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○道内における放射性物質の監視強化 � -_~0福島県二から¢家畜め移入への対蒔守畠政如~. 
(総務部､保健福祉部､環境生活部､農政部､水産林務部)- 

<モニ9リング調査の実施> 勍福島県からの家畜の移入に当たって､移出元及び着地検査場所での 
･大気札幌〔道立衛生研究所〕(毎日実施)､利尻〔環境省〕(毎日実施) 刮ﾆ畜の洗浄の徹底を要請(4/12) 

泊発電所周辺地域〔22ヶ所〕(毎日実施) 勍計画的避難区域等から移動する家畜の受入れ等に当たつての留意 事項や､移動家畜が道内でと畜する場合は当該家畜由来の食肉をモニ ータリング検査の対象とすることなどについて､総合振奥局.振興局､関 係団体等に通知(5/20ノ31) 
総合振興局.振興局所在地〔13ヶ所〕(3/23-毎日実施) 

･摩下物(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-当面毎月1回実施) 

･海水本道太平洋沿海域3定点､20km沖合〕(4/1.1-当面隔週実施) 

暮水産物太平洋沖合海域(4/15-当面適宜実施). 勍当面の問､計画的避難区域等から受入れた牛の出荷と移動の自粛 

･農地土壌全道7か所(農業試験場)､(4/18-10月まで4週に1回栗施) 凾ﾉついて､総合振興局.振興局､関係団体等に通知(7/15) 

O放射性物資が検出きれた轍お==6≡善治孝ピー軽挙繭65=藩繭==元高完■.め対能学. 凾笳ｾ画享おけ肴癖わら利用の重義繭査専■(農政か 
一二=-1-¥二.-====....H.:.:...■㌻■.-t=､-Jt一一1::.-i-≡:一束-:川:;.㌻㌻LLL乍 蔦ﾓ｢ﾓ�ｳﾘ辺ﾓ�ﾘ+�ﾓﾘ��6Sﾘ��ﾘ����ﾒﾓﾘ耳而ｳ｣ﾙ?�iﾉ?�+8�����I�ﾂﾅ�+��*H6ﾓﾘ-8;�6ﾒ罎粨8ﾘ�ｲ罎簫���ﾒ闔ｨｹ3ﾒ�･｢稲わら｣の利用に係る実態調査を実施(7/18-8/1) t道産｢稲わら｣の放射性物質サンプル調査(主要飼育産地4カ所)を 実施(7/18-7/26) 

･放射性物質が検出された稲わらを給与した牛の肉などの道内流通が判明した場合には 

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(7/15-8/3) 勍｢稲わら｣利用状況確認書の交付(7/29-) 
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+1 0ホ｣ムペ-ジ等による痛報発信-(総務敵意療生活部､保健福祉由､ 

∴水産林務細工鳥政敵まか). 

･｢北海道食の安全.安心ポJ-タルサイト｣など道のホームページを活用し､道内の放 

射性物質モニ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て情報を 

発信(3/ll-) 

【ポータルサイト】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/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&フェアト 

レ-ド｣の発行により情報を発信(4/8-､随時) 
tマルシェや都府県での観光と物産展などでのパネル展示､パンフレット配布(9月～) 

…0道民や流通尊者等を対象とした説明会の醜偉く鹿故知')::.- 
･｢食の安全.安心セミナー｣を札幌市､北斗市､旭川市⊥北見市､帯広市､釧路市で 

開催(4/28､8/8､9/29､10ノ3,4,ll,12出席者数延669名) 

･｢道産農水産物の安全性に係る説明会｣を東京都で開催(9/30-､参加者43名) 

::.?, ･琶{ト淵._ �� 

○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1lカ国 

<水産物.水産加工品>韓国､中国 
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ノング調査結果の公表I 
･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) 

t知事によるトップセールス(5月23日上海､24日北京) 

;一〇革産牛肉の滞費拡大(農政部)- 
･道内各地で｢道産牛肉消費拡大キャンペーン｣を開催(9/29-ll/20) 



北海道にお ニタリング状況

平成23年10月31日

道内における空間線量の推移〔観測データは､札幌3/14へその他局は3/23-〕
〔札幌での平常値は､0.020-0.105〟Sv/h(1〟Sv(マ伽シーへ●ルト)-0.001mSv(ミlJシ-～.ルト))〕(単位:〟Gy/h) 

場所月 �8ﾈ��4月 店ﾈ��6月 度ﾈ��8月 ��

札幌市 ����#rﾒ����C��0.028-0.045 ����#�ｨ璽���C��0.028.-0.043 ����#ふ���C"�0.028-0.049 
LJLJ.. ����一ヽ■′ ����～ ��rﾘ�r�一■■一■ 

石見沢 倶知安町 室蘭市 浦河町 ���3bﾓ��C"�0.036-0.056 0.028-.0.058 0.040一-0.060 0.024-0.050 0.034-0.060 0.042-0.078 0.036-0.060 ���C�ﾒ���Sb�0.040.).0.052 ����C�ﾓ���c��0.040-0.06_0_ 

