
【本資料の活用方法】

①耕種　
②畜産
（参考）放射性セシウムの基準値・暫定許容値一覧　

生産局農産部技術普及課
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放射性物質に対応した生産指導のための参考資料
（平成24年10月5日版）

○本資料は、普及指導員等の生産指導の参考に、農林水産省において、関連す
る技術指導通知等を整理して取りまとめたものです。記載されている情報は、公
表情報のみです。
○各地域において必要な取組を取捨選択し、生産指導や関係機関への情報提供
にご活用ください。
○東日本大震災農業生産対策交付金のＧＡＰのメニューにおいて策定することと
している、「放射性物質に対応した農業生産工程管理（ＧＡＰ）」を策定する際の参
考としてもご活用いただけます。
○平成24年10月5日時点の情報であり、それ以降の情報は盛り込まれておりませ
んので、生産指導の際はご注意ください。最新の技術指導通知等はＨＰ等で確認
してください。
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①生産段階における取組事項（耕種） H24.10.5ver.
目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等

作付制限区域における平成24
年産稲の作付の回避。

□作付制限区域では、平成24年産の稲を
作付けしなかった。

平成24年産稲の
作付制限を行う区
域

「24年産稲の作付に関する方針」に
ついて（平成24年2月28日）

作付前の吸収抑制対策等の実
施。

□稲を作付する全ての水田について、①
可能な範囲で反転耕や深耕等を行うほ
か、②水田の土壌条件等に応じたカリ肥
料や土壌改良資材の投入等により、農地
の除染や放射性物質の吸収抑制対策を
講じた。

平成24年産稲の
事前出荷制限を
行う区域

24年産稲の作付制限及び事前出荷
制限の指示について（平成24年4月5
日）

「24年産稲の作付に関する方針」に
ついて（平成24年2月28日）

24年産稲の作付制限区域の設定等
について（平成24年3月9日）

粉じん等の飛散による汚染防止
対策。

□（野菜）ほ場周辺の樹林がほ場にせり
出している場合は、せり出している枝のせ
ん定等を行うなどの予防に取り組んだ。
（参考：果樹）□園地が防風垣等に囲まれ
ている場合は、園地周辺の樹木のせん定
等を行うなどの予防に取り組んだ。

野菜
（参考）果
樹

17都県（※２） 野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

調達 肥料・土壌改良資材・培土の購
入・譲受時の暫定許容値の確
認。

□肥料・土壌改良資材・培土を購入したり
譲り受けた時、販売業者・譲渡者に暫定
許容値を超えていないことを確認した。

共通 全国 放射性セシウムを含む肥料・土壌改
良資材・培土及び飼料の暫定許容値
の設定について（平成23年8月1日付
け23消安第2444号、23生産第3442
号、23林政産第99号、23水推第418
号、農林水産省消費・安全局長、生
産局長、林野庁長官、水産庁長官通
知）

放射性セシウムを含む肥料・土壌改
良資材・培土及び飼料の暫定許容値
の設定について

肥料中の放射性物質の調査結果に
ついて

食
品
安
全

米

暫定許容値を超える肥料・土壌
改良資材・培土の利用の回避。

工程・区分

共通

□平成23年産米の調査において
100Bq/kg超の数値が検出された農家は、
稲を作付する全ての水田について、①可
能な範囲で反転耕や深耕等を行うほか、
②水田の土壌条件等に応じたカリ肥料や
土壌改良資材の投入等により、農地の除
染や放射性物質の吸収抑制対策を講じ
た。

平成23年産米の
調査において
100Bq/kgを超過し
た数値が検出され
た農家の生産を
適切に管理し、作
付を行うことがで
きる地域

□暫定許容値を超える肥料・土壌改良資
材・培土を農地土壌に施用しなかった。
（自ら生産した肥料・土壌改良資材・培土
を施用する場合）
□都道府県に地域の調査結果を確認する
などして、暫定許容値を超えていないこと
を確認した。

全国

ほ場準備 ほ場の確
認

資材

利用
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目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分
□各自治体の資材の利用自粙について
の情報を確認し、暫定許容値（400Bq/kg）
を超えるもの（及び超えるおそれのあるも
の）は利用しなかった。

飼料作物 全国 畜産物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

□自ら生産する腐葉土及び剪定枝堆肥に
ついて、新たな生産及び利用を行わな
かった。

共通 17都県（※２） 「肥料中の放射性セシウム測定のた
めの検査計画及び検査方法」の制定
について（平成23年8月5日付け23消
安第2561号農林水産省消費・安全局
農産安全管理課長通知）

