
１ 測 定 方 法 Ｎａｌ（Ｔｌ）シンチレーション検出器を用いた放射性セシウムスクリーニング法による測定

２ 測 定 機 器 ＲＡＤ　ＩＱＴＭ　ＦＳ３００　（株）千代田テクノル

３ 測 定 核 種 セシウム１３４　・　セシウム１３７

４ 測 定 結 果 下表のとおり

５ 測 定 日 給食センター(水・金)　　各保育園(木)

○○○○給食給食給食給食センターセンターセンターセンター

      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質

 　測定日 　測定日 　測定日 　測定日

セシウムセシウムセシウムセシウム134134134134 セシウムセシウムセシウムセシウム137137137137

（単位：Bq/kg） 2014201420142014 年年年年 5555 月月月月 2222 日日日日 (((( 金金金金 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.85.85.85.8 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.55.55.55.5 ））））

2014201420142014 年年年年 5555 月月月月 7777 日日日日 (((( 水水水水 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 6.06.06.06.0 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.55.55.55.5 ））））

2014201420142014 年年年年 5555 月月月月 9999 日日日日 (((( 金金金金 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 4.04.04.04.0 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 3.53.53.53.5 ））））

2014201420142014 年年年年5555月月月月14141414日日日日((((水水水水）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 6.46.46.46.4 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.15.15.15.1 ））））

2014201420142014 年年年年5555月月月月16161616日日日日((((金金金金）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.25.25.25.2 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 4.34.34.34.3 ））））

2014201420142014 年年年年5555月月月月21212121日日日日((((水水水水）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 6.26.26.26.2 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.15.15.15.1 ））））

2014201420142014 年年年年5555月月月月23232323日日日日((((金金金金）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 6.46.46.46.4 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.25.25.25.2 ））））

2014201420142014 年年年年5555月月月月28282828日日日日((((水水水水）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.15.15.15.1 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 4.34.34.34.3 ））））

2014201420142014 年年年年5555月月月月30303030日日日日((((金金金金）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.75.75.75.7 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 4.94.94.94.9 ））））

○○○○第一保育園第一保育園第一保育園第一保育園

      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質

 　測定日 　測定日 　測定日 　測定日

セシウムセシウムセシウムセシウム134134134134 セシウムセシウムセシウムセシウム137137137137

（単位：Bq/kg） 2014201420142014 年年年年5555月月月月29292929日日日日((((木木木木）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 4.94.94.94.9 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 4.44.44.44.4 ））））

○○○○第二保育園第二保育園第二保育園第二保育園

      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質

 　測定日 　測定日 　測定日 　測定日

セシウムセシウムセシウムセシウム134134134134 セシウムセシウムセシウムセシウム137137137137

（単位：Bq/kg） 2014201420142014 年年年年5555月月月月29292929日日日日((((木木木木）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 6.66.66.66.6 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.55.55.55.5 ））））

○○○○子育保育園子育保育園子育保育園子育保育園

      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質      　　　 　放射性物質

 　測定日 　測定日 　測定日 　測定日

セシウムセシウムセシウムセシウム134134134134 セシウムセシウムセシウムセシウム137137137137

（単位：Bq/kg） 2014201420142014 年年年年5555月月月月29292929日日日日((((木木木木）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 6.16.16.16.1 ）））） 検検検検 出出出出 せせせせ ずずずず （（（（ 5.45.45.45.4 ））））

　　　　※※※※　「　「　「　「検出検出検出検出せずせずせずせず」」」」とはとはとはとは、、、、放射性物質濃度放射性物質濃度放射性物質濃度放射性物質濃度がががが基準値基準値基準値基準値をををを下回下回下回下回りりりり、、、、さらにさらにさらにさらに同欄同欄同欄同欄((((　　　　))))内内内内にににに記載記載記載記載したしたしたした測定下限値測定下限値測定下限値測定下限値をををを下回下回下回下回ったことをったことをったことをったことを示示示示しますしますしますします。。。。

昭和村給食昭和村給食昭和村給食昭和村給食センターセンターセンターセンター等給食用食材放射性物質測定結果等給食用食材放射性物質測定結果等給食用食材放射性物質測定結果等給食用食材放射性物質測定結果


