
国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26年11 月 5 日(水)

3

◆測定対象施設 学校中\パ
リ

一

=

測定品目 産地 施設名
放射性ヨウ素131

(Bq/kg)

放射性セシウム134

(Bq/kg)

放射性セシウム137

(Bq/kg)
備考

牛乳 主に神奈川県 小中学校
く1,81(検出限界値)

“゜゜“゜゜゜ネ挟百゜゜““゜゜
く1.99(検出限界値)

゜“゜““"ネ積出"゜""“
く1.68(検出限界値)

“一゜゜“゜“゜本墳出゜゛゜゜゜゜゜“゜

ダイコン 国分寺市 第一小学校
く5.57(検出限界値)

゛“゜゜"″′ネ挟百″゜"゜“゜゜“
く5,93(検出限界値)

″″″″′ネ積出“゜゜"゜゜“
〈5,20(検出限界値)

゜゜゜゜゜“゜“ネ挟出"""゜"-“

ネギ 国分寺市 第一小学校
く5,83(検出限界値)

゛“″″″ネ挟府゜″″″′
〈6、21(検出限界値)

““゜゜゜““ネ積出"゜゜""゜
〈5.45(検出限界値)

″″″″′本挟出゜"゜""゜

ジャガイモ 北海道 第一小学校
く6,18(検出限界値)

“゜"""゜ネ挟百゛“゜"゜“
く6.59(検出限界値)

""゜゛゜゜゜ネ横出““゜゜゜゜“
〈5,77(検出限界値)

"゜"゜"“ポ穣出“゜゜゜゜゜゜゜゜

ホウレンソウ 茨城県 第一小学校
〈6,99(検出限界値)

""゜“"゜ネ挟府"゜゜゜“゜"
く7,44(検出限界値)

"゜゜“"ネ積出"゜"゜゜““
く6.52(検出限界値)

゜“““"ネ挟出““゜゜゜"゜"

―～ ～◆ち
一ノンノ 新潟県 第四小学校

<5.60(検出限界値)

゜゜“゜゜“゜ネ穣府“゜゜゜゜゜′
く5.も6(検出限界値)

″″″″′ネ積出“゜"゜""
く5,32(検出限界値)

"""""ネ穣出“゜゜゜゜“゜゜

コマツナ 千葉県 第四小学校
<5.90(検出限界値)

゜“"゜""ネ棲府゜゜"""゜
〈6,29(検出限界値)

゜゜゜"゜゜"ネ積出゜““″″′
く5、61(検出限界値)

゜““““ネ挟出“"゜""

豆腐 新潟県 第四小学校
<6.50(検出限界値)

゜“゜゜゜゜゜"゜ネ挟百゜゛″″″
く6,92(検出限界値)

゜゜゜"゜"゜ネ積出゛"“″″
く6.18(検出限界値)

゜““““本検出゜“""゜"

えのき 長野県 第四小学校
く6.22(検出限界値)

“゜゜゜“゜゜ネ挟府“゜゜゜゜゜“ー
〈6.62(検出限界値)

“゜゜゜“゜“ネ積出“゜“゜゜゜゜゜“
〈5.91(検出限界値)

゜゜""""本穣出"゜"゜“゜゜

わかめ 宮城県 第四小学校
<6.10(検出限界値)

“゜゜"″′ネ挟厨゜″“"“
〈6.49(検出限界値)

“゜゜゜"゜゜゜ネ頂出“゜゜゜゜゜゜゜
<5.80(検出限界値)

゜゜“゜゜゜゜゜"ネ挟出"゜゜"゜-"

備考

○測定機器:[M「211型ガンマ線スペクトロメータ(Na1シンチレーション検出器) ◇EMF'; ヤハ゜ン株式会社

○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"く○○(検出限界値)"と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,測定環境(自然に存
在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値

飲料水 lOBq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg

飲料水 lOBq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

ー般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg



国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26 年11月 7 日(金)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目 産地 施設名
放射性ヨウ素131