□落ち葉、雑草、樹皮（バーク）、剪定枝、
木材チップ・パウダー（樹皮を除去したも
のを除く。）等有機質系土壌改良資材につ
いて、新たな生産及び利用を行わなかっ
た。

共通 17都県（※２） 「培土中の放射性セシウム測定のた
めの検査方法」の制定及び土壌改良
資材中の放射性セシウム測定の扱
いについて（平成23年8月31日付け
23生産第4273号農林水産省生産局
農業生産支援課長、農業環境対策
課長通知）

野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

茶の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

畜産物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

飼料原料、飼料、肥料・土壌改
良資材・培土の販売・譲渡時の
適切な情報提供。

□自ら生産した飼料、肥料、土壌改良資
材、培土、それらの原料を販売・譲渡する
場合、取引相手に対して、生産状況に関
する情報を提供した。

共通 全国 放射性セシウムを含む肥料・土壌改
良資材・培土及び飼料の暫定許容値
の設定について

暫定許容値を超える飼料の販
売・譲渡の回避。

□放射性物質調査結果や自治体の利用
自粙の情報を確認し、飼料の暫定許容値
（400Bq/kg）を超えていたり、自治体が利
用自粙を解除していない地域の場合は、
飼料を販売・譲渡しなかった。

飼料作物 17都県（※２） 畜産物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

食
品
安
全

暫定許容値を超える肥料・土壌
改良資材・培土の利用の回避。

原発事故時に使用していた資材
等の再使用の中止。

資材

利用

販売・譲渡

□（野菜、果樹、茶）事故当時に屋外に
あった資材（被覆資材、寒冷紗、稲わら
等）は、汚染している可能性があるので使
用しなかった。
□（飼料作物）事故当時に屋外にあった資
材は、汚染している可能性があるので事
前に十分洗浄するか、新しいものに交換し
た。

野菜
果樹
茶

飼料作物

（野菜、果樹、飼
料作物）
17都県（※２）
（茶）
岩手県、宮城県、
福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、
埼玉県、東京都、
千葉県、神奈川
県、山梨県、長野
県、静岡県
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目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分
玄米調査結果が判明するまで
の平成23年産米の飼料用として
の出荷の回避。

□平成23年産米を飼料用として使用する
場合、都県が行った玄米調査の結果を確
認し、飼料の暫定許容値を上回る玄米及
びもみ米は飼料用米としての出荷を行わ
なかった。

米
（飼料用）

17都県（※２） 平成23年産米穀の飼料利用につい
て（平成23年10月6日付け23生畜第
1438号生産局畜産部畜産振興課
長、農産部穀物課長通知）

ため池からの農業用水の利用
時の底質の混入の回避。

□ため池からの農業用水の利用時は、上
層から取水するように努めた。特に、大雨
や洪水による濁水時には取水を避けた。
（底樋取水のため池の場合）
□ポンプを使用するなど、上層から取水で
きるようにする対策を行った。

共通 汚染状況重点調
査地域

ため池の水質等について（平成24年
4月2日付け23農振第2873号農村振
興局整備部防災課長通知）

農業用用排水路から農地への
引水時の濁水流入の回避。

□大雨や洪水時等の濁水時には、農業用
用排水路から農用地への引水を避けた。

共通 汚染状況重点調
査地域

汚染状況重点調査地域における農
業用用排水路等の維持管理につい
て（平成24年4月12日付け24農振第
141号農村振興局整備部土地改良企
画課長、水資源課長、農地資源課
長、農村整備官通知）

野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

茶の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

□土壌中の交換性カリ含量が都県の土壌
診断基準等に定める適正値となるようカリ
肥料を施用した。
□丁寧な耕うん作業等を行い、都県の土
壌診断基準等に定める作土層を確保し
た。

