
原子力発 �6H�馼ﾌﾈ,��関連した食の安全.安心確保に向けた道の主な取組 

産農林水産物等の安全壕心の確保JR 
･...≡...や道内i=おける放射性物質の監視強船..:. (総務部､保健福祉部､環境生活部､ ����ｹY�8xﾊx*�.x,ﾈ彿'ｸ,ﾈ昆?ﾈ-b�の対応(農政部) 

農政部､水産林務部) 

<モニタリング調査の実施> ･大t気札幌〔道立衛生研究所〕(毎日実施)､利尻〔 泊発電所周辺地域〔22ヶ所〕(毎日実施) 総合振興局.振興局所在地〔13ヶ所〕(3/2 ･降下物(ちり等)札幌(3/18-毎日実施) ･水道水札幌(3/18-毎日実施)､道内4地点(4/24 ･海水本道太平洋沿海域3定点､20km沖合〕(4/ll ･水産物太平洋沖合海域(4/15-当面適宜実施) ･農地土壌全道7か所(農業試験場)､(4/18-10月まで ��唳Y�8xﾊx*�.x,ﾈ彿'ｸ,ﾈ昆?ﾈ,�9b�ﾛ��ｨ�,X,ﾈ彿'ｸ,ﾉ�H�(,ﾉ4�.ｨ/��Xﾇh枴4儖�>�h司9�*�.x昆:�+r�,H,ﾉz�8馼ﾘ�.*H昆:陷i'ｸ*ｩ;��'ｹu)x�,ﾉ��?x/�8(6ｨ5�8ｨ984���*(,JI�ﾘﾘy�Xｻｸｼr��XｻｸｼzHｭc�ﾂ�Y9ilｨ,ﾈｭJHﾇh枴4儖�>�h司9��:�,ﾈ齪�,�,(*(,JI�ﾘﾘy�Xｻｸｼr�&ﾒビ��R��たって､移出元及び着地検 

環境省〕(毎日実施) 劔wi��B��"��

る家畜の受入れ等に当たつ 
3-毎日実施) 劔>�,X,i'ｸ+x.��ｨﾘx,ﾙ9h･�b�

査の対象とすることなどにつ 
～当面毎月1回実施) 劍ﾆ�&9�ﾉ9�,�,ｩ&ﾒコ�#�6ﾓ3���

～当面隔週実施) 劍*�.x�9?ﾈ.ｨ+ﾘｸﾘ,ﾈ�捶,h困�Y�XｻｸｼzHｭhﾅy&9�ﾉ9�,�,｢�

･毎月1回実施) 

o放射性物質が検出された稲わらを給与した牛肉の ��道内涜通-の対応. �;o道内fとお頼る稲わら利用の 們��I+(ﾛ�9忠E��ﾙYH����
(保健福祉部).. 

･放射性物質が検出された稲わらを給与した牛の肉など 場合には流通状況調査を実施 ･｢健康相談窓口｣を設置(7/13-) ･｢福島県産牛肉の放射性物質モニタリング検査｣を実施 �.(,ﾉ;�>�zﾉ,ｨ*ｩKｹk�+X+ﾒ�啝(手.ﾘ.z8,ﾉy駅�,佛x.們��I+(ﾛ�/���邊ビ��ふ����Y;伜�(手.ﾘ.z8,ﾉ_ｨ��ｹZ壱�5H987h8ｹ+(ﾛｈ益wh飃支蝎&紿4｢���/���邊ビ��ふr�#b��R�)ｨ手.ﾘ.z9y駅��8ｻXｦﾙDh��,ﾈﾏ�WBビ�#辻��

(7/15-) 

｢北海道食の安全･安心ポータルサイト｣など道のホームページを活用し､道

内の放射性物質モ二9リング調査の結果や国による出荷制限等の対応などに
ついで情報を発信(3/ll-､随時充実)