(Bq/kg)
放射性セシウム134

(Bq/kg)
放射性セシウム137

(Bq/kg)
備考

牛乳 主に神奈川県 小中学校
く1、81(検出限界値)

゜““゜゜“゜ネ挟百゜゜゜゜“゜"
く1.98(検出限界値)

不検出

〈1.68(検出限界値)

“゜"゜“゜゜ネ穣出゜゜゜゜"““

ホウレンソウ 茨城県 第五小学校
〈5.97(検出限界値)

"""゜"゜"ネ穣府"""゜“
〈6,36(検出限界値)

""゜゜"゜゜ネ構出゜“゜゜゜゜゜“
く5,68(検出限界値)

゜゜゜゜゜゜゜"゜本穣出"゜"゜"“

キャベツ 国分寺市 第五小学校
く5.91(検出限界値)

"゜゜““゜゜“ネ挟百""゜゜“゜“
く6,29(検出限界値)

″″″″′ネ積出゜゜゛゜"″″
く5、62(検出限界値)

““゜“““ネ挟出゜゜"““゜"

-ノンノ 国分寺市 第五小学校
く5,60(検出限界値)

不検出

〈5.96(検出限界値)

“゜“゜゜゜゜ネ頂出゜゜゜""゜"
く5.32(検出限界値)

"゜゜"゜゜゜゜゜本挟出“゜゜"゜""

タマネギ 北海道 第五小学校
<5.05(検出限界値)

゜"゜゜"゜“゜ネ穣府“゜゜゜““
く5,38(検出限界値)

゜"゜“"ネ積出"゜゜゛゜"゜゜
〈4.80(検出限界値)

“゜゜゜゜゜““ネ墳出“゜““"゜"

チンゲンサイ 茨城県 第五小学校
く5.86(検出限界値)

゜゜““゜゜“ネ挟百““゜““゜
く6.23(検出限界値)

““゜“゜゜“ネ積出“゜゜゜"゜“
〈5.57(検出限界値)

““"゜゜゜"ネ槙出゜゜゜゜゜゜゜゜゜

しめじ 長野県 第九小学校
く6.44(検出限界値)

゜“““゜゜“ネ挟百゜“″“″′
く6.86(検出限界値)

“゜゜゜゜゜゜゜ネ積出“゜゜゜゜゜“
<6.01(検出限界値)
“゜“゜゜゜゜本穣出""""゜

ジャガイモ 北海道 第九小学校
く5.52(検出限界値)

゜゜゜“゜゜゜"ネ挟百゜゜゜“゛゜゛
〈5.87(検出限界値)

""゜“゜"ネ積出゜“゜゜゜゜゜゜
く5.15(検出限界値)

゜゜゜゜゜゜““本挟出““""゜

長ネギ 国分寺市 第九小学校
く6,51(検出限界値)
"゜""゜"ネ挟厨゜""一"

く6,93(検出限界値)
"゜“"゜"ネ横田"゜"-“゛一

く6.08(検出限界値)

“゛゜"″““ネ槙出"゜゜゜゜゜゜"゜

ダイコン 国分寺市 第九小学校
く5.25(検出限界値)

゜""″゜"ネ穣府""""
<5.60(検出限界値)

""゜゜゛"ネ積出"“"“′
〈4.91(検出限界値)

“゜゜“゜"゜゜゜ネ挟出““゜゜゜""

備考

○測定機器:EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(NaIシンチレーション検出器) ◇EMF%ヤハ゜ン株式会社

○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"く○○(検出限界値)"と示しています。
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,測定環境(自然に存
在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値
飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 100Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg

飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 100Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg



国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26 年11月12日(水)

◆測定対象施設 小中学校

測定品目 産地 施設名
放射性ヨウ素131

(Bq/kg)

放射性セシウム134

(Bq/kg)

放射性セシウム137

(Bq/kg)
備考

牛乳 主に神奈川県 小中学校
く1,81(検出限界値)

″゜“““゜"本棲出一一一一一一一一一
く1.99(検出限界値)