米
麦
大豆

17都県（※２） 平成24年農業技術の基本指針（平成
24年3月、農林水産省）
（別紙）平成24年における原子力災
害への対応

食
品
安
全

収穫物への放射性物質の移行
抑制対策。

（野菜、果樹）
17都県（※２）
（茶）
岩手県、宮城県、
福島県、茨城県、
栃木県、群馬県、
埼玉県、東京都、
千葉県、神奈川
県、山梨県、長野
県、静岡県

□かん水に使用する貯水槽・タンクを洗浄
した。あるいは、汚染の可能性がない水に
切り替えた。

資材

販売・譲渡

栽培から収穫、出荷調
製までの管理

野菜
果樹
茶

農業用水の安全確保。
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目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分
□土壌分析により、水田土壌中の交換性
カリウム含量が、25mg/100gを下回ってい
ないかどうか確認した（近隣の水田でも
可）。（ア）
□土性分析により、砂質、火山灰質等の
粘土が尐ない土壌かどうか確認した（近隣
の水田でも可）。（イ）
□過去の栽培日誌等により、当該水田に
おいて稲わらの鋤き込み、堆肥の施用等
が長年行われていないかどうか確認した。
（ウ）
□上記（ア）～（ウ）のうち一つでも該当が
確認された場合は、カリ肥料等（堆肥を含
む）の施用などの吸収抑制対策に取り組
むこととし、具体的な対策を近隣の普及指
導センターと相談した。
□耕うんに当たってはトラクター等を用
い、作土深をできるだけ確保した。
□大雨直後の濁水等の水田への流入防
止に努めるとともに、流入した場合は速や
かに排水した。

米 17都県（※２） 米の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

□カリ肥料（堆肥等を含む）が、各県の施
用基準を下回っていないか確認した。
□土壌分析を活用し、土壌のpHが6.5程度
になるように、炭カル等で矯正した。

飼料作物 岩手県、宮城県、
栃木県、福島県、
茨城県、群馬県、
千葉県、埼玉県

畜産物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

□県や市町村と相談の上、表土の削り取
り及び吸着資材を施用しての反転耕・深
耕による除染の実施、土壌分析を踏まえ
たカリウム施肥及び吸着資材の施用によ
る吸収抑制対策の実施を検討した。

野菜 土壌の放射性セ
シウム濃度が高
い地域（ホットス
ポット等）

野菜生産に関するQ&A（平成24年9
月6日現在）

□粗皮削りや高圧水による洗浄、剪定を
行った。
□表土の削り取りを行った。
□改植を行った。

果樹 東京電力福島第
一原子力発電所
の周辺地域

平成24年農業技術の基本指針（平成
24年3月、農林水産省）
（別紙）平成24年における原子力災
害への対応

□粗皮削り、高圧水洗浄等の除染作業を
実施してもなお、果実から高濃度の放射
性セシウムが検出された場合は、改植の
必要性を含めて普及指導センターに相談
した。

果樹 17都県（※２） 果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

食
品
安
全

収穫物への放射性物質の移行
抑制対策。

栽培から収穫、出荷調
製までの管理
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目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分
□近隣の地域で高濃度の放射性セシウム
が検出された多年生野菜について、事故
当時に生育中であったものは株を更新し
た。その際、親株の放射性セシウム濃度
にも留意した。

多年生野
菜

17都県（※２） 野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

放射性セシウム濃度の低減に向け
たお茶の整枝について（平成23年9
月21日付け23生産第4553号生産局
長通知）

放射性セシウム濃度の低減に向け
たお茶の整枝について（平成24年2
月3日付け23生産第5638号地域作物
課長通知））

ＷＣＳ用稲や稲わらの栽培・収穫の際、
□倒伏を避けるため、収穫前の肥培管理
に留意した。
□収穫作業前に機械や飼料庫等の清掃
を十分に行った。
□水田の落水時期を早めることなどによ
り、乾いたほ場で収穫作業を行った。
□雨天時には収穫しなかった。
□稲わらの予乾時は、排わら結束機能を
使って排出し、島だて乾燥もしくは、はさが
け乾燥を行った。
□梱包時は、ロールベーラのロールに付
着する土壌を尐なくするため、ロールベー
ラからロールを排出する際にフロントロー
ダ等で直接受けるか、ブルーシート等を敷
いた上に排出した。

飼料作物 岩手県、宮城県、
福島県、栃木県、
茨城県、群馬県、
埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県
、青森県、秋田
県、山形県、長野
県、山梨県、静岡
県、新潟県（下線
を付してある県は
稲わらのみ）

原子力発電所事故後に作付けされ
た夏作飼料作物の流通・利用の自粙
及びその解除等について（平成23年
8月19日付け23生畜第1212号生産局
畜産部畜産振興課長通知）

□露地栽培においては、可能な限りマル
チ等による被覆を行った。
□収穫した野菜については、長時間屋外
に放置せずに、速やかに屋内で貯蔵・保
管した。

野菜 17都県（※２） 野菜生産に関するQ&A（平成24年9
月6日現在）

食
品
安
全

収穫物への放射性物質の移行
抑制対策。

茶の出荷制限等
が行われている
地域

栽培から収穫、出荷調
製までの管理

茶□放射性セシウムを効果的に除去する観
点から、刈り落とす枝葉の総量を増やすこ
とが必要であるため、通常、秋整枝のみを
行い春整枝を行っていない茶園において
は、秋整枝では通常より浅めの整枝を行
い、春整枝の時期に秋整枝の刈り残し分
を刈り落とした。

