
平成25年度　給食用食材の放射能濃度の給食１食分検査　結果一覧

セシウム -134 セシウム- 137 合計

田名小学校 2.82不検出（0.60未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.049未満

旭小学校 2.40不検出（0.66未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.041未満

麻溝小学校 3.18不検出（0.63未満） 不検出（0.79未満） 不検出（0.68未満） 不検出 0～0.057未満

新磯小学校 2.97不検出（0.60未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.050未満

上溝小学校 2.89不検出（0.53未満） 不検出（0.78未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.054未満

淵野辺保育園 4.08不検出（0.63未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.067未満

ひよこ第2保育園 3.14不検出（0.59未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.62未満） 不検出 0～0.042未満

藤野南小学校 3.57不検出（0.51未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.051未満

星が丘小学校 2.68不検出（0.66未満） 不検出（0.54未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.038未満

向陽小学校 2.75不検出（0.59未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.047未満

大野小学校 2.62不検出（0.61未満） 不検出（0.75未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.048未満

南大野小学校 3.36不検出（0.55未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.60未満） 不検出 0～0.051未満

高見保育園 2.81不検出（0.54未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.047未満

相模保育園 3.77不検出（0.57未満） 不検出（0.47未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.050未満

清新学校給食センター 2.68不検出（0.57未満） 不検出（0.64未満） 不検出（0.86未満） 不検出 0～0.047未満

城山学校給食センター 2.61不検出（0.61未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.043未満

津久井学校給食センター 3.05不検出（0.48未満） 不検出（0.64未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.049未満

南橋本みたけ保育園 2.44不検出（0.64未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.041未満

大沢小学校 3.34不検出（0.56未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.059未満

清新小学校 2.77不検出（0.47未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.61未満） 不検出 0～0.043未満

中央小学校 2.79不検出（0.52未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.68未満） 不検出 0～0.042未満

谷口台小学校 2.86不検出（0.63未満） 不検出（0.79未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.050未満

相模台小学校 2.59不検出（0.67未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.044未満

日連保育園 2.42不検出（0.57未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.034未満

与瀬保育園 3.04不検出（0.61未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.041未満

相原小学校 2.98不検出（0.61未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.044未満

淵野辺小学校 3.00不検出（0.57未満） 不検出（0.64未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.049未満

光が丘小学校 2.98不検出（0.58未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.045未満

東林小学校 2.37不検出（0.58未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.035未満

相武台小学校 3.33不検出（0.58未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.053未満

立正保育園 2.39不検出（0.51未満） 不検出（0.44未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.029未満

むくどり第2保育園 4.62不検出（0.65未満） 不検出（0.71未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.076未満

大沼小学校 2.83不検出（0.59未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.047未満

桜台小学校 3.06不検出（0.58未満） 不検出（0.70未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.053未満

橋本小学校 2.76不検出（0.52未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.046未満

横山小学校 3.29不検出（0.59未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.053未満

大野北小学校 2.79不検出（0.62未満） 不検出（0.49未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.040未満

すこやか保育園 3.19不検出（0.48未満） 不検出（0.76未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.051未満

相武台新日本保育園 3.91不検出（0.55未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.059未満

作の口小学校 3.05不検出（0.59未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.58未満） 不検出 0～0.047未満

陽光台小学校 2.94不検出（0.59未満） 不検出（0.49未満） 不検出（0.83未満） 不検出 0～0.045未満

上溝南小学校 3.07不検出（0.60未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.55未満） 不検出 0～0.041未満

上鶴間小学校 2.85不検出（0.59未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.83未満） 不検出 0～0.050未満

鶴の台小学校 2.58不検出（0.48未満） 不検出（0.71未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.046未満

千木良保育園 2.69不検出（0.56未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.55未満） 不検出 0～0.038未満

内郷保育園 3.22不検出（0.61未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.60未満） 不検出 0～0.045未満
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大島小学校 3.08 不検出（0.57未満） 不検出（0.50未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.043未満

田名北小学校 2.99 不検出（0.54未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.82未満） 不検出 0～0.052未満

弥栄小学校 2.99 不検出（0.51未満） 不検出（0.64未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.048未満

鹿島台小学校 2.73 不検出（0.61未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.042未満

せんだん保育園 3.55 不検出（0.61未満） 不検出（0.61未満） 不検出（0.56未満） 不検出 0～0.047未満

東橋本ひまわり保育園 3.36 不検出（0.57未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.046未満

