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消費税・送料込みで
全国へお届け！
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今回の「地方創生“ｅ”フェスタ特別版
～福島県～」は福島県が実施する

『食の安全への取組』を知っていただ
くことを目的として開催します。本フェ
スタを通じ、いまだ風評被害で苦しん
でいる福島県を応援していただけれ
ばと思います。

全国３番目の広大な面積を有する同
県は≪会津地方、中通り地方、浜通
り地方≫に分けられます。その地域
色豊かな農水産物を福島県より推薦
いただきました。是非手に取って、味
わってください。皆さまの温かいご支
援を何とぞよろしくお願いします。
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東日本大震災からまもなく１１年。福
島県内で事業を行うものとして、福島
支店では復興を全力で応援し、確実
に前に進み続ける『ふくしま』の姿を
発信してきました。全国新酒鑑評会
金賞受賞数８回連続日本一や福島
水素エネルギー研究フィールド開所
など明るい話題の一方で、未だに根
強い農水産物の風評など解決すべき
課題があります。

福島県では徹底した検査実施のうえ
安全性を確保した農水産物を出荷し
ています。安全・安心で美味しい県産
品を味わって、風評払拭ご支援をよ
ろしくお願いします。

東日本大震災から間もなく１１年を迎
えます。皆様からの数多くの温かい
応援を励みに、福島県の復興は着実
に歩みを進めておりますが、復興を
更に加速するためには、いまだに根
強く残る風評が大きな課題となってい
ます。

こうした中、食の安全に関する取組を
テーマにして「地方創生“ｅ”フェスタ」
の特別枠で、生産者の誇りが詰まっ
た福島県の商品に限定して紹介する
機会をいただきましたことに心より感
謝を申し上げます。ぜひ、ふくしま自
慢の逸品を御賞味ください。

福
島
県
知
事

内
堀
雅
雄

キビタン©福島県

キビタン©福島県
キビタン©福島県

一昨年からのコロナ禍による非常に厳し
い経済状況が続く中、オンラインによる
「地方創生”e”フェスタ 特別版～福島県

～」を開催いただき、心より感謝を申し上
げます。東日本大震災の発災から間もな
く１１年となります。目に見える形での復
興は進展している一方、福島県では販路
の喪失や、科学的根拠を伴わない根強
い風評の影響が存在しています。こうし
た中、東京豊洲市場等の水産関係者の
間でも品質が良いとして高く評価されて
いる「常磐もの」や、味わい豊かな農産
物等の地場産品を本マルシェでご賞味
いただくことが、被災地で復興に取り組
む事業者に大きな勇気を与えることにも
つながります。復興庁は、今後ともこうし
た福島県の事業者に寄り添った支援に
取り組んでまいります。
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税・送料込み

特別版～福島県～

いわき観光まちづくり
ビューロー

いわき観光まちづくり
ビューロー

いわき観光まちづくり
ビューロー

いわき観光まちづくり
ビューロー

あんこう鍋セット
2～3人前

「常磐もの」Aセット 「常磐もの」Bセット
あんこう鍋2～3人前

干物セット

冷凍 冷凍 冷凍 冷凍

東のあんこう、西のふぐと称される高
級食材「あんこう」。あんこうの身と
肝がたっぷり入った調味味噌がそれぞ
れ真空パックになっています。お好み
で白菜、大根、葱などを一緒に煮てお
召し上がりください。※野菜は付属さ
れておりませんのでご注意ください。

いわきを代表する「常磐もの」の加工
品をたっぷり詰合せたセットです。
いわきと言ったら「常磐もの」。
朝ごはんや夜ご飯のおかずにピッタリ
な鮭やみりん干しはもちろん、酒のつ
まみに最適なあんこうの唐揚げや味付
け蛸をセットにしました。

ご自宅用にもお使いいただけるお手軽
価格の常磐ものセットです。
いわきの魚「めひかり」を使用した
「めひかり開き干し」はめひかりの中
でも一番美味しいと言われている頭の
部分を残して加工しています。
ぜひお試しください。

いわきの冬の味覚「あんこう鍋」と
いわき自慢の干物や加工品を詰合せた
セットです。また、いわきの郷土料理
「さんまのポーポー焼き」、市の魚
「めひかり」を使用した「めひかりの
唐揚げ」、「縄文干しとろ鯖」のセッ
トです。※あんこう鍋セットには野菜
は付属されておりません。

