セシウム-137 放射性セシウム

（Bq／kg） （Bq／kg） 合算値（Bq／kg）

1 三春町 H24.10.10 おこわ 弁当類 検出せず（＜6.8） 検出せず（＜6.8） 検出せず

2 須賀川市 H24.10.11 からしみそ みそ加工品 検出せず（＜6.0） 検出せず（＜5.2） 検出せず

3 白河市 H24.10.10 ヤンニョムジャン 調味料類等 検出せず（＜8.5） 検出せず（＜5.8） 検出せず

4 白河市 H24.10.10 焼肉のたれ 調味料類等 検出せず（＜7.0） 検出せず（＜5.7） 検出せず

食品衛生法における経過措置のある上記の食品は、暫定規制値（セシウム：500Bq/kg（セシウム-134、セシウム-137の合算値））が適用されます。

（注）原材料として牛肉及び米を使用した食品：牛肉及び米を原材料として製造、加工、輸入される食品の経過措置は、平成24年9月30日で終了しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ただし、平成24年9月30日までに製造、加工、輸入された食品は引き続き暫定規制値が適用されます。）

① その他の食品
放射性セシウム

４品中
500Bq/kgを超えるもの０品

No 製造・加工場所 採取日 試料の種類 食品区分
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