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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
福島原発事故後の食品安全についての最近の状況ー現在、日本の食品は放射性汚染の問題はないー関澤　純　NPO法人食品保健科学情報交流協議会　理事長



Summary of Findings 

Recent monitoring test results show that 
all Japanese foods in the market pass 
very stringent guidance limits set for 
radioactive materials in Japan.  

Summary of the test results can be seen 
at MHLW (Ministry of Health, Labour and 
Welfare) site as shown in the following 
slides  
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プレゼンテーションのノート
概要最近のモニタリング結果から市場における日本の食品はすべて非常に厳格な国の放射性汚染基準以下である。モニタリング検査結果の要約は厚生労働省のネットサイトに公表され誰でも見ることができる。



 MHLW’s Four Actions for Safety 

Establish 
limits 

Adopt Rigorous 
Monitoring 
System Restrict 

Distribution of 
Contaminated Food 

Enhance Transparency 

Provide Safe Foods for All Consumers 

MHLW: Radioactive materials in foods -
current situation and protective measures 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
厚生労働省の４つの安全管理基準の設定、厳格なモニタリング、汚染食品の出荷禁止、情報の透明性確保を通し、すべての消費者に安全な食品を供給



Food concerned 
 

Food concerned 
 

Food 
origin Food group Number of food 

samples tested 

under 
cultivation 
/feeding 
management 

Number of 
foods positive 
at levels 
exceeding 
limits 

not under 
cultivation /feeding 
management 

Fukushima 

agricultural products 3933 2 Wild 
weed1,Chestnut1 

livestock products 9118 
fishery products 4974 2 Trout 2 
milk/infant formula 216 

wild animal meat 123 20 Bear meat 7           
Boar meat 9 etc. 

drinking water 20 
other 655 
subtotal 19039 0 24 24 

Other than Fukushima 

subtotal 132420 3 66 
Wild animal 22 

Bamboo shoot 17 
Wild weed 13 etc. 

  total 151459 3 90 87 

Radiological pollution test results of the fiscal year 2017 (up to 3 Oct.)  

Not distributed and 
discarded 
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2017年度の検査結果の例福島県と、福島県以外に分けて、食品群別に検査件数、基準超過件数：管理下の生産収穫物と,野生植物・動物での超過件数、の基準超過件数を分けて示した。



No food out of 19,039 tested in Fukushima 
under cultivation/feeding management (i.e., 
can be officially distributed in the market) 
exceeded the limits of radioactive 
contamination. Although very few (0.1% of 
tested) wild crop foods (for private use or 
local sales only) were found to exceed limits.  

The most recent test report of MHLW of 
the fiscal year 2017 tells us below 

These data show that each local government 
has been working very hard to substantiate 
that only foods which pass the limits are 
distributed and sold using most advanced 
monitoring technique.    
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厚生労働省の2017年度検査結果まとめから分かること福島県で生産された19039件の食品検査で、管理生産食品（市販用）で基準超過はなかった。個人用または地域限定販売の野生植物・動物の中で0.1%の基準超過があった。データから各自治体は最新のモニタリング技術により、基準内の食品のみ販売されるように懸命の努力をしている事が分かる



  Caesium134+Caesium137 (Bq/kg, L)   

  

Drinking 
water & 

liquid food 

Milk & 
milk 
product 

Baby 
and 

infant 
foods 

Vegetables Cereals Meat egg 
fish & 
others  Date shown 

Japan 10 50 50 100 100 100 Apr. 2012 

Codex 1000                1000                 1000 as of 2017 

EU 1000 1000 400 1250 1000 Jan. 2016 
USA 1200               1200                  1200     as of 2017 

China - 330 - 210              
potato 90 260 800 

Taiwan 10 50 50 100 100 Jan. 2016 

Korea 10 50 50 100 100 May 2014 

Thailand 500 

Philippins 1000 

Singapore 1000     

Current regulations of radioactive materials 
in foods among countries  

Japanese limits are the most stringent ones 
internationally  
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日本、国際食品規格、欧州連合、米国とアジア５ケ国のCaesium134+137の基準を食品・飲料水など毎に示す。出典と発効年、あるいはいつの時点のものかが分かれば併記した。



Import restrictions in some other countries 

Australia, Canada, Malaysia, Mexico, New 
Zealand, Vietnam have no restriction on 
Japanese food and radiation certification 
not required as of June 2015. 
 
   Advisory Council on Food and Environment  
   Hygiene ACFEH Paper 6/2015 
 
www.fhb.gov.hk/downlord/comittees/board/doc/2015/paper20150623_06.pdf 
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文献より、前頁の表に掲載した以外の環太平洋の６ケ国が2015年6月時点で日本からの食品の輸入に特別の厳しい規制や放射性検査結果証明などを課していないことを引用



While some people still believe foods of 
Fukushima and Japan are not safe, we hope 
those people to understand current 
situations in Fukushima and Japan as shown 
here. “Not to buy Fukushima products” puts 
heavy obstacles to revival of Fukushima 
people where food production is one of the 
major life supporting works.  
 
Even 7 years after forced evacuation from 
their towns/homes, people in Fukushima are 
enduring severe conditions and seriously 
wish for recovery of the ordinary, safe life. 

Problems and our requests in this presentation 
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現在の課題と我々の要望一部の人々や国では福島また日本の食品の放射性汚染に懸念があるが、われわれはここでの説明を参照して福島と日本の食品の安全管理の実情を理解されるよう希望する。福島産の食品を拒否し続けることは被災者に大きな障害を負わせることになり、受け入れることが重要な支援になりうる。事故後ほぼ7年近く経過したが、被災者の多くは強制避難などで、いまだ故郷の家に戻れず、自己の判断に基づいて居住、移動、職業選択する基本的な権利を奪われた状況にある。被災者はこの過酷な状況を耐え、普通の安全な暮らしを回復できることを願っている
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