0032.-0040 �0028-0056 ����#bﾒ����C��0.022-0.056 ����#bﾓゅ�C"�

0040-0052 �0038.-0070 ����C"ﾒ����Sb�0.040-.0.062 ����C"ﾓ���cB�

0026-0038 �0024.-0040 ����#ぴ����3b��0.026一一0.060 ����#bﾓ���C"�函館市 ���3やﾓ��s"����3bﾓ��SB�0.038.-0.054 ����3ふ���c��0.036-.0.052 

江差町 旭Jtl市 留萌市 ���CH爾ﾓ��c�����3Bﾓ��cB�0.042.-0.068 ����C�ﾓ���cB�0.040.-0.062 

0`032-.0,050 �0.040-.0.054 ����C�ﾒ����S��0.oJ42-0.058 ����C�ﾓ���c��

0.044-0.052 0030-.0040 ���C"ﾓ��cB�0.042-.0.066 ����Bﾓ���cb�0.0-0.054 ����C�簽���cb�

0028一-0060 ���3"簽�ﾓ�S"�0.034-0.050 ����3B簽���Sb�0.032-0.052 網走市 帯広市 ��b簽��CB�0034.}0048 ���3"簽��S"�0030.-0.058 ����3"ﾓ���Sb�0.032.-0.050 

0.3 -0040 ���3�簽��C��0030-0042 ���3�簽���C"�0.030-0.040 ����#bﾓ���C��

釧路市 圭市 ����#b���3"簽��C��0028-0046 ���#ふ��S"�0.026.-0.050- ����3�ﾓ���CB�0_028-0.046 

根(単位:〟Gy/h) 

場所月 札幌市 岩見沢市 湯�0 ���1 �� 

0028-0044 ���#ふ��SB� �� ��

0.040～0.060 0040-.0054 ���C�ﾓ��cb� �� ��∫ �0.040-0.066 0030～0044 �� �� 

倶知安町 ���#ふ��C���� �� 

室蘭市 浦河町 函館市 ����C�簽�ﾃ�c"���#B簽��Cb�0040～0070 �� �� 

0024.-0.048 �� �� 

江差町 旭川市 留萌市 ���3やﾓ��S��0038.-0.056 �� �� 

0040.-0058 ����C"簽���S����C�ﾓ��s�� �� ��

0.042-.0.056 0_040-.0.070 0.032.-0.046 0030-0044 � �� ��

稚内市 �0040-′0076 �� �� 

網走市 帯広市 釧路市 �0032-0048 �� �� 
0032-.0054 �� �� 

0.030-.0.040 0030-.0048 ���3�簽��C�� �� ��

室市 �0030.-0044 �� �� 根 ※太字アンダ ※9月30日､ 坪8�4898,ﾚI�ｩ.姶Y&�5�,�*�*�.俐X揵&ﾈ,hﾜY�Y&ﾈ蒔Fx�4倬ｨ4�985��ｸ8諜5�-ﾉ�9�ｩ.�&�5�,�*�*�.俐X揵&ﾈ,hﾜY�Yy��ﾙ�,�*�*(,JIY�8y�bﾘﾋIJﾘ*�.x,ﾉ_ｨ��ｹZ壱�ｨ�|ｨ*ｩ�YYﾘ,侏淫ﾘ+X,H*(.�+�,h,�,x*�.zHｽ刋H鳬O�>��OXｾh刺/����+X+ﾒ�

とを受け､10月22日から道内の測定頻度を1日3回(9時rl3時,l7時)から1回(毎朝9時)に 劔兔��+X+ﾚ��

農地土壌における放射線量
〔過去3年(H19-21年)の札幌か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/kgJ く単位:Bq′kg乾土) 

′日 �4/18 迭��b�6/13 途�ﾂ�8/8 湯�(����10/3 
調fl 長沼町 (中央農試) 北斗市 (道南農試) 比布町 (上川農試) �4Y�c�3��不模出 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不模出 

ヨ セ～ウム134 辻�- 辻�- 辻�不模出 儻9lﾘ��

ンl セ～ウム137 鼎R�不検出 釘�"�不模出 釘ﾃ��不検出 儻9lﾘ��

ン■ ヨウ素131 セ～ウム134 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���

- 辻�- 辻�- 儻8ﾉ���不模出 
:ノ セ～ウム137 涛B�103 ��"紕�ll.0 湯綯�10.7 ��"�"�

:/ ヨウ素131 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不検出■ 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���

セ～ウム134 辻�- 辻�- 辻�'不検出 儻9lﾘ��:ノ セシウム137 迭纈�不検出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���4.9 �6ﾉlﾘ��
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調査場所/土壌採取日 �4/18 迭��b�6/13 途�ﾂ�8/8 湯�"簽��10/3. 

