
検査期間 平成28年11月1日
～

平成28年11月17日

検査点数 15,048 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 14,864 184 0 15,048

割　  合 98.8% 1.2% 0.0%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

99%

1% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成28年12月4日

検査点数 131,599 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 130,014 1,585 0 131,599

割　  合 98.8% 1.2% 0.0%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

99%

1% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成28年12月7日

検査点数 168,216 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 166,121 2,072 23 168,216

割　  合 98.8% 1.2% 0.0%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

99%

1% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成28年12月11日

検査点数 260,288 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 256,365 3,765 158 260,288

割　  合 98.5% 1.4% 0.1%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

99%

1% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成28年12月21日

検査点数 742,336 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 730,367 11,581 388 742,336

割　  合 98.4% 1.6% 0.1%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98%

2% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成28年12月25日

検査点数 1,053,480 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 1,036,912 16,062 506 1,053,480

割　  合 98.4% 1.5% 0.0%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98%

2% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年1月11日

検査点数 1,913,440 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 1,884,797 27,630 1,013 1,913,440

割　  合 98.5% 1.4% 0.1%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

99%

1% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年1月18日

検査点数 2,448,312 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 2,411,401 35,534 1,377 2,448,312

割　  合 98.5% 1.5% 0.06%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

99%

1% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年1月29日

検査点数 3,147,768 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 3,099,493 46,320 1,955 3,147,768

割　  合 98.5% 1.5% 0.06%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

  平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報          

－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98%

2% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年2月5日

検査点数 3,501,560 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 3,447,240 52,194 2,126 3,501,560

割　  合 98.4% 1.5% 0.06%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98%

2% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年2月12日

検査点数 3,839,904 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 3,780,597 57,022 2,285 3,839,904

割　  合 98.5% 1.5% 0.06%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

  平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報          

－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98%

2% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年2月22日

検査点数 4,188,840 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 4,122,502 63,737 2,601 4,188,840

割　  合 98.4% 1.5% 0.06%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98%

2% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年3月5日

検査点数 4,388,752 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 4,316,503 69,334 2,915 4,388,752

割　  合 98.4% 1.6% 0.07%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成2８年産あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98%

2% 0% 測定下限値未満
スクリーニングレベル以下
スクリーニングレベル超過

福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。

あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。



検査期間 平成28年11月1日
～

平成29年3月31日

検査点数 4,458,568 点

＜スクリーニング検査結果＞

測定下限値未満 スクリーニングレベル以下 スクリーニングレベル超過 合計

（25Bq／kg未満） （25～50Bq／kg） （50Bq／kg超過）

検査点数 4,382,443 72,917 3,208 4,458,568

割　  合 98.3% 1.6% 0.07%

☆　個包装製品についても、全ての製品を箱単位で検査し、安全性を確認してから出荷しています。
☆　放射性セシウムは、セシウム１３４とセシウム１３７の合計値を示しています。
☆　割合については、小数点以下第２位を四捨五入しています。
☆　スクリーニングレベルを超過したものは、全て廃棄しています。 
　　　　お問い合わせ先 　　福島県あんぽ柿産地振興協会

事務局： ＴＥＬ０２４（５５４）３２９２
福島県農林水産部園芸課 ＴＥＬ０２４（５２１）７３５７

福　島　県　あ　ん　ぽ　柿　産　地　振　興　協　会

     平成２８年度あんぽ柿の放射性物質検査情報            

－－－福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）のあんぽ柿加工再開モデル地区における検査－－－

全国農業協同組合連合会福島県本部園芸部園芸課

98% 

2% 0% 測定下限値未満 
スクリーニングレベル以下 
スクリーニングレベル超過 

   福島市および伊達地方（伊達市、桑折町、国見町）の加工再開モデル地区で生産し

たあんぽ柿は非破壊検査を実施し、食品衛生法に定める一般食品の基準値（１００Bq

／kg）以下であることを確認して出荷しています。 

     あんぽ柿の非破壊検査では、国の定めたスクリー

ニング法に準拠した分析機器を用いて放射性セシウ

ムの分析を行っており、50Bq/kg以下であれば基準値

（100Bq/kg）よりも確実に低いと判別しています。 


