
区民の持ち込みによる食品の放射性物質検査の実施要綱 

 

平成 24年 12月 26日 24千保地保発第 271号 

改正 平成 28年３月 31日 27千保生衛発第 588号 

平成 31年４月 22日 31千保生衛発第 51号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、区民 から持ち込まれる東京電力福島第一原子力発電所の事故（以下

「原発事故」という。）による放射性物質汚染が疑われる食品に対し、放射性物質のスク

リーニング検査（以下「検査」という。）を実施すること及びその検査結果を区民の食の

安全、安心の確保のための 周知等に活用することについて、必要な事項を定めるものと

する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、食品とは、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第４条第

１項に定める食品をいう。 

 

（検査） 

第３条 区は、第 1 条の目的を達成するため、以下の各条に定めるところにより、検査を

実施し、その結果を利用する。 

 

（対象者） 

第４条 検査を依頼できる者は、次の各号に掲げるもの（以下「依頼者」という。）とする。 

（１）千代田区内に住所を有する個人（事業者を除く。） 

（２）千代田区長（以下「区長」という。）が特に認めるもの  

 

（検査対象品目） 

第５条 検査の対象となる食品（以下「検体」という。）は、区民が消費する食品で、 原

発事故による放射性物質汚染が疑われる単一品目のものとする。ただし、次の各号に掲

げるものを除く。 

（１）飲料水（水のみを原料とする清涼飲料水及び茶を含む清涼飲料水を含む）。 

（２）乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26年厚生省令第 52号）第２条第

１項に規定する乳及び同条第 40項に規定する乳飲料 

（３）乳児（１歳に達する日までにある者をいう。）の飲食に供することを目的として

販売する食品 

（４）購入若しくは収穫した食品を調理又は加工したもの。 

（５）腐敗し、又は消費期限若しくは賞味期限を経過する等により飲食に適さない状態

の食品 

（６）生産地、購入店名又は購入店所在地等の検体の出所が不明な食品 



（７）土泥等で汚れる等、検査に適さない状態の食品 

（８）前各号に掲げるもののほか、区長が検査の対象に適さないと認める食品 

 

（検査項目） 

第６条 検体の検査項目は、放射性セシウム（セシウム 134とセシウム 137の合計値） と

する。 

 

（検査方法） 

第７条 検体の検査方法は、NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータによるガンマ

線スペクトロメトリーとする。 

 

（検査の申込み） 

第８条 依頼者は、検査の申込みをする前に、区にあらかじめ検査の予約を行うものとす

る。 

２ 検査予約は、１世帯１検体を限度とする。検査予約を行った依頼者は、当該検査終了

まで次の予約を行うことはできない。 

３ 依頼者は、区から指定された日時及び窓口に、区の指示に従い、次の各号に掲げるも

のを提出し、検体の検査の申込みを行うものとする。 

（１）食品の放射性物質検査申込書（第１号様式。以下「申込書」という。） 

（２）検体 

（３）検体の出所を示す資料等 

（４）その他区長が必要と認めるもの 

４ 前項の申込みに当たっては、依頼者は、申込書、検体及び検査結果にかかる情報（個

人情報を除く。以下「検査結果等」という。）を区が統計資料の作成や区民周知等に利

用すること並びに区が行う第12条及び第13条の措置に関して協力することをあらかじ

め了承するものとする。 

 

（費用の負担） 

第９条 検査は、無料とする。 

 

（検査の実施） 

第 10 条 区は、第８条第３項の申込みがあった場合は、申込書の内容及び検体を確認し、

適当と認めるときは検査を実施し、適当と認められないときは検査を行わず検体を依頼

者に返却するものとする。 

２ 検査実施後の検体は返却しない。ただし、細かく粉砕せず、洗浄、加熱後に喫食する

ことができ、衛生上支障のない検体についてはこの限りでない。  

３ 区は、次の各号のいずれかに該当する場合、検査を中止することができる。 

（１）申込書に虚偽の記載があった場合 

（２）依頼者がこの要綱の規定に違反した場合  



（３）検体が著しく高い濃度で放射性物質に汚染された食品である場合 

（４）前各号に掲げるもののほか、検査の実施が不可能と認める場合 

４ 検査を中止したときは、検体を依頼者に返却するものとする。ただし、返却が困難な

場合を除く。 

 

（検査結果の通知） 

第 11条 区は、検査終了後、検査結果について速やかに検査結果書（第２号様式）により

依頼者へ通知するものとする。ただし、第 12条又は第 13条の措置を行った場合は、そ

の措置後に通知するものとする。 

 

（確定検査の実施） 

第 12条 区は、検査結果が食品衛生法（昭和 22年法律第 233 号）に基づく食品中の放射

性物質に係る基準値（以下「基準値」という。）の２分の１を超過した場合、その検体

の種別に応じて、ゲルマニウム半導体検出器による詳細な検査（以下「確定検査」とい

う。）を実施し、又は確定検査の実施を依頼者に勧奨する。 

 

（基準値を超過した場合における措置） 

第 13条 区は、確定検査の結果が基準値を超過した場合、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（禁止事項） 