商品名 分量 数量 賞味期限

あんこう鍋セット
切り身 2パック 1 6カ月

あんこう鍋セット
調味味噌 2パック 1 6カ月

商品名 分量 数量 賞味期限

味付け蛸 110ｇ 1 1年

鮭の切り身 2切れ １ 3か月

縄文干しあこう鯛 2枚入り 1 60日

さんま梅海干し 3尾入り １ 90日

鮟鱇唐揚げ 400ｇ 1 6カ月

さんまポーポー焼き 3個入り 1 60日

商品名 分量 数量 賞味期限

あんこう鍋セット
切り身

2パック １ 6カ月

あんこう鍋セット
調味味噌

2パック 1 6カ月

めひかり唐揚げ 250ｇ 1 6カ月

さんまポーポー焼き 3個入り 1 60日

縄文干しとろ鯖 2枚入り 1 60日

海の恵み

商品名 分量 数量 賞味期限

めひかり開き干し 5枚入り 1 60日

さばみりん干し 2枚入り １ 60日

味丸極上
黒干しさんま

1枚入り 1 180日

梅酢タコ 110ｇ １ 1年

蒸し蛸ねぎ塩和え 110ｇ 1 1年

縄文干しとろさば 2枚入り 1 60日

★変更★
「常磐もの」Ａセットの
さんまみりん干し4枚は、さんま
ポーポー焼き３個（賞味期限６０
日）に変更になりました。



だだちゃ豆 白山 8/20前後のお届け 1ｋｇ 1 ４~５日間

税・送料込み

いわき観光まちづくり
ビューロー

株式会社 第一印刷 株式会社ワンダーファーム

いわきの麺セット ふくしま三大ブランド鶏 カレーセット ワンダーファームセット

常温 常温 常温

いわき自慢の麺を食べ比べできるセットです。
様々な麺とかつお本だし、そしてアクセントの唐辛
子と1セットで大満足。
また「米粉でとろ～り和風だしカレーうどんルゥ」
を使用してカレーうどんとしてもお楽しみいただけ
ます。

ふくしま三大ブランド鶏（会津地鶏・川俣シャモ・
伊達鶏）各社が開発したレトルトカレーを6種類ご
用意いたしました。是非この機会にお試しください。
この商品は「ふくしま三大ブランド鶏推進協議会」
（事務局：株式会社 第一印刷）がご提供致します。

福島県いわき市トマトのテーマパーク、ワンダー
ファームが贈る自慢のトマト加工品を詰め合わせた
セットです。いわきの太陽の光をたっぷりと浴びて
育ったサンシャイントマトの美味しさと栄養を是非
お楽しみください。

特別版～福島県～

大地の恵み

商品名 分量 数量 賞味期限

彩の麦うどん 220ｇ 1 2年

山いもそば 250ｇ １ 1年

いわきゴールド椎茸うどん 200ｇ 1 1年6カ月

オリーブリーフ芽子
にんにく唐辛子

30ｇ １ 1年

米粉でとろ～り
和風だしカレーうどんルゥ

40ｇ 1 10か月

かつお本だし 500ｍｌ 1 4か月

商品名 分量 数量 賞味期限

川俣シャモ 地鶏カレー 200ｇ 1 1年

川俣シャモ トマトカレー 200ｇ １ 1年

川俣シャモ スパイシーカレー 200ｇ 1 1年

伊達鶏 キーマカレー 180ｇ １ 1年

会津地鶏 キーマカレー 200ｇ 1 1年

会津地鶏 グリーンカレー 200ｇ 1 1年

商品名 分量 数量 賞味期限

WONDER RED500g
（トマトジュース）

500g 1 製造日から2年

トマトドレッシング 140ml １ 製造日から1年

とまと味噌 130g 1 製造日から1年

トマト塩 100g １ 製造日から180日

まるごとトマトスープ
12入り

5g×12包 1 製造日から1年

トマトカレー甘口 180g×2袋 1 製造日から1年



税・送料込み

特別版～福島県～

歴史と技の恵み

有限会社 柴栄水産 日本橋ふくしま館 川俣町農業振興公社

ちりめん（しらす・白魚）
食べくらべセット

お福分けセット
川俣シャモ鍋セット

3～4人前

冷凍 常温 冷凍

魚を見続けてきて120年余り。
拘り抜いた上質な素材と確かな技術で柔らかくふん
わりとした触感と塩分控えめに真っ白なちりめんに
仕上げました。食べさせてあげたい人に、お世話に
なったあの人に、ひと味違った贈り物です！

