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国分寺市給食食品等の放射性物質濃度測定事業実施マニュアル 

 

１．測定目的 

食品中の放射性物質に関しては，これまで厚生労働省において暫定規制値が定

められ，生産地における出荷前の検査や都道府県の流通段階における検査により，

出荷制限などの措置がとられてきた。平成 24 年４月からは，放射性セシウムの

新たな基準値が設定され，現在はこの基準値に基づき出荷制限などの措置が講じ

られている。 

市としては，市民の安全・安心を確保することを目的に「消費者活性化基金」

を財源として購入した放射能濃度測定器を活用し，放射能の影響を受けやすい子

どもたちの安全確保に重点を置き，給食等に提供される食品等の放射性物質濃度

測定を実施する。 

 

２．測定機器仕様 

(1)機  種：ＥＭＦジャパン 株式会社 

ＥＭＦ２１１型ガンマ線スペクトロメータ/台数：２台 

(2)測定下限値：15分測定の測定下限値 

Cs-137： 2.5Bq/kg  

6.4Bq/kg 

5.8Bq/kg 

7.3Bq/kg 

Cs-134： 3.0Bq/kg  

8.5Bq/kg 

6.4Bq/kg  

8.5Bq/kg 

(1.5Lマリネリ容器に１L充填)  

(900mL ポリ容器) 

(500mLマリネリ容器) 

(500mLマリネリ容器に 350ｍL充填) 

※H24年５月現在のカタログ公表値 

(3)検出物質：セシウム 134・セシウム 137・放射性ヨウ素 131 

 

３．測定場所等 

(1)測定場所：第４庁舎１階(旧消費者相談室)  

(2)測 定 日：土・日・祝日，12月 29日～１月３日を除く平日 

(3)測定時間：午前９時から午後５時まで 

(4)検 体 数：1日最大 10検体を目安とする。 

（測定器１台につき５検体/１日×２台） 

(5)測定時間：1検体/500mLマリネリ容器に 350mL充填で 30分測定を基本とする。 

 

４.測定対象施設 

(1)市立保育所       (2)私立保育所 

(3)市立小学校       (4)市立中学校 

(5)私立幼稚園       (6)社会福祉施設等 
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５．測定スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  その他，まちづくり部長が必要と認める場合は，上記にかかわらず測定を行うこと

ができる。 

 

６．測定スケジュール等の検討について 

(1)市立保育所及び市立小・中学校については，栄養士による献立策定会議において，

翌月の測定対象施設・測定品目・スケジュール・基準値を超えた場合の給食確保策

について決定する。 

 

(2)測定対象施設の所管課は，測定月の前月 25 日までに測定対象施設，測定品目等の

スケジュールを取りまとめてまちづくり計画課に送付する。 

 

  (3)測定対象施設の理由等により，測定日に空き又は品目数に不足が生じた場合等は，

測定スケジュールを調整し，他施設の給食食品等の測定を行うことができることと

する。 

 

７．測定品目の選定について 

(1)使用頻度が高く，摂取量が多い食品等 

①給食，間食，補食で主食となるもの 

・穀物類（米，麺類，小麦粉など） 

・野菜類（にんじん，玉ねぎ，大根，ほうれん草，小松菜，もやしなど） 

・外国産の食品等については，測定対象としない。 

②米の測定について 

（市立保育所） 

・定期的に納品（20kg程度）しているため事前測定とする。 

（市立小・中学校） 

・事業者が同一産地のものを一定量購入し，倉庫に保管しているため事前測定

とする。 

③牛乳測定について 

(市立保育所) 

・前日午後納品分(翌日に提供するもの) → 事前測定 

(市立小・中学校) 

・当日納品・当日提供であるが，測定時間等の調整により，事前測定が可能 

月 私立幼稚園 ・市内産農畜産物 

火 私立保育所・ 社会福祉施設等 

水 市立小・中学校 

木 市立保育所 

金  
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(2) 原発事故後，暫定規制値を上回った数値を検出した食品等 