栽培、収穫時における土壌等の
付着低減対策。

5
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目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分
米の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

畑作物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

畜産物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

茶の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

□収穫機や乾燥機、籾すり機等を使用し
て収穫、乾燥、調製等を行う場合には、作
業を実施する前後の清掃等を徹底した。
原発事故後利用されていなかった農業機
械を使用する際には特に注意した。

共通 17都県（※２） 農産物への異物混入の防止の徹底
について（平成24年10月5日付け24
生産第1823号生産局農産部穀物課
長、園芸作物課長、地域作物課長、
技術普及課長通知）

夏作飼料作物の収穫の際、放射性セシウ
ムを多く含む土壌が飼料に混入することを
防ぐため、
□収穫作業前に機械や飼料庫等の清掃
を十分に行った。
□収穫時の刈り取り高を高めに設定した。
□テッダー等による反転作業は、速度を
落として丁寧に行った。
□収穫時に牧草等の飼料作物と同時に土
壌を取り込まないよう、適正な収穫速度で
収穫した。

飼料作物 岩手県、宮城県、
福島県、栃木県、
群馬県、茨城県、
埼玉県、千葉県

平成24年に収穫される単年生飼料
作物（24年産夏作飼料作物等）の流
通・利用の自粙及びその解除等につ
いて（平成24年3月2日付け23生畜第
2557号生産局畜産部畜産振興課長
通知）

食
品
安
全

共通 （米、畑作物、野
菜、果樹、飼料作
物）
17都県（※２）
（茶）
茨城県、神奈川
県、静岡県（秋冬
番茶を出荷する
地域）

□（米、畑作物）農業機械・器具・施設は
十分に清掃し、付着していた土、ほこり、
昨年の籾等を落としてから使用した。
□（野菜、果樹）農業機械や作業道具、コ
ンテナ等は、付着した土、ほこり等を落とし
てから使用した。
□（飼料作物）収穫機、飼料庫、その他管
理用機械は、使用前に清掃・洗浄し、残っ
ている牧草、稲わら等を取り除いた。
□（茶）摘採機、管理機、運搬機及び摘採
袋については、使用前に付着した土、ほこ
り、葉くず等を落とすため、水洗い等により
十分洗浄した。
□（茶）生葉を荒茶加工する前に、荒茶加
工機械を水洗い等により十分洗浄した。

栽培から収穫、出荷調
製までの管理

栽培、収穫時における土壌等の
付着低減対策。
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目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分
米の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

畑作物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

畑作物の生産現場において留意す
べきポイント（平成24年9月6日現在）

野菜生産に関するQ&A（平成24年9
月6日現在）

野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

□園地が防風垣や山林に囲まれている場
合は、出荷前に放射性セシウムの自主検
査を受けた。

果樹 17都県（※２） 果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

野菜の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

果実の生産現場において留意すべき
ポイント（平成24年9月6日現在）

食
品
安
全

□（米）葉色に応じた施肥管理等により、
倒伏しにくい健全な稲体の維持に努めた。
□（米）著しい倒伏が見られる水田は刈り
分けを行うなど、他の水田の米に混ざらな
いよう分別した。
□（畑作物）倒伏しないよう管理した。倒伏
した場合は、出荷を控えるか、土を十分除
去してから出荷した。
□収穫時は、コンバイン等の刈り高を適切
に設定するとともに、土壌を巻き上げない
よう慎重に作業を行った。

17都県（※２）

野菜
果樹

□収穫物を入れるコンテナの下にシートを
敷き、土が直接付着しないようにした。

17都県（※２）

17都県（※２）

野菜
果樹

□加工を自ら行う場合は、加工方法毎の
水分変化率（又は重量変化率）をチェック
した。
□出荷する加工品は、放射性セシウムの
自主検査により安全性を確認した。
（参考）□加工品の原料となる農産物につ
いても、放射性セシウムの自主検査により
安全性を確認した。

17都県（※２）

□（畑作物）収穫時に土、埃、除染時の水
しぶき等が付着した場合、十分除去した。
□（野菜）土やほこり等が付着した場合、
洗浄可能なものは、品質に影響を与えな
い範囲で十分洗浄等して、土やほこり等を
取り除いた。
□（果実）土やほこり等が果実に付着した
場合、品質に影響を与えない範囲で取り
除いた。

