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公共の電波を使い、テレビで誤情報を流した 

テレビ朝日吉野 実 氏に断固抗議する！
私たちは、復興庁パンフ『放射線のホント』や文科省の放射線副読本において、食品放射能基準値の

誤った国際比較をもとに「日本は世界で最も厳しいレベルの基準」とウソ宣伝していることを指摘し、

廃刊署名活動を展開してきました。 

3 月 30 日午前 1 時 25 分からテレビ朝日で放映された「朝まで生テレビ～原発と日本のエネルギー

政策」において、テレビ朝日報道局原発担当の吉野実氏は出典も明らかにせずに下図左の表を示し、「飲

料水中のセシウム 137 は、日本はヨーロッパやアメリカの 100 倍厳しい基準」と報告し、「基準を緩和

すべき」との議論が 3 分超にわたって続きました。これは大問題です。 

第 1に上の比較表自体が間違っています。 

吉野氏の表は、外国の基準値は事故直後の緊急時のゆるいものなのに、日本の値は福島原発事故翌年

からの「平常」時の値です。緊急時の外国の値と「平常」時の日本の値を比べて、日本を厳しく見せる

トリックです。

「平常」時の飲料水の基準値（右上の表）は、日本では 10Bq/kg、EU は 8.7Bq/l、アメリカは 4.2Bq/l

です。外国の方が厳しいのです（事故直後の日本と同様、セシウム 134 と 137 のベクレル比が同じ場合）。 

さらに、飲料水以外の福島産食品なども、外国の方が厳しく規制しています（右下の表）。被ばくを

できるだけ少なくするためです。 

第 2 の問題点は「飲料水中のセシウム 137 は、日本はヨーロッパやアメリカの 100 倍厳しい基準」

となった原因として、吉野氏が「暫定（規制値）が 1 年あたり５ミリシーベルトだったのを・・・時の

厚労大臣が１ミリシーベルトに下げてしまって、それについては科学的な根拠はまったくなかったです」

と述べたことです。 

放射線被ばくをできるだけ少なくするのは、ICRP(国際放射線防護委員会)も認める放射線防護の基本

です。１ミリシーベルトは住民の線量限度であり、誰も超えてはならない「国際基準」です。吉野実氏

の発言は線量限度１ミリシーベルトを否定し、５ミリシーベルトを良しとするものです。 

第 3 に、吉野氏の誤った情報が、「公器」とされるテレビを通じて全国に放映されました。食品基準

値比較表の誤りは私たち市民団体でも気づくものです。吉野実氏はテレビ朝日報道局原発担当と称する

以上、政府や放射線安全論者の言説にまどわされることなく、情報の信頼性を厳しくチェックした上で

放映する責任を負っています。今回の吉野氏の言動はこの責任を放棄し、『放射線のホント』や放射線副

読本の誤りをさらに増幅したものです。 

以上に基づき、私たちは吉野実・テレビ朝日報道局原発担当に対し、厳しく抗議します。 

  2019 年 4 月４日 

放射線被ばくを学習する会 

「平常」時の飲料水放射性セシウム基準値* 

日本 EU USA 

10 8.7 4.2 

*日本は Bq/kg、EU・USA は Bq/リットル

現在の食品規制 

EU 米国、中国、韓国など 

輸入する日本産食品に日本
と同じ基準を適用（汚染食
品率想定が日本の５分の１
なので、日本の５倍厳しい） 

福島県産食品は基本的

に輸入停止。近県産食

品も輸入停止が多数 

「平常」時 緊急時

（緑・赤枠、「平常」時、緊急時は当会が書き加えた） 
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食品中の放
新たな基準値を

⾷ 安
東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故後、厚⽣労働
原⼦⼒災害対策本部の決定に基づき、暫定規制値を
措置をとってきました。暫定規制値を下回っている
安全性は確保されています。しかし、より⼀層、⾷
な対応としてではなく ⻑期的な観点から新たな基準値