14年の月日をかけて開発した、新しい美味しさ。
2021年秋に「福、笑い」がデビューしました。今ま
でにない「かおり、あまみ、ふくよかさ」是非ご賞
味ください。ご飯のお供と詰め合わせてご案内です。

福島県ブランド地鶏「「川俣シャモ」鍋セットです。
シャモ肉ならではの弾力と旨味をご堪能ください。

商品名 分量 数量 賞味期限

しらす干し 500g 1
要冷凍-18℃保存

180日

上乾しらす 80g １
要冷蔵5℃保存

60日

一夜干し 干白魚 240g 1
要冷凍-18℃保存

180日

商品名 分量 数量 賞味期限

福、笑い（米） ２kg 1 ー

うまくて生姜ねぇ 240g １ 360日

なめ茸茶漬け 140g 1 270日

かあちゃん漬 100g １ 90日

柚子みそ 130g 1 150日

長久保のしそ巻 150g 1 90日

商品名 分量 数量 賞味期限

川俣シャモスライス肉 300ｇ １ 60日

シャモ肉だんご 12個 １ 60日

シャモ鍋スープ 1㎏ 1 60日

冷凍うどん 230ｇ ２ 60日



放射線の基礎知識
放射線は、私たちの身の回りに日常的に存在しており、放射線を受ける量をゼロにすることはできません。
日本で生活する私たちが、宇宙や大地などの自然環境や食べ物から受けている放射線（自然放射線）の量は、合計すると年間
で平均２.１ミリシーベルトになります。また、病院でのX線（レントゲン）撮影などの医療行為により受けている放射線（人工放射
線）の量は、年間で平均約３.９ミリシーベルトになります。
なお、放射線を同じ期間に同じ量を受けるのであれば、それが、人工放射線によるものでも、自然放射線によるものでも人体へ
の影響に違いはありません。

１００ミリシーベルト以上被ばくすると、
がんで死亡するリスクが上がると言
われていますが、１００～２００ミリシー
ベルトの被ばくでの発がんリスクの増
加は、野菜不足や塩分の取りすぎと
同じくらいです。

出典）放射線のホント 復興庁

復興庁運営サイト「タブレット先生の
『福島の今』」では、放射線の基礎知

識、福島の復興の現状、福島県産品
の安全性や魅力などが掲載されてい
ます。
https://www.fukko-pr.reconstruction.go.jp
/2018/fukushimanoima/

※１mSv（ミリシーベルト）＝1000μSv（マイクロシーベルト）

出典）中学生・高校生のための放射線副読本 文部科学省

新聞やテレビなどで見聞きする｢ベクレル｣や｢シーベルト｣は、
放射能の強さや放射線の量を表す時に用いられる単位です。
「ベクレル（Bq)」は放射性物質が放射線を出す能力（放射能）
の大きさを表す単位、「シーベルト（Sv)」は人体が受けた放射
線による影響の度合いを表す単位です。

https://www.fukko-pr.reconstruction.go.jp/


福島県は安全・安心への取組を行っています

穀類・野菜・果物
安全な農産物をお届けするため、生産管理をしっかり行います。その上で、緊急時環境放射
線モニタリングによって出荷物の安全性を確認します。また、各産地では自主検査(Nalシンチレ
ーションスペクトロメータ等による※)を必要に応じて実施し、農産物の安全性を確保しています。
※厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施しています。

分析用サンプルの前処理

農産物の検査の流れ

容器への詰め込み 分析器へ設置・検査

海産物
緊急時環境放射線モニタリングにより、安全が確認された魚種について、販売を実施していま
す。なお、出荷前に漁業協同組合が水揚物のスクリーニング検査を実施し、重ねて安全性の
確認を行っています。

海産物の検査の流れ

出荷・小売水揚げ
出荷時の検査体制＜魚市場＞

前処理 検査

◉検査結果の添付
◉検査結果の公表

牛
適正な飼養管理が確認できた生産者だけが出荷できます。本県産牛肉については、生産者、
団体、県が一体となって、放射性物質検査を含めた総合的な管理体制により安全性を確保し
ています。

