
アンケート結果

組合員の気持ち
水産品が本当に安心して食べられるのか、情報を集めても不安
がぬぐえない。（パルシステム埼玉白岡センター）
いろいろと気にしても、生活するうえでは限界があります。諦める
部分も多いですが、子どもたちの将来を考えると不安になります。
（パルシステム神奈川ゆめコープ横浜北センター）

パルシステムの独自基準があるから、気にしないで安心して食べ
ています。（パルシステム埼玉川越センター）
子どもが将来、放射能の影響で苦しむことになってほしくないので、
親としてできることはしたいです。（パルシステム東京東村山センター）

パルシステムが国より厳し
い独自基準で放射能検査
をしていることを知ってい
ましたか？

パルシステムを利用する際、
放射能の検査結果を確認
していますか？

■知っていた
■あまり知らな
　かった／全く
　知らなかった

■オンラインパルで　
　確認している
■ホームページで
　確認している
■確認する
　必要はない
■方法がわからない　
　／発表されている
　ことを知らなかった

70.5%

29.5%

パルシステムの放射能対策で評価できるものは？（複数回答）

継続的に放射能検査を行っている

検査結果を毎週HPでお知らせしている

放射能低減への取り組みを生産者とともに行っている

乳幼児用食品の検出下限値を1Bq/kgで検査している

年間3000件以上の検査を行っている

65.8％

48.1％

47.4％

46.0％

43.5％

今後のパルシステムの放射能対策として期待するものは？（複数回答）

脱原発の運動を進める
行政に対して、放射能対策の強化を働きかける

水産物などの放射能検査を充実させる
現在の放射能対策で十分

産地の放射能対策を強化する
さらに自主基準や検出下限値を引き下げる

25.9％

29.1％
27.3％

25.9％
24.5％

11.9％

組合
員の疑問

「すべての食品を検査することは、できないのでは？」

　すべてを検査することは実現不可能なため、パルシステムでは品目ごと定
期的に放射能の自主検査を行っています。たとえば農畜産物と加工品につ
いては、北海道を除く東日本産（新潟・長野・静岡以東の本州産）を測定対
象としています。青果は原則として「半期に1回」または「年に2回」検査を行
い、そのほかのものは年1回、冷凍食品は1年半に1回測定しています。
※自主基準や検出限界値、ホームページの詳細については裏面をご覧ください。

組合
員の疑問

「原発からの汚染水流出問題もあって、水産品は
とくに不安です」

　福島第一原発事故では、放出された放射能の7割が太平洋に拡散され、
福島第一原発に流れ込む地下水によって発生する汚染水が海に流れ込ん
でいることも特徴です。そのため、パルシステムでは水産品の検査をとくに強
化しています。
　食べているエサや生息環境が異なるため、検査は魚種ごとに行っています。
検査対象は、日本全国の沿岸、近海、国内の淡水（養殖含む）の水産物です。
 とくに、北海道から関東の沿岸近海は重点地域として、原料切り替わりをした
月ごとに検査を行っています。2017年度は322検体ですべて不検出でした。

組合
員の疑問

「今の自主基準で、本当に正しいの？」

32.7%
19.0%

32.1%

16.3%

　アンケートでは、「放射能についてよくわからないので、なるべく西の産地の
ものを買っています」という声や、「パルシステムだから安心して食べています」
という声がありました。
　パルシステムでは自主基準を定めていますが、放射能への考え方や判断基
準は人それぞれに違います。そのため、翌週の注文に間に合うよう毎週金曜日
に、放射能自主検査結果を公開していますので、注文の参考にしてください。
インターネットショップ（オンラインパル）の商品画面、ホームページをご覧くだ
さい。「放射能レポート」では、月次の検査結果をまとめて報告しています。
※詳しくは裏面の案内をご覧ください。

「パルシステムの放射能対策」について、組合員へのアンケートを実施しました（※）。
放射能への不安、食品汚染についてどう感じているか、
パルシステムの放射能対策に期待することなどへの回答から、それぞれの想いが見えてきました。
パルシステムは今後も組合員の気持ちに寄り添って放射能検査を続けていきます。