“-“゜゜゜゜ネ模出゛---一一一
く1.69(検出限界値)

一一一一一一一″“本穣出"--一一一一一

精白米 青森県 小学校
〈5.19(検出限界値)

“″゜゜゜゜゜“木棲出一一一一一一一一一
く5,52(検出限界値)

゜-"“““ネ稀出"-一一一一一一
く4,92(検出限界値)

一““゜゜ネ゜穣出"------“

精白米 山形県 中学校
〈5,59(検出限界値)

″″″″′ネ穣出一一一一一一一一"
く5.95(検出限界値)

゜““““゜ネ横出一一一一一一一“
く5,22(検出限界値)

″一゛"゜゜“本杖出一一一一一一“′

鶏肉 岩手県 中学校
〈4、92(検出限界値)

"゜“""一木挟出一““゜゜“
く5.23(検出限界値)

゜゜゜゜゜゜゜"ネ槙出一"“″′
〈4.67(検出限界値)

゜゜゜゜゜゜゜“木穣一出一"““″

卵 栃木県 中学校
く5.19(検出限界値)

"-"----一-ネ穣出"゜゜゜゜“゜“
〈5,53(検出限界値)

゜゜゛"-ネ横出"“゜″″′
く4.84(検出限界値)

不検出

タマネギ 北海道 中学校
<5.90(検出限界値)

一--------ネ槙出““"""
く6.27(検出限界値)

“--------ネ棧出″″″″′
〈5.59(検出限界値)

""-----一本杖出″″″″′

ニンジン 北海道 中学校
<4.04(検出限界値)

不検出

く4.28(検出限界値)

“一一一一一一一"ネ模出゜"゜゜"-“
く3,81(検出限界値)

不検出

いんげん 鹿児島県 中学校
く6.16(検出限界値)

一------"ネ榎出“゜““″′
く6,55(検出限界値)

′-"一--imi“““""
〈5.84(検出限界値)

""---i ,%““゜“"-

キャベツ 茨城県 中学校
〈6.38(検出限界値)

一------“ネ壌出゜゜゜゜゜゜“"
く6.79(検出限界値)

"-一一一一一-ネ棧出゜゜゜゜゜""
く5.95(検出限界値)

"-一一一一一-ネ杖出““゜""-

ブロツコリー 愛知県 中学校
く6,78(検出限界値)

一-----“′ネ挟出““″″′
く7,21(検出限界値)

"-------ネ棧Ⅲ“゜“″″′
く6.42(検出限界値)

"-一-一---“本複出゜゜“-----

備考

○測定機器:EM「211型ガンマ線スペクトロメータ(NaIシンチレーション検出器) ◇EM「シ゛ヤハ゜ン株式会社
○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"く○○(検出限界値)"と示しています。

※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,測定環境(自然に存

在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値
飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg

飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

ー般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg



国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26年11月14日(金)
ー

◆測定対象施設 小中学校

備考

ちりめんじゃこ

測定

ジャガイモ

ナガネギ

タマネギ

ニンジン

ダイコン

hh\ん

ゴボウ

えのき

牛乳

1
放射性ヨウ素131 I 放射性セシウム134 1 放射性セシウム137

(Bq/kg) (Bq/kg) 1 (Bq/ kg) 1
1-1-■■■■1-1-■■1-1―曽―

<1.75(検出限界値)く1.94(検出限界値)く1,65(検出限界値)

木検百
■――――勝■■■――◆――■b――――・レb■■――・―――雪雪■―――

不検出
1-1-1-1-1-1-■-1―曽曽■―

木検出“
1-―曽1-1-・■―曽曽1-1ツ 1

1-・■■■■1-1」■■1-1-1■■■

<5.77(検出限界値)く6.14(検出限界値)く5,47(検出限界値)