【ポータルサイト】 http://www.pref.hokkaidoJg.jp/ns/sh≦/anzenansinsaito.htm

メールマガジン｢食の安全･安心インフォメーション～北海道スローフード&

0道民を対象としたセミナーの開催(農政部)

｢食の安全･安心セミナー～放射性物質等をめぐって～｣を開催

(講師‥北海道立衛生研究所研究職員神和夫氏ほか　4/27開催､8/8予定)

○円滑な輸出に向けた対応(経済部.農政部.水産林務部) 

1.通関への対応 
一部の国.地域に輸出される食品等について､農林水産省からの依頼に 

基づき､証明書(農水産物は産地､加工食品は最終加工地)の発行に対応 
<農産物､加工食品> 

EU､欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国､シンがポール､ 

韓国､マレーシアなど11カ国 

<水産物.水産加工品>韓国(6/1-)､中国(7/7-) 

2.国外向けPR 
･日本語の他､英語など5力国語によるモニタリング調査結果の公表 

･在札幌外国領事館等に対する訪問,pR(4月15日～19日､6カ所) 

･知事によるトップセールス(5月23日上海､24日北京) 



北海道における放射線の環境モニタリング状況
23年7月31日時点

1道内における空間線量の推移〔観測データは､札幌3/14-､その他局は3/23-〕

〔札幌での平tEZf.値はし札幌での半胃値は､0.020-0.105〟Sv/h(1〟SV-0.001mSV)〕 

(単位:〃Gy/h) 

場所月 �8ﾈ��4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��

札幌市 ����#rﾓ���C��0.028一一0.045 ����#やﾓ���C��0.028-0,043 ����#ふ�ﾃ�C"�

岩見沢市 ����3"ﾓ���C��0.040～0.056 ����C�ﾓ���c"�0.038～0.060 ����C�ﾓ�ﾃ�c��

倶知安町 ����3bﾓ���C"�0.036-0.056 ����C������Sb�0.040-0.052 ����C�ﾓ���c��

室蘭市 ����3"ﾓ���C��0.028-0.058 ����#ふ���Sb�0.026-0.048 ����#(�����Sb�

浦河町 ����C�ﾓ���S"�0.040-0.060 ����3ふ���s��0,042-0.056 ����C�ﾓ���c"�

函館市 ����#h耳璽���3��0.024～0.050 ����#Bﾓ���C��0.028～0.036 ����#b簽���c��

江差町 ����3ふ���s"�0.034-0.060 ����3bﾓ���SB�0.038-0.054 ����3ふ���c��

旭川市 ����CBﾓ���c��0.042-0.078 ����3Bﾓ���cB�0.042～0.068 ����C�ﾓ���cB�

留萌市 ����3"ﾓ���S��0.036-.0.060 ����C������SB�0.040-0.058 ����C"ﾓ���S��

稚内市 ����CH�����S"�0.042-0.064 ����C(�����cb�0.044～0.066 ����C�ﾓ���SB�

網走市 ����3�ﾓ���C��0.028-0.060 ����3"ﾓ���S"�0.034-0.050 ����3Bﾓ���Sb�

帯広市 ����3bﾓ���CB�0.034-0.048 ����3"ﾓ���S"�0.030-0.058 ����3"ﾓ���Sb�

釧路市 ����#h�����C��0.030-0.040 ����3�ﾓ�ﾃ�C"�0.030-0.042 ����3�ﾓ���C��

根室市 ����3"ﾓ���C��0.028.-0.046 ����#ふ���S"�0.026-0.050 ����3�ﾓ���CB�

※アンダーラインは､道内(1 4地点)における最小値と最大値

※ Sv(シ-へ'ルはは､ Gy(ルイ)に人休への影響を考慮した荷重係数を乗じたエネルギー量｡

(緊急時の場合は､ GyをSvと同じと考えて差し支えないとしている｡ )

2　札幌における降下物の放射線量〔平常値は不検出〕
(単位MB /km2)