浜頓別町 (天北支場) �8�4Y�c�3��不模出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不検出 セシウム134 辻�- 辻�- 辻�･不検出 儻9lﾘ��

セシウム137 湯纈�1.0.2 ��"ﾃ2�ll.6 ����"�10.1 唐ﾃ��

芽室町 (十勝農試) �8�4Y�c�3��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 セシウム134 辻�- 辻�- 辻�不模出 儻8ﾉ���

セシウム137 澱纈�7.7 ���縒�不模出 唐繧�不疲出 唐絣�

訓子府町 (北見農試) �8�4Y�c�3��不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 セシウム13■4 辻�- 辻�- 辻�不模出 儻9lﾘ��

セシウム137 唐���不模出 迭���5.6 迭絣�.6.0 途綯�

中標津町 (根釧農試) �8�4Y�c�3��不模出. 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不模出 唳W8ﾉ���不検出 セシウム134 辻�- 辻�- 辻�不模出 儻8ﾉ���

セシウム137 唐繧�8.9 唐纈�ll.7 澱�2�9.2 湯縒�

※セシウム134は､第6回(9/2-8)から公表○ 

(補足調査)
23年作付中の水稲栽培ほ場(3カ所)の土壌について調査を実施

(単位:Bq/kg(乾土換算)) 

採取月日(8月8日). 劍ﾜﾈ竧ﾈ�?｢�ﾈ綺?｢��

比布町 舒(ﾊ��(�2�北斗市 儂IWｩ*ﾂ�岩見沢市 冉ｹ6ﾈ�2�

(上川農試) 忠(h匯E�竰�(道南農試) 宙�9�ﾉE�竰�(中央農試) 忠;�>ﾉE�竰�

ヨウ素131 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出. 

セシウム137 儻8ﾉ���不検出 ��"ﾃ2�不検出 儻9lﾘ��13.3 

セシウム13,4 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ���′不検出 

(関連調査:北海道玄米)
各農業試験場の水稲栽培ほ場(3カ所)から収穫し､玄米を分析

(単位ニBq/kg) 

採取月日(9月1日) 

比布町 舒(ﾊ��(�2�-北斗市 

(上川農試) 忠(h匯E�竰�(道南農試) 

ヨウ素131 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

セシウム137 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

セシウム134 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

※　比布町は｢きらら397｣､岩見沢市はrゆめびりか｣､北斗市は｢ふっくりんこ｣

4　水道水の分析値
(単位:.Bq/kg) 

4/24 迭�#B�6/28 途�#r�8′24 湯�#��10/26 

函館市 水道事業 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出 

放射性セシウム 唳W8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

稚内市 水道事業 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不模出 

放射性セシウム 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��

帯広市 水道事業 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不検出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出 

放射性セシウム 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

根室申 水道事業■ 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不検出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不検出 訂W8ﾉ���不模出 

放射性セシウム 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不検出. 儻9lﾘ��

道衛研 く札幌市) 兩ｨ��ｸ8�4Y�b�不模出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不検出~ 

放射性セシウム 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ���不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

汰:道では､道内4地点において水道水(蛇口水)を採取し､測定を行っています｡

北海道立衛生研究所(札幌市)では､文部科学省の委託事業で3月1 8日以降､毎日､水道水(蛇口水)を採取して､放射性物質の

測定を行っています｡
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5北海道における海水内の放射性物質モニタリング調査値
■法令に定める水中の濃度限度 〈過去(H19-H21)の海水中の放 們ｹ�ｹZ壱�8(6ｨ5�8ｨ984�,ﾈﾈｸ悗��

ヨウ素1_31 �5ｨ5h4X8��3r�

環境放射能水準駒査佑臭く文科省) 儻8ﾉ���ﾓ�｣���蔦����#$'���

泊発革所周辺環境放射痕監視結果 儻9lﾘ�帝W8ﾉ������#綴'���

く単位:Bq′U 

`採取日 �.室蘭沖 劍�ﾈ*h.�.�坿���.釧路沖 劍ﾜﾈ神�?･��

ヨウ素131 �5ｨ5h4X8��3B�セシウム137 �8�4Y�c�7"�セシウム134 �5ｨ5h4X8��3r�ヨウ素131 �5ｨ5h4X8��3B�セシウム137 

4′1.1 ■■4′12 4′25 早/26 5/9-. 5/ll 5′.24 5/25. 6′6◆ 6′7 儷ﾉ�r�.��r�Uﾉ�r�.��r�不検出. 唳W8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不検出 帝W9lﾘ��不検軒 釘���*h.�.�埃Hｿ｢��ц埃CH�ﾃ�(�yh坿�

不模出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��不疲出 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ���不模出 

不検出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不模出 ��W8ﾉ���不検出 陳ﾒ�H�ﾃ#h�yh埃Hｿｩр�坿��

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

表層 低層 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ�����不模出 儻8ﾉ���･.門川■ 釧路沖､5′11えり- +.Sd) 

不捻出 儻8ﾉ���･不検出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ�2�不模出 

表層 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9�X��5/24えりも沖､釧■. 路沖､5′25室蘭沖 

不検出 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不模出 唳W8ﾉ���不模出 

表層 低層 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不模出. 儻9lﾘ��不検出 儻9lﾘ��6′6えりも沖､■釧路 沖､6/7室蘭沖 6′20室蘭沖､釧路 沖､6/21キりも沖 

.不検出 儻8ﾉ�2�不模出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不検出■ 
■6′20 6′21 儷ﾉ�r�.��r�不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ�����不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出. 