不挟府
■レ――・―・レ―■―◆――bb■――――――■?■?■―――――-レ雪■■―→――――・・――――――

不検出 本槙出“
―■■■■■―■■―■■■ 1

〈5.45(検出限界値)く5,79(検出限界値)〈5.16(検出限界値)
―――■―――曽岬・り――呻―自■響響・―曽-■-シ――曽―雪-・雪-――

ネ穣府 ネ積出
―響-―――――――― ――――曽-――――輔

木穣出“
――――――――・―― 1

1-1-1-111■1-1-■■―-1―

〈6.24(検出限界値)く6.63(検出限界値)く5.91(検出限界値)

不挟百
・・―――・・―・―■か■―――――――■―――?―?――■―――――――・―→―――雪■■■■■■―薯

不検出 羊検出゜
■■―■―雪■■■レ雪 1

■■-1―曽■■1-1-■■■■-1―

〈5.08(検出限界値)<5.40(検出限界値)〈4.82(検出限界値)

不挟百
・―雪冨じ――――-り◆―・―――自～―・―■旬・レ―――――埠-――――

不検出
申響-・鯵・-1―申1自論・1

木槙出“
――――-レ―」■■―■■1-■―――――― I

―■―・雪■―・雪-―

〈6、10(検出限界値)〈6.50(検出限界値)<5.70(検出限界値)

不挟厨
・曽・――自-―-り■番―――響-り曙-―猾響-―――響響-―――■――-4-―――――――――――

不検出 ネ穣出′
1-1-1-1-1-1-1-1-1--1― 1

〈5.27(検出限界値)1く5.61(検出限界値)1く4,92(検出限界値)
・――喝斡紳-―呻-―■・胃響―響響-■響響■―響番―■■―巽-・――雪-――■―響--レ勝■勝■雪■

不検出

ー

不検出
―――・響響1-・・・・

ー

不穣出“

ー

1■看■1■1■■-1■■■1-1■1■看■

曽■■1-1-1--1-1-1-■■―

く6.73(検出限界値)く7.17(検出限界値)く6.28(検出限界値)

木挟厨
■・・・―勝■■■―・&--・――――曽―帥―

不積出
―・―――噂-―帥・―→――冨-――呻―曽伽惜―

不榎出
■勝■―雪薯-――■・ 1

b■―――■――――・・鰭-―曽自伽呻b―軸匈-り←―響―雪咄-―――――

〈5、27(検出限界値)1く5.61(検出限界値)1〈4.92(検出限界値)
不検出 ネ積出

――――――-1響1-1-■― ―レ■――――――響―

本検出
―1九―響-―呻-――-11 I

〈5.94(検出限界値)く6.33(検出限界値)く5.55(検出限界値)
■―■曽-―■――冨―曽曽-―――■―■―b―――響―

不棲出一
1-1-1-111■■1--1-1-1響

ネ毛酌毛 " 丁" ゜゜"ネ桧出゜
―噂-―――――――― 1

○測定機器:EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(Na1シンチレーション検出器) ◇EMFシ゛ヤ八゜ン株式会社
○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"〈○○(検出限界値)"と示しています。

※○○には検出限界値が入ります。

○゛「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,測定環境(自然に存
在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値