緑台小学校 2.87 不検出（0.52未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.048未満

二本松小学校 3.43 不検出（0.60未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.056未満

青葉小学校 3.01 不検出（0.61未満） 不検出（0.84未満） 不検出（0.61未満） 不検出 0～0.054未満

淵野辺東小学校 2.64 不検出（0.60未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.046未満

鶴園小学校 2.96 不検出（0.56未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.050未満

くぬぎ台小学校 2.91 不検出（0.55未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.044未満

上溝保育園 3.59 不検出（0.42未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.056未満

新磯野保育園 3.61 不検出（0.47未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.052未満

宮上小学校 2.64 不検出（0.50未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.59未満） 不検出 0～0.038未満

新宿小学校 2.92 不検出（0.51未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.044未満

富士見小学校 2.89 不検出（0.56未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.049未満

双葉小学校 3.18 不検出（0.54未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.046未満

若草小学校 2.61 不検出（0.54未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.040未満

青野原保育園 3.28 不検出（0.56未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.051未満

津久井中央保育園 2.95 不検出（0.64未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.045未満

九沢小学校 3.02 不検出（0.57未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.048未満

当麻田小学校 2.73 不検出（0.58未満） 不検出（0.76未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.048未満

小山小学校 2.86 不検出（0.57未満） 不検出（0.76未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.049未満

大野台中央小学校 3.24 不検出（0.56未満） 不検出（0.60未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.052未満

谷口小学校 2.84 不検出（0.56未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.046未満

大野台保育園 3.57 不検出（0.59未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.054未満

6/27～7/3 若松小学校 2.88 不検出（0.52未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.047未満

藤野小学校 3.09 不検出（0.59未満） 不検出（0.75未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.052未満

中学校給食（Ａブロック） 2.97 不検出（0.85未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.81未満） 不検出 0～0.069未満

中学校給食（ＢＣブロック） 2.99 不検出（0.59未満） 不検出（0.49未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.058未満

もえぎ台小学校 3.22 不検出（0.55未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.59未満） 不検出 0～0.045未満

夢の丘小学校 3.25 不検出（0.55未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.049未満

友愛保育園 2.72 不検出（0.56未満） 不検出（0.48未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.036未満

松が枝保育園 3.28 不検出（0.56未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.055未満

むくどり風の丘保育園 2.51 不検出（0.59未満） 不検出（0.77未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.044未満

ひよこ保育園 3.94 不検出（0.52未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.057未満

くぬぎ台保育園 3.38 不検出（0.57未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.058未満

ふじSunSun保育園 3.24 不検出（0.48未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.45未満） 不検出 0～0.038未満

すすきの保育園 4.55 不検出（0.49未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.068未満

串川保育園 3.90 不検出（0.51未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.065未満

串川東部保育園 3.23 不検出（0.55未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.048未満

保育園モモ 2.55 不検出（0.57未満） 不検出（0.75未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.044未満

小さき花保育園 3.56 不検出（0.62未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.058未満

ひかり保育園 2.81 不検出（0.63未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.042未満

西橋本みたけ保育園 2.46 不検出（0.53未満） 不検出（0.64未満） 不検出（0.81未満） 不検出 0～0.040未満

和泉保育園 1.98 不検出（0.66未満） 不検出（0.55未満） 不検出（0.84未満） 不検出 0～0.030未満

マシュマロ保育園 3.49 不検出（0.53未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.59未満） 不検出 0～0.053未満

ナーサリースクールT&Y 2.40 不検出（0.60未満） 不検出（0.55未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.032未満

レイモンド橋本保育園 3.74 不検出（0.59未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.055未満

横山台保育園 3.85 不検出（0.59未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.85未満） 不検出 0～0.059未満

南大野太陽保育園 4.01 不検出（0.59未満） 不検出（0.60未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.059未満

みんなのとっぽ保育園 2.63 不検出（0.52未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.040未満

城山中央保育園 3.10 不検出（0.57未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.044未満

相原保育園 3.37 不検出（0.61未満） 不検出（0.60未満） 不検出（0.83未満） 不検出 0～0.053未満

ののはな文京保育園 2.91 不検出（0.56未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.041未満

第二ふたば園 3.47 不検出（0.61未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.81未満） 不検出 0～0.055未満

げんきっず保育園 2.95 不検出（0.46未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.044未満

