
※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

73 － 香川県 H24.4.9 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<2.5） 検出せず（<2.8） 検出せず

74 静岡県 静岡県 H24.4.9 飲料水 飲料水 検出せず（<0.6） 検出せず（<0.5） 検出せず

75 青森県 － H24.4.10 ホタテ 一般食品 検出せず（<6.5） 検出せず（<7.9） 検出せず

76 － 群馬県 H24.4.10 ヨーグルト 一般食品 検出せず（<2.7） 検出せず（<2.6） 検出せず

77 － 静岡県 H24.4.10 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.7） 検出せず（<2.7） 検出せず

78 徳島県 － H24.4.17 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.6） 検出せず

79 徳島県 徳島県 H24.4.17 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.5） 検出せず

80 徳島県 － H24.4.19 干し芋 一般食品 検出せず（<6.9） 検出せず（<6.5） 検出せず

81 － 東京都 H24.4.19 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<2.3） 検出せず（<2.6） 検出せず

82 － 栃木県 H24.4.19 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<2.5） 検出せず（<2.5） 検出せず

83 徳島県 徳島県 H24.4.24 たけのこ水煮 一般食品 検出せず（<7.0） 検出せず（<9.7） 検出せず

84 - 三重県 H24.4.24 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.4） 検出せず（<2.5） 検出せず

85 - 長野県 H24.4.26 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.4） 検出せず（<2.5） 検出せず

86 － 東京都 H24.4.26 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.2） 検出せず（<2.6） 検出せず

87 － 広島県 H24.4.26 ヨーグルト 一般食品 検出せず（<5.1） 検出せず（<7.1） 検出せず

88 岩手県 徳島県 H24.5.4 乾燥しいたけ 一般食品 14 32 46（換算値）

89 - 東京都 H24.5.9 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.7） 検出せず（<3.5） 検出せず

90 静岡県 静岡県 H24.5.10 茶葉 一般食品 27 38 64

91 徳島県 － H24.5.10 ち鯛 一般食品 検出せず（<6.2） 検出せず（<7.0） 検出せず

92 徳島県 － H24.5.10 たけのこ 一般食品 検出せず（<7.4） 検出せず（<7.1） 検出せず

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。
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93 － 群馬県 H24.5.14 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.5） 検出せず（<4.4） 検出せず

94 徳島県 － H24.5.16 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.6） 検出せず（<0.6） 検出せず

95 徳島県 徳島県 H24.5.16 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.6） 検出せず

96 徳島県 徳島県 H24.5.17 ゆでだこ 一般食品 検出せず（<7.7） 検出せず（<8.5） 検出せず

97 徳島県 － H24.5.17 しいたけ（菌床） 一般食品 検出せず（<6.3） 検出せず（<7.6） 検出せず

98 北海道 北海道 H24.5.21 チーズ 一般食品 検出せず（<6.7） 検出せず（<6.9） 検出せず

99 徳島県 徳島県 H24.5.21 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<3.7） 検出せず（<4.0） 検出せず

100 徳島県 徳島県 H24.5.23 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<3.5） 検出せず（<3.4） 検出せず

101 徳島県 - H24.5.23 菜の花 一般食品 検出せず（<7.2） 検出せず（<8.5） 検出せず

102 千葉県 徳島県 H24.5.23 片口いわし 一般食品 検出せず（<7.5） 検出せず（<7.3） 検出せず

103 徳島県 徳島県 H24.5.25 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<6.3） 1.4 1.4(換算値)(注1)

104 国産 大分県 H24.5.28 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<4.0） 検出せず（<4.4） 検出せず

105 国産 徳島県 H24.5.29 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<6.0） 2.2 2.2(換算値)(注2)

106 - 東京都 H24.5.30 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<2.8） 検出せず（<2.9） 検出せず

107 青森県 鳥取県 H24.5.31 ごぼう千切り 一般食品 検出せず（<6.3） 検出せず（<7.7） 検出せず

108 愛媛県 愛媛県 H24.6.4 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<3.9） 検出せず（<4.2） 検出せず

109 大分県 - H24.6.5 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<3.6） 1.6 1.6(換算値)(注3)

110 千葉県 - H24.6.7 いわし 一般食品 検出せず（<5.5） 検出せず（<7.1） 検出せず

111 徳島県 - H24.6.7 こまつ菜 一般食品 検出せず（<6.3） 検出せず（<6.7） 検出せず

112 群馬県 - H24.6.7 トマト 一般食品 検出せず（<5.7） 検出せず（<7.1） 検出せず
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113 徳島県 徳島県 H24.6.11 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<4.3） 検出せず（<4.4） 検出せず