・出荷停止措置がとられた葉物野菜，キノコ類，果物類など 

(3)検査計画に指定された17都県産の食品等 

・平成23年４月４日に原子力災害対策本部から示された「検査計画，出荷制限等

の品目・区域の設定・解除の考え方（最終改正：平成31年３月22日）」に基づ

き厚生労働省が示した地方自治体の検査計画により，検査計画の策定及び検査

の強化を要請した自治体，出荷制限が指示された地方自治体及びその隣接の地

方自治体である17都県産（青森，岩手，宮城，秋田，山形，福島，茨城，栃木，

群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，新潟，山梨，長野，静岡）を原材料とする

食品等を重点品目とする。 

(4)国分寺市内で生産された農畜産物 

・地場産の安全・安心を確保するため，国分寺市内で流通を目的に生産された農

畜産物を測定対象とする。 

 

８．測定基準等について 

・一般食品の測定基準については，厚生労働省が示す「食品中の放射性セシウム

スクリーニング法」に準拠して測定を行う。また，一般食品以外の飲料水・乳

製品等は「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に位置付けがされてい

ないため，一般食品の測定基準を準用して測定を行う。 

 

○測定下限値（基準値の 1/4） 

 測定下限値 国の基準値 測定基準 

一般食品 25Bq/kg 100Bq/kg スクリーニング法に準拠 

飲料水 2.5Bq/kg 10Bq/kg 
スクリーニング法を準用 

乳製品等 12.5Bq/kg 50Bq/kg 

 

○スクリーニングレベル（基準値の 1/2以上） 

 スクリーニングレベル 国の基準値 測定基準 

一般食品 50Bq/kg 100Bq/kg スクリーニング法に準拠 

飲料水 5Bq/kg 10Bq/kg 
スクリーニング法を準用 

乳製品等 25Bq/kg 50Bq/kg 

 

◆測定下限値 

スクリーニング法として測定機器性能を満たしているかの指標であり，基準

値の1/4以下が確保されている必要がある。 

 

◆スクリーニングレベル 

放射性セシウム濃度が，確実に基準値以下と判定できる指標をスクリーニン

グレベルといい，スクリーニング法では，基準値の 1/2 以上（一般食品は
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50Bq/kg 以上）と設定している。当市が実施する測定もこれに基づき，検出値

に不確かさ※１をプラスすると基準値の 1/2 を超える場合，必要な対応を図る

ものとする。 

 

※１ 不確かさ：放射性物質濃度測定を行う場合，放射線の偶発的な発生に特有の

統計的揺らぎが存在するため，不確かさが生じる。この不確かさは，放射性

物質濃度測定における統計的誤差と呼ばれ，検出値の信頼性を示す上で重要

な指標となっている。 

 

９．事前測定の実施について 

給食食品等は，納品，衛生面，施設面等において事前測定ができないものを除

いて提供前に測定する。 

(1)給食食品等は，できる限り調理日の前日以前に測定室に納品することを基本

とし，調理前に測定結果が得られるよう努める。 

(2)提供日当日納品の給食食品等の測定についても，同様の考え方に基づき，調

理前に測定結果が出るよう努める。 

(3)当日納品の牛乳，生鮮食品等を優先的に測定する。 

 

10．測定手順等 

(1)機器の校正 

測定開始前に付属の K-40，超微量天然ウラン，Cs137の専用校正用線源を使

用し，各線源のエネルギー校正を行う（取扱説明書参照）。 

 

(2)食品等の処理 

①納品された食品等の汚れや不要な部分を取り除き，給食調理前と同じ状

態にする。測定室へ食品等を納品する際は，原則この状態で納品する。 

②包丁等で細かく刻む。必要に応じてミキサーを使用。 

③処理した食品等を隙間が生じないように専用容器に充填する。 

※基本は 500mlマリネリ容器を使用し，必要に応じて 1.5L容器を使用。 

 

◎その他必要な食品等の処理方法については，厚生労働省が定める「食品中の

放射性物質試験法」に準じるものとする。 

 

(3)測定 

①容器に入れた状態で重量を図る。※容器分は差し引く。 

②容器を機器にセットし，専用端末にて重量，品目，採取地を入力。 

③容器に応じたバックグラウンドデータ（BG）を選択。 

・検体密度が 0.5g/㎤以上の場合 → 精製水で測定した BGを選択。 

・検体密度が 0.5g/㎤未満の場合 → 空容器で測定した BGを選択。 
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④計測時間を選択。基本は 30分測定（検体密度が 1.00g/㎤の場合）。 