■ 弔�_* 弔�* 弔�* 坪���* 

7′† 儷ﾉ�r�不模出 儻8ﾉ���不模出 弔�■* 頂���不模出 儻9lﾘ��不模出 �*h.�.�垪,ﾘ鳧嶌,R�ﾈyZ2��
低高 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���■ 弔�* 弔�* 弔�

■7′19 7′20 7′31 8/1 儷ﾉ�r�.��r�不検出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不革地 儻9lﾘ��不検出 度�ﾃ��*h.�.�埃9v2��ц埃Cx�ﾃ#��yh坿�

不検出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不模出 儻8ﾉ���■ 弔�■ 

表層 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ�2�不換出 儻9lﾘ�ﾒ�不検出 儻8ﾉ���7′31室蘭沖､えり も沖､8′1釧路沖 

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

8/16~ 8/17 儷ﾉ�r�不模出 儻8ﾉ���不横出■ 儻9lﾘ���不模出 儻9lﾘ��不検出. 儻9lﾘ��不検出 嶋�ﾃ�h*h.�.�埃Hｿ｢�ц坿ﾃ��ﾃ�x�yh坿�

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

･8/30 8/31 儷ﾉ�r�.��r�不検出 儻9lﾘ�ﾒ�不模出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��不模出 嶋�ﾃ3�5り.�.�埃Bxｿｨ爾�ц坿ﾃ�3��yh坿�

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

9/12 9′13■ 儷ﾉ�r�不検出 儻9lﾘ��不検出 儻8ﾉ���不検出 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��不.検出 祷�ﾃ�(5り.�.�埃Hｿｨ���Y�ｲ纔�ﾃ�8�yh坿��

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

考備

海水モニタ)ング調査定点

第1回一第12回
室蘭沖(岸から17km水深250m)
えりも沖(岸から23km水深94rn)

釧路沖(岸から26km水深169m)

第13回以降
室蘭市　イタンキ漁港

様似町旭漁港
厚岸町床洋漁港

44 ･43. 4i- 渡 串 41 ･.49 3由 �� ��ﾉ�8ﾛ�5��c�(��-ﾈ,R��ﾉk頽I5�GX��決ﾗ���.q- �ｨ��ｲ�7~ 

● �� �� ��

山. �� ��R� �� 

-V ��� �� �� 

読.1...42,1態様榊.45.46.I 
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6　北海道における水産物の放射性モニタリング調査結果

※測定結果におけるr<0. 00｣の表記は､ rくく検出限界値)｣を意味します｡

なお､不検出の表記は､資料の提供時に検出限界値の報告が無かったものです｡

■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�水揚海域 �8�4Y�b�セシウム �5ｨ5h4X8��
(漁業種類) 宙6s�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) 禿��3��<0.38 ��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) 禿�經b�4.39 釘纉��

5月10/16日 �7ﾘ69|ﾘ8��北海道太平洋沖合(水試で研究用保管 (カレイ刺し網)晶を停用) 鉄2纉��<0.33 禿��3"�

5月12日 �484ｨ6�5"r�5(4X6�5(�ﾂ��島牧村沖 禿��3"�<0.48 禿�紊��

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) 禿�經"�1_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) 禿��#��33.44 鼎2�#B�

5月25日 �686�4�5x8��日本海松前沖.芸呈歪小型棚協会 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

5月28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) �*ﾓ�緜b�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) 禿�經��2.53 釘����

6月12日 �7ｨ5�6X4ｸ48ｫ�T�(ﾂ�5b��"��稚内市沖ー 禿�經2�<0,76 禿�緜��

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) 禿�紊R�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) 禿��3r�0.64 ����R�

6月23白 �7ｨ5�6X4ｸ48ｫ�､ﾉ(ﾂ�5b��"��北見市沖 禿�經��<0.70 禿�經��

6月30日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合(さんま漁業) 禿�經R�5.95 澱��r�

7月18日 亂9�x7ﾘ5(987R�5i�"��函館市沖 鉄�縱��<3.00 禿"�#��

7月20日 �4ｨ4ﾂ�■厚岸町沖(かき養殖漁業) 禿2繝��<4.30 �*ﾓ2ﾃs��

7月21日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合(さんま漁業) 禿�紊"�2.53 �5�b�

7月22日 �5�8ｸ8�484｢�浦河町沖(いか釣漁業). 禿�繝��<0.53 禿�經B�

7月22日 �686�4�5x8��釧路市沖霊宝歪小型捕鯨協会 儻9lﾘ��不模出 儻8ﾉ���

7月28日 亂9�x6�*ｨ5(987b�5i�"��根室市沖 禿"緜��<4.40. 禿2����

7月29日 �686�4�5x8��釧路市沖芳墨歪小型棚協会 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