114 徳島県 徳島県 H24.6.12 乾燥しいたけ 一般食品 検出せず（<4.8） 1.0 1.0(換算値)(注4)

115 徳島県 - H24.6.12 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.5） 検出せず

116 徳島県 徳島県 H24.6.12 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.5） 検出せず

117 茨城県 静岡県 H24.6.14 干し芋 一般食品 検出せず（<4.8） 8.6 8.6

118 - 長野県 H24.6.15 乳児用麦茶 乳児用食品 検出せず（<0.７） 検出せず（<0.8） 検出せず

119 - 東京都 H24.6.18 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<2.8） 検出せず（<3.2） 検出せず

120 宮城県 - H24.6.21 サーモン 一般食品 検出せず（<5.5） 検出せず（<6.4） 検出せず

121 群馬県 - H24.6.21 レタス 一般食品 検出せず（<6.8） 検出せず（<7.7） 検出せず

122 群馬県 - H24.6.21 大根 一般食品 検出せず（<6.8） 検出せず（<7.0） 検出せず

123 長野県 - H24.6.28 レタス 一般食品 検出せず（<7.2） 検出せず（<7.9） 検出せず

124 茨城県 - H24.6.28 れんこん 一般食品 検出せず（<6.8） 検出せず（<6.6） 検出せず

125 茨城県 - H24.6.28 白菜 一般食品 検出せず（<7.6） 検出せず（<6.7） 検出せず

126 山梨県 山梨県 H24.6.28 ミネラルウォーター 飲料水 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.4） 検出せず

127 - 東京都 H24.6.28 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<2.7） 検出せず（<2.9） 検出せず

128 - 滋賀県 H24.7.2 乳児用清涼飲料水 乳児用食品 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.5） 検出せず

129 宮城県 - H24.7.3 銀ザケ 一般食品 検出せず（<6.2） 検出せず（<6.9） 検出せず

130 青森県 - H24.7.4 大根 一般食品 検出せず（<6.0） 検出せず（<7.1） 検出せず

131 徳島県 - H24.7.5 たけのこ水煮 一般食品 検出せず（<6.5） 検出せず（<7.5） 検出せず

132 - 新潟県 H24.7.5 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<3.7） 検出せず（<4.3） 検出せず
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133 徳島県 - H24.7.10 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.6） 検出せず

134 徳島県 徳島県 H24.7.10 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.6） 検出せず（<0.5） 検出せず

135 長野県 - H24.7.10 キャベツ 一般食品 検出せず（<6.7） 検出せず（<7.1） 検出せず

136 神奈川県 - H24.7.12 さば 一般食品 検出せず（<6.2） 検出せず（<6.3） 検出せず

137 - 新潟県 H24.7.12 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<4.0） 検出せず（<4.0） 検出せず

138 - 富山県 H24.7.13 乳児用麦茶 乳児用食品 検出せず（<0.5） 検出せず（<0.6） 検出せず

139 - 兵庫県 H24.7.19 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.8） 検出せず（<4.0） 検出せず

140 - 岡山県 H24.7.19 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.5） 検出せず（<2.6） 検出せず

141 徳島県 - H24.7.19 いんげん豆 一般食品 検出せず（<7.3） 検出せず（<7.3） 検出せず

142 徳島県 - H24.7.19 チンゲン菜 一般食品 検出せず（<6.5） 検出せず（<8.1） 検出せず

143 徳島県 徳島県 H24.7.23 たけのこ水煮 一般食品 検出せず（<6.74） 検出せず（<5.50） 検出せず

144 - 岡山県 H24.7.23 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.49） 検出せず（<2.56） 検出せず

145 - 佐賀県 H24.7.23 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.20） 検出せず（<2.34） 検出せず

146 - 静岡県 H24.7.24 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.22） 検出せず（<2.19） 検出せず

147 岩手県 - H24.7.25 真さば 一般食品 検出せず（<5.74） 検出せず（<7.15） 検出せず

148 群馬県 - H24.7.25 キャベツ 一般食品 検出せず（<7.12） 検出せず（<6.76） 検出せず

149 徳島県 - H24.7.25 茶葉 一般食品 検出せず（<2.06） 検出せず（<2.26） 検出せず

150 長野県 - H24.7.26 きゅうり 一般食品 検出せず（<6.57） 検出せず（<7.67） 検出せず

151 徳島県 - H24.7.26 なす 一般食品 検出せず（<6.08） 検出せず（<7.55） 検出せず

152 - 埼玉県 H24.7.26 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.03） 検出せず（<4.06） 検出せず
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153 - 静岡県 H24.7.31 乳児用清涼飲料水 乳児用食品 検出せず（<0.534） 検出せず（<0.624） 検出せず