第 14条 依頼者は、検査結果を次の各号に掲げる事項に利用してはならない。 

（１）営利目的の使用 

（２）特定の個人、法人、政党、宗教団体等の利益に供する行為若しくはこれらに対す

る誹謗、中傷等の行為又はそれらの疑い若しくは誤解を招くおそれのある活動 

（３）前各号に掲げるもののほか、区長が禁止する事項 

 

（検査結果の公表） 

第 15条 区は、申込書、検体及び検査結果の情報（個人情報を除く。以下「検査結果等」

という。）を千代田区ホームページ等で公表するものとする。 

２ 区は、消費者庁、厚生労働省その他の求めがあったときは 、検査結果等について必要

な情報提供を行うものとする。 

 

（所管課等） 

第 16条 検査及びその結果の利用については、政策経営部災害対策・危機管理課、消費生

活センター及び千代田保健所生活衛生課が協力して実施する。 

 

（委任） 

第 17条 この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。 

 



   附 則 

 この要綱は、平成 25年１月１日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 31日 27千保生衛発第 588号） 

 この要綱は平成 28年４月 1日から施行する。 

附 則（平成 31年４月 22日 31千保生衛発第 51号） 

 この要綱は平成 31年４月 22日から施行する。 

 



第１号様式（第 8条関係） 

 

食品の放射性物質検査申込書 

 

  年  月  日 

 千代田区長 殿 

申込者 住  所  〒＿＿＿－＿＿＿＿          

          千代田区＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

              ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

    氏  名  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

    電話番号  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
＊申込者の住所に検査成績書を郵送します。 

 

 私は、区民の持ち込みによる食品の放射性物質検査の実施要綱（以下「要綱」といいます。）の

内容を承諾のうえ、要綱第８条第３項の規定に基づき、次のとおり依頼します。 

 

検体名（品目名）  

検査項目 放射性セシウム（セシウム134とセシウム137の合計値） 

検体分類 □流通食品         □家庭菜園等収穫物 

購入日または入手日        年    月    日 

購入店名（流通食品）または 

生産者名（家庭菜園等収穫物） 

 

購入店所在地（流通食品） 

または 

生産地の市町村名（家庭菜園等収穫物） 

 

＊流通食品のみ記載してください 

産地の市町村名（生鮮食品） 

または 

製造者（加工食品） 

 

＊検査担当記入欄（記入しないでください） 

検体管理番号  

重量・容量  

備考欄 

検体返却：対象外・希望あり・希望なし 

 

 

検査実施日    年   月  日 成績書発行日   年   月  日（   号） 

＊裏面同意事項を、ご確認ください。 



 

裏面 

同 意 事 項 

 

１ 検査申込書、検体及び検査結果に関わる情報（個人情報は除きます。以下「検体結果等」とい

います。）は、区の統計等の資料作成において使用します。また、確定検査の結果が基準値を超

過し、区が必要な措置を行う際にはご協力頂きます。 

２ 検査実施後の検体は返却しません。（検査において細かく粉砕しなかったもので、洗浄、加熱

後に喫食することができ、衛生上支障のない検体は、ご希望があれば返却します。） 

３ 次に該当する場合は、検査を中止します。このとき、検体を返却できないことがあります。 

（１）申込書に虚偽の記載があった場合 

（２）この要綱の規定に違反した場合 

（３）検体が著しく高い濃度に放射性物質汚染された食品である場合 

（４）前各号に掲げるもののほか、検査の実施が不可能と認める場合 

４ 検体結果等は、千代田区ホームページ等において公表します。 

５ 検体結果等に関し、消費者庁、厚生労働省その他の求めがあった場合は、必要な情報を提供し

ます。 

６ 要綱第 14条に定める禁止事項を遵守して頂きます。 

 

 

 

（禁止事項） 

第 14条 依頼者は、検査結果を次の各号に掲げる事項に利用してはならない。 

（１）営利目的の使用 

（２）特定の個人、法人、政党、宗教団体等の利益に供する行為若しくはこれらに対す

る誹謗、中傷等の行為又はそれらの疑い若しくは誤解を招くおそれのある活動 

（３）前各号に掲げるもののほか、区長が禁止する事項 



第２号様式（第 11条関係） 

第 放-   号 

  年  月  日 

 

食品の放射性物質検査結果書 

 

            様 

千代田区長     

 

     年  月  日受付の検査結果は次のとおりです。 

 

１ 検体情報 

検体名（品目名）  

生産地等  

 

２ 検査結果 

セシウム134(Bq/kg) セシウム137(Bq/kg) 放射性セシウム(Bq/kg) 

 

 

 

  

備考 

 

 

３ 測定条件 

測定方法 NaI(Tl）シンチレーションスペクトロメータによるガンマ線スペクトロメトリー 

測定機器  

測定容器  測定時間     秒 測定重量      ｇ 

検査機関  

 

注意事項 

・このスクリーニング検査は、一般食品が食品中の放射性セシウムの基準値 100Bq／kgを超えて

いないことを確認するものです。精密な結果が知りたい場合は、ゲルマニウム半導体検出器によ

る検査の実施をお勧めします。 

・この結果書は、営利目的又は特定の個人、法人等の誹謗若しくは中傷等の行為等の目的に使用す

ることはできません。 

 

 