〜より⼀層の⾷品の安

放射性物質を含む⾷品からの被ばく線量
年間１ミリシーベルトに引き下げ、これをもと

な対応としてではなく、⻑期的な観点から新たな基準値

新たな基準

○放射性セシウムの暫定規制値

⾷品群
規制値

(単位:ベクレル/kg)

野菜類

500穀類

⾁･卵･⿂･その他

⽜乳・乳製品 200

飲料⽔ 200

※ 放射性ストロンチウムを含めて規制値を設定

⾷品の区
年間線量
引き下げ

シ ベルト 放射線による人体への影響の大きさを表す単位

年間の線量の上限値１ミリシーベルトから、飲料⽔
の線量を⼀般⾷品（乳児⽤⾷品、⽜乳を含む）に割
①「⼀般⾷品」の基準値

シーベルト：放射線による人体への影響の大きさを表す単位

新たな基準値

年齢区分 性

1歳未満 男ミリシ ルト 年
⾷品からの線量の上限値

まず、年齢や性別などにより10区分に分け、それ
を考慮した係数を使って限度値を算出しました。
120ベクレル/kg）を下回る、100ベクレル/㎏を
め、すべての世代に配慮した基準です。

1歳未満 男

1歳〜6歳

7歳〜12歳

13歳〜18歳

19歳以上

★飲料⽔の線量（約0.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ）を引く

般⾷品に割り当てる

１ミリシーベルト/年

妊婦
最

⼀般⾷品に割り当てる
線量を決定

厚⽣労働省 医薬

放射性物質の
を設定しました
安全 安⼼
省では、⾷品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、
超える⾷品が市場に流通しないよう出荷制限などの
⾷品は、健康への影響はないと⼀般的に評価され、
品の安全と安⼼を確保するために、事故後の緊急的
値を設定しました（平成24年4⽉1⽇から施⾏）

安全と安⼼のために〜

量の上限を、年間５ミリシーベルトから
とに放射性セシウムの基準値を設定しました。

値を設定しました（平成24年4⽉1⽇から施⾏）。

準値の概要

食品群
基準値

(単位:ベクレル/kg)

⼀般⾷品 １００

乳児⽤⾷品 ５０

○放射性セシウムの新基準値

⽜乳 ５０

飲料⽔ １０
※放射性ストロンチウム、プルトニウムなどを含めて基準値を設定

分を変更
の上限を
げ

ベクレル 放射性物質が放射線を出す能力の強さを表す単位

⽔による線量（約0.1ミリシーベルト）を引き、残り
り当てます。

ベクレル：放射性物質が放射線を出す能力の強さを表す単位

設定の考え⽅

性別 限度値
(ﾍﾞｸﾚﾙ/kg)

男⼥ 460

れぞれの区分ごとに⼀般⾷品の摂取量と体格や代謝
その結果から、最も厳しい値（13〜18歳の男性：

を全区分の基準としました。これは、乳幼児をはじ

各年齢層等ごとに、通常の⾷⽣活
を送れば、年間線量の上限値を⼗
分に下回る⽔準に設定男⼥ 460

男 310
⼥ 320
男 190
⼥ 210
男 120
⼥ 150
男 130
⼥ 160 ★すべての年齢区分の限度値

100ベクレル/kg
に基準値を設定

分に下回る⽔準に設定

⼥ 160
⼥ 160
最⼩値 120

★すべての年齢区分の限度値
のうち最も厳しい値（120）
を下回る数値に設定

⾷品局⾷品安全部

https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/dl/leaflet_120329_d.pdf
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米国の放射性セシウム基準値（飲料水は緊急時も「平常」時も同じ） 

緊急時 『平常』時 

飲

料

水 

 Drinking Water Act 年間 0.04mSv におさえる→4.2Bq/L 

食

品 

Compliance Policy Guide Sec.560.750 

https://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-

afda-ice/documents/webcontent/ucm074576.pdf 

＜緊急時の食品基準＞ 

「
平
常
」
時
の
基
準
な
し 

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-
water/national-primary-drinking-water-regulations 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=20001
ZIN.txt 

https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/ChemicalC
ontaminants/ucm078341.htm 