154 徳島県 - H24.7.31 さつまいも 一般食品 検出せず（<6.18) 検出せず（<7.69） 検出せず

155 - 静岡県 H24.8.1 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.47） 検出せず（<2.58） 検出せず

156 岩手県 - H24.8.1 きゅうり 一般食品 検出せず（<6.70) 検出せず（<6.50） 検出せず

157 岩手県 岩手県 H24.8.1 切り干しだいこん 一般食品 検出せず（<2.33） 4.37 1.1(換算値)(注5)

158 岩手県 - H24.8.2 キャベツ 一般食品 検出せず（<7.32） 検出せず（<6.37） 検出せず

159 岩手県 - H24.8.2 ピーマン 一般食品 検出せず（<7.41） 検出せず（<8.89） 検出せず

160 - 長野県 H24.8.2 イチゴジャム 一般食品 検出せず（<1.22） 検出せず（<1.24） 検出せず

161 徳島県 - H24.8.3 きゅうり 一般食品 検出せず（<5.92) 検出せず(<6.96） 検出せず

162 徳島県 - H24.8.3 トマト 一般食品 検出せず（<7.43） 検出せず（<8.91） 検出せず

163 徳島県 - H24.8.6 オクラ 一般食品 検出せず（<8.24) 検出せず（<9.48) 検出せず

164 徳島県 - H24.8.7 ゴーヤ 一般食品 検出せず（<6.65) 検出せず（<6.49) 検出せず

165 徳島県 - H24.8.7 カボチャ 一般食品 検出せず（<7.14) 検出せず（<7.88) 検出せず

166 徳島県 - H24.8.21 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.491) 検出せず（<0.648) 検出せず

167 徳島県 徳島県 H24.8.21 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.499) 検出せず（<0.541) 検出せず

168 - - H24.8.21 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<2.52) 検出せず（<2.65) 検出せず

169 - 佐賀県 H24.8.22 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.35) 検出せず（<2.40) 検出せず

170 青森県 - H24.8.23 りんご 一般食品 検出せず（<6.88) 検出せず（<7.47) 検出せず

171 - 兵庫県 H24.8.23 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.72) 検出せず（<3.54) 検出せず

172 徳島県 - H24.8.24 鯛 一般食品 検出せず（<7.35) 検出せず（<7.47) 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

173 徳島県 - H24.8.24 スイカ 一般食品 検出せず（<6.71) 検出せず（<6.18) 検出せず

174 長野県 - H24.8.29 白菜 一般食品 検出せず（<6.60) 検出せず（<5.81) 検出せず

175 徳島県 - H24.8.29 サンド豆 一般食品 検出せず（<7.00) 検出せず（<7.87) 検出せず

176 徳島県 徳島県 H24.8.29 番茶 一般食品 検出せず（<6.90) 検出せず（<7.44) 検出せず

177 徳島県 徳島県 H24.9.4 煮干し 一般食品 検出せず（<9.13) 検出せず（<10.5) 検出せず

178 - 新潟県 H24.9.4 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.43) 検出せず（<3.74) 検出せず

179 青森県 - H24.9.5 メロン 一般食品 検出せず（<5.53) 検出せず（<6.66) 検出せず

180 山形県 - H24.9.5 りんご 一般食品 検出せず（<6.86) 検出せず（<7.21) 検出せず

181 岩手県 - H24.9.5 大根 一般食品 検出せず（<6.25) 検出せず（<7.68) 検出せず

182 徳島県 - H24.9.5 イチジク 一般食品 検出せず（<6.20) 検出せず（<6.37) 検出せず

183 茨城県 - H24.9.5 ごぼう 一般食品 検出せず（<7.22) 検出せず（<6.79) 検出せず

184 青森県 - H24.9.7 にんじん 一般食品 検出せず（<8.38) 検出せず（<7.48) 検出せず

185 徳島県 - H24.9.11 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.511) 検出せず（<0.499) 検出せず

186 徳島県 徳島県 H24.9.11 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.532) 検出せず（<0.570) 検出せず

