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• 放射性物質の食品における暫定規制値（牛乳・乳製品：放射性セシウム200Bq/kg,放射性ヨウ
素300Bq/kg, 肉・卵：セシウム500Bq/kg）への整合を見るため、モニタリング検査を実施。 

• 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、原乳から暫定規制値を超える放射性ヨウ素、
牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されたことを受け、一部の県で出荷制限
の指示。 

• 現在では、適切な飼養管理の徹底と検査体制の強化により、安全な原乳・牛肉しか出荷され
ない体制を構築。 

 

食肉・卵 ：各自治体によるモニタリング検
査の実施。  

牛 の出荷制限４県（福島県・岩手県・宮城 
県・栃木県）においては、牛肉の全頭・全 
戸検査を実施。 

牛乳・乳製品：１７都県において、原乳（酪
農家が搾ったままの牛の乳）につい
て、各都県がクーラーステーション 
等で放射性物質のモニタリング検査
を実施。 

・ 各自治体等が飼料に関するモニタリング調査を行い、許容値を超えた飼料は家畜へ給与
しない。 

・ 許容値を超える稲わらを食べた牛の肉が暫定規制値超過となったことを踏まえ、使用不
可となった飼料を畜舎から離れた場所に封印等を実施して隔離・処分。 

適切な飼養管理の徹底 

検査体制の構築 
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畜産物の安全管理体制について 



（注） ・ 平成24年1月31日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成（原乳は平成24年2月1日まで）。 
    ・ 放射性セシウムの暫定規制値は、原乳が200 Bq/kg、その他が500 Bq/kg 

畜産物の放射性物質調査概要 
（放射性セシウム） 

品目 総検体数 50 Bq/kg以下 
50 Bq/kg超 

100 Bq/kg以下 
100 Bq/kg超 

200 Bq/kg以下 
200 Bq/kg超 

原乳 
3月 173 164 8 0 1 
4月～ 1,356 1,356 0 0 0 

品目 総検体数 100 Bq/kg以下 
100 Bq/kg超 200 Bq/kg超 300 Bq/kg超 400 Bq/kg超 

500 Bq/kg超 
200 Bq/kg以下 300 Bq/kg以下 400 Bq/kg以下 500 Bq/kg以下 

牛肉 67,123 66,068 518 216 106 59 156 
豚肉 367 361 3 3 0 0 0 
鶏肉 139 139 0 0 0 0 0 
鶏卵 294 294 0 0 0 0 0 

畜産物の放射性物質調査結果について 

• 原乳については、原発事故当初に暫定規制値を超過したものがあったが、４月以

降は全て50 Bq/kg以下であり、暫定規制値を超過したものはない。 

• 牛肉については、高濃度の放射性セシウムを含む稲わら等が肉牛に給与されたこ

とにより暫定規制値(500 Bq/kg)を超過したものがあった。 

• 豚、鶏はトウモロコシ等の輸入飼料に依存しており、これまで調査した豚肉・鶏

肉・鶏卵については全て暫定規制値以下であった。なお、その大部分（99.3%）

は100 Bq/kg以下。 
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（放射性セシウム,Bq/kg） 
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 （注）平成24年1月31日までに厚生労働省が公表したデータに基づき作成。
放射性セシウムの暫定規制値は、500 Bq/kg  

牛肉の放射性物質調査結果について(67,123点) 
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○放射性セシウムの暫定規制値※１ 

食品群 規制値 

飲料水 ２００ 

（単位：ベクレル/kg） 

牛乳・乳製品 ２００ 

野菜類 
５００ 穀類 

肉･卵･魚･その他 

○放射性セシウムの新基準値※２ 

食品群 基準値 

飲料水 １０ 

牛乳 ５０ 

一般食品 １００ 

乳児用食品 ５０ 
※２ 放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定 

※１ 放射性ストロンチウムを含めて規

制値を設定 

食品の新たな基準値の設定について(厚生労働省資料より) 

１．見直しの考え方 
○ 現在の暫定規制値に適合している食品は、健康への影響はないと一般的に評価され、安全は確保

されているが、より一層、食品の安全と安心を確保する観点から、現在の暫定規制値で許容してい
る年間線量５ミリシーベルトから年間１ミリシーベルトに基づく基準値に引き下げる。 