米
畑作物

栽培から収穫、出荷調
製までの管理

畑作物
野菜
果樹

出荷前の自主検査等による安
全性の確認。

栽培、収穫時における土壌等の
付着低減対策。
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目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分
「24年産稲の作付に関する方針」に
ついて（平成24年2月28日）

24年産稲の作付制限及び事前出荷
制限の指示について（平成24年4月5
日）
米の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

□収穫時の刈り倒しを伴う自然乾燥（はざ
かけ）は行わなかった。
□やむを得ず自然乾燥する場合、土壌が
湿潤状態のときは刈り倒しは行わなかっ
た。また、はざかけ作業時に籾が土壌に
触れないようにした。

17都県（※２） 米の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

「24年産稲の作付に関する方針」に
ついて（平成24年2月28日）

24年産稲の作付制限区域の設定等
について（平成24年3月9日）

平成24年農業技術の基本指針（平成
24年3月、農林水産省）
（別紙）平成24年における原子力災
害への対応

米生産についてのQ&A（平成24年9
月6日現在）

野菜生産についてのQ&A（平成24年
9月6日現在）

果樹生産についてのQ&A（平成24年
9月6日現在）

花き生産についてのQ&A（平成24年
9月6日現在）

□平成23年産米の調査において
100Bq/kg超の数値が検出された農家は、
放射性物質調査が終わるまでの間、収穫
物をあらかじめ決められた保管場所で確
実に管理した。

食
品
安
全

放射性物質が含まれる可能性
のある粉じんの吸入、土壌・水と
の接触の回避。

労
働
安
全

米の生産管理の徹底。

□放射性セシウムの濃度が1万Bq/kgを超
える土壌等を取り扱う業務（耕起等）を行う
場合、防塵マスク等の着用、作業後の衣
類等の汚染検査等を行った。
□平均空間線量率が2.5μ Sv/hを超える
場所で作業を行う場合、個人線量計によ
る被ばく管理等を行った。
（取り扱う土壌等の放射性セシウムの濃
度が1万Bq/kg以下、作業場所の平均空
間線量率が2.5μ Sv/h以下等の場合）
□マスク・長袖の衣類・綿手袋・ゴム長靴
等を着用した。
□農作業後に手足・顔等の露出部分を洗
浄した。
□農作業後、屋内作業を行う場合は、服
を着替えるなど、ちり、ほこり等を持ち込ま
ないようにした。

共通 東京電力福島第
一原子力発電所
の周辺地域

平成23年産米の
調査において
100Bq/kgを超過し
た数値が検出され
た農家の生産を
適切に管理し、作
付を行うことがで
きる地域

平成24年産稲の
事前出荷制限を
行う区域

栽培から収穫、出荷調
製までの管理

□放射性物質調査が終わるまでの間、収
穫物をあらかじめ決められた保管場所で
確実に管理した。また、調査が終わった米
と未調査の米の保管場所を別にするなど
の混入防止措置を実施した。
□天日乾燥は避け、可能な限りコンバイン
による収穫と機械乾燥を実施した。

米

農作業時の安全確保
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http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/g_kihon_sisin/pdf/bessi.pdf
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http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kome_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kome_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/yasai_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/yasai_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kazyu_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kazyu_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kaki_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kaki_seisan_qa.html


目的 取組事項 具体的な点検項目 生産品目 対象地域（※１） 参照通知、データ等工程・区分

□当該市町村や近隣市町村における茶
の放射性物質検査結果を参照し、過去に
基準値超過が見られた場合は、普及指導
センターに相談し、深刈り等のせん枝、整
枝を行った。

茶 過去に基準値を
超過した地域

茶の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

お茶に含まれる放射性セシウム濃度
の低減に向けた「中切り」等の実施に
ついて（平成24年6月4日付け生産第
710号生産局長通知）

茶の生産現場において留意すべきポ
イント（平成24年9月6日現在）

食
品
安
全

□汚染の程度が高い場合は、一番茶摘採
直後の適期に中切りを行った。

茶

（※１）通知の発出先や「参照通知、データ等」中で明示されている対象地域を記載しています。
「参照通知、データ等」に対象地域が明示されていない場合は、取組が必要と考えられる地域を斜体で参考に記載しています。