品目

-

-

主に神奈川県

国分寺市

国分寺市

国分寺市

閘ノ(土士
臼刀寸叩

兵庫県

北海道

愛媛県

北海道

長野県

産地

第八小学校

ー-

第八小学校

第八小学校

第八小学校

-

第二小学校

第八小学校

第二小学校

第二小学校

第二小学校

施設名

小中学校

備考

-

飲料水 10Bq/kg

1 50Bq/kg



国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26年11月19日(水)
-

◆測定対象施設 小中学校

測定品目

牛乳

鶏肉

ナガネギ

チンゲンサイ

エリンギ

シチジ

コマツナ

ニンジン

タマネギ

キャベツ

産地

主に神奈川県

ー-

山梨県

国分寺市

静岡県

長野県

長野県

茨城県

北海道

ー-

北海道

国分寺市

施設名

小中学校

第三小学校

第三小学校

第三小学校

第三小学校

第三小学校

第七小学校

第七小学校

第七小学校

-

第七小学校

1
放射性ヨウ素131 I 放射性セシウム134 1 放射性セシウム137

(Bq/kg) 1 (Bq/kg) (Bq/kg) 1
――雪-・――――曽論

<1.75(検出限界値)〈1、95(検出限界値)〈1.65(検出限界値)
不挟百

―・―・■■――――・番■■――・――――■雪■?■!――――――曽―嶺-―→―I―――――――――嘗

不検出 ポ複出“
――雪レ雪-―・―・嚇 1

<6.24(検出限界値)く6.80(検出限界値)く5.85(検出限界値)
薯-―■■――■―・轟-―・―――・曽■―■雪-―◆――■■―――――――――曽―響―響―噂-―――岬→―勝勝■■雪■―――――

不挟府 不検出 羊挟出“
―――――――――――― 1

〈5,59(検出限界値)く5.95(検出限界値)く5.30(検出限界値)
自曽曽―蜘匈噂―暉-――■自・――賢-b―――――←・―――斡b――――――?―――――-レ―■■―――→―――――――b――自―

不挟凪 不検出 木穣出゛
―――争―勝雪■■雪■ 1

――■―――――――――・――・・響-――――――番響■――――――――曽-――――――・――――pb→-レ――■勝■――雪■―

<5.08(検出限界値)く5.40(検出限界値)〈4、81(検出限界値)

不検出 不検出 木穣出“
1■1■1--1■1-1-1-1-1-1―

1ー

<6,05(検出限界値)く6.60(検出限界値)Iく5.68(検出限界値)
―――――――――=■――崎―曽呻-り―り―■■―■―伽-――ψ坤b――番り―・・―――物-―時―-レ曽a雪-―――――――

ネ挟出
■-レレレ雪堀-――響

不検出 不検出 1
―-1-―μ―嘲-1p―響1--ツ

〈5,33(検出限界値)く5,67(検出限界値)く5.05 (検出限界値)
ネ挟厨

・―――・曽-―雪--&...-響-―――――――――――電-―――→■・伽・呻-1―曽-――

不検出 不穣出“
―――-1-1-1-1-1--11■―■1■ 1

胃1―甲■-1p喝-1-1■■■―叩喝―

〈6,24(検出限界値)く6.81(検出限界値)〈5.86(検出限界値)

ネ挟凪
・静静―響-―――――←響-―――曽-――――椰-―??―■■レ――歯―曽

不検出
1■1■111■―■■1■――■1■―■

木榎出“
1-1-1-1■1-1-1-1-1-1-1― I

1-■p■■1-1-■■-1-1」■■・

<6.21(検出限界値)く6.78(検出限界値)く5.83(検出限界値)

不挟厘
―・――■■―――・・―■■曽-――・――■■■レ■■■■――――――――→―――――――――――曽

不検出 本穣出゜
――――診-b自―曽・―― 1

―――-1-―――――――

<6.59(検出限界値)〈7.19(検出限界値)く6.18(検出限界値)

ネ挟厘
―――伊-――――――番――――――――――p――砂-――即-―――曽(ニ)―

不検出
――論―自-――――自-―自-―・

ポ穣出“
■―――――――■―■―■―■―■■■■薯レ 1

<6.30(検出限界値)〈6.69(検出限界値)く5.97(検出限界値)
――響-―――響響-―・――-1-――――――――番―■■■―――――-レ

ネ挟厨 ネ積出
――冒―自・嚇・噂曽榊→轡―瞬-――――――――

不校出“
―――――p―――p―――■―■―■■■■■ 1

備考

備考

○測定機器:EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(Na1シンチレーション検出器) ◇EM「シ゛ヤハ゜ン株式会社

○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"く○○(検出限界値)
※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,
在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値

"と示しています。

測定環境(自然に存

飲料水 lOBq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg



国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26年11 月21日(金)

◆測定赳象施設 小中学校

測定品目 産地 施設名
放射性ヨウ素131

(Bq/kg)

