
■検査結果一覧

53722 宮城県蔵王町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53723 宮城県蔵王町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53724 宮城県蔵王町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53725 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53726 宮城県蔵王町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53727 宮城県白石市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53728 宮城県白石市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53729 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53730 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53731 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53631 宮城県大崎市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53632 宮城県大崎市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53633 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53634 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53635 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53636 宮城県角田市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53637 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53638 宮城県角田市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53639 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53640 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53641 宮城県大崎市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53642 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53643 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53644 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53645 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53646 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53647 宮城県大崎市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53648 宮城県角田市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53649 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53650 宮城県角田市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53651 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53652 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53653 宮城県大崎市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53654 宮城県大崎市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53655 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53656 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53657 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53658 宮城県村田町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53659 宮城県村田町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53660 宮城県亘理町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53661 宮城県亘理町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53662 宮城県亘理町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53663 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53664 宮城県大和町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53665 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53666 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53667 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53668 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53669 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53670 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53671 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53672 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53673 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53674 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53675 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53676 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53677 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53678 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53679 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53680 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53681 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53682 宮城県登米市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53683 宮城県石巻市　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53684 宮城県川崎町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53685 宮城県大郷町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53686 宮城県大衡村　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53687 宮城県大和町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53688 宮城県大和町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

53689 宮城県蔵王町　 平成26年4月8日 仙台市中央卸売市場食肉市場

【参考１】本日公表の検査結果
検査済み頭数 69
※基準値（100Bq/kg）以下の頭数 69
※基準値（100Bq/kg）を超えた頭数 0

【参考２】平成26年度累計検査結果
検査済み頭数 435
※基準値（100Bq/kg）以下の頭数 435
※基準値（100Bq/kg）を超えた頭数 0
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平成26年4月9日

畜産課（生産振興班）
担当：平子，鈴木，植田

（内線２８５３）

セシウム-134+セシウム-137

県産牛の放射性物質検査の結果について

　県産牛の牛肉の放射性物質の測定を実施したところ，本日までに判明した検査結果は次のとお
りです。

放射性セシウムの検査
結果（Bq/kg）No
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※昨年度の検査結果については,過去の公表内容をご覧ください。  








































































































































































































