栽培から収穫、出荷調
製までの管理

収穫物への放射性物質の移行
抑制対策。

24年産で基準値
を超過した地域

（※２）青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
（空間放射線量率が平常時の範囲（小数点以下第２位を四捨五入して0.1μ Sv/h以下となる範囲）を超えたことがある都県もしくは原子力災害対策本部が食品の放射性物質の
検査計画を策定することを求めている都県）

【参考：現時点では該当しない事項】
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②生産段階における取組事項（畜産） H24.10.5ver.
目的 取組事項 具体的な点検項目 対象地域（※） 参照通知、データ等
食
品
安
全

飼料等 調達 飼料の購入・譲受時の暫定許容値
の確認。

□飼料を購入したり譲り受けた時、販売業
者・譲渡者に暫定許容値を超えていないこ
とを確認した。
（自ら生産した飼料を施用する場合）
□都道府県に地域の調査結果を確認する
などして、暫定許容値を超えていないことを
確認した。

全国 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資
材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につ
いて（平成23年8月1日付け23消安第2444
号、23生産第3442号、23林政産第99号、23
水推第418号、農林水産省消費・安全局長、
生産局長、林野庁長官、水産庁長官通知、
平成24年3月23日最終改正）

粗飼料等
利用

暫定規制値（基準値）を超えない牛
乳や牛肉を生産するための適切な
家畜の飼養管理。

原子力発電所事故を踏まえた家畜の飼養
管理について（平成23年3月19日付け22消
安第9976号、22生畜第2385号消費・安全局
畜水産安全管理課長、生産局畜産部畜産
振興課長通知）

原子力発電所事故を踏まえた稲わら等の利
用に関する指導等について（依頼）（平成23
年7月15日付け22生畜第861号生産局畜産
部畜産振興課長、生産流通振興課長通知）

畜産物の生産現場において留意すべきポイ
ント（平成24年9月6日現在）

【畜舎構造】
□開放型畜舎・飼料庫の場合、シートや
カーテンを設置し、雨水、埃の流入を防止し
た。
□開放型畜舎・飼料庫の清掃時には埃を巻
き上げないように注意した。
□汚染が考えられる畜舎は、水洗、塗装、
石灰塗布（吹き付け）などにより仕切り柵、
壁等の放射性物質の除去等を行った。

青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県

畜産物の生産現場において留意すべきポイ
ント（平成24年9月6日現在）

工程・区分

【粗飼料】
□事故の発生前に刈り取った粗飼料につい
ては、倉庫など屋内で保管されたもの、また
は屋外でラップ等により空気に触れない状
態で保管され、給与前に飼料を汚さないよう
それらを取り除いたもののみを利用した。
□事故の発生後に刈り取った粗飼料につい
ては、放射性セシウム濃度のモニタリング
調査結果が暫定許容値以下となった区域の
もののみを利用した。

【飲用水】
□放射性セシウム濃度が低いことが確認さ
れている水道水や井戸水を使用し、わき水
や流水等は使用しなかった。
□貯水槽には蓋をした。
□舎外の水槽等で水を与えなかった。

青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県、山梨
県、長野県、静岡
県
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目的 取組事項 具体的な点検項目 対象地域（※） 参照通知、データ等工程・区分

飼料の暫定許容値見直しを踏まえた今後の
対応について（平成24年2月3日付け23生畜
第2778号23消安第6618号生産局畜産部畜
産振興課長、消費・安全局畜水産安全管理
課長通知、平成24年5月18日最終改正）

平成24年に収穫される単年生飼料作物（24
年産夏作飼料作物等）の流通・利用の自粛
及びその解除等について（平成24年3月2日
付け23生畜第2557号生産局畜産部畜産振
興課長通知、平成24年5月31日最終改正）

飼料作物中の放射性物質の調査結果につ
いて

牧草中の放射性物質の調査結果について

平成24年に作付けされる稲に由来する稲わ
らの飼料としての利用・流通の自粛及びそ
の解除等について（平成24年5月18日付け
24生畜第315号生産局畜産部畜産振興課
長通知）
飼料作物中の放射性物質の調査結果につ
いて

平成23年産稲から生じる稲わらの取り扱い
に関する周知徹底について（平成24年2月3
日）

平成23年産稲から生じる稲わら中の放射性
セシウム濃度の調査結果

原子力発電所事故を踏まえた飼料生産・利
用等について（平成23年4月22日生畜第186
号農林水産省生産局畜産部畜産振興課長
通知）
畜産物の生産現場において留意すべきポイ
ント（平成24年9月6日現在）