誘導介入レベルは食品の放射能汚染事故後最初の１年間の、摂取によ

る放射線量の大部分をもたらすと想定されている。１年後でも食品が

かなり汚染されていれば、誘導介入レベルが適切か、他のガイダンス

の方が適切か、長期の環境を評価しなければならない。 
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https://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-afda-ice/documents/webcontent/ucm074576.pdf
https://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-afda-ice/documents/webcontent/ucm074576.pdf
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=20001ZIN.txt
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=20001ZIN.txt
https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/ChemicalContaminants/ucm078341.htm
https://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/ChemicalContaminants/ucm078341.htm


EU の放射性セシウム基準値（飲料水は緊急時も「平常」時も同じ） 

緊急時 「平常」時 

飲料水 

COUNSIL DIRECTIVE/2013/51/EURATOM 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051&from=EN 

COUNCIL REGULATION (Euratom) 2016/52 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=EN 

4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051&from=EN
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飲料水・食品の放射能基準値の国際比較をめぐって 

2018.8.9 14:00～15:45 

衆議院第１議員会館第２会議室 

阿部知子衆議院議員申し入れによる 

出席者 

厚生労働省：新井剛史さん（医薬・生活衛生局食品基準審査課 衛生専門官） 

原総一郎さん（医薬・生活衛生局食品基準審査課 課長補佐） 

福田未夢さん（医薬・生活衛生局食品基準審査課 主査） 

消費者庁： 石川 一さん（消費者安全課 課長補佐 食品安全情報担当） 

井河和仁さん（消費者安全課 政策企画専門職） 

復興庁：  木全智己さん（原子力災害復興班（環境担当）参事官補佐） 

栄井翔平さん（福島予算計画班 参事官補佐） 

深田雄介さん（環境班 主査） 

阿部知子衆議院議員事務所：政野淳子 

放射線被ばくを学習する会：温品惇一ほか 14 名 

別冊資料 

別冊１ 3 省庁への申入書とその添付資料 

 （含）厚生労働省から当日渡された資料 2 点 

別冊２ 基準値比較表の変遷と年表 

動画 

交渉全記録 Youtube（101 分） 

ダイジェスト版 Youtube（7 分 41 秒） 

ダウンロード用 Firestrage（101 分 171MB） 

文責 

放射線被ばくを学習する会 

anti-hibaku@ab.auone-net.jp 
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http://anti-hibaku.cocolog-nifty.com/20180809/8.9ul-1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=7LlywOQ4Bus&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CjmtN-ImmSg
http://firestorage.jp/download/1187935eca00901396ba862650e6ac137b0e2822
mailto:anti-hibaku@ab.auone-net.jp
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会・温品 