放射性セシウム134

(Bq/kg)

放射性セシウム137

(Bq/kg)
備考

牛乳 主に神奈川県 小中学校
く1,75(検出限界値)

不検出

〈1.95(検出限界値)

不検出

く1,65(検出限界値)

"""゛゜"ネ墳出“゜゜゜゜““

ナガネギ 国分寺市 第六小学校
〈5,57(検出限界値)

不検出

〈5.93(検出限界値)

不検出

く5.29(検出限界値)

゜゜゜“"゜“ネ挟出゜"゜"゜"゜

―～ ～◆～
一ノンノ 国分寺市 第六小学校

〈5.38(検出限界値)

゜゜゜゛゜"″′ネ穣百゜""゜""
〈5.72(検出限界値)
"""“゜ネ棧出゜゜"゜“゜゜゜“

<5.10(検出限界値)

不検出

ジャガイモ 北海道 第六小学校
く5,13(検出限界値)

“゜゜″゛""ネ挟厨゜゜“゜"゜"
く5.45(検出限界値)

“゜"゜""ネ積出""゜゜“゜
〈4.86(検出限界値)

"゜“゜゜“"ネ墳出“゜゜゜゜゜“゜“

ダイコン 国分寺市 第六小学校
く5.75(検出限界値)

″″″″′不挟百"゜"""゜
く6,11(検出限界値)
゜゜“"゜“゜ネ積出"゜゜"゜"゜゜

〈5.45(検出限界値)

""゜“゜"ポ挟出″″″″′

ミカン 愛媛県 第六小学校
く6.13(検出限界値)

″″″″′ネ挟府"゜゜“一“
く6、69(検出限界値)

゜゜゜゜゜“゜゜ネ積出"゜"゜““゜“
く5,75(検出限界値)

゜"゜゜"゜"゜゜ポ穣出゜゜゜゜゜゜““

鶏肉 秋田県 第十小学校
く5.43(検出限界値)
“″″″″ネ挟府゜゜゜"""

〈5.93(検出限界値)

不検出

く5,09(検出限界値)

“"““゛ネ挟出“゜"゜"""

モヤシ 福島県 第十小学校
く5.27(検出限界値)
゜“゜“゜゛ネ挟厨""゜"゜

く5.75(検出限界値)

“““゜゜゜ネ積出゜″″″″
く4.94(検出限界値)

“““““ネ挟出““゜““゜

キャベツ 国分寺市 第十小学校
〈5,69(検出限界値)

"゛゜"゜゜"ネ挟厨゜゜“゜゜゜゜゜
く6.21(検出限界値)

不検出

〈5.34(検出限界値)

不検出

ダイコン 国分寺市 第十小学校
〈5.52(検出限界値)

““゜“゜ネ挟府゜゜“″″′
<6.03(検出限界値)

不検出

〈5.18(検出限界値)

“゜゜゜゜゜゜“゜ネ穣出゛゜゜""“

備考

○測定機器:EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(Na1シンチレーション検出器) ◇EMFシ゛ヤハ゜ン株式会社
○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"く○○(検出限界値)"と示しています。

※○○には検出限界値が入ります。

○ 「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,測定環境(自然に存
在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値

飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg

飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg



国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26年11月26日(水)
一

◆測定対象施設」\中学校

ー

備 考

測定

ホールコーン

えのきたけ

ハクサイ

ニンジン

コマツナ

きくらげ

bかん

ゴボウ

豚肉

牛乳

1
放射性ヨウ素131 1 放射性セシウム134 1 放射性セシウム137

(Bq/kg) 1 (Bq/kg) 1 (Bq/kg) 1
―――b■雪・―警―嘗・―――・・轟―巽・―■曽―番――――■■■―――――勝-―――――――――――

〈1,75(検出限界値)く1.96(検出限界値)く1.65(検出限界値)

不検出 不検出
■―■レ――■―■p■―■■■■■■1■1■

木榎出“
1■-11-1■1-――――■―■―■―■― 1

第一小学校.