・基準値 100Bq/kgの食品等で密度が 1.00g/㎤以上の場合 

⇒画面標記にある「測定下限値」のセシウム合計値が 25Bq/kg以下

であることを確認する。 

・基準値 100Bq/kgの食品等で密度が 1.00g/㎤未満の場合 

⇒画面標記にある「測定下限値」のセシウム合計値が 25Bq/kg以下

になるよう測定時間を変更する。可能であれば検体量を増やし，

測定を行う。 

⑤測定を開始し，終了したら端末よりデータを出力する。 

 

(4)報告等 

イントラ端末を使用し，各所管課へ報告 

 

11．基準値について 

(1)基準値は，国の示す基準値とする。（H24年４月１日以降） 

食品群 放射性セシウム 

飲料水 10Bq/kg 

牛乳・乳製品 50Bq/kg 

一般食品 100Bq/kg 

乳児用食品等 50Bq/kg 

 

※新基準値への移行に際し，準備期間が必要な食品等(米・牛肉・大豆)については，

一定の範囲で経過措置期間が設定されていることから，それに合わせて基準を適

用する。 

【参考】 

◇米，牛肉及び米，牛肉を原材料として製造・加工・輸入された食品等 

・平成 24年 10月 1日から適用 

◇大豆及び大豆を原材料として製造・加工・輸入された食品等 

・平成 25年 1月 1日から適用 

 

12．基準値の 1/2を超えた数値が検出された場合の対応について 

①測定の結果，｢検出値＋不確かさ｣が基準値の 1/2を超えた場合は，測定対象施設

の所管課，放射能対策委員会，市長に報告する。 

②前日測定食品等については，同品目・同産地の食品等の使用を直ちに中止又は産

地変更やメニュー変更などの措置をとるよう，測定対象施設の所管課に対し周知

する。また，当日測定食品等については，可能であれば直ちに使用を中止し，メ

ニュー変更など必要な対応を図ることとする。 

③「検出値＋不確かさ」が基準値の 1/2を超えた食品等が判明した場合は，登録検

査機関でゲルマニウム半導体検出器による確定検査を行う。 
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登録検査機関：厚生労働省が示す「食品中の放射性物質に関する検査を実施する

ことが可能である登録検査機関」※別紙参照 

④提供後で確定検査の結果が基準値を超えた場合は，確定検査結果を基に食品等の

使用割合を算出する。これにより１食分あたりのセシウム等の摂取量数値を割り

出し報告資料とする。 

 

◇「検出値＋不確かさ」について 

① ｢検出値＋不確かさ｣＝基準値の 1/2以下とは 

Ex：検出値が 40Bq/kg，不確かさ±5Bq/kgの場合 

⇒検出値 40Bq/kgに対し，下は 35Bq/kg，上は 45Bq/kgの可能性があるが，

検出値に不確かさをプラスしても基準値の 1/2を超えない場合をいう。 

 

②｢検出値＋不確かさ｣＝基準値の 1/2を超えるとは 

Ex：検出値が 40Bq/kg，検出値の不確かさ±15Bq/kgの場合 

⇒検出値 40Bq/kgに対し，下は 25Bq/kg，上は 55Bq/kgの可能性があり，検

出値は基準値の 1/2以下であるが不確かさをプラスすると基準値の 1/2を

超える場合は，基準値の 1/2を超えたものとして対応を図る。 

 

13．測定結果の公表等について 

①検出値＋不確かさが基準値の 1/2以下の場合 

まちづくり計画課は，測定結果について測定対象施設の所管課に報告する。報

告を受けた所管課は，測定対象施設に報告するとともに，測定翌日に市ホームペ

ージにおいて，測定日・測定対象施設・品目・産地・検出値を公表する。 

②｢検出値＋不確かさ｣が基準値の 1/2を超えた場合 

対応と経過について公表し，登録検査機関での確定検査結果をもって産地・品

目・検出値等の公表を行う。 

 

14. 実施マニュアルの見直しについて 

国分寺市では，優先度の高い保育所，小・中学校等に重点を置き測定を実施して

いくが，今後の測定結果や国・都の助言等により，対策内容の変更も想定される。

本実施マニュアルは，必要に応じて随時見直しをするものとする。 

 

平成24年３月30日  

一部改訂 平成24年５月25日 

一部改訂 平成24年８月23日 

一部改訂 平成30年４月１日 

一部改訂 令和２年４月１日 


