
当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

 平成27年10月使用分　一括測定結果
　平成27年10月に学校給食で使用する食材のうち、月単位で学校へ納品されるものを一括測定した結果です。 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年9月29

日
木綿豆腐 山形県 不検出 不検出

日本海事検定

協会

平成27年9月30

日
米白絞油

九州地方

中国地方

四国地方
不検出 不検出

日本海事検定

協会

平成27年9月30

日
米白絞油 和歌山県 不検出 不検出

日本海事検定

協会

平成27年9月30

日

削り節

（薄）
鹿児島県 不検出 不検出

食品環境検査

協会

平成27年9月30

日
米白絞油

群馬県

千葉県
不検出 不検出

食品環境検査

協会

　　単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg） 平成24年４月１日施行 

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイトマップからお探しください。

小学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月)

小学校給食における一日分食材の放射性物質の測定状況は次のとおりです。

　検査日をクリックしていただきますと、詳しい測定結果が表示されます。

　なお、月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。 （平成27年10月使用分　一括測定

結果）

検　査　日 給食使用日 学校名 献　立

平成27年10月29日 平成27年10月30日
城郷

（港北）
麦ごはん　牛乳　豚肉とだいこんの煮物　ごまじょうゆあえ　納豆

平成27年10月28日 平成27年10月29日
山下

（緑）
あげパン　牛乳　野菜のスープ煮　みかん

平成27年10月27日 平成27年10月28日
六つ川

（南）
はいがごはん　牛乳　さんまのかば焼き　甘酢あえ　豚汁

平成27年10月26日 平成27年10月27日
神大寺

（神奈川）
はいがごはん　ビーフカレー　ごま酢あえ　プルーンはっこう乳

平成27年10月23日 平成27年10月26日
瀬谷

（瀬谷）
麦ごはん　牛乳　肉じゃが　おひたし　だいずとじゃこの炒り煮

平成27年10月22日 平成27年10月23日
大道

（金沢）
秋味ごはん（はいがごはん）　牛乳　さつまいもと栗の甘煮　すまし汁

平成27年10月21日 平成27年10月22日
池上

（神奈川）
チーズパン　牛乳　きのこスパゲティ　わかめサラダ　フルーツかん（オレンジ）

平成27年10月20日 平成27年10月21日
磯子

（磯子）
丸パン　牛乳　揚げしゅうまい　ゆで野菜　酢ーラータン風スープ

平成27年10月19日 平成27年10月20日
恩田

（青葉）
はいが食パン　牛乳　チリコンカーン　ほうれんそうのソテー　チーズ

平成27年10月16日 平成27年10月19日
市沢

（旭）
はいがごはん　牛乳　ツナそぼろ　きんぴらダイコンカレー風味　みそ汁

平成27年10月15日 平成27年10月16日
蒔田

（南）
ごはん　牛乳　ふくめ煮　からしじょうゆあえ　ふりかけ

平成27年10月14日 平成27年10月15日
富岡

（金沢）
中華丼　牛乳　中華あえ

平成27年10月13日 平成27年10月14日
北山田

（都筑）
ロールパン　牛乳　米粉トマトシチュー　ひじきサラダ

平成27年10月9日 平成27年10月13日
大鳥

（中）
ごはん　牛乳　さばのたつた揚げ　こふきさつまいも　けんちん汁

平成27年10月8日 平成27年10月9日
みたけ台

（青葉）
ごはん　牛乳　ハンバーグ和風ソース　磯香あえ　みそ汁

平成27年10月7日 平成27年10月8日
鳥が丘

（戸塚） 
麦ごはん　牛乳　煮豚　切干しだいこんの煮物　さつま汁

平成27年10月6日 平成27年10月7日
桜井

（栄）
ごはん　牛乳　豚肉と野菜のしょうが炒め　みそ汁　こんぶのつくだ煮
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平成27年10月5日 平成27年10月6日 旭