『』-『- �3月 ������Hﾈ��凹_:NtDq/K 5月 木6ﾒ�hﾈ��

降下物 (那.雨等) �8�4Y�c�3��0.41 迭縒�0.58 儻8ﾉ���
セシウム137 儻9lﾘ��5.7 �"�2�0.35 

セシウム134 儻9lﾘ��6.0 �"紕�0.39 

※受水面積5,024cm2の大型水盤で1ケ月毎に採取したものの分析値

3　農地土壌における放射線量
〔過去3年(H19-21年)の札幌市･江別市における調査では､ヨウ素131は不検出､セシウム137は14-19Bq/kg〕

(単位:Bq 

4/18 迭��b�6/13 途�ﾂ�

長沼町 �8�4Y�c�3��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��
セシウム137 釘絣�不模出 釘�"�不検出 

北斗市 �8�4Y�c�3��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���
セシウム137 湯紕�10.3 ��"紕�ll.0 

比布町 �8�4Y�c�3��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��
セシウム137 迭纈�不検出 儻9lﾘ��不検出 

浜頓別町 �8�4Y�c�3��不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ�ⅲ�
セシウム137 湯纈�10.2 ��"�2�ll.6 

芽室町 �8�4Y�c�3��不検出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���
セシウム137 澱纈�7.7 ���縒�不検出 

訓子府町 �8�4Y�c�3��不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���
セシウム137 唐���不検出 迭���5.6 

中標津町 �8�4Y�c�3��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���
セシウム137 唐繧�8.9 唐纈�ll.7 

4　水道水の分析値
(単位:Bq/kg) 

4/24 迭�#B�6/28 途�#r�

函館市 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���
放射性セシウム 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 

稚内市 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��
放射性セシウム 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 

帯広市 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��
放射性セシウム 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 

根室市 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��
放射性セシウム 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 

札幌市 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��
放射性セシウム 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 

2



5　北海道における海水内の放射性物質モニ9リング調査値

■法令に定める水中の濃度限度 (過去(H19-H21)の海水中の放射性物質モ二9リングの結果)

環境放射能水準調査鯨果(文科省) 0.0019-0.0022 Bq/L

泊発電所周辺環境放射線監視結果 不検出～0.0029 Bq/L

注)*は欠測(単位:Bq/L) 

採取日 剋ｺ蘭沖 劍*h.�.�坿�刹垬H沖 劍ﾜﾈ靖?｢�
ヨウ素131 �5ｨ5h4X8��3B�セシウム137 �8�4Y�c�3��セシウム134 �5ｨ5h4X8��3r�ヨウ素131 �5ｨ5h4X8��3B�セシウム137 

4/ll 4/12 儷ﾉ�r�不検出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 釘���*h.�.�埃Hｿ｢�ц埃CB��(�yh坿�

低層 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���

4/25 4/26 儷ﾉ�r�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 釘�#h�yh埃Hｿｩр�oｲ�

低層 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��

5/9一一 5/ll 儷ﾉ�r�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 啌ﾘ��"��ｿｩц埃CR���*h.��ｲ粫��

低層 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���

5/24 5/25 儷ﾉ�r�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不模出 迭�#H*h.�.�埃Hｿ｢�ц埃CR�#X�yh坿�

低層 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

6/6 6/7 儷ﾉ�r�不模出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 澱�*h.�.�埃Hｿｩр�埃Cb��yh坿�

低層 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���

6/20 6/21 儷ﾉ�r�不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 澱�#��yh埃Hｿｩр�坿綯�#�*h.�.�坿�

低層 弔�* ����* 弔�* ����* ����

7/4 儷ﾉ�r�不模出 儻9lﾘ��不検出 弔�辛 弔�不模出 儻8ﾉ���不模出 �*h.�.�垪,ﾘ鳧嶌,R�ﾈy�｢�
低層 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��* 弔�* 弔�辛 弔�

7/19 7/20 儷ﾉ�r�不検出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不模出 途���*h.�.�埃Hｿ｢�ц埃Cr�#��yh坿�

低層 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 弔�* 弔�

7/31 8/1 儷ﾉ�r�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 途�3��yh埃H*h.��.�埃C���貳ﾇIц坿�

低層 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

北海道における水産物の放射性モニタリング調査結果

■食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質の暫定規制値

ヨウ素 �5ｨ5h4X8��

魚介類 �"ﾃ���'��r�500Bq/kg 

肉(クジラ) 辻�500Bq/kg 

採取日 仍ｸ霻�水損海域 �8�4Y�b�セシウム �5ｨ5h4X8��
(漁業種類) 忠fﾓ�3���(Cs-134) 嫡72ﾓ�3r��

-4月15日 �5hﾏｸ5H5��北海道.東北太平洋沖 (小型さけます流し網漁業) 儻9lﾘ��不検出 ��紊R�

4月22日 �4ｨ8�7H6x7ﾘ5��北海道太平洋沖合 (小型さけます流し網漁業) 儻8ﾉ���4.39 釘纉��

5月12日 �484ｨ6�52�5(4X6岬��島牧村沖 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

5月19日 �5h8ﾘ5H5��北海道.東北太平洋沖 (小型さけます流し網漁業) 儻9lﾘ��l.64 �"�3��

5月19日 �4ｨ8�7H6x7ﾘ5��北海道.東北太平洋沖 (小型さけます流し網漁業) 儻9lﾘ��33.44 鼎2�#B�

5月25日 �686�4�5x8��日棉松前沖登諾霊が検 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

5月28日 �5h8ﾘ5H5��北海道.東北太平洋沖 (小型さけます流し網漁業) 儻9lﾘ��3.43 �2纉R�

5月28日 �4ｨ8�7H6x7ﾘ5��北海道.東北太平洋沖 (小型さけます流し網漁業) 儻9lﾘ��2.53 釘����

5月10/16日 �7ﾘ69|ﾘ8��北海道太平洋沖合※水試で研究 (カレイ刺し網)用保管晶使用 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��

6月18日 �4ｨ8�7H6x7ﾘ5��北海道.東北太平洋沖 (小型さけます流し網漁業) 儻8ﾉ���1.85 �"縱R�

6月19日 �5h8ﾘ5H5��北海道.東北太平洋沖 (小型さけます流し網漁業) 儻9lﾘ��0.64 ����R�

6月30日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合 (さんま漁業) 儻9lﾘ��5.95 澱��r�

7月20日 �4ｨ4ﾂ�厚岸町沖 (かき養殖漁業) 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���

7月21日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合 (さんま漁業) 儻8ﾉ���2.53 �2縱b�

7月22日 �5�8ｸ8�484｢�浦河町沖 (イカ釣漁業) 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���



福島県産牛肉のモニタリング検査の実施状況

平成23年8月1日現在

道内の食肉処理業､食肉販売業及び飲食店営業に福島県産牛肉の取扱いの有無について

聞き取り調査を行い､該当する牛肉について検査を実施｡

(単位:件)

聞き取り調査実施施設数 劍ﾉ�溢�邵�8ｻR�

食肉処理業 ���?yLﾉHHｼb�飲食店営業 佶�伊��ﾉ�B�暫定規制値 以下 俶).斡ｹ�y&ﾂ�+H暈�

474 釘ﾃ�S2�445 澱�6 ���

道産｢稲わら｣の放射性物質サンプリング調査の結果

道内4カ所で採取した道産｢稲わら｣の放射性物質サンプリング調査の結果､全ての検

体について放射性物質は不検出でした｡

採取地域 (肥育農家) �(手.ﾘ.r�,ﾈ蝎&��検査月日 佶�以ｸ悗�

放射性ヨウ素 兩ｨ��ｸ5ｨ5h4X8��

渡島 �6�8r�7月26日 儻9lﾘ��不検出 

上川 ��9�ﾂ�儻8ﾉ���不模出 

十勝 �4�7ｨ�ｸ684��儻9lﾘ��不検出 

オホ-ツク �4�7ｨ�ｸ684��儻9lﾘ��不模出 

※　暫定許容値:放射性セシウムー300Bq/kg (換算値で比較)