187 徳島県 - H24.9.12 梨 一般食品 検出せず（<7.00) 検出せず（<6.26) 検出せず

188 徳島県 - H24.9.18 すだち 一般食品 検出せず（<8.06) 検出せず（<7.70) 検出せず

188 徳島県 － H24.9.18 しいたけ（原木） 一般食品 検出せず（<4.22） 検出せず（<4.39） 検出せず

189 長野県 － H24.9.19 プルーン 一般食品 検出せず（<7.56） 検出せず（<6.27） 検出せず

191 山梨県 － H24.9.20 ネクタリン 一般食品 検出せず（<5.30） 検出せず（<5.32） 検出せず

192 長野県 － H24.9.20 ぶどう 一般食品 検出せず（<7.01） 検出せず（<5.18） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

193 徳島県 徳島県 H24.9.20 ちりめん 一般食品 検出せず（<8.80） 検出せず（<9.19） 検出せず

194 徳島県 － H24.9.25 みょうが 一般食品 検出せず（<6.12） 検出せず（<6.83） 検出せず

195 徳島県 徳島県 H24.9.25 たけのこ水煮 一般食品 検出せず（<6.84） 検出せず（<6.25） 検出せず

196 徳島県 － H24.9.25 サバ 一般食品 検出せず（<6.30） 検出せず（<6.14） 検出せず

197 徳島県 － H24.9.25 あゆ 一般食品 検出せず（<5.43） 検出せず（<6.79） 検出せず

198 徳島県 徳島県 H24.9.27 干し柿 一般食品 検出せず（<6.22） 検出せず（<5.23） 検出せず

199 － 三重県 H24.10.22 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.23） 検出せず（<2.13） 検出せず

200 － 三重県 H24.10.23 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.32） 検出せず（<2.22） 検出せず

201 徳島県 － H24.10.24 栗 一般食品 検出せず（<5.64） 検出せず（<6.04） 検出せず

202 国産 徳島県 H24.10.24 茶葉 一般食品 検出せず（<2.16） 検出せず（<2.56） 検出せず

203 岩手県 － H24.10.25 西洋梨 一般食品 検出せず（<6.46） 検出せず（<6.83） 検出せず

204 長野県 － H24.10.25 梨 一般食品 検出せず（<5.67） 検出せず（<5.74） 検出せず

205 － 愛知県 H24.10.25 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<1.90） 検出せず（<1.98） 検出せず

206 山梨県 山梨県 H24.10.29 ミネラルウォーター 飲料水 検出せず（<0.442） 検出せず（<0.513） 検出せず

207 岩手県 － H24.10.29 白ねぎ 一般食品 検出せず（<6.47） 検出せず（<7.87） 検出せず

208 長野県 － H24.10.30 えのきたけ 一般食品 検出せず（<5.47） 検出せず（<6.17） 検出せず

209 国産 新潟県 H24.10.30 煮豆 一般食品 検出せず（<5.79） 検出せず（<5.48） 検出せず

210 徳島県 徳島県 H24.10.30 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.579） 検出せず（<0.521） 検出せず

211 徳島県 － H24.10.30 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.409） 検出せず（<0.510） 検出せず

212 － 長野県 H24.11.1 そば 一般食品 検出せず（<5.74） 検出せず（<5.74） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