（鶴見）

ロールパン　牛乳　変わり五目豆　野菜スープ

平成27年10月2日 平成27年10月5日
星川

（保土ケ谷）
麦ごはん　牛乳　かつおのごまみそあえ　即席漬　のっぺい汁

平成27年10月1日 平成27年10月2日
和泉

（泉）
黒パン　牛乳　マカロニのクリーム煮　キャベツサラダ　りんご

平成27年9月30日 平成27年10月1日
南山田

（都筑）
ぶどうパン　牛乳　ししゃもフライ　ボイルドキャベツ　にんじんポタージュ　
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年9月30
日検査分）

南山田小学校（都筑区）給食使用食材 （平成27年10月1日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年9月30

日

ぶどうパン

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年9月30

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年9月30

日
豆乳

滋賀県

佐賀県

熊本県

大分県

愛知県

三重県

石川県

福岡県

岐阜県

不検出 不検出 食品環境検査協

会

平成27年9月30

日
脱脂粉乳 北海道 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム 飲料水 10

牛乳 50

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年9月30日



乳児用食品 50

一般食品 100
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月1
日検査分）

和泉小学校（泉区）給食使用食材 （平成27年10月2日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月1

日

黒パン

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月1

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月1

日
豆乳 福岡県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

平成27年10月1

日

脱脂粉乳 北海道 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月2
日・5日検査分）

星川小学校（保土ケ谷区）給食使用食材 （平成27年10月5日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月2

日

米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月2

日

麦

長野県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

三重県

滋賀県

香川県

愛媛県

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月5

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月2

日

かつお（角） 静岡県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　※　「牛乳」については、給食実施日当日の午前中に検査いたしました。

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム 飲料水 10

牛乳 50
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乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月5
日検査分）

旭小学校（鶴見区）給食使用食材 （平成27年10月6日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月5

日

ロールパン

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月5

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月5

日
だいず 北海道 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月6
日検査分）

桜井小学校（栄区）給食使用食材 （平成27年10月7日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月6

日

米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月6

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月6

日
しめじ 長野県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月07日作成 - 2015年10月07日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月6日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月7
日検査分）

鳥が丘小学校（戸塚区）給食使用食材 （平成27年10月8日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月7

日
麦

長野県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

三重県

滋賀県

香川県

愛媛県

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月7

日
米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月7

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月7日



| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月08作成 - 2015年10月08更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月8
日検査分）

みたけ台小学校（青葉区）給食使用食材 （平成27年10月9日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月8

日

米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月8

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月8

日
えのきたけ 長野県 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月8日



教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月09日作成 - 2015年10月09日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月9
日・13日検査分）

大鳥小学校（中区）給食使用食材 （平成27年10月13日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月9

日

米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月13

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

　　※　「牛乳」については、給食実施日当日の午前中に検査いたしました。

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月13日作成 - 2015年10月13日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月9日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
13日検査分）

北山田小学校（都筑区）給食使用食材 （平成27年10月14日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月13

日

ロールパン

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月13

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月14日作成 - 2015年10月14日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月13日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
14日検査分）

富岡小学校（金沢区）給食使用食材 （平成27年10月15日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月14

日

米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月14

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月14

日
いか（短冊） 青森県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月15日作成 - 2015年10月15日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月14日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
15日検査分）

蒔田小学校（南区）給食使用食材 （平成27年10月16日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月15

日

米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月15

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月15

日

ちりめんじゃこ

（半生）
長崎県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月16日作成 - 2015年10月16日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月15日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
16日・19日検査分）

市沢小学校（旭区）給食使用食材 （平成27年10月19日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月16

日

はいがごはん 宮城県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月19

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月16

日

まぐろ油漬

（フレーク）
静岡県 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　※　「牛乳」については、給食実施日当日の午前中に検査いたしました。

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月16日



教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月19日作成 - 2015年10月19日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
19日検査分）

恩田小学校（青葉区）給食使用食材 （平成27年10月20日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月19

日

はいが食パン

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月19

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月19

日
だいず 北海道 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月19日



教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月20日作成 - 2015年10月20日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
20日検査分）

磯子小学校（磯子区）給食使用食材 （平成27年10月21日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月20

日

丸パン

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月20

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月21日作成 - 2015年10月21日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月20日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
21日検査分）

池上小学校（神奈川区）給食使用食材 （平成27年10月22日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月21