6/12～6/18 6月19日

6/19～6/25 6月26日

6/26～7/2

7/3～7/9 7月10日

7月3日

6/5～6/11 6月13日

7/9～7/16 7月17日

7/17～7/23 7月24日

7/24～7/30 7月31日

7/31～8/6 8月7日

8/14～20 8月21日



平成25年度　給食用食材の放射能濃度の給食１食分検査　結果一覧

セシウム -134 セシウム- 137 合計

放射性セシウムの内
部被ばくの実効線量

（μSv）

放射性セシウム（Bq/kg)
提供期間 検査日 検査対象

合計重量
（kg）

放射性ヨウ素
ヨウ素 -131
(Bq/kg)

大野村いつきの保育園 2.00 不検出（0.62未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.031未満

千代田保育園 3.24 不検出（0.49未満） 不検出（0.54未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.043未満

ひよこ第3保育園 3.04 不検出（0.58未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.047未満

保育園東林間ジュニアクラブ 2.94 不検出（0.63未満） 不検出（0.78未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.050未満

保育園アリス 2.46 不検出（0.59未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.040未満

夜間保育所ドリーム 2.04 不検出（0.54未満） 不検出（0.52未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.027未満

RISSHO　KID'Sきらり 3.68 不検出（0.64未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.056未満

橋本りんご保育園 3.24 不検出（0.58未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.048未満

藤野南小学校 3.43 不検出（0.60未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.61未満） 不検出 0～0.054未満

田名小学校 2.97 不検出（0.53未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.61未満） 不検出 0～0.042未満

上溝小学校 2.98 不検出（0.62未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.59未満） 不検出 0～0.041未満

新磯小学校 3.44 不検出（0.63未満） 不検出（0.60未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.052未満

麻溝小学校 3.21 不検出（0.61未満） 不検出（0.53未満） 不検出（0.61未満） 不検出 0～0.043未満

田名保育園 2.62 不検出（0.63未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.56未満） 不検出 0～0.039未満

大沢小学校 3.02 不検出（0.58未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.050未満

星が丘小学校 2.48 不検出（0.60未満） 不検出（0.41未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.034未満

向陽小学校 2.83 不検出（0.57未満） 不検出（0.45未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.036未満

大野小学校 2.68 不検出（0.61未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.043未満

南大野小学校 3.19 不検出（0.60未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.049未満

エンゼル保育園 2.74 不検出（0.57未満） 不検出（0.79未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.046未満

ひまわり第２保育園 2.56 不検出（0.56未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.59未満） 不検出 0～0.039未満

清新学校給食センター 3.16 不検出（0.58未満） 不検出（0.55未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.046未満

城山学校給食センター 2.86 不検出（0.60未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.88未満） 不検出 0～0.048未満

津久井学校給食センター 2.99 不検出（0.60未満） 不検出（0.80未満） 不検出（0.81未満） 不検出 0～0.058未満

古淵保育園 3.71 不検出（0.49未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.053未満

9/20～9/27 旭小学校 2.47 不検出（0.52未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.042未満

淵野辺小学校 2.85 不検出（0.59未満） 不検出（0.55未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.044未満

谷口台小学校 2.78 不検出（0.57未満） 不検出（0.60未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.043未満

中央小学校 2.93 不検出（0.53未満） 不検出（0.79未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.054未満

相模台小学校 2.48 不検出（0.54未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.043未満

中野保育園 3.77 不検出（0.49未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.054未満

城山西部保育園 3.16 不検出（0.62未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.047未満

10/1～10/8 東林小学校 2.59 不検出（0.53未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.92未満） 不検出 0～0.050未満

相原小学校 3.01 不検出（0.64未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.052未満

清新小学校 2.72 不検出（0.56未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.046未満

光が丘小学校 3.00 不検出（0.52未満） 不検出（0.81未満） 不検出（0.80未満） 不検出 0～0.058未満

相武台小学校 3.13 不検出（0.51未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.049未満

たけのうち保育園 2.60 不検出（0.65未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.039未満

橋本小学校 3.00 不検出（0.69未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.048未満

横山小学校 3.34 不検出（0.57未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.051未満

大野北小学校 2.63 不検出（0.65未満） 不検出（0.81未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.048未満

大沼小学校 2.68 不検出（0.60未満） 不検出（0.70未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.047未満

桜台小学校 3.13 不検出（0.64未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.053未満

むくどり保育園 3.19 不検出（0.58未満） 不検出（0.70未満） 不検出（0.83未満） 不検出 0～0.054未満

星ヶ丘二葉園 3.04 不検出（0.59未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.046未満

作の口小学校 2.99 不検出（0.56未満） 不検出（0.70未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.051未満