213 徳島県 － H24.11.1 柿 一般食品 検出せず（<6.67） 検出せず（<6.12） 検出せず

214 青森県 青森県 H24.11.6 りんごジュース 一般食品 検出せず（<0.478） 検出せず（<0.616） 検出せず

215 静岡県 静岡県 H24.11.6 茶葉 一般食品 8.01 12.3 20

216 青森県 － H24.11.7 さば 一般食品 検出せず（<6.38） 検出せず（<6.02） 検出せず

217 千葉県 － H24.11.7 さば 一般食品 検出せず（<5.66） 検出せず（<6.71） 検出せず

218 徳島県 － H24.11.8 サゴシ 一般食品 検出せず（<5.99） 検出せず（<5.96） 検出せず

219 徳島県 － H24.11.8 さば 一般食品 検出せず（<5.33） 検出せず（<6.04） 検出せず

220 静岡県 － H24.11.9 まぐろ 一般食品 検出せず（<4.66） 検出せず（<6.73） 検出せず

221 茨城県 － H24.11.9 レタス 一般食品 検出せず（<5.88） 検出せず（<6.95） 検出せず

222 山梨県 山梨県 H24.11.9 ミネラルウォーター 飲料水 検出せず（<0.507） 検出せず（<0.529） 検出せず

223 埼玉県 － H24.11.14 ねぎ 一般食品 検出せず（<6.09） 検出せず（<7.06） 検出せず

224 徳島県 徳島県 H24.11.14 茶葉 一般食品 検出せず（<2.23） 検出せず（<2.37） 検出せず

225 岩手県 － H24.11.15 りんご 一般食品 検出せず（<6.36） 検出せず（<6.47） 検出せず

226 － 新潟県 H24.11.15 ヨーグルト 一般食品 検出せず（<5.74） 検出せず（<6.38） 検出せず

227 － 東京都 H24.11.20 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.46） 検出せず（<3.80） 検出せず

228 － 岡山県 H24.11.21 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.54） 検出せず（<2.98） 検出せず

229 徳島県 － H24.11.27 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.459） 検出せず（<0.561） 検出せず

230 徳島県 徳島県 H24.11.27 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.566） 検出せず（<0.499） 検出せず

231 － 広島県 H24.11.28 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.07） 検出せず（<2.23） 検出せず

232 青森県 － H24.11.29 スルメイカ 一般食品 検出せず（<5.82） 検出せず（<6.25） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

233 青森県 － H24.11.29 ぶどう 一般食品 検出せず（<6.09） 検出せず（<7.34） 検出せず

234 岩手県 － H24.11.29 こんぶ 一般食品 検出せず（<6.60） 検出せず（<6.90） 検出せず

235 － 静岡県 H24.11.29 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.39） 検出せず（<2.48） 検出せず

236 － 東京都 H24.12.4 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.74） 検出せず（<4.10） 検出せず

237 茨城県 － H24.12.5 ピーマン 一般食品 検出せず（<8.24） 検出せず（<7.64） 検出せず

238 栃木県 － H24.12.5 梨 一般食品 検出せず（<5.69） 検出せず（<5.88） 検出せず

239 － 群馬県 H24.12.5 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.62） 検出せず（<3.97） 検出せず

240 徳島県 － H24.12.6 ひらたけ 一般食品 検出せず（<7.07） 検出せず（<5.99） 検出せず

241 徳島県 － H24.12.6 チンゲン菜 一般食品 検出せず（<6.06） 検出せず（<6.41） 検出せず

242 徳島県 － H24.12.6 小松菜 一般食品 検出せず（<5.78） 検出せず（<6.95） 検出せず

243 徳島県 － H24.12.13 モンゴイカ 一般食品 検出せず（<5.03） 検出せず（<6.94） 検出せず

244 徳島県 － H24.12.13 丸ハゲむき身 一般食品 検出せず（<6.06） 検出せず（<7.03） 検出せず

245 徳島県 － H24.12.13 かぶ 一般食品 検出せず（<6.83） 検出せず（<7.15） 検出せず

246 茨城県 － H24.12.13 さつまいも 一般食品 検出せず（<6.63） 検出せず（<5.87） 検出せず

247 宮城県 － H24.12.14 ワカメ 一般食品 検出せず（<6.47） 検出せず（<6.18) 検出せず

248 岩手県 － H24.12.14 鮭 一般食品 検出せず（<5.64） 検出せず（<6.02） 検出せず

249 徳島県 － H24.12.18 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.466） 検出せず（<0.488） 検出せず

250 徳島県 徳島県 H24.12.18 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.526） 検出せず（<0.521） 検出せず

251 茨城県 － H24.12.19 れんこん 一般食品 検出せず（<6.12） 検出せず（<6.61） 検出せず

252 徳島県 － H24.12.19 みかん 一般食品 検出せず（<6.03） 検出せず（<5.64） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

253 徳島県 － H24.12.19 ゆず 一般食品 検出せず（<6.11） 検出せず（<5.75） 検出せず

254 － 佐賀県 H24.12.19 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.39） 検出せず（<2.36） 検出せず

255 山形県 山形県 H24.12.20 ラ・フランスジャム 一般食品 検出せず（<4.72） 検出せず（<5.00） 検出せず

256 長野県 長野県 H24.12.20 干し柿 一般食品 検出せず（<5.93） 検出せず（<6.25） 検出せず

257 秋田県 秋田県 H24.12.20 わらび水煮 一般食品 検出せず（<6.48） 検出せず（<6.13） 検出せず

258 栃木県 栃木県 H24.12.20 かんぴょう 一般食品 検出せず（<2.98） 検出せず（<2.87） 検出せず

259 － 岡山県 H24.12.20 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.35） 検出せず（<2.51） 検出せず