ーー-

1-1-1―曽■■1-1-1-1■―自―

く『汗(検出限界値)く6,13(検出限界値)〈5.43(検出限界値)
不挟画

―――-レ―-レ■薯-シ―詩呻-―幣り響―崎-―胃騨

ヲト本走出 丁 不詣1出゜
噂自ト輪-・―――――― 1

<5.65(検出限界値)く6.06 (検出限界値)〈5,36(検出限界値)
■―・・■■―・・自-――■■■―■――岬-―警響ト―響-――――――響-――――響-....d..―嚇-―――――

不挟出 不検出 ネ槙出“
リ――――――響-―――― 1

■堀・――――曽-―■で―-p■―――――雪-―曽雪←――――・―――■■――?――――――■■―堀-■―→―堀■堀雪雪雪堀-―――

〈6、33(検出限界値)1く6.77(検出限界値)]く6.00(検出限界値)
不検出 不検出

ー -

不穣出“

-

1■1■1■1■―■―■■―■―■―■―■― 1
―■雪・・■■■・・レ!竺レ伽■■―■――――曽・4-―――――・―――――?―?――・―――■■―■―雪

く5.76(検出限界値)く6.17(検出限界値)〈5.46(検出限界値)

不検出 不検出
■■雪レ雪雪■雪―薯■

ネ墳出“
■雪-――――――――

■―巽-―轟-―――■―――――騨雪-―――・―■―■■―・―――――■■■―――・―――――――――→―b―――――――■■■

〈6.34(検出限界値)〈6.99(検出限界値)く5.96(検出限界値)

不検出 1 不検出 不穣出゜
雪-―暉-・―巽―巽― 1

■―・・―轟■―b■■■・――■―憚-――――――――――――・・――■―■堀-―・・―-レ―――・―→――――――――-レ――

く6.72(検出限界値)〈7.41(検出限界値)く6.31(検出限界値)

不検出 不検出 木検出“
■p■――p■―■■■p■■■■■■■■■■ 1

■■1-1-1―曽1■■■-1-・1自

〈6.20(検出限界値)〈6.84(検出限界値)〈5,83(検出限界値)
不穣府

―■―句自-―■――■番――――樽胃-■―p―――――――――――――――

不検出
1-―――――-1-―聯―

本検出“
――――――-レレ響雪

―――――警■――・―・―・・レ論―曽-―自-―暉番・―――――――響―雪-け―――――――――――-4-――――――――・――

〈5.85(検出限界値)1〈6.44(検出限界値)Iく5,49(検出限界値)
不検出 不検出 本挟出“

1-1-1-・1-1-1-1-―-1-・

1
蜘蜘■―響―胃-―――

<5.36(検出限界値)〈5.91(検出限界値)く5.04 (検出限界値)

ネ挟画
・―■―・・――――・◆―響-―――――――■――■―――曽響-――――-4暉―自-1響-―――――

不検出 本挟出“
―-リ-1-1-1-1-1-1-1-1―曽 1

○測定機器:EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(Na1シンチレーション検出器) ◇EMFシ゛ヤハ゜ン株式会社
○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"〈○○(検出限界値)"と示しています。

※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,測定環境(自然に存

在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値

品目

主に神奈川県

国分寺市

国分寺市

北海道

茨城県

千葉県

千葉県

長野県

-

熊本県

熊本県

産地

-

第四小学校

第四小学校

第四小学校

第四小学校

第四小学校

第一小学校

第一小学校

第一小学校

施設名

小中学校

-

備考

- 一 ー

飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 100Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg



国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定結果

◆測定実施日 平成26年11月28日(金)

◆測定赳象施設 小中学校

測定品目 産地 施設名
放射性ヨウ素131

(Bq/kg)

放射性セシウム134
(Bq/kg)

放射性セシウム137

(Bq/kg)
備考

牛乳 主に神奈川県 小中学校
〈1,76(検出限界値)