○ 特別な配慮が必要と考えられる「飲料水」、「乳児用食品」、「牛乳」は区分を設け、それ以外の食品

を「一般食品」とし、全体で４区分とする。 

２．基準値の見直しの内容 
 （新基準値は平成24年４月施行予定。一部品目については経過措置を適用。） 

4 ※厚生労働省｢食品中の放射性物質の新たな基準値について ｣より抜粋 



４月 １月 １０月 ３月 

新基準値 暫定規制値 原料 

製造・加工食品の
経過措置 

暫定規制値（賞味期限まで） 

＜経過措置の対象とする食品＞ 

●3月31日までに製造、加工、輸入された食品 

新基準値 

●4月1日以降、製造、加工、輸入された食品 

米・牛肉 

大豆 

新基準値 暫定規制値（9月30日まで経過措置） 

暫定規制値（賞味期限まで） 

●9月30日までに製造、加工、輸入された食品 

新基準値 ●10月1日以降、製造、加工、輸入された食品 

新基準値 暫定規制値（12月31日まで経過措置） 

暫定規制値（賞味期限まで） 

●12月31日までに製造、加工、輸入された食品 

新基準値 ●1月1日以降、製造、加工、輸入された食品 

米、牛肉を原料に 
製造・加工、輸入 

された食品の経過措置 

大豆を原料に 
製造・加工、輸入 

された食品の経過措置 

経過措置の設定について(厚生労働省資料より) 

○ 新たな基準値への移行に際しては、市場（流通）に混乱が起きないよう、準備期間が必要
な食品（米、牛肉、大豆）については一定の範囲で経過措置期間を設定する。 

5 ※厚生労働省｢食品中の放射性物質の新たな基準値について ｣より抜粋 



飼料中の放射性セシウムの暫定許容値の変更点について 
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旧暫定許容値 新暫定許容値 

牛 
（乳牛・肉牛、繁

殖牛など） 
   300※ 100 

馬 
豚 
家禽 

養殖魚 

300 
 
 

100 

現在実施中の飼養試験等
の結果をとりまとめ、年度
内に改訂 

※ 例外として、以下の場合には、3,000 Bq/kg 
   ①自給飼料生産したもの 
   ②単一もしくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取組等により生 
    産したものを育成牛・繁殖牛など当分の間出荷することを予定して 
    いない牛に与える場合 

単位：Bq/kg 



８月１９日：汚染稲わらの当面の保管・移動等について通知 
１．暫定許容値を超える稲わらの保管 
  （１）スプレー等で着色した上でシートで被覆し、牛舎・住居から離れた場所で保管。 
  （２）県は稲わらを被覆したシートを封印し、定期的に数量、管理状況等を把握。 
２．暫定許容値を超える稲わらの移動 
  （１）シートで包むなどの飛散防止措置、作業時のマスク、ゴム手袋の着用等の被ばく線量低減対策を指

導。 
  （２）県は、積込みに立会い、確認をするとともに、必要に応じ運転席等の遮へい措置を指導。また、県

外移動の場合は、移動先等を確認し関係県に連絡。 
３．暫定許容値を超える稲わらの処分 
   8,000Bq/kg以下のものは一般廃棄物として埋却等により処分。ただし、当該稲わらが生産されたほ場へ

のすき込みも可能。 

８月２５日：8,000Bq/kgを超える稲わらの隔離一時保管について通知 
１．高濃度汚染稲わら等の取扱方針 
   8,000Bq/kgを超える稲わら等は、県職員等による立会いの下、遮へいや地下水汚染防止措置を講じ、隔  

離一時保管を実施。 
２．隔離一時保管の方法 
  （１）人がむやみに立入らない場所を保管場所として選定。 
  （２）遮水シートによる地下水汚染の防止や梱包などによる飛散防止。 
  （３）稲わら等の周囲を盛土や土のう等で覆い遮へい。 
  （４）人の立入を制限するため、柵などを巡らし、立入禁止を示す標識を設置。 
３．保管状況の記録 
   稲わら等の所有者は、保管場所や保管状況等の記録を保管。 

汚染稲わらの取扱いについて 
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１．経緯 

 ７月 ８日～   汚染稲わらの使用が判明した農家に対し、堆肥を農場内等で保管するよう指導 

 ７月20日     指導の徹底について改めて全都道府県に通知 

   25日     東北関東等１７県に対し、植物原料を含む堆肥全般の流通・利用等を自粛要請 

 ８月 １日     堆肥の暫定許容値（400Bq/kg）を設定 

    ５日     放射性セシウムの検査方法を設定 

 