260 － 新潟県 H24.12.24 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<3.42） 検出せず（<3.60） 検出せず

261 － 岡山県 H24.12.25 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.30） 検出せず（<2.63） 検出せず

262 － 東京都 H25.1.7 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.70） 検出せず（<3.92） 検出せず

263 － 佐賀県 H25.1.8 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.38） 検出せず（<2.60） 検出せず

264 新潟県 新潟県 H25.1.9 ミネラルウォーター 飲料水 検出せず（<0.488） 検出せず（<0.518） 検出せず

265 山梨県 山梨県 H25.1.9 ミネラルウォーター 飲料水 検出せず（<0.534） 検出せず（<0.598） 検出せず

266 － 東京都 H25.1.9 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.22） 検出せず（<4.39） 検出せず

267 栃木県 － H25.1.10 いちご 一般食品 検出せず（<7.12） 検出せず（<6.68） 検出せず

268 静岡県 － H25.1.10 きはだまぐろ 一般食品 検出せず（<5.37） 検出せず（<6.73） 検出せず

269 － 埼玉県 H25.1.15 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.52） 検出せず（<4.61） 検出せず

270 徳島県 － H25.1.16 きくな 一般食品 検出せず（<7.90） 検出せず（<6.66） 検出せず

271 徳島県 － H25.1.16 ほうれんそう 一般食品 検出せず（<5.69） 検出せず（<6.28） 検出せず

272 － 栃木県 H25.1.16 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.53） 検出せず（<4.15） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

273 徳島県 － H25.1.17 白菜 一般食品 検出せず（<7.12） 検出せず（<6.82） 検出せず

274 秋田県 － H25.1.17 アスパラガス 一般食品 検出せず（<5.54） 検出せず（<5.80） 検出せず

275 長野県 － H25.1.17 なめこ 一般食品 検出せず（<4.79） 検出せず（<6.97） 検出せず

276 － 京都府 H25.1.17 茶葉 一般食品 検出せず（<2.33） 検出せず（<2.48） 検出せず

277 徳島県 － H25.1.22 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.507） 検出せず（<0.561） 検出せず

278 徳島県 徳島県 H25.1.22 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.459） 検出せず（<0.585） 検出せず

279 青森県 － H25.1.23 ごぼう 一般食品 検出せず（<6.96） 検出せず（<6.83） 検出せず

280 長野県 － H25.1.23 りんご 一般食品 検出せず（<6.10） 検出せず（<7.09） 検出せず

281 山形県 － H25.1.23 りんご 一般食品 検出せず（<5.68） 検出せず（<5.88） 検出せず

282 － 埼玉県 H25.1.23 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.14） 検出せず（<3.26） 検出せず

283 茨城県 － H25.1.24 にんじん 一般食品 検出せず（<5.74） 検出せず（<5.99） 検出せず

284 徳島県 － H25.1.24 はまち 一般食品 検出せず（<5.97） 検出せず（<6.26） 検出せず

285 青森県 － H25.1.24 ながいも 一般食品 検出せず（<7.56） 検出せず（<8.77） 検出せず

286 宮城県 － H25.1.29 マガレイ 一般食品 検出せず（<5.95） 検出せず（<6.94） 検出せず

287 群馬県 － H25.1.29 白ねぎ 一般食品 検出せず（<5.86） 検出せず（<7.13） 検出せず

288 － 群馬県 H25.1.29 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.05） 検出せず（<4.00） 検出せず

289 徳島県 － H25.1.30 ブロッコリー 一般食品 検出せず（<6.82） 検出せず（<6.71） 検出せず

290 徳島県 － H25.1.30 ひじき 一般食品 検出せず（<5.87） 検出せず（<6.37） 検出せず

291 － 兵庫県 H25.2.5 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<3.85） 検出せず（<4.59） 検出せず

292 － 東京都 H25.2.6 粉ミルク 乳児用食品 検出せず（<4.23） 検出せず（<4.17） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

293 徳島県 徳島県 H25.2.8 ちりめん 一般食品 検出せず（<7.62） 検出せず（<8.28） 検出せず

294 徳島県 － H25.2.13 キャベツ 一般食品 検出せず（<5.82） 検出せず（<5.45） 検出せず

295 徳島県 － H25.2.13 キウイフルーツ 一般食品 検出せず（<5.34） 検出せず（<5.46） 検出せず

296 静岡県 静岡県 H25.2.13 ミネラルウォーター 飲料水 検出せず（<0.480） 検出せず（<0.507） 検出せず

297 長野県 長野県 H25.2.13 ミネラルウォーター 飲料水 検出せず（<0.469） 検出せず（<0.570） 検出せず

298 静岡県 静岡県 H25.2.14 茶葉 一般食品 3.94 9.39 13

299 徳島県 － H25.2.19 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.510） 検出せず（<0.579） 検出せず