68.7％の“不安”
にパルシステムはこたえ続けます。

組合員1,600人に、放射能についてアンケートしました

※パルシステムの買い物アンケート 2017年度 第4期 第7回『パルシステムの放射能検査』についてのアンケート
（2018年2月19日～2月26日）有効回答数：780件。

31.3%
不安はない

不安がある
68.7%

今、放射能について
不安はありますか？

カタログ裏表紙「ひとことメール」のほか、インターネットでご意見を受け付けてい
ます。いただいたご意見はパルシステムの今後の放射能対策や「放射能レポート」
ほか、情報発信に役立てます。

みなさんのご意見
お待ちしています！ パルシステム　ひとこと 検索

Radioactivit y  repor t
2018年5月1回

ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

190888 左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。



●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

パルシステムの 
自主基準

（独自ガイドライン）と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・冷凍・
常温の各加工品は年１回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産
（新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲 料、牛 乳、乳 製品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料茶、牛乳、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10
乳児用食品､ 牛乳 50

飲料、乳製品、米

一般食品 100
青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

しいたけ 100

（1）

〈 2017年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2018年3月26日現在　不検出率：98.8%

牛乳・乳製品 54

肉類・卵 80

魚介類 319

乳幼児用食品 281

青果 504

しいたけ 66

きのこ類 
（しいたけ除く）

109

米 69
（1）

（2）

（38）

飲料水・飲料 97

その他（加工）食品 2065

総計 3644
（45）

（2）

（1）

（1）

パルシステムでは、検出数
値が正確な「ゲルマニウム
半導体検出器」2台を使用
しています。食べられる部
分だけを取り出し、細かく
切るなど下処理をして、測
定容器にできるだけ詰め
込み、外部の放射線の影
響を受けないように厚い鉛
の容器で遮断して、精密な
測定を行います。

測定方法に
ついて放射能検査状況について

パルシステム自主検査の報告　

〈 検査結果：2018年3月26日現在 〉 ※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。

青果 柑橘類の不知火（3.2Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。

しいたけ 生しいたけ（3.0～21Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類 お料理セットのまいたけ水煮（3.3Bq/kg）から自主基準内ですが検出されました。

米

2017年産米の検査は27産地69検体の検査を行いました。日本の稲作を守る会の栃木こしひ
かり（玄米）を検査したところ、2件（3.1、4.8Bq/kg）の検出がありました。検出された玄米を白
米で再度検査した結果、検出はありませんでした。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出されました栃木こしひかりは、白米でのお届けとなります。

牛乳、肉、卵 産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていません。

魚介類 魚介類で放射能は検出されていません。

乳幼児用食品
検出下限値1Bq/kgで検査を行い、冷凍さつまいもスティック（1.3Bq/kg）から自主基準内
で検出されました。産直野菜チップス（さつまいも・にんじん）（1.2Bq/kg）から自主基準内で
検出されました。

その他食品 
〈お料理セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、しいたけおよびしいたけ水煮（3.1～8.2Bq/
kg）、まいたけおよびまいたけ水煮（3.3Bq/kg）から自主基準内ですが検出されています。そ
の他のお料理セットで使用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめじ）
からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、原料で検査を行っているものと、製品で検査を
行っているものとがありますが、放射能は検出されていません。

その他食品 サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）から自主基準内で検出されました。

放射能自主検査の結果が最
新のものからリストに並び、
確認できます。

3

トップページ右の「放射能
検査」をクリックし、

1

出たページの「放射能検査
結果」をクリックすると、

 2

青果は
毎週更新されま

す

※下記の検索
ワード、または右
記ＱＲコードで、
③のページから
ご確認いただけ
ます

パルシステム　放射能検査結果 検　索

過去の検査状況と検査した商品については
ホームページですべて公開しています。

インターネットショップでは商品ごとの
検査結果をご確認いただけます。

放射能検査 不検出

不検出時の表示例

検出時の表示例
検出数値、検出日を記載
しています

放射能検査
しいたけ

セシウム8.1Ｂq/kg
(2016/10/12 報告)

放射能検査 対象外

検査対象外の表示例
東日本の17都県以外で生産さ
れた原料を使用した商品、日本
近海以外と太平洋の一部は対
象外です

Radioactivit y repor t