２．検査及び利用自粛の解除 

  17県で農家ごとの個別検査又は抽出検査を実施。検査はほぼ一巡し、暫定許容値を超えた牛ふん
堆肥（うち8,000Bq/kg超えは３％）を除き、自粛は解除。                                                                      

 

３．暫定許容値を超えた堆肥の取扱い 

      各県において、予備費等を活用した処分あるいは一時保管を実施 

     (1) 8,000Bq/kg以下は一般廃棄物等として処分（処分までの間は一時保管） 

     (2) 8,000Bq/kgを超えるものは隔離一時保管（必要に応じ覆土等で遮蔽） 

汚染牛ふん堆肥の取扱いについて 
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堆肥 

遮水シート ○屋外での一時保管（例） 
  



○ ８月５日、原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針が策定され、農林水産業等の損害につい
て幅広く位置づけ。東京電力は、これまでに1,285億円の請求に対し、993億円を支払い※。 

○ 農林水産省としては、中間指針で明記された損害についてはもちろん、明記されなかった損害も
含め、東京電力に対し一層の早期支払いを求め、適切かつ速やかな賠償の実現に全力で取り組
む。 

※ 12月2日現在、農林漁業者の請求・支払い状況について、 

  ※中間指針の冒頭に、「東京電力に対しては、中間指針で明記された損害についてはもちろん、明記されなかった原子力損害も含め、 
    多数の被害者への賠償が可能となるような体制を早急に整えた上で、迅速、公平かつ適正な賠償を行うことを期待する」旨の記載。 

 
   
   
   
  ○農林水産物・食品の出荷・作付・その他の生産・製造・流通に関する制限及び検査について、 
    ①政府による指示等   ②地方公共団体が合理的理由に基づき行うもの 
    ③地方公共団体が関与し、生産者団体が合理的理由に基づき行うもの 
    に伴う農林漁業者その他の指示等対象者の損害(減収・追加的費用等)は対象 
 
 
  原則として事故と相当因果関係がある損害として、以下の類型を記載。 
  ○農林漁業 
    ①食用農林産物 ： 福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉    ②茶 ： 福島、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川、静岡 
    ③食用畜産物  ： 福島、茨城、栃木                ④水産物 ： 福島、茨城、栃木、群馬、千葉 
    ⑤花        ： 福島、茨城、栃木                ⑥その他の農林水産物 ： 福島 
  ○牛肉等(セシウム汚染牛肉関係) 
    牛・牛肉・牛肉加工品：１７道県 (北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、岐阜、静岡、 
                         三重、島根。他の都道府県で同様の状況が確認された場合は同様に扱われるべき旨を記載) 
  ○農産物加工・食品製造業    ○農林水産物・食品の流通業    ○輸出 

政府等による農林水産物の出荷制限指示等に係る損害 

いわゆる風評被害 

中間指針の概要(農林漁業等に関する主な内容) 
関係団体等からの聞き取りにより把握できたもの 

原発事故で被害を受けた農林漁業者等への賠償について 
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参考資料 
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使用肥育
農家 

稲わら生
産地 

給与牛出
荷農家 

出荷頭
数 

牛肉検査頭数 規制値超過頭
数 

北海道 １ 宮城 １ １４ ６ ０ 

青森 １ 宮城 ０ ０ ０ ０ 

岩手 ３７ 岩手・宮城 ３２ ５０７ １８４ １５ 

宮城 １６９ 宮城 １２８ １,９３０ ５３６ ４２ 

秋田 １４ 宮城 ８ ３３ １９ １ 

山形 １５ 宮城 ７ ９８ ４４ ２ 

福島 ３１ 福島・宮城 ２２ ８４３ ３１８ ２７ 

茨城 ７ 宮城・茨城 ４ ７８ ４３ ０ 

栃木 ９ 栃木 ３ １８７ ５４ ３ 

群馬 ２ 宮城 ２ ４１９ ４０ ０ 

埼玉 ２ 宮城 １ ０ ０ ０ 

新潟 ２０ 宮城 １５ １３１ ８３ ０ 

岐阜 ８ 宮城 ８ １７０ １０３ ０ 

静岡 １ 宮城 １ １３８ ６５ ０ 

三重 １ 宮城 １ ６８ ２７ ０ 

島根 ６ 宮城 ６ １８０ ７２ ０ 

総計 ３２４ ２３９ ４,７９６ １,５９４ ９０ 

２月８日現在農水省 

汚染稲わら給与農家の概要 
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原子力災害対策本部が検査を指示している自治体 