田名北小学校 3.01 不検出（0.48未満） 不検出（0.76未満） 不検出（0.85未満） 不検出 0～0.058未満

上溝南小学校 2.92 不検出（0.77未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.045未満

上鶴間小学校 3.00 不検出（0.49未満） 不検出（0.47未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.041未満

鶴の台小学校 2.91 不検出（0.71未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.046未満

南上溝保育園 2.77 不検出（0.62未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.039未満

陽光台保育園 2.58 不検出（0.48未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.037未満

9/4～9/10 9月11日

9/10～9/17 9月18日

9/17～9/24 9月25日

10/15～10/22

10月2日

10月9日
10/2～10/8

10月16日10/8～10/15

9/25～10/1

9/24～10/1

10/16～10/22

10月23日

8/28～9/3 9月4日

8月28日8/21～27



平成25年度　給食用食材の放射能濃度の給食１食分検査　結果一覧

セシウム -134 セシウム- 137 合計

放射性セシウムの内
部被ばくの実効線量

（μSv）

放射性セシウム（Bq/kg)
提供期間 検査日 検査対象

合計重量
（kg）

放射性ヨウ素
ヨウ素 -131
(Bq/kg)

大島小学校 3.09 不検出（0.52未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.054未満

陽光台小学校 3.03 不検出（0.57未満） 不検出（0.52未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.046未満

弥栄小学校 3.06 不検出（0.59未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.80未満） 不検出 0～0.054未満

鹿島台小学校 2.74 不検出（0.69未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.80未満） 不検出 0～0.045未満

緑台小学校 3.08 不検出（0.65未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.052未満

ふじ乳児保育園 3.63 不検出（0.61未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.054未満

10/28～11/5 鶴園小学校 3.17 不検出（0.66未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.61未満） 不検出 0～0.047未満

二本松小学校 3.82 不検出（0.72未満） 不検出（0.53未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.054未満

青葉小学校 3.15 不検出（0.57未満） 不検出（0.50未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.045未満

淵野辺東小学校 2.38 不検出（0.59未満） 不検出（0.50未満） 不検出（0.60未満） 不検出 0～0.031未満

若草小学校 2.47 不検出（0.58未満） 不検出（0.50未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.034未満

星の子保育園 3.26 不検出（0.60未満） 不検出（0.61未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.046未満

清水保育園 2.49 不検出（0.60未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.81未満） 不検出 0～0.040未満

宮上小学校 2.96 不検出（0.67未満） 不検出（0.53未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.044未満

新宿小学校 2.65 不検出（0.62未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.042未満

富士見小学校 2.79 不検出（0.70未満） 不検出（0.60未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.044未満

双葉小学校 3.05 不検出（0.56未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.051未満

くぬぎ台小学校 2.94 不検出（0.51未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.61未満） 不検出 0～0.045未満

新磯保育園 2.97 不検出（0.56未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.047未満

麻溝保育園 3.52 不検出（0.52未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.052未満

九沢小学校 2.91 不検出（0.61未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.044未満

当麻田小学校 2.98 不検出（0.58未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.82未満） 不検出 0～0.053未満

小山小学校 2.87 不検出（0.49未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.046未満

大野台中央小学校 2.96 不検出（0.54未満） 不検出（0.70未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.050未満

谷口小学校 3.19 不検出（0.48未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.62未満） 不検出 0～0.048未満

若松小学校 2.93 不検出（0.56未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.051未満

東林保育園 3.53 不検出（0.49未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.056未満

藤野小学校 2.97 不検出（0.60未満） 不検出（0.54未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.041未満

もえぎ台小学校 3.22 不検出（0.54未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.053未満

夢の丘小学校 3.18 不検出（0.53未満） 不検出（0.79未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.060未満

中学校給食（Eブロック） 3.02 不検出（0.61未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.068未満

中学校給食（Dブロック） 3.13 不検出（0.52未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.063未満

たけの子保育園 3.43 不検出（0.56未満） 不検出（0.69未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.053未満

YMCAオベリン保育園 2.56 不検出（0.50未満） 不検出（0.55未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.036未満

麻溝小学校 3.11 不検出（0.49未満） 不検出（0.55未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.048未満

藤野南小学校 3.24 不検出（0.58未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.049未満

田名小学校 2.81 不検出（0.52未満） 不検出（0.53未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.040未満

上溝小学校 2.88 不検出（0.50未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.044未満

新磯小学校 3.39 不検出（0.55未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.62未満） 不検出 0～0.051未満