放射性ヨウ素一許容値設定なし

道では道内被災地の復旧･復興や道外被災地への支援と
ともに､康災により被害を受けている道内経済への対策に
取り組んでいます'.道民の皆さまのL'yL理解､ =･協力をお廟

いします｡

>道外披災地震繁急支採対策本部

受付時間8:45-1 7:30 (土･日･祝を除く)

【℡0120･1 13･926　FAXOl1.232.1 140】

放射性物葉が検出された稲わらを与えた牛肉について
すでに消蔓された可能性のある食肉などについては､いず

れも健康への影響はありませんが､ご心配な方は､次の相

談悪口までこ連結ください｡

>鍵慮安全局受付時間8:45-1 7:30 (土･ El･祝を除く)

【℡01 1.204.5261 I

http://www.pref.hokkafdoJsJ I/hf/b k/20 1 1 071 8beef.htrn

放射性物質モニタリング講萱結果の公表
道民の生活および本道の農水産物に関する大気､水道水､

農地土壌､海水や水産物(回遊魚等)などの情報をホ-ム
ページで提供しています｡

http:〝wyw. prof.hokkaidoJgJp/S rn/古at/ttj/gonsbLhtn
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五二畠〉鑑箆鼓〉原子力妄全対要語〉東日本大震災の情報サイト順子力に関する情報悪快,)

董選民の皆様-鴫奄遠鉄
妻　簿外で被凝された方舟への
登　玉軽に関する額線

#

萎　祭事力に曙する幣穏

東日本大震_災の情報サイト
【原子力に関する情報】

｡道内の放射線量撃は平常レベルで推移しています【総務部原子力安全対策課】

お問い合わせ先: olト2:<1-41 i 1内線22-353)

弓ヒ海道に討ナる空間放射線量宰モニタリング結果
l旦a,:badoごl Mo王Ilbfmg irl三,'kkaidt3

･環境省(環境放射線等モ二勤ンプデー到
･文部科学省措巨道府県男傾境放射能水準調査結果1

･道産｢稲わら｣の放射性物質サンプリング調査の結果【農政部豊の安全推進局畜産振興課】

お問い合わせ先: olト2:iト41 1 1 (内線27_757)

･福島県産牛肉の放射線物質モニタリング綾歪の真髄捕別保健福祉部健康安童局】

お問い合わせ先: olト231-All 1 (内線25-529,i

･道内観光地における空間放射線量宰モニタリング結果【経済部観光局】

お問い合わせ先: 01 i-23ト41 i 1 (円線26-563)

･海水内の放射怪物賀モニタリング結果【水産捧務部水産経営課】

お問い合わせ先: ol i123ト41 i i (内線28_210う

･水産物の放射怪物賀モニタリンク結果【水産棒霧部水産経嘗課】

お問い合わせ先: cfl i_23ト4111 (円線23_2iO)

･札幌市の空間放射線量撃､蛇口水･随下等如)測定結果【北海道立衛生研究所】

お問い合わせ先: olト747_27i9

･水道水の放射怪物賀モ二列ンク結果【環境生活部環境局環境推進課】

お問い合わせ先: 01 1-231__41 1 i (内線24-284)

･海水浴場の放射性軍賓モ二勤ンク結果【環境生活部環境局環土産推進課】

お問い合わせ先: 01 1_204_5193 (内線24_274)

･農地の放射性物質モニタリング結果【農政吉田支祐普及課】

お問い合わせ先: 01 ll-231-41 i 1 (内線2715rJ･1 1

このページのトップへ戻る丘･::,
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