【飼養管理】
□稲わらの放射性セシウム濃度のモニタリ
ング調査結果を踏まえ、利用可能な区域で
生産された稲わらのみ利用した。

青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県、山梨
県、長野県、静岡
県

岩手県、宮城県、
福島県、栃木県、
茨城県

【飼養管理】
□事故直後に、畜舎の外に長期間放置され
ていた飼料は給与しなかった。
□放牧地の牧草の放射性セシウム濃度が、
飼料の暫定許容値以下であることを確認し
た。
□屋外飼養を行う場合は、屋外運動場等の
清掃、雑草等の除草等を行った。

【飼養管理】
□稲わら（春上げ）の放射性セシウム濃度
のモニタリング調査結果を踏まえ、放牧可
能な区域でのみ放牧を行い、放牧自粛区域
では畜舎内で飼育した。

青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県、山梨
県、長野県、静岡
県

岩手県、宮城県、
福島県、栃木県、
群馬県、茨城県、
埼玉県、千葉県

【飼養管理】
□牧草の放射性セシウム濃度のモニタリン
グ調査結果を踏まえ、放牧可能な区域での
み放牧を行い、放牧自粛区域では畜舎内で
飼育した。
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目的 取組事項 具体的な点検項目 対象地域（※） 参照通知、データ等工程・区分

【めん羊・山羊・鹿の飼養管理】
□飼料は、輸入飼料等できるだけ放射性セ
シウム濃度が低いもののみを給与した。
□敷料についても、出来るだけ放射性セシ
ウム濃度が低いもののみを使用した。
□放牧を行わなかった。
□放牧を行おうと考えている場合は、県へ
相談した。

青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県

畜産物の生産現場において留意すべきポイ
ント（平成24年9月6日現在）

【はちみつの巣箱管理】
□巣箱を使用しない期間はできるだけ屋内
で保管した。
□屋外で保管せざるを得ない場合は、シー
ト等で覆った。
□使用前は、ブラシ等で水洗いし、埃等を落
とした。

青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、
山形県、福島県、
茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、
神奈川県、新潟
県、山梨県、長野
県、静岡県

畜産物の生産現場において留意すべきポイ
ント（平成24年9月6日現在）

原子力発電所事故を踏まえた家畜用の敷
料の取扱いについて（平成23年8月23日付
け生産局畜産部畜産振興課長、畜産企画
課長通知、平成24年3月30日最終改正）

畜産物の生産現場において留意すべきポイ
ント（平成24年9月6日現在）

販売・譲渡 自らの経営から生じた家畜排せつ
物、家畜排せつ物を原料とする堆肥
の販売・譲渡時の適切な情報提供。

□自らの経営から生じた家畜排せつ物又は
これを原料とする堆肥を販売したり譲渡する
場合には、取引相手に飼料その他の飼養
管理状況に関する情報を提供した。

全国 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資
材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につ
いて

□敷料については、敷材の放射性セシウム
濃度のモニタリング調査結果が暫定許容値
以下となった区域のもののみを利用した。
□牛、馬用の敷料に粗飼料を使う場合、放
射性セシウム濃度が100Bq/kgを超えないも
のを使用した。

全国暫定許容値を超える敷料の利用の
回避。
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目的 取組事項 具体的な点検項目 対象地域（※） 参照通知、データ等工程・区分

暫定許容値を上回る放射性セシウムを含む
稲わらの管理について（平成23年8月19日
付け23生畜第1208号、生産局畜産部畜産
振興課長、農業生産支援課長通知）

高濃度の放射性セシウムを含む稲わら等の
隔離一時保管について（平成23年8月25日
付23生畜第1278号、生産局畜産部畜産振
興課長、畜産部畜産企画課長、農業生産支
援課長通知）

牧草中の放射性物質の調査結果（23年産）

24年産飼料作物の放射性物質の調査結果

平成23年産稲から生じる稲わら中の放射性
セシウム濃度の調査結果

平成24年農業技術の基本指針（平成24年3
月、農林水産省）
（別紙）平成24年における原子力災害への
対応

（参考）米生産についてのQ&A（平成24年9
月6日現在）

（参考）野菜生産についてのQ&A（平成24年
9月6日現在）

（参考）果樹生産についてのQ&A（平成24年
9月6日現在）

（参考）花き生産についてのQ&A（平成24年
9月6日現在）

（※）通知の発出先や「参照通知、データ等」中で明示されている対象地域を記載しています。
「参照通知、データ等」に対象地域が明示されていない場合は、取組が必要と考えられる地域を斜体で参考に記載しています。