日

チーズパン

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月21

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月21

日
しめじ 長野県 不検出 不検出 食品環境検査協

会

平成27年10月21

日

えのきたけ 長野県 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月21日



| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月22日作成 - 2015年10月22日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
22日検査分）

大道小学校（金沢区）給食使用食材 （平成27年10月23日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月22

日

はいがごはん 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月22

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月23日作成 - 2015年10月23日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月22日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
23日・26日検査分）

瀬谷小学校（瀬谷区）給食使用食材 （平成27年10月26日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月23

日

米 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月23

日

麦

長野県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

三重県

滋賀県

香川県

愛媛県

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月26

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月23

日

だいず（水煮） 北海道 不検出 不検出 日本海事検定協

会

平成27年10月23

日
えのきたけ 長野県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

平成27年10月23

日

ちりめんじゃこ

（半生）
長崎県 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　※　「牛乳」については、給食実施日当日の午前中に検査いたしました。

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月2日



放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月26日作成 - 2015年10月26日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
26日検査分）

神大寺小学校（神奈川区）給食使用食材 （平成27年10月27日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月26

日

はいがごはん 宮城県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月26

日

はっこう乳

（プルーン）

北海道

アメリカ
不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月26

日
牛肉浜ビーフ 青森県 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

教育委員会事務局 健康教育課 - 2015年10月27日作成 - 2015年10月27日更新 
ご意見・お問合せ - ky-kenkokyoiku@city.yokohama.jp - 電話: 045-671-3277 - FAX: 045-681-1456 

© 1999-2015 City of Yokohama All rights reserved. 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月26日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
27日検査分）

六つ川小学校（南区）給食使用食材 （平成27年10月28日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月27

日

はいがごはん 北海道 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月27

日
牛乳 神奈川県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月27

日
さんま（切り身） 北海道 不検出 不検出 日本海事検定協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ
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トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月27日



当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
28日検査分）

山下小学校（緑区）給食使用食材 （平成27年10月29日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月28

日

コッペパン

（包なし）

アメリカ

カナダ

北海道

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月28

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月28

日
きな粉 北海道 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム

飲料水 10

牛乳 50

乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ

| 関連リンク | お問合せ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 教育委員会トップページ | 

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月28日
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当サイト（旧横浜市ウェブサイト）は、2020年9月30日をもって廃止します。ご利用いただき、ありがとうございました。
表示されているページは2019年3月26日時点の旧ウェブサイトのアーカイブであり、情報が古い可能性があります。
最新の情報については、新しい横浜市ウェブサイト (https://www.city.yokohama.lg.jp/) のトップページまたはサイト
マップからお探しください。

学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について（平成27年10月
29日検査分）

城郷小学校（港北区）給食使用食材 （平成27年10月30日使用分） 

検　査　日 検査品目 生　産　地

測定結果（Bq/kg)

検査機関放射性セシウム

セシウム134 セシウム137

平成27年10月29

日
麦

長野県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

三重県

滋賀県

香川県

愛媛県

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月29

日
米 宮城県 不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月29

日
牛乳

北海道

岩手県

千葉県

神奈川県

（合乳）

不検出 不検出 横浜市衛生研究

所

平成27年10月29

日

納豆 北海道 不検出 不検出 食品環境検査協

会

　　月単位で学校へ納入される食材の測定結果については、こちらをご覧ください。（平成27年10月使用分　一括測定結果）

単位はBq/kg（ベクレル／キログラム）

　　検出下限値　3.0 Bq/kg (3.0 Bq/kg未満は「不検出」となります。)

　　ただし、米・麦・パン・牛乳を検査している横浜市衛生研究所に導入した機器による検査では、

　　検出限界値が「1Bq/kg未満」から「3Bq/kg未満」程度の幅で自動的に算出されます。

【参考】食品衛生法上の基準値 （単位　Bq/kg）　平成24年４月１日施行

放射性セシウム 飲料水 10

牛乳 50

トップページ > 学校給食における一日分食材の放射性物質の測定について > 27年10月 > 27年10月29日



乳児用食品 50

一般食品 100

▲ページトップへ
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