厚生労働省 

会・田島 

厚生労働省 

新井専門官 

会・田島 

会・温品 

00:08:20 

厚生労働省 

新井専門官 

会・温品 

厚生労働省 

新井専門官 

会・温品 

た意味もございまして、米国の中に飲料水ということは、含めさせていただいて

いないというところはございます。 

※厚生労働省／平成 23年 4月 4日 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会 資料一覧

うち参考資料 3  EU 及び米国における食品中の放射性物質に関する指標 

18）そうすると、アメリカについても、飲料水は 4.2 ベクレルで規制されている

ということについてはお認めになるのですか？ 

・・・・

19）今のお話の中で、｢緊急時の輸入食品について｣という限定ございましたね。

そうするとこの表はそうなんですか？ 違うでしょ。 

20）この表の記載につきましては、 

21）比較するベース、ラインは違うでしょ。緊急時・・

22）ちょっと待って。食品のことはちょっとおきましょう。飲料水。 

23）はい。飲料水の正確な、米国の中での位置づけというのは、正確なところま

で私の方で把握できているかは分かりませんけれども、少なからず、今回ご指摘

いただいたように、セイフ・ドリンキング・ウォーター・アクトというものにつ

きまして、サプライ?されたということは承知しています。 

24）こちらがいま出した一覧表がありますよね（※）、核種ごとの規制値がキュ

ーリー／リッターで載っている表があるんですけど、これは基本的に EPA（※）

の資料集を送っていただいて、それの一部なんですね。ここの値についてはお認

めになりますか？ 

※前出資料のここの値

※EPA=米国環境保護庁。飲料水の基準を定めた

セイフ・ドリンキング・ウォーター・アクトを出した

25）はい、先ほどお伝えさせていただいたとおりですけれども、こういった記載

があるということは存じております。はい。 

26）はい。そうすると、アメリカの飲料水のセシウム基準値については、134 と

137 が等量だとすると 4.2 ベクレルである、ということについてはよろしいわけ

ですね。 

6

米国の飲料水基準値について

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018iyb.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018iyb-att/2r98520000018k4f.pdf
http://anti-hibaku.up.seesaa.net/image/20180809E6B7BBE4BB98E8B387E69699E697A5E69CACE8AA9E_E5B7A6E59B9EE8BBA2.pdf#page=9
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厚生労働省 

新井専門官 

会・温品 

厚生労働省 

新井専門官 

会・温品 

厚生労働省 

27）そこは、いわゆる基準値としてですね、米国がみているかどうかの取扱い

自体は、申し訳ありませんが正確には分かりかねておりますけれども、ご指摘

のようにこういったものがあるということは、存じておりまして 

28）何か（笑）、何でいちいちそうやって保留をつけるんですか！？ 

29）ですから、実際これでどのように運用されているかとかですね、そこが分か

りかねてしまうという部分がありますので、平時の状態で、米国の中にこういっ

た定めがあるということは把握しております（※）。 

※セイフ・ドリンキング・ウォーター・アクトが飲料水の基準値を別途定め

ていたことは知っていたが、「実際の運用」の詳細が分からないので、資料作

成の時にはそれを活用しなかった、という意味か？ 

30）これで規制されているということでいいですね。 

31）はい 

3 EU の飲料水基準値について 

Youtube https://youtu.be/7LlywOQ4Bus?t=9m48s 

00:09:48 

会・温品 

厚生労働省 

福田主査 

会・温品 

厚生労働省 

福田主査 

32）そうしますと、次に EU なんですけども、EU についてはですね、2013 年

に飲料水についての規則が定められている（※）。それによれば、セシウム 134

と 137 について、7.2（ベクレル）と 11（ベクレル）ということで、同量ずつとす

ると 8.7 ベクレルになる、と。これについては、お認めになりますか？ 

※EURATOM 2013 より

33）そうですね。ユーラトム（EURATOM）2013 年の分に記載してありますので

（※）、はい。 

※米国の飲料水規制値が 2003 年から既に厳しかった事実を、厚生労働省は 2011

年 4 月の資料作成時にはスルーした。EU のそれが厳しくなったのは 2013 年から

であったが。消費者庁や復興庁は、パンフレットの改訂・新版でそれを反映する

ことはなく、2018 年の今も誤った数字を掲載し続けている。厚生労働省はこの交

渉の少し後の場面で、2011 年 4 月のフェーズの違う古い資料が今も生きているこ

とが、問題だったという趣旨を述べている。 

34）それはいいということですね、はい。 

35）はい。 
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https://youtu.be/7LlywOQ4Bus?t=9m48s
http://anti-hibaku.up.seesaa.net/image/20180809E6B7BBE4BB98E8B387E69699E697A5E69CACE8AA9E_E5B7A6E59B9EE8BBA2.pdf#page=13


EU 食品 緊急時 

COUNCIL REGULATION (Euratom) 2016/52 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=EN 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0052&from=EN


EU 食品 「平常」時 

COUNCIL REGULATION (EC) No 733/2008 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0733&from=DE 