保育園ピノ 5.96 不検出（0.60未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.092未満

こどもきらきら保育園 2.65 不検出（0.60未満） 不検出（0.42未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.034未満

大沢小学校 2.96 不検出（0.61未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.049未満

向陽小学校 2.73 不検出（0.59未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.040未満

大野小学校 2.74 不検出（0.53未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.047未満

南大野小学校 3.57 不検出（0.50未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.062未満

星が丘小学校 2.72 不検出（0.59未満） 不検出（0.54未満） 不検出（0.88未満） 不検出 0～0.044未満

谷口保育園 3.42 不検出（0.52未満） 不検出（0.47未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.047未満

大沼保育園 2.65 不検出（0.57未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.79未満） 不検出 0～0.040未満

11/20～11/2611月27日

11/27～12/3 12月4日

12/4～12/1012月11日

11/13～11/1911月20日

10/23～10/2910月30日

11月6日
10/29～11/5

11/6～11/1211月13日



平成25年度　給食用食材の放射能濃度の給食１食分検査　結果一覧

セシウム -134 セシウム- 137 合計

放射性セシウムの内
部被ばくの実効線量

（μSv）

放射性セシウム（Bq/kg)
提供期間 検査日 検査対象

合計重量
（kg）

放射性ヨウ素
ヨウ素 -131
(Bq/kg)

清新学校給食センター 2.90 不検出（0.55未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.049未満

城山学校給食センター 2.99 不検出（0.51未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.047未満

津久井学校給食センターＡ 2.88 不検出（0.55未満） 不検出（0.80未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.054未満

津久井学校給食センターＢ 2.91 不検出（0.52未満） 不検出（0.80未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.052未満

相模原保育園 4.65 不検出（0.64未満） 不検出（0.51未満） 不検出（0.74未満） 不検出 0～0.064未満

中央小学校 2.83 不検出（0.52未満） 不検出（0.53未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.041未満

相模台小学校 2.74 不検出（0.51未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.045未満

谷口台小学校 2.91 不検出（0.56未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.044未満

淵野辺小学校 2.91 不検出（0.57未満） 不検出（0.81未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.052未満

旭小学校 2.55 不検出（0.58未満） 不検出（0.71未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.044未満

たけのこ第２保育園 3.43 不検出（0.55未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.048未満

さいわい保育園 3.73 不検出（0.57未満） 不検出（0.61未満） 不検出（0.58未満） 不検出 0～0.050未満

相原小学校 3.06 不検出（0.61未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.62未満） 不検出 0～0.047未満

清新小学校 2.75 不検出（0.49未満） 不検出（0.45未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.038未満

光が丘小学校 3.13 不検出（0.51未満） 不検出（0.56未満） 不検出（0.76未満） 不検出 0～0.048未満

東林小学校 2.52 不検出（0.52未満） 不検出（0.65未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.039未満

相武台小学校 3.18 不検出（0.52未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.80未満） 不検出 0～0.056未満

麻溝台保育園 3.77 不検出（0.61未満） 不検出（0.61未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.055未満

相武台保育園 2.76 不検出（0.52未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.040未満

大沼小学校 2.69 不検出（0.61未満） 不検出（0.52未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.038未満

桜台小学校 3.20 不検出（0.46未満） 不検出（0.82未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.060未満

横山小学校 3.35 不検出（0.57未満） 不検出（0.73未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.059未満

橋本小学校 2.75 不検出（0.66未満） 不検出（0.54未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.040未満

大野北小学校 2.80 不検出（0.49未満） 不検出（0.61未満） 不検出（0.68未満） 不検出 0～0.043未満

大沢保育園 2.84 不検出（0.70未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.60未満） 不検出 0～0.038未満

1/29～2/2、2/4 上矢部保育園 2.12 不検出（0.53未満） 不検出（0.59未満） 不検出（0.77未満） 不検出 0～0.032未満

作の口小学校 3.20 不検出（0.69未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.88未満） 不検出 0～0.056未満

陽光台小学校 2.78 不検出（0.60未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.67未満） 不検出 0～0.044未満

上溝南小学校 3.04 不検出（0.59未満） 不検出（0.79未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.054未満

上鶴間小学校 3.06 不検出（0.70未満） 不検出（0.60未満） 不検出（0.68未満） 不検出 0～0.047未満

鶴の台小学校 2.97 不検出（0.56未満） 不検出（0.68未満） 不検出（0.88未満） 不検出 0～0.054未満

大島小学校 2.35 不検出（0.52未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.038未満

田名北小学校 2.91 不検出（0.60未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.84未満） 不検出 0～0.052未満