300 徳島県 徳島県 H25.2.19 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.479） 検出せず（<0.631） 検出せず

301 徳島県 - H25.2.21 もずく 一般食品 検出せず（<6.90） 検出せず（<6.11） 検出せず

302 徳島県 徳島県 H25.2.21 塩蔵ひじき 一般食品 検出せず（<5.98） 検出せず（<6.45） 検出せず

303 茨城県 － H25.2.21 れんこん 一般食品 検出せず（<5.92） 検出せず（<6.38） 検出せず

304 秋田県 － H25.2.21 うど 一般食品 検出せず（<6.76） 検出せず（<6.84） 検出せず

305 － 大阪府 H25.2.25 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<2.46） 検出せず（<2.26） 検出せず

306 埼玉県 － H25.2.26 白ねぎ 一般食品 検出せず（<6.59） 検出せず（<7.05） 検出せず

307 徳島県 － H25.2.27 水菜 一般食品 検出せず（<6.38） 検出せず（<7.20） 検出せず

308 徳島県 － H25.2.27 菜の花 一般食品 検出せず（<6.61） 検出せず（<6.88） 検出せず

309 － 山形県 H25.2.27 そば 一般食品 検出せず（<6.29） 検出せず（<6.49） 検出せず

310 栃木県 栃木県 H25.2.27 かんぴょう 一般食品 検出せず（<2.81） 検出せず（<2.55） 検出せず

311 徳島県 － H25.3.5 キンカン 一般食品 検出せず（<5.54） 検出せず（<6.83） 検出せず

312 徳島県 － H25.3.5 チンゲン菜 一般食品 検出せず（<6.51） 検出せず（<6.70） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

313 徳島県 － H25.3.5 花びら茸 一般食品 検出せず（<6.74） 検出せず（<7.20） 検出せず

314 長野県 長野県 H25.3.6 りんごジュース 一般食品 検出せず（<5.17） 検出せず（<6.30） 検出せず

315 徳島県 － H25.3.6 カンパチ 一般食品 検出せず（<6.39） 検出せず（<5.48） 検出せず

316 － 山形県 H25.3.7 そば 一般食品 検出せず（<6.77） 検出せず（<6.85） 検出せず

317 岩手県 － H25.3.7 しめじ 一般食品 検出せず（<5.94） 検出せず（<6.48） 検出せず

318 － 新潟県 H25.3.11 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<3.28） 検出せず（<3.51） 検出せず

319 徳島県 － H25.3.12 生乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.498） 検出せず（<0.601） 検出せず

320 徳島県 徳島県 H25.3.12 牛乳 牛乳・乳飲料 検出せず（<0.522） 検出せず（<0.615） 検出せず

321 徳島県 － H25.3.12 シカ肉 一般食品 検出せず（<6.08） 検出せず（<6.38） 検出せず

322 新潟県 － H25.3.13 エリンギ 一般食品 検出せず（<7.14） 検出せず（<6.70） 検出せず

323 徳島県 － H25.3.21 はっさく 一般食品 検出せず（<7.1７） 検出せず（<6.37） 検出せず

324 徳島県 大阪府 H25.3.21 ふき水煮 一般食品 検出せず（<6.75） 検出せず（<7.30） 検出せず

325 － 静岡県 H25.3.25 乳児用菓子 乳児用食品 検出せず（<2.44） 検出せず（<2.69） 検出せず

326 徳島県 徳島県 H25.3.26 番茶 一般食品 検出せず（<0.518） 検出せず（<0.550） 検出せず

327 － 静岡県 H25.3.26 離乳食 乳児用食品 検出せず（<2.17） 検出せず（<2.37） 検出せず

328 徳島県 － H25.3.27 デコポン 一般食品 検出せず（<5.52） 検出せず（<6.48） 検出せず

329 徳島県 徳島県 H25.3.27 干し芋 一般食品 検出せず（<6.16） 検出せず（<6.71） 検出せず

330 千葉県 徳島県 H25.3.28 ちりめん 一般食品 検出せず（<7.39） 検出せず（<9.10） 検出せず



※カッコ内の数字は「検出下限値」です。 一般食品 100 171
※「検出下限値」とは，1回の検査において検出できる最小の濃度です。 乳児用食品 50 54
※「検出せず」とは，放射性物質が「検出下限値未満」であったことを示します。 牛乳・乳飲料 50 25
※放射性セシウムの濃度は，セシウム134，セシウム137をあわせた合算値で表します。 飲料水 10 8