牛乳、乳製品、乳児用食品 370Bq/kg 

その他食品  600Bq/kg 

日本産食品には 

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION 

(EU) No 284/2012 

汚染食品の市場占有率想定が、日本は 50％、EU は 10％なので、基準値は同じでも、 

EU 市場での汚染は日本の 5 分の 1。EUは日本の 5倍厳しい。 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0733&from=DE


ＥＵ等の日本産食品への輸入規制の一部改定について 

（平成２９年１２月１日以降） 

１．輸入規制措置の一部改定 
 ＥＵ及びＥＦＴＡ（ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド）（以

下「ＥＵ等」という）は、日本から輸出される一部の食品・飼料について、日本の政

府機関が発行する証明書を求める措置を講じています。

（証明対象・内容）
必要な証明 地  域 品 目 

日 付 47都道府県 
平成 23年 3月 11日より前に生産、加工された食品・飼
料（下記の品目、又はそれらの使用割合が 50％を超え
るものに限る。） 

放射性物質 
検査 

福島県 

・きのこ類
・水産物（活魚、甲殻類、軟体動物、海藻及び一部の魚
種（ブリ・ヒラマサ、カンパチ、マダイ、シマアジ、
クロマグロ、マサバ）を除く）
・大豆
・柿
・一部の山菜類
（フキノトウ・フキ、タラノキ属、タケノコ、ワラビ、
ゼンマイ、クサソテツ及びコシアブラ）

山形県、新潟県、
山梨県、静岡県 

・きのこ類
・コシアブラ

長野県 

・きのこ類
・一部の山菜類
（タラノキ属、ゼンマイ、クサソテツ及びコシアブラ） 

岩手県、茨城県、
栃木県、群馬県、
千葉県 

・きのこ類
・水産物（活魚、甲殻類、軟体動物、海藻及び一部の魚
種（ブリ・ヒラマサ、カンパチ、マダイ、シマアジ、
クロマグロ、マサバ）を除く）
・一部の山菜類
（タケノコ及びコシアブラ）

宮城県 

・きのこ類
・水産物（活魚、甲殻類、軟体動物、海藻及び一部の魚
種（ブリ・ヒラマサ、カンパチ、マダイ、シマアジ、
クロマグロ、マサバ）を除く）
・一部の山菜類
（タラノキ属、タケノコ、ワラビ、ゼンマイ、クサソテ
ツ及びコシアブラ）

47都道府県 上記の県ごとの放射性物質検査の対象品目の使用割合
が 50％を超える食品及び飼料 

産 地 47都道府県 

上記の品目のうち、上記の放射性物質検査証明の対象と
なる県以外で生産・加工されたもの、又はそれらの使用
割合が 50％を超える食品及び飼料 

【注１】 各食品のＣＮコードは別表１から別表５までを参照。 
【注２】 生産・加工地が不明な上記の品目の使用割合が 50％を超える食品及び飼料

は、放射性物質検査証明により輸入が認められる。 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/171201_EU_gaiyo_part2.pdf
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(参考) 

ＥＵ等向けに輸出される食品等に関する放射性物質の最大許容値 

＜食品＞ （Bq/kg） 

放射性物質 乳児用食品 飲料水・茶飲料 牛乳・乳飲料 その他食品 

セシウム 134

及びセシウム 137
50 10 50 100 

注） 乾燥食品は、水に戻した状態で測定。 

＜飼料＞ （Bq/kg） 

放射性物質 牛、馬の飼料 豚の飼料 家禽の飼料 魚類の飼料 

セシウム 134

及びセシウム 137

100 80 160 40 

２．留意事項
（１）証明書様式の変更と旧様式からの経過措置

平成 29年 12月１日以降、証明書の様式が変更され、旧様式による経過措置は以下

のとおりとなっています。※（２）の場合を除き、12月１日以降、旧様式の証明書は発行出来ま

せん。 

・ 11月 30日以前に日本から出港する貨物については、「旧様式」

※このため、12月１日以降に日本から出港する貨物については、全て「新様式」

が適用されます。

（２）ＥＦＴＡへの適用

ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン及びアイスランドについては、ＥＵ同様、

全て「新様式」が適用されます（ノルウェー、スイス、リヒテンシュタインについて

は平成 29年 12月 1日、アイスランドについては平成 30年 1月 31日）。
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米国の輸入規制措置の概要