暫定許容
値を超える
放射性物
質が検出
された物
の取扱い

稲わら等 暫定許容値を超えた稲わら等の隔
離一時保管。

全国

東京電力福島第
一原子力発電所
の周辺地域

労
働
安
全

農作業時の安全確保 放射性物質が含まれる可能性のあ
る粉じんの吸入、土壌・水との接触
の回避。

□放射性セシウムの濃度が1万Bq/kgを超
える土壌等を取り扱う業務を行う場合、防塵
マスク等の着用、作業後の衣類等の汚染検
査等を行った。
□平均空間線量率が2.5μ Sv/hを超える場
所で作業を行う場合、個人線量計による被
ばく管理等を行った。
（取り扱う土壌等の放射性セシウムの濃度
が1万Bq/kg以下、作業場所の平均空間線
量率が2.5μ Sv/h以下等の場合）
□マスク・長袖の衣類・綿手袋・ゴム長靴等
を着用した。
□農作業後に手足・顔等の露出部分を洗浄
した。
□農作業後、屋内作業を行う場合は、服を
着替えるなど、ちり、ほこり等を持ち込まな
いようにした。

□稲わら・牧草(以下「稲わら等」という。）の
放射性セシウム濃度のモニタリング調査結
果が暫定許容値を超えた稲わら等は家畜に
給与せず、カラースプレー等で着色、シート
で被覆し、飼料庫等牛舎の外に保管した。
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（参考）放射性セシウムの基準値・暫定許容値一覧
（Bq/kg） 参照通知等

肥料・土壌改良資材・培土（製品重量） 400（※１）

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫
定許容値の設定について（平成23年8月1日付け23消安第2444
号、23生産第3442号、23林政産第99号、23水推第418号、農林水
産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、水産庁長官通知、
平成24年3月23日最終改正）

汚泥肥料の原料となる汚泥 200（※２）
汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて（平成
23年6月24日付け23消安第1893号、農林水産省消費・安全局長
通知）

飼料
牛、馬用飼料（粗飼料は水分含有量８割ベース、その他飼料は製品重量） 100
豚用飼料（粗飼料は水分含有量８割ベース、その他飼料は製品重量） 80
家きん用飼料（粗飼料は水分含有量８割ベース、その他飼料は製品重量） 160
養殖魚用飼料（製品重量） 40

敷料（製品重量） 400（※３）
原子力発電所事故を踏まえた家畜用の敷料の取扱いについて
（平成23年8月23日付け生産局畜産部畜産振興課長、畜産企画
課長通知、平成24年3月30日最終改正）

食品（※４）
飲料水（※５） 10
牛乳 50
一般食品 100
乳児用食品 50

（※５）飲用のお茶については、実際に茶を飲む状態で検査を行い、基準値は飲料水と同じ10 Bq/kg 。

（※１）以下の場合は、この限りではない。
①農地で生産された農産物の全部又は一部を当該農地に還元施用する場合
②畜産農家が飼料を自給生産する草地・飼料畑等において自らの畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合
③畜産農家に供給する飼料を生産している農家等が、当該飼料を生産する草地・飼料畑等において、当該飼料の供給先の畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを
原料とする堆肥を還元施用する場合

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫
定許容値の設定について

（※４）米・牛肉は平成24年9月30日、大豆は平成24年12月31日までの間、暫定規制値が適用される。また、暫定規制値が適用される期間内に製造・加工・輸入された食
品は、賞味期限までは流通が認められる。

対象

食品衛生法上の新基準値（厚生労働省）

（※２）平成24年度末までの特例措置として、し尿の収集及び排水の集水が行われる地域内においてのみ、当該地域由来の原料汚泥を利用した汚泥肥料を施用すること
が確実な場合においては、原料汚泥の放射性セシウム濃度が施用する農地土壌より低く、かつ、1,000 ベクレル/kg以下であれば、汚泥肥料の原料として使用可能。
また、原料汚泥について放射性セシウム濃度を測定し記録・保管するとともに農林水産省農政事務所等へ毎月10日迄に報告すること。

（※３）ただし、牛及び馬用の敷料に粗飼料を使う場合は、牛及び馬用飼料の暫定許容値100 Bq/kg （水分含有量８割ベース）を超えないものを使用すること。なお、以下
の①、②を満たす場合は、400Bq/kg（製品重量）を超えても使用可能。
①稲わらや乾牧草等の粗飼料を牛や馬の敷料として使用しない。
②1,000Bq/kg（製品重量）を超えない敷料であって、当該敷料を用いて生産される堆肥の放射性セシウム含有量が400Bq/kgを超えていない。
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