“゜-゜-“゜ネ挟百一゜-"″′
〈1,97(検出限界値)

“"゜゛“゜ネ積出゜゜゜゜゜゜゜゜
〈1.66(検出限界値)

゜゜゜゜゜゜゜゜゜本挟出"゜"゜゛゜“゜

ハクサイ 国分寺市 第五小学校
〈5.35(検出限界値)

“゜″″″ネ穣府""一゜““
〈5.73(検出限界値)

″″″″ネ頂出“゜゜゜゜゜“
<5.07(検出限界値)

“゜゜“゜゜"゜"本挟出""゜"""

ダイコン 国分寺市 第五小学校
く5,50(検出限界値)

"゜"゜""ネ挟府゜゜“゜゜“
く5.89(検出限界値)

゜"゜"゜“ネ棧出“““゜゜“
く5,22(検出限界値)

"゜“゜"゛゜“ポ墳出゜゜“゜゜゜゜゜゜

キュウリ 栃木県 第五小学校
く5.61(検出限界値)

"゜゜“゜゜“ネ挟百“″"゜゜゜“
〈6.01(検出限界値)

″““″″ネ積出゜゜゜゜゜゜゜゜
く5.32(検出限界値)

"゜゜゜゜゜゜゜ネ挟出"゜“゜““゜"

ナガネギ 国分寺市 第五小学校
く5.58(検出限界値)

゛"゜゜"゜“゜ネ挟百゛゛""゜
く5,98(検出限界値)

"゜゜゛゜""ネ積出"゜゜-゛゛
く5.29(検出限界値)

゛゜゜゜゜゜゜゜ネ挟出゜゜゜゜゜゜゜゜“

豚ひき肉 千葉県 第九小学校
〈5,82(検出限界値)

一゜"一"-ネ棟厨゜""゜゜“
く6.41(検出限界値)

゜“゜゜゜゜“ネ棧出“““"“
く5.47(検出限界値)

不検出

-ノンノ 国分寺市 第九小学校
〈5,97(検出限界値)

゜"゛-゜"-ネ穣厨"゜゜“″′
く6.58(検出限界値)

"゜“゜゜゜゜ネ積出゜゜゜゜゜“゜゜“
<5.60(検出限界値)

゜“゜゜"゜゜゜“本挟出゜゜゜゜““゜“

ホールコーン 北海道 第五小学校 5.71(検出限界値)

゜゜“″″″ネ穣府“一゜"゜゛
<6.30(検出限界値)

""""ネ積出"""゛゜“
く5.37(検出限界値)

““゜“゛゛ネ墳出゜゛゜゛゜゜゜゛

チンゲンサイ 静岡県 第九小学校
〈5.49(検出限界値)

゜゜゜“゜″ネ穣厨"゜゜““゜
<6.05(検出限界値)

“゜゜"“ネ積出“"゜゜“゜“
〈5,15(検出限界値)

不検出

キャベツ 国分寺市 第九小学校
く6.35(検出限界値)

゜""-"ネ挟百““゜゜゜“
く7.00(検出限界値)

゜“゜゜゜゜“ネ積出゜““““
く5.96(検出限界値)
“““゜“ポ杖出“゜゜““"

備考

O測定機器:EMF211型ガンマ線スペクトロメータ(NaIシンチレーション検出器) ◇EMFシ゛ヤ八゜ン株式会社
○測定の結果数値が,検出限界値未満の場合は下段に「不検出」と表記。上段には"〈○○(検出限界値)"と示しています。

※○○には検出限界値が入ります。
○ 「検出限界値」とは,その分析法や計測機器で検出できる最小値(最小限度)のことをいい,この値は,測定環境(自然に存

在する大気中の放射線量等),測定条件(時間,食品重量等),検査対象品目によって異なってきます。

○放射性セシウムの基準値

飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg

飲料水 10Bq/kg

牛乳・乳製品 50Bq/kg

一般食品 l00Bq/kg

乳児用食品 50Bq/kg