弥栄小学校 3.25 不検出（0.57未満） 不検出（0.63未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.049未満

鹿島台小学校 2.73 不検出（0.61未満） 不検出（0.42未満） 不検出（0.71未満） 不検出 0～0.035未満

緑台小学校 2.59 不検出（0.55未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.044未満

青葉小学校 3.17 不検出（0.58未満） 不検出（0.76未満） 不検出（0.82未満） 不検出 0～0.060未満

鶴園小学校 2.91 不検出（0.73未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.044未満

くぬぎ台小学校 2.89 不検出（0.60未満） 不検出（0.72未満） 不検出（0.65未満） 不検出 0～0.048未満

淵野辺東小学校 2.39 不検出（0.56未満） 不検出（0.58未満） 不検出（0.70未満） 不検出 0～0.036未満

二本松小学校 3.64 不検出（0.56未満） 不検出（0.77未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.068未満

宮上小学校 2.81 不検出（0.62未満） 不検出（0.76未満） 不検出（0.87未満） 不検出 0～0.054未満

新宿小学校 3.15 不検出（0.59未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.69未満） 不検出 0～0.051未満

富士見小学校 3.07 不検出（0.58未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.72未満） 不検出 0～0.047未満

双葉小学校 2.75 不検出（0.62未満） 不検出（0.62未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.041未満

若草小学校 3.07 不検出（0.68未満） 不検出（0.74未満） 不検出（0.66未満） 不検出 0～0.052未満

1/15～1/21 1月22日

1/22～1/28 1月29日

1/29～2/4
2月5日

12/11～12/1712月18日

3月5日2/26～3/4

2月12日2/4～2/10

2月19日2/12～2/18

2月26日2/19～2/25



平成25年度　給食用食材の放射能濃度の給食１食分検査　結果一覧

セシウム -134 セシウム- 137 合計

放射性セシウムの内
部被ばくの実効線量

（μSv）

放射性セシウム（Bq/kg)
提供期間 検査日 検査対象

合計重量
（kg）

放射性ヨウ素
ヨウ素 -131
(Bq/kg)

九沢小学校 2.95 不検出（0.61未満） 不検出（0.64未満） 不検出（0.83未満） 不検出 0～0.051未満

当麻田小学校 2.98 不検出（0.53未満） 不検出（0.71未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.053未満

小山小学校 3.20 不検出（0.60未満） 不検出（0.57未満） 不検出（0.73未満） 不検出 0～0.049未満

大野台中央小学校 3.24 不検出（0.51未満） 不検出（0.80未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.061未満

谷口小学校 3.74 不検出（0.65未満） 不検出（0.71未満） 不検出（0.75未満） 不検出 0～0.065未満

若松小学校 2.90 不検出（0.66未満） 不検出（0.67未満） 不検出（0.63未満） 不検出 0～0.045未満

夢の丘小学校 2.88 不検出（0.53未満） 不検出（0.82未満） 不検出（0.64未満） 不検出 0～0.051未満

もえぎ台小学校 2.91 不検出（0.54未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.83未満） 不検出 0～0.051未満

中学校給食（Ｄブロック） 3.23 不検出（0.54未満） 不検出（0.70未満） 不検出（0.57未満） 不検出 0～0.067未満

中学校給食（Ｂ・Ｃブロック） 3.15 不検出（0.56未満） 不検出（0.66未満） 不検出（0.78未満） 不検出 0～0.071未満

藤野小学校 2.66 不検出（0.53未満） 不検出（0.53未満） 不検出（0.57未満） 不検出 0～0.035未満

・5月1日検査分の各学校給食センターの対象は次のとおりです。
　清新学校給食センター：共和小学校、大野台小学校、並木小学校
　城山学校給食センター：川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校、桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校
　　　　　　　 　　   　 　　　　（相模丘中学校、中沢中学校）
　津久井学校給食センター：中野小学校、根小屋小学校、串川小学校、津久井中央小学校、鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校
　　　　　　　　　    　 　　　　　（中野中学校、串川中学校、鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校）

・12月１8日検査分の各学校給食センターの対象は次のとおりです。
　清新学校給食センター　：共和小学校、大野台小学校、並木小学校
　城山学校給食センター　：川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校、桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校
　津久井学校給食センター　A：中野小学校、根小屋小学校、串川小学校、津久井中央小学校　（中野中学校、串川中学校）
　津久井学校給食センター　B：鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校　（鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校）

3月12日3/5～3/11

3月19日3/12～3/18