牛の検査の流れ

＜県内の畜産農家＞

県による飼養状況
確認調査

＜県機関＞

出荷牛の
出荷前確認

＜と畜場・検査機関・県＞
ガイドラインに基づく検査の実施

出荷
受入

検体採取
・検査

結果
公表

流通

福島県農林水産物・
加工食品

モニタリング情報
https://www.new-

fukushima.jp

※ ※詳しくは
次頁

福島応援！「ベコ太郎」

本資料は福島県よりご提供いただきました



福島県における海産魚介類の検査体制
県が行うモニタリング検査

◎食品の安全性を確認するための公的検査

◎毎週定期的に実施（150検体前後／週）

◎出荷制限の解除

漁協が行う自主検査

◎安心して食べていただくための自主検査

◎水揚げ日毎に、各市場で実施

◎25Bq／kgを超えた場合は、県の試験研究機関で精密検査を行う

Ge半導体検出器で検査(県農業総合ｾﾝﾀｰ検査室)

CslやNalｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器で検査 (小名浜魚市場検査室)

自主検査の流れ

①前処理 ②検 査 ③結果を添付して出荷

水揚げ日毎、魚種毎に１検体以
上採取します。

表面の汚れを落とし、食べる形
態に合わせて処理します。

検査機器の特性に合わせて、ミ
ンチや切り身にします。

検査室にて検査を行います。

＊下限値12.5Bq／kg以下
（自主基準値50Bq／kgの４分の１）

魚種毎に県漁連の検査証明書
と検査結果を添付し、消費地市
場に出荷します。

出荷方針

福島県漁業協同組合連合会

の出荷方針では、50Bq／kgを

自主基準としています。

これは、間違っても100Bq／kg

(国の基準)を超える魚介類を

出荷しないためです。
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県
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密
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査(※

)

25超

25以下

50以下

50超

100超

出

荷

自
粛

国から出荷制限指示

モニタリング検査の強化

※水産海洋研究ｾﾝﾀｰ水産資源研究所

自主検査において25Bq／kgを超
えた場合、県試験研究機関におい
て精密検査を行います。

ほとんどが不検出です

ベコ太郎

本資料は福島県よりご提供いただきました



ＡＬＰＳ処理水について
アルプス

●ＡＬＰＳ処理水とは？
・多核種除去装置（通称「ＡＬＰＳ」）などを使い、汚染水から放射性物質の大部分を取り除いたものです。
ＡＬＰＳ処理水にはトリチウムという放射性物質が残っていますが、トリチウムは水素の仲間であり、水道水や食べ物、
私たちの体の中に普段から存在しています。
規制基準を満たして処分すれば、環境や人体への影響は考えらえません。
・もしトリチウム以外の放射性物質が含まれていた場合には？
トリチウム以外の放射性物質が残っている場合は、その濃度が規制基準を下回るまで浄化されています。

出典：「ALPS処理水の海洋放出による

風評影響への対応」（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/earthquake/
nuclear/hairo_osensui/alps.html
を加工して作成

●ＡＬＰＳ処理水はなぜ処分しなければならないの？
・ＡＬＰＳ処理水の処分は、廃炉の安全・着実な進展と福島の復興のために必要なことです。
廃炉作業を進めていくためには、敷地内にスペースを確保する必要があることから、
ＡＬＰＳ処理水の処分を行う必要があります。
「復興と廃炉の両立の大原則」のもと、処分が進められています。
なお、政府方針決定（Ｒ３．４）から２年程度後を目途に海洋放出する方針です。
・大量のタンクの存在が、風評影響の原因になる恐れが有ります。
敷地内には１，０００基を超える貯蔵タンクが設置されています。

●海洋放出は安全な処分方法なの？
・世界中の数多くの原子力施設で実績があり、安全性に
関する世界共通の考え方に基づいて実施されています。
放出をする際には、世界共通の安全性に関する考え方
に基づき、トリチウム濃度が規制基準を大幅に下回る
よう、十分に希釈した上で実施されます。
実際に、トリチウムの放出は、世界３１の国・地域の原
子力施設で行われています。

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/alps.html
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/alps.html


福島第一原子力発電所
について

出典：「復興のあと押しはまず知ることから」
（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/earthquake/
nuclear/hairo_osensui/alps.html
を加工して作成

●福島では今も、廃炉作業が続いています。 東北本部では新たに着任した役職者を対象に
福島第一原子力発電所の視察を実施しています。
視察をとおして原子力に関する理解をより深め、
福島県の復興および風評被害払拭に対する支援
を行っています。

震災以降、放射性物質に対する不安から、日本産食品
の輸入に制限をかけてきた外国政府もありましたが、
安全性をきちんと説明することで、そうした輸入制限を
行う外国政府は大きく減少しています。

https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/alps.html
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/alps.html