（平成30年７月９日時点）

米国政府は、輸入アラート（※）において、日本で出荷制限措置が
とられた品目について、県単位で輸入停止措置を講じています。
今回、米国政府は、日本における出荷制限措置の設定を踏まえ、輸入

停止対象品目を下記のとおり変更しました。

※ＦＤＡ輸入アラート99-33
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_621.html

対象県 輸入停止品目

青森 野生のキノコ類

岩手 タケノコ、原木クリタケ（露地栽培）、原木シイタケ、原木ナメコ（露地栽培）、野生
のキノコ類、野生のセリ、ゼンマイ、（野生の）コシアブラ、ワラビ、クロダイ、イ
ワナ（養殖を除く）、クマの肉、牛の肉、シカの肉、ヤマドリの肉

宮城 ゼンマイ、タケノコ、（野生の）コシアブラ、（野生の）タラノメ、クサソテツ、原木
シイタケ（露地栽培）、野生のキノコ類、ワラビ、アユ（養殖を除く）、ヤマメ（養殖
を除く）、クロダイ、ウグイ、イワナ（養殖を除く）、牛の肉、クマの肉、イノシシの
肉、シカの肉

山形 クマの肉

福島 原乳、野生のタラノメ、タケノコ、非結球性葉菜類（コマツナ、シュンギク、チンゲ
ンサイ、ミズナ、サニーレタス、ホウレンソウ及びその他の非結球性葉菜類）、結球
性葉菜類（キャベツ、ハクサイ、レタス）、アブラナ科の花蕾類（ブロッコリー、カ
リフラワー）、クリ、野生のフキノトウ、ゼンマイ、（野生の）コシアブラ、キウィフ
ルーツ、原木シイタケ、原木ナメコ（露地栽培）、キノコ類、クサソテツ、ワラビ、
米、カブ、ウメ、フキ、ウワバミソウ、ユズ、カサゴ、アユ（養殖を除く）、ウミタ
ナゴ、クロダイ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ、ヤマメ（養殖を除く）、ウグ
イ、ウナギ、イワナ（養殖を除く）、コイ（養殖を除く）、クマの肉、牛の肉、イノシ
シの肉、ヤマドリの肉、キジの肉、ノウサギの肉、カルガモの肉

茨城 原木シイタケ、タケノコ、野生のコシアブラ、ウナギ、アメリカナマズ（養殖を除く）、
イノシシの肉

栃木 野生のタラノメ、タケノコ、野生のサンショウ、野生のゼンマイ、（野生の）コシア
ブラ、野生のワラビ、野生のクサソテツ、原木クリタケ（露地栽培）、原木シイタケ、
原木ナメコ（露地栽培）、野生のキノコ類、牛の肉、イノシシの肉、シカの肉

群馬 野生のキノコ類、野生のコシアブラ、野生のタラノメ、ヤマメ（養殖を除く）、イワ
ナ（養殖を除く）、クマの肉、イノシシの肉、ヤマドリの肉、シカの肉

埼玉 野生のキノコ類

千葉 シイタケ、コイ、ギンブナ、ウナギ、イノシシの肉

新潟 コシアブラ、クマの肉

山梨 野生のキノコ類

長野 野生のキノコ類、コシアブラ、シカの肉

静岡 野生のキノコ類

※前回、米国政府が公表した時点（平成30年６月８日）の輸入停止品目と比較して、削除された
品目については取消し線及び赤字で、追加された品目については下線及び赤字で記載しています。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/usa_gaiyo_1807011.pdf
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http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/teishi_1811.pdf