7月29日 亂9%H7�68485ﾈ5(987fﾉ�R�vC��新ひだか町沖 禿"�3��<4.00 禿"繝��

7月29日 亂9�x6�*ｨ5(987b�5i�"��厚岸町沖 禿"緜�钁��<4.10 禿2����

8月1日 �5�8ｸ8�484｢�函館市沖(いか釣漁業) 禿�經"�<0.51 禿�紊��

8月4日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合(さんま漁業) 督��Cr�0.84 ��繝R�

8月5日 �7ｨ684ﾈ4ｸ42�苫小牧市沖 禿�紊r�･<0_29 禿��3��

8月5日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合志望志AJま漁業協■会 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

8月7日 �5H��987ﾒ�北海道太平洋沖合(さんま漁業) 禿�紊B�1_7 �"�2�

8月8日 �686�4�5x8��釧路市沖宗呈盃小型捕鯨協会 儻8ﾉ���不模出 儻9lﾘ��

8月9日 �5H987ﾒ�鳩道太平洋沖合嘉塁計ま漁業協会. 儻8ﾉ���不検出 儻9lﾘ��

8月16日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合嘉塁kAJま漁業協会 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

8月17日 �686�4�5x8��釧路軸宗呈歪小型捕鯨協会 儻9lﾘ�ﾒ�不模出 儻8ﾉ���

8月18日 �5�8ｸ8�484｢�･浦河町沖諾昌荒窓かつ 儻9lﾘ��不模出 儻9lﾘ��

8月20日 �7ﾘ5H6��北海道太平洋沖か還芸悪霊㌘網漁某 儻9lﾘ��5ー2 迭綯�

8月20日 �587ﾘ5H6��北海道太平洋沖合還芸票豊㌘網漁薫 儻9lﾘ��3.2 �"絣�

8月21日 �7ﾘ5���登別市沖 禿�緜��20 �#2�
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8月21日 8月22日 �5�5�6x4X5�8��登別市沖 禿��3B�0.62 ��緜B�

スルメイカ 仭ｩц�8坿�*(*�-雹仂b��<0.52 禿�緜��<0.52 不検出 不模出 

8月23日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合窒志望計ま漁業協 耶汗.笥環∃ 儻8敲��不検出 不模出 

8月26日､ 8月26日 8月29日 8月29日 8月29日 8月29日 �686�4�5x8��5H987ﾒ��5H5���5H5���5H5�ｹｹy�ﾒ�羅臼町沖器量歪小型捕郎茶 痛W9lﾘ��

北海道太平洋沖合(さんま漁業) 禿�紊���0.56 �����

広尾町沖､ 禿��3"�<0.41 禿��3"�

■斜里町沖 禿��32�<0.35 禿��2���

広尾町沖 禿2纉��<3,50 禿2ﾒ����

秋サケ魚卵 們騷)*ﾈ坿�耳耳爾�<3.60 禿R����<3_00 不模出 不模出 

9月1日 �686�4�5x8��-羅臼町沖慧呈歪小型棚協耳 儻9lﾘ��不模出 不模出 

9月7日 9月7日 9月8日 �5H987ﾒ�5�5�6x4X5�8��北海道太平洋沖合登志望gkAJま漁業協 唳W8ﾉ���

釧路市沖 禿��3R�<0.50 ��經b�

スケトウダラ �6�ｨ麌坿�H�2�-_~<0_43 �����1.5 <0.44 

9月8日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 9月9日 �5�8ｸ8�484｢�7ﾘ5�8��5H7ﾘ4ｸ8ﾈ42���5H5��7ｨ6(5��5�5�6x4X5�8��5h5h888"�北海道.青森県沖太平洋憲器諜憲かつ 禿�紊2�<0.43 
･浦河町沖 禿�經��4.2 迭纈�

浦河町沖 禿�紊��<0.61 禿�紊��

浦河町沖 禿�紊��<0.52 禿�紊"�

浦河町沖 ����ﾃﾃ��32�<0.49 禿�經G��

浦河町沖 禿�紊r��わ.66 ��緜"�

広尾町沖 禿�紊��<0.56 禿�經b�

9月11°日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合登芸塁計ま漁業協 禿�)｣Cr�<0.67 禿�經r�

9月11日 9月11日 9月12日 9月12日 9月12日 9月12日 9月13日 9月13日 9月14日 9月15日 9月15日 9月15日 �5H987ﾒ�5�8ｸ8�484｢��5H5���5H5��5�8ｸ8�484｢�8H6�4ﾘ5�5"�5�5�6x4X5�8��4�7X8�4ｸ8ﾈ42�5h7ﾘ5ﾘ42��5H5��5�5�6x4X5�8��北海道太平洋沖合誉志望計ま漁業協 禿�紊��<0.5-1 �*ﾓ�紊b�∫ 函館市沖 毒�經R�<0.61 禿�緜r�

別海町■沖. 禿�經2�<0.66 禿��ｳS��

釧路市沖 禿�經"�<0.61 禿�緜��

釧路市沖 禿�經��<0.61 禿�經"�

えりも町沖 禿�纉��<0.45 禿��3��

釧路市沖 禿�經b�<0.65 禿�繝��

釧路市沖 禿�紊r�<0.52 禿�經"�

浦河町沖 禿�經��<0.64 禿�經2�

網走市沖 售ﾃ�經��<0.61 禿�經��

登別市沖 禿�紊R�0.86 �����

ア力ガレイ �6�ｨ�8坿�<0.58 ��纉Bﾒ�1.2 0.72 

9月15日 9月16日 9月17日 9月17日 �4ｨ5�4�6�488�5b�4ｨ5�4�6�488�5h爾��5H5���釧路市沖芸悪霊蓋まき相集協 禿�紊B�0.51 

釧路市沖芸悪霊霊まき網漁業協 禿�紊B�0.59 ��緜��

石狩市沖 禿r����<2.20 禿"����

スケトウダラ ��ﾙ*ﾈ坿�<0.61 ���2�1.7 

9月19日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合登志望計ま漁業協 禿��3����<0.47 禿�紊2�

9月19日 9月19日 9月20日 9月20日 �5H987ﾒ�5�8ｸ8�484｢�7X8｢�鳩道太平洋沖合誉志望計ま漁業協 禿�紊��<0.59 禿�紊R�コ:ど 函館市沖 禿�紊"�<0.50 禿�紊��

登別市沖 禿�紊B��1.0 ��綯�

スケトウダラ 仭ｩц�8坿�<0.40 禿�經��0.53 



.9月20日 �4�7X8�4ｸ8ﾈ42�釧路市沖 禿�紊b�<0ー50 禿�緜��

9月20日 �7ﾘ488�5b�釧路市沖芸悪霊霊まき網漁集協 禿�紊��<0.77 �����

9月20日 �4�4處ﾘ8�7H6x6��ﾈ42�9I�H686鋳�えりも町沖 禿�經��<0.48 禿��33b�

9月20日 �7ｨ6(5��浦河町沖 禿�紊B�<0.43 禿�經停�

9月20日 �4�8�8�6ｸ5��浦河町沖 禿�紊r�<0.41 禿�紊r�

9月20日 �4�|ﾘ4ｸ8ﾈ42�浦河町沖 禿�紊��0.48 ��縱��

9月21日 �5�5�6x4X5�8��登別市沖 禿�紊��1..6 ��絣�

9月21日 做�5H5��大樹町沖 禿�紊��<0.50 禿�紊B�

9月21日 �7ｨ684ﾈ4ｸ42�苫小牧市沖 禿�紊B�<0.37 禿��#��

9月21日 做�5H5��浦河町沖 禿��ｳC2�<0.45 禿��3r�

9月23日 �485h4ｸ8ﾈ42�登別市沖 禿��3��<0.35 禿��3r�

9月24日 �5�8ｸ8�484｢�釧路市沖 禿�紊B��<0.43 禿�紊B�

9月24日 �5H987ﾒ�北海道太平洋沖合登芸塁SAJま漁業協 禿�紊:B�<0.59 禿�經B�

9月25日 �4�5H8｢�厚岸町沖 禿��#b�<0.39 禿��3R�

9月25日 �5�5�6x4X5�8��浦河町沖 �*ﾓ�紊��0,82 售�纉��

･9月25日 �7ﾘ5�8停�浦河町沖 禿�紊R�2.3 �2ﾒ���

■9月25日 �5H987ﾒ�J北海道太平洋沖合登志望計ま漁業協 禿��3��<0.54 禿�紊b�

9月26日 �5�8ｸ8�484｢�函館市沖 禿��"�<0.48 禿�經2�

9月26日 做�5H5��釧路市沖 禿��3R�<0.50 禿��3��

9月26日 �5�5�6x4X5�8��釧路市沖 禿��3r�<0.44 ��經b�

9月27日 �5�5�6x4X5�8��登別市沖 禿�經��<0.56 禿�紊2�

9月28日 做�5H5��別海町沖 禿�紊B�<0.42 �*ﾓ�紊R��

9月29日 �5�5�6x4X5�8��浦河町沖 禿�紊b�<0.61 禿�緜"�

9月30日 做�5H5��石狩市沖 禿��ｳCb�<0.46 禿�紊b�

10月1日 做�5H5��網走市沖 禿��3��<0.48 禿�紊��

10月1日 �5h5h888"�むかわ町沖 禿�紊��<0.58 禿�經"�

10月2日 定5H987ﾒ�北海道太平洋沖合登志望計ま漁業協 禿�紊��<0.58 独�SR�

10月2日 �5�5�6x4X5�8��釧路市沖 禿��3��<0.66 禿�紊b�

10月2日 �7ﾘ5�8��釧路市沖 禿�紊b�<0.89 禿�纉��

10月2日 �4�7X8�4ｸ8ﾈ42�釧路市沖 禿��3b�<0.57 禿偵Cb�

10月2日 �4�6ｨ4ｨ5x4｢�釧路市沖 禿�纈�<3.1 禿"���

10月3日 �5h5h888"�大樹町沖 禿��3停�<0ー47 禿�紊b�

10月3日 �7ｨ6(5��室蘭市沖 禿�紊��<6.53 禿�縱b�

10月3日 �7�8ﾈ4�8ﾒ�室蘭市沖 禿�紊��<0.5°5 禿�經2�

10月4日 �5�8ｸ8�484｢�函館市坪 禿����<0.49 禿�紊"�

10月4日 �5�8ｸ8�484｢�釧路市坪 禿�紊b�<0.57 禿�經b�

10月4日 �5H987ﾒ��北海道太平洋沖合 禿��3B�<0.46 禿�紊2�

10月4日 �5�5�6x4X5�8��室蘭市沖 禿�經��<0.49 �����

10月7日 �5h5h888"�むかわ町沖 禿�紊��<0.57. 禿�經2�

10月8日 做�5H5��浦河町沖 禿�經2�<0.54 禿�茱S��

TO月8pEj �5�5�6x4X5�8��浦河町沖 禿�紊R�0.61 ��繝��

10月8日 �7�7�4ｸ8ﾈ42�浦河町沖 禿��b�<0.56 禿�經2�



10月_9日 �5�8ｸ8�484｢�函館市沖 禿�經��<0.51 禿�縱��

10月9日 �5H987ﾒ�北海道清森県沖太平洋※全国さんま漁業協 会が婁施 禿��"�<0二53 宝ﾃ�紊r�

10月9日 10月11日 10月11日 �5H987ﾒ�北海道清森県沖太平洋※全国さんま漁業協 会が婁施 禿�經B�<0.59 禿�經2�

シシャモ ��X�*ﾈ坿�<0.44 督��經��<0.46 

オオ力ラフト八●イ(灯台ツナ) �*h.�.�*ﾈ坿�<0.60 禿�紊r�<0.36 

10月11日 10月11日 10月12日 做�5H5H5��釧路市沖 禿偵Cb�<0.66 篤2�紊��

スルメイカ 仭ｩц�8坿�<0.41 禿�經R�<0.54 

ステトウダラ 仭ｩц�8坿�<0.43 ��紊B�0.59 

10月12日 10月12日 10月12日 10月12日 10月12日 做�5H5��石狩市沖 禿�經��<0.60■ 禿�經"�

スケトウダラ. ��ﾙ*ﾈ坿�<0.44 ��經b�0.60 

マダラ ��ﾙ*ﾈ坿�<0.46 �"綯�4.0. 

ヤナギダコ �*h.�.�*ﾈ坿�<0.45 独�3��<0.32 

クロソイ ��ﾙ*ﾈﾚ2�<0.33 ��經R�0.65 

10月12日 10月13日 10月1.3日 10月14.日 10月14日 10月15日 �4�486�8��浦河町沖 禿�紊"�<0.63 偵�繝b�

スルメイカ 凅X��*ﾈ坿�<0.51 独�經r�<0.61 

ホタテガイ �+yiﾉYI*ﾈ坿�<0.49 禿偵C��<0.34 

マイワシ 儘ﾉOi*ﾈ坿�<0.48 ��縱2�1.0 

ホツキガイ �<�ﾉg��8坿�50.36 禿��3��<0.28 

秋サケ 唳mI�h�8坿�<0.45 禿�經��<0.56 

10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月19日 10月19日 10月19日 10月19日 -10月19日 10月19日 10月19日 10月19日 �5H987ﾒ�北海道.青森県沖太平洋※全国さんま漁業協 会が集施 禿��3b�<0.39 禿�經b�

アサリ 佰ｩ��*ﾈ坿�<0.34 禿��#��<0.37 

秋サケ 兔ｨ､9*ﾈ坿�<0.44 禿�紊b�<q.55 

スルメイカ 僮�倡8坿�<0.37 禿�經2�<0｣44■ 

スケトウダラ 仭ｩц�8坿�<0.40 ��紊や�0.7? 

