
１　目的

２　基本的な考え方（品目の選定方法、検査実施時期、地域の選定等）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 3月 合計

品目数
（下表） 9 7 6 8 11 7 9 13 4 2 3 1 80

検査点数 26 15 24 21 18 61 27 20 8 8 13 3 244

品目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

果樹 施設ﾌﾞﾄﾞｳ(ﾃﾞﾗ1) ウメ オウトウ(2) モモ(日川白鳳
4)

ブドウ（巨峰3） ブドウ（甲州5） カキ(1) 　 ユズ(1)

施設オウトウ(1) 施設ﾌﾞﾄﾞｳ(大房1) ブドウ(ﾃﾞﾗ2） ブドウ（ﾋﾟｵ-ﾈ2） ブドウ（ﾍﾞｰﾘｰ
A4）

カキ（加工用2） ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(３)

ウメ 　 スモモ(ｿﾙﾀﾞﾑ3) リンゴ

施設モモ 　
野菜 施設キュウリ(1) ｽｲｰﾄｺｰﾝ(3) ナス(2) キュウリ キュウリ(２) サトイモ(1) ニンジン

(1)
野沢菜

施設トマト(1) レタス(2) ｽｲｰﾄｺｰﾝ(1) トマト(1) 青菜
カリフラワー（１） ナス(1)

キャベツ(1)

ｽｲｰﾄｺｰﾝ(2)

穀類 小麦(1) 水稲(36) 水稲(12) 　
大麦(1) そば(1) 大豆(２)

 
肉・乳 牛肉（１7） 原乳(4) 原乳(7) 原乳(３) 原乳(5) 原乳(5) 牛肉1７

原乳(2) 原乳２６

その他 茶飲用茶(3) 牧草(3) 天然魚（１） 飼料用ﾄｳﾓﾛｺｼ(3) 飼料用稲ﾜﾗ(5) 天然魚(1) 天然魚(３) 天然魚(6) 天然魚(3) 淡水魚 ５５

天然魚（１） 天然魚(9) 養殖魚（８） 天然魚（１） 天然魚（９） 養殖魚(５) 養殖魚(6)

養殖魚（１） 養殖魚（１）

（３）米については、米を作付けた全ての市町村を対象とする。

平成25年度放射性物質検査の実施予定について
H25.3.4

　　平成２４年４月１日の食品中の放射性物質に係る新基準値施行に伴う「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、県産農産物に対する消費者の不
安感を払拭し、風評被害による販売不振などへの影響を防止する観点から出荷する県産農産物の放射性物質検査を行う。