牛の出荷制限が 
指示された自治体 

出荷制限が指示された自治体に隣接す
る自治体 

福島県 宮城県 

岩手県 栃木県 

全頭・全戸検査 
各県とも全戸検査の2頭目以降の検査も行う
など、実質全頭検査を志向 

茨城県 群馬県 

青森県 秋田県 

千葉県 神奈川県 

山形県 新潟県 

長野県 埼玉県 東京都 山梨県 静岡県 

モニタリング検査 
多くの県は、県内と畜分の全頭検査など
を独自に上乗せ 

食肉卸売市場 民間事業者 

 ・さいたま、川口など 
  出荷者の同意を得て全頭検査（出荷者負担） 
 

 注：スクリーニングレベル（250Bq/kgなど）を超え  
    たものは、自治体に精密検査を依頼 

 ・東京、横浜など 
  全頭検査（自治体負担） 

※□で囲んだ道県は、汚染稲わらを給与した等の１７道県に含まれる自治体。 

・大手食肉卸売業者等 
 取り扱う全ての国産牛肉の自主検査を実施 
 
・大手小売業者等 
 自社ブランドの国産牛肉の全頭検査を実施 

 ・大阪、神戸、名古屋、福岡など 
  全頭検査（市場負担） 

牛肉の検査体制（概念図） 
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(1)  汚染稲わらを食べた牛の肉の流通在庫については、
消費者の信頼を回復するため、汚染稲わらを給与した牛
の肉全てを対象に、実質買い上げて処分。 

(2)  流通段階で停滞している出荷制限県産等の牛肉につ
いて、保管経費等を支援。  

○ 国産牛肉信頼回復対策 

(1) 汚染稲わらが給与され、全頭・全戸検査を実
施することとなった県の肥育農家に対し、 
・肥育牛１頭当たり５万円を支援 
・出荷された牛の価格下落分を支援 

(2) 出荷制限県における出荷遅延牛の実質買上
げを支援。 

(3) 新マルキン事業について、7～12月分につい
て毎月払い。 

○ 汚染稲わら等の代替飼料の確保に困る農家
からの供給要請を受けた関係団体が農家に粗
飼料の現物を供給。 

○ 肉用牛肥育農家支援対策 

○ 稲わら等緊急供給支援対策 

※いずれの対策も販売時又は賠償時に返還
することを前提 

牛肉・稲わらからのセシウム検出に対する対策 

○ 牛肉・稲わらから暫定規制値等を超えるセシウムが検出された問題について、牛
肉の実質買い上げ・処分、肥育牛１頭当たり５万円の支援、代替粗飼料の現物支給
等の対策を実施(８月５日公表) 
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東京市場における出荷再開４県の牛枝肉価格推移（和牛去勢全規格） 
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平成23年

１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 平成24年

１月

２月

（1～8日）

（円／ｋｇ）

４県を除く平均

全平均（１００％）※

岩手県

宮城県

福島県

栃木県

資料：農林水産省調べ

※ （ ）内は東京市場全体の取引頭数を１００としたときの各県の頭数割合（平成24年１月）

４県を除く平均

１，５７４円／ｋｇ

全平均

１，５３０円／ｋｇ

１，５２６円／ｋｇ

岩手県

１，６２０円／ｋｇ

宮城県

１，２４７円／ｋｇ

福島県

１，５１６円／ｋｇ

栃木県

（５５％）

（１５％）

（１１％）

（１２％）

（１７％）



マ
ー
キ
ン
グ
、
シ
ー
ト
被
覆
、
封
印
等
に
よ
る

隔
離
・誤
用
防
止 共同または農家ごとに 

隔離一時保管 

国の実証事業として、福島県と栃木県 

において隔離一時保管を実施 

特定一般廃棄物として 
市町村等が処理 
（焼却・埋立） 

○ 人がむやみに立入らない場所の確保 

○ シート等による遮水、飛散防止 

○ 必要に応じ土のう等による遮へい 

○ 柵や標識による立入制限 

指定廃棄物として国が処理 
（収集・運搬・保管・処分） 

 
 
（検討） 
•中間貯蔵施設等の設置、 
  搬入 
 

•焼却等による減容化・埋立 
 

 