マダラ 仭ｩц�8坿�._<0.42 禿�紊2�<0.60 

アブラガレイ 仭ｩц�8坿�<0.44. 禿��3R�<0-.56 

スケトウダラ 俯ｩyh�8坿�<0.42 禿�經��<0.46 

マダラ 俯ｩyh�8坿�<0.56 售偵r�12 

ア力ガレイ 俯ｩyh�8坿��<0.48 禿�經��<0.48 

ハタハタ 俯ｩyh�8坿�<0.39 禿�紊B�<0.41 

■トゲカジカ 俯ｩyh�8坿�<0.42 禿�經��<0.46 

10月19日 10月.20日 10月2P日 -10月20日 10月20日 10月20日 10月21日 10月2■2日 �5H987ﾒ�北海道.青森県沖太平洋※全国さんま漁業協 会が奏施 禿�紊b�<0.52 禿�經b�

ホツ力 俯ｩyh�8坿�<0.45 禿�經"�0.68 

スケトウダラ ��ﾙ*ﾈ坿�<0.35 ��縱2�0.73 

マダ ��ﾙ*ﾈ坿�<0.50 �2纈�4.4 

ホッケ ��ﾙ*ﾈ坿�<0.39 禿�經��<0.50 

パパガレイ ��ﾙ*ﾈ坿�<0..39 禿�紊B�<0.38 

秋サケ ��ﾙ*ﾈ坿�<0.37 禿�經��<0.36 

シシャモ ��X�*ﾈ埃B�<0.38 禿�經��<0.41 

10月23日 10月24日 �5H987ﾒ�北海道楕森県沖太平洋※全国さんま漁業協 会が婁施 禿�紊r�<0.64 禿�經B�

スルメイカ 凅X��*ﾈ坿�<0.33 禿�經"�<d.52 

10月24日 �5H987ﾒ�北海道.#森県沖太平洋※全国さんま漁業協 会が婁施 禿�紊��<0.44 禿�經��



10月25日 �5�5�6x4X5�8��釧路市沖 禿��3��<0.39 禿�紊b�

10月25日 �4�7X8�4ｸ8ﾈ42�釧路市沖 禿�ﾃ3��<0.51 禿�紊��

10月25日 做�5H5��石狩市沖 禿��3r�<0.44. 禿�紊��

10月25日~ �5H8�4ｸ8ﾈ42�室蘭市沖 禿��3��<0.47 禿�ﾃC��

10月25日 �7ｨ6(5��室蘭市沖 禿��3b�<0.44 偵ﾃ��3"�

10月27日 �5�5�6x4X5�8��浦河町沖 禿�紊"�1.6 �"���

10月27日 �5ﾈ4X6�6��浦河町沖′ 禿��3��<0.47 禿�紊2�

10月27日 做�5H5��釧路市沖 禿�紊b�<0.57 禿�紊r�

10月27日 �5�5�6x4X5�8��室蘭市沖 禿�紊��0.61 ��粤S��

10月27日 �7ﾘ5�8��室蘭市沖 禿�經��2.9. �2縒�

10月28日 �5�8�5h4ｨ5x4｢�室蘭市沖 禿��3R�<0.49 禿�紊��

10月28日 �4ｨ5�4�6�488�5b�広尾町沖芸悪霊霊まき紬業協 禿��3b�<0.51 禿�紊"�

10月29日 做�5H5��網走市沖 禿�紊��<0_48 禿�紊��

10月30日 �5H987ﾒ�北海道.青森県沖太平洋※全国さんま漁業協､ 会が実施 禿��3b�<0.53 禿��3��

10月30日 �5H987ﾒ�北海道.青森県沖太平洋※全国さんま漁業協 会が妾施 禿�紊R�<0.55 禿�經��

10月30日 �5h5h888"�釧路市沖 禿�經B�<0こ58 禿�緜2�

10月31日 做�5H5��別海町沖 禿�經��<0.54 禿�緜B�

10月31日 �5�8ｸ8�484｢�函館市沖 禿��3r�<0.54 禿�經��

11月1日 �5�8ｸ8�484｢�羅臼町沖 禿�紊や�<0.50 ���ﾃ�緜"�

9



福串県産牛肉のモニタルグ検査の実施結果∵ I

平成23年8月3日

福島県産牛肉の取扱いの有無について.道内の食肉処理乳食肉野売菜及び飲食店営業 聞き取岬童を行い､該当する牛肉たつLt.て頓童を 劔に福島県定年岡の枇一炊いU}羽帯ト1Jt'TL 実施｡..(単位:件) 

i- � �.^ 

食肉処.軽業. 474 馳��?yLﾉHHｼb�紕ﾃ�SB篦�坪徐��5り�8ｼh���検査検体数. 佇).斡ｹ�y&ﾂ�撃陋｢�暫定規制値 超.-■過 

445 偵b��I.6 鑓���

道産r稲わら｣の放射性物質サンプリング調査の結果

平成23年7月26日

道内4カ所で採取した道産r稲わらj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~ ･(肥育農濠) ���ｸ手.ﾘ.v｢�粨,ﾈ蝎&��佶�以靹#｢�秩.査結果 

.放射性ヨウ素 ���_ｨ��ｸ5ｨ5h4X8��W8ｫr駭r�
･島._ 壷6�8r�苓6�$�#i�ﾂ�不検.一一出 不検出 

不模出 
川 ��l 

+pL# �4�7ｨ耳耳684���.至.検出 不検出p. 儻9lﾘ���W2靄���
ヽヽ 辻褸�(�"�

オホーツクオホツ. ※暫定許容値:放射性セシウ 放射性ヨサ 剩��3��'��r�(換算値で比敦) 定なし 

衰p許容値設 