（１）今後出荷される主要な農産物等を対象とし、生産量等を踏まえて検査品目を選定する。

（２）各品目の生産状況を考慮し、ＪＡを１つの産地単位として、産地の広がりが大きい品目は複数産地からサンプルを採取する。

（４）麦、そばについては、県内全域を１つの産地とする。大豆は県内全域を２つの産地に区分する。

（５）牛肉については、肉用牛農家全戸を対象に各１頭、原乳については、県内すべての酪農家を対象に集乳コース毎に集乳された原乳の合乳等を検査する。

（６）淡水魚については、養殖魚では主たる生産地域、また天然魚では代表的な漁場において解禁状況等を勘案し検査を行う。

（７）飼料用稲わら・トウモロコシ、牧草については生産量と地理的条件を考慮し検査を行う。

（８）検査の結果は、県ホームページ等で随時公表する。

（９）検査の結果、厚生労働省が定める規制値を超えた場合、県は出荷団体等に対し、当該品目の出荷の自粛を要請する。

表１　月別検査品目、回数、点数

表２　検査品目（品種）

ダイコン（３）
鳴沢菜、

白菜

長芋、ゴボウ
人参、白菜

長ネギ、小松菜
ホウレンソウ(2)
サツマイモ(2)
ｼｮｳｶﾞ,ｼﾞｬｶﾞｲﾓ



検査
結果

検出
限界値

検査
結果

検出
限界値

64 7/17 ブドウ（デラウエア） 甲府市 不検出 <0.623 不検出 <0.875 <1.5
63 7/17 ブドウ（デラウエア） 笛吹市 不検出 <0.777 不検出 <0.794 <1.6
62 7/10 スモモ（ソルダム） 南ｱﾙﾌﾟｽ市 不検出 <0.833 不検出 <0.672 <1.5
61 7/10 スモモ（ソルダム） 笛吹市 不検出 <0.676 不検出 <0.689 <1.4
60 7/10 スモモ（ソルダム） 甲州市 不検出 <0.772 不検出 <0.614 <1.4
59 7/3 天然魚（アユ） 丹波山村 不検出 <6.97 不検出 <7.36 <14
58 7/3 大麦 韮崎市 不検出 <1.05 不検出 <1.38 <2.4
57 7/3 小麦 韮崎市 不検出 <0.925 不検出 <0.746 <1.7
56 6/26 モモ（日川白鳳） 韮崎市 不検出 <0.832 不検出 <0.770 <1.6
55 6/26 モモ（日川白鳳） 南ｱﾙﾌﾟｽ市 不検出 <0.945 不検出 <0.937 <1.9
54 6/26 モモ（日川白鳳） 笛吹市 不検出 <0.760 不検出 <1.03 <1.8
53 6/26 モモ（日川白鳳） 山梨市 不検出 <0.683 不検出 <0.853 <1.5
52 6/26 原乳 北杜市 不検出 <0.825 不検出 <0.977 <1.8
51 6/26 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.737 不検出 <1.01 <1.7
50 6/20 養殖魚（コイ） 笛吹市 不検出 <3.21 4.13 <3.35 4.1
49 6/20 養殖魚（アユ） 山梨市 不検出 <3.27 不検出 <3.03 <6.3
48 6/20 養殖魚（アマゴ） 都留市 不検出 <4.33 不検出 <4.84 <9.2
47 6/20 養殖魚（ヤマメ） 都留市 不検出 <4.46 不検出 <5.08 <9.5
46 6/20 養殖魚（イワナ） 山梨市 不検出 <6.39 不検出 <5.10 <11
45 6/20 養殖魚（イワナ） 北杜市 不検出 <5.29 不検出 <5.14 <10
44 6/20 養殖魚（ニジマス） 上野原市 不検出 <4.53 不検出 <4.45 <9.0
43 6/20 養殖魚（ニジマス） 富士吉田市 不検出 <4.83 不検出 <4.57 <9.4
42 6/19 ナス 甲府市 不検出 <1.07 不検出 <1.08 <2.2
41 6/19 ナス 中央市 不検出 <1.17 不検出 <1.23 <2.4
40 6/19 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.843 不検出 <0.809 <1.7
39 6/19 牛肉 富士河口湖町 不検出 <0.846 不検出 <0.752 <1.6
38 6/13 天然魚アユ 山梨市 不検出 <4.59 不検出 <5.65 <10
37 6/13 天然魚アユ 道志村 不検出 <4.95 不検出 <5.57 <11
36 6/12 スイートコーン 中央市 不検出 <1.17 不検出 <1.31 <2.5
35 6/12 原乳 北杜市 不検出 <0.880 不検出 <0.940 <1.8
34 6/12 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.860 不検出 <0.948 <1.8

No09 33 6/5 天然魚アユ 身延町 不検出 <4.34 不検出 <5.23 <9.6
32 6/5 スイートコーン 甲府市 不検出 <0.920 不検出 <1.19 <2.1
31 6/5 スイートコーン 笛吹市 不検出 <1.04 不検出 <1.20 <2.2
30 6/5 スイートコーン 市川三郷町 不検出 <1.08 不検出 <0.972 <2.1
29 6/5 オウトウ 南アルプス市 不検出 <0.926 不検出 <0.838 <1.8
28 6/5 オウトウ 山梨市　 不検出 <0.755 不検出 <0.955 <1.7
27 6/5 原乳 北杜市 不検出 <0.850 不検出 <0.935 <1.8
26 5/29 牧草 北杜市 不検出 <1.75 不検出 <1.76 <3.5
25 5/29 牧草 北杜市 不検出 <1.69 不検出 <1.98 <3.7
24 5/29 牧草 富士河口湖町 不検出 <2.20 不検出 <2.05 <4.3
23 5/29 原乳 山梨市、笛吹市他 不検出 <0.728 不検出 <0.797 <1.5
22 5/29 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.820 不検出 <0.952 <1.8

No06 21 5/27 天然魚(アユ) 大月市 不検出 <6.13 不検出 <6.63 <13
20 5/22 レタス 富士河口湖町 不検出 <1.11 不検出 <1.24 <2.4
19 5/22 レタス 北杜市 不検出 <0.833 不検出 <1.49 <2.3
18 5/22 原乳 北杜市 不検出 <0.893 不検出 <0.809 <1.7
17 5/22 原乳 富士河口湖町他 不検出 <0.889 不検出 <0.677 <1.6
16 5/15 飲用茶 南部町 不検出 <0.645 不検出 <0.567 <1.2
15 5/15 飲用茶 南部町 不検出 <0.683 不検出 <0.722 <1.4
14 5/15 飲用茶 南部町 不検出 <0.755 不検出 <0.601 <1.4
13 5/15 原乳 北杜市 不検出 <0.636 不検出 <0.725 <1.4
12 5/15 原乳 富士河口湖町 不検出 <0.731 不検出 <0.752 <1.5
11 5/8 ウメ 南アルプス市 不検出 <0.982 不検出 <1.20 <2.2
10 5/8 ウメ 甲斐市 不検出 <0.973 不検出 <0.896 <1.9
9 5/8 施設モモ 笛吹市 不検出 <0.628 不検出 <0.833 <1.5
8 5/8 施設ブドウ（大房） 甲州市 不検出 <0.909 不検出 <0.945 <1.9
7 5/8 施設オウトウ 南アルプス市 不検出 <0.740 不検出 <0.846 <1.6
6 4/24 原乳 北杜市 不検出 <0.770 不検出 <0.754 <1.5
5 4/24 原乳 北杜市 不検出 <0.819 不検出 <0.916 <1.7
4 4/24 施設ブドウ（デラ） 笛吹市 不検出 <0.614 不検出 <0.740 <1.4
3 4/17 カリフラワー 笛吹市 不検出 <1.14 不検出 <1.05 <2.2
2 4/17 施設ｷｭｳﾘ 中央市 不検出 <1.08 不検出 <0.903 <2.0
1 4/17 施設トマト 中央市 不検出 <0.762 不検出 <0.877 <1.6

平成２５年度　放射性物質検査結果(H25年 7月22日現在）
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