８，０００ 
Bq/kg以下 

１０万 
Bq/kg以下 

１０万
Bq/kg超 

放射性物質汚染対処特措法に
基づく対応 

（平成24年1月1日全面施行） 

汚染稲わらの処理の流れ 
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汚染堆肥の増加 
を抑制するため 
汚染部分を特定・
分別 

個別 
検査 
・ 

抽出 
検査 

8,000 
Bq/kg
超 

400～ 
8,000 
Bq/kg 

・保管状況の 
 記録（空間  
 線量不要） 
・管理の継続 

隔離一時保管
場所の選定 
・農家所有地 
・公有地等 

一時保管場所
の選定 
・農家所有地 
・公有地等 

隔離一時保管
作業の実施 
 境界の空間 
 線量測定 

一時保管作業
の実施 

境界の空間線量
がﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞよ
り高い場合は遮
へい措置 

・保管状況の 
 記録 
・管理の継続 

一般廃棄物等

として最終処分
（焼却・埋却）を
検討 

最終
処分 

最終
処分 

最終
処分 

【10/14には、各県担当者に「基本的な手順」を提示】 

※400Bq/kg以下については利用可能 
   暫定許容値（400Bq/kg）は、この水準の堆肥を長期間施用し続けても、施用した農地土壌中の放射性   
   セシウム濃度が原発事故前の濃度の範囲内に収まるよう設定されている。 

牛ふん堆肥の処理の流れ 
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セシウム１３４、１３７の地表面への
沈着量の合計 
（11月25日公表・文部科学省) 

航空機モニタリングで見る汚染の広がり 
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※ 水田の土壌から玄米への放射性セシウムの移行の指標(0.1)を前提として、玄米中の

放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定規制値(500 Bq/kg)以下となる土壌中放射性

セシウム濃度の上限値を5000 Bq/kgと設定 

茨城県 

群馬県 

福島県 

宮城県 

千葉県 

栃木県 避難区域等の設定区域 

２５０００＜ 

１００００－２５０００ 

 ５０００－１００００ 

 １０００－   ５０００ 

  ＜１０００  

農地 

凡例 

調査地点における 放射性セシウ
ムの濃度(Ｂｑ/ｋｇ)(※1) 

農地土壌の放射性物質
濃度分布図(579地点) 
(8月30日) 

現在、除染手法の選択など対策の検討に資

するよう、放射性物質濃度分布図の精緻化

(579→約3,000地点)を実施中 

(参考)測定方法 
 農地は、耕起による土壌のかくはんや作物
の根がはる深さを考慮し、水田は地表面から
約１５cmの深さまで、 畑地は最大３０cmの
深さまでの土壌を採取し、土壌中に含まれる
放射性セシウムの濃度を測定  

 放射性セシウム濃度が5000Bq/kg(※)    
以上の農地は   約8300 ha と推計 

農地土壌の放射性物質による汚染の状況 

○ 農地土壌の放射性物質濃度分布図を作成し、農地土壌がどの程度放射性物質に汚
染されているかを把握し、農地の除染など今後の営農に向けた取組を推進 
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土壌の放射性

セシウム濃度 
適用する技術 

～ 5,000 
(Bq / kg) 

反転耕、移行
低減栽培(※)、 
表土削り取り
(未耕起圃場) 

5,000  ～
10,000 

(Bq / kg) 

表土の削り取
り、反転耕、
水による土壌
撹拌・除去 

10,000 ～
25,000 

(Bq / kg) 
表土削り取り 

25,000  
(Bq / kg)

～ 

固化剤を使っ
た表土削り取
り 

吸着資材を用いた除染フィルター 

土壌撹拌 

反転耕(畑、水田) 

固化剤を用いた
削り取り 

芝・牧草の 
はぎ取り 

移行低減栽培 

基本的な削り取り 

資材施用区の耕うん  

※ 作物による土壌中の放
射性セシウムの吸収を抑制
するため、カリウムや吸着
資材を施用する栽培方法。 

  

土壌の放射性セシウム濃度別適用技術 

農地の除染への取り組み 

○ 現地のほ場における実証試験を踏まえ、土壌中の放射性セシウム濃度や地目に応じた農地の
除染技術の適用の考え方を提示(９月14日)。 

○「農地の除染の適当な方法等の公表について」に内容が反映(９月30日、原子力災害本部) 
○ 今後、確立された技術を着実に現場で導入。 
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