No 生産・原産地 製造場所 検査日 品目 食品区分 セシウム-134
（Bq/kg）

セシウム-137
（Bq/kg）

放射性セシウム
合算値（Bq/kg）

徳島県内に流通する食品の放射性物質検査結果について
放射性セシウム（合算）

基準値（Bq/kg）

測定結果

検査検体数
検査機器：ゲルマニウム半導体検出器
検査機関：徳島県食肉衛生検査所

食品区分

▼をクリックすると各項目ごとに分類できます。

・・・・乾燥乾燥乾燥乾燥しいたけしいたけしいたけしいたけ，，，，切切切切りりりり干干干干しだいこんのしだいこんのしだいこんのしだいこんの測定値測定値測定値測定値はははは，，，，水水水水でででで戻戻戻戻してしてしてして食食食食べるときのべるときのべるときのべるときの状態状態状態状態にににに換算換算換算換算するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。

　(　(　(　(注1)注1)注1)注1)　　　　計測値7.9計測値7.9計測値7.9計測値7.9Bq/kgをBq/kgをBq/kgをBq/kgを食食食食べるときのべるときのべるときのべるときの状態状態状態状態にににに換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)しししし，，，，測定結果測定結果測定結果測定結果は1.4Bq/kgは1.4Bq/kgは1.4Bq/kgは1.4Bq/kg

　(　(　(　(注2)注2)注2)注2)　　　　計測値12.5計測値12.5計測値12.5計測値12.5Bq/kgをBq/kgをBq/kgをBq/kgを食食食食べるときのべるときのべるときのべるときの状態状態状態状態にににに換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)しししし，，，，測定結果測定結果測定結果測定結果は2.2Bq/kgは2.2Bq/kgは2.2Bq/kgは2.2Bq/kg

・・・・検出値検出値検出値検出値はははは，，，，よりよりよりより安全側安全側安全側安全側にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした「「「「新基準値新基準値新基準値新基準値」」」」にににに対対対対しししし，，，，極々微量極々微量極々微量極々微量なななな値値値値でありでありでありであり，，，，健康健康健康健康へのへのへのへの影響影響影響影響はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

・1986・1986・1986・1986年年年年のチェルノブイリのチェルノブイリのチェルノブイリのチェルノブイリ原発事故以降原発事故以降原発事故以降原発事故以降，，，，国産国産国産国産のしいたけからものしいたけからものしいたけからものしいたけからも，，，，同程度同程度同程度同程度のののの放射性放射性放射性放射性セシウム137のセシウム137のセシウム137のセシウム137の検出事例検出事例検出事例検出事例がありますがありますがありますがあります。。。。

　(　(　(　(注5)注5)注5)注5)　　　　計測値4.4計測値4.4計測値4.4計測値4.4Bq/kgをBq/kgをBq/kgをBq/kgを食食食食べるときのべるときのべるときのべるときの状態状態状態状態にににに換算換算換算換算（（（（係数4.0係数4.0係数4.0係数4.0））））しししし，，，，測定結果測定結果測定結果測定結果は1.1Bq/kgは1.1Bq/kgは1.1Bq/kgは1.1Bq/kg

  (注4)  (注4)  (注4)  (注4)　　　　計測値5.8計測値5.8計測値5.8計測値5.8Bq/kgをBq/kgをBq/kgをBq/kgを食食食食べるときのべるときのべるときのべるときの状態状態状態状態にににに換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)しししし，，，，測定結果測定結果測定結果測定結果は1.0Bq/kgは1.0Bq/kgは1.0Bq/kgは1.0Bq/kg

  (注3)  (注3)  (注3)  (注3)　　　　計測値9.0計測値9.0計測値9.0計測値9.0Bq/kgをBq/kgをBq/kgをBq/kgを食食食食べるときのべるときのべるときのべるときの状態状態状態状態にににに換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)換算(係数5.7)しししし，，，，測定結果測定結果測定結果測定結果は1.6Bq/kgは1.6Bq/kgは1.6Bq/kgは1.6Bq/kg


