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我孫子市産農産物などの放射性物質検査結果（平成24年6月16日～7月13日）

我孫子市産農産物（農政課☎7185-1481） 放射性セシウム検出せず
赤しそ、甘とうがらし、いんげん4検体、うり、えごまの葉、えだまめ16検体、お
かひじき2検体、オクラ5検体、かぼちゃ8検体、カリフラワー、キウイ、キャベツ
3検体、きゅうり6検体、くうしん菜2検体、こまつな3検体、ししとう、じゃがい
も18検体、スイートコーン10検体、すいか3検体、ズッキーニ、ターサイ、たまね
ぎ9検体、とうがらし2検体、トマト5検体、なす10検体、にんじん5検体、にんに
く2検体、ねぎ、根しょうが2検体、うり、葉しょうが2検体、バジル、パプリカ2検体、
ピーマン、ブルーベリー、ブロッコリー、ほうれんそう、ミニトマト3検体、メロ
ン2検体、モロヘイヤ2検体、らっきょう

保育園給食食材（保育課☎7185-1490） 放射性セシウム検出せず
じゃがいも3検体（我孫子市・千葉県・長崎県産）、なす4検体（我孫子市・千葉県・
群馬県産）、きゅうり8検体（我孫子市・千葉県・茨城県・栃木県・秋田県産）、牛
乳4検体（神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・青森県産の原乳）など計50検体

あらき園給食食材（あらき園☎7185-2459） 放射性セシウム
玉ねぎ（兵庫県産）、にんじん（千葉県産） 検出せず

品目 放射性セシウム134 放射性セシウム137
うめ 検出せず 9.13
うめ 9.28 23.63

品目 採取日 放射性セシウム134 放射性セシウム137
小麦 6月25日 検出せず 検出せず
小麦 6月25日 検出せず 2.52
小麦 6月25日 検出せず 検出せず

えだまめ 6月26日 検出せず 検出せず
さやいんげん 6月26日 検出せず 検出せず
スイートコーン 7月3日 検出せず 検出せず

品目 基準値超検体数 放射性セシウム134・137合計
乾燥ドクダミ 1検体 356
マブナ※ 1検体 248
ほし柿 1検体 194

うめジュース（注） 1検体 46

漁場 品目 採取日 放射性セシウム134 放射性セシウム137

手賀沼
モツゴ 6月23日 15 30
ギンブナ 6月23日 91 150

利根川（香取市）

テナガエビ 6月23日 検出せず 7.7
ウナギ 6月27日 24 38
ウナギ 6月28日 27 41
テナガエビ 7月6日 6.8 8.7

こども発達センター給食食材
（こども発達センター☎7188-0472） 放射性セシウム

玉ねぎ（兵庫県産）、にんじん（青森県産） 検出せず

学校給食食材（学校教育課☎7185-1267） 放射性セシウム検出せず
えだまめ(千葉県産)、にぼし(千葉県産)、メロン(茨城県産)、えのき茸(新潟県産)、
いか(青森県産)など計113検体

　市の簡易型放射性物質分析機器で、我孫子市産農産物や小・中学校、保育園などの
給食食材を検査した結果を次のとおりお知らせします。（単位：ベクレル/㎏）
●放射性セシウム基準値（放射性セシウム134・137の合計値）…一般食品：100ベク
　レル/㎏、飲料水：10ベクレル/㎏、牛乳・乳児用食品：50ベクレル/㎏
●「検出せず」とは、放射性セシウム134、放射性セシウム137が検出限界値未満であ
　ることを示します。
●検出限界値…検体の種類等によって異なります。詳しくは市ホームページをご覧く
　ださい。

◎給食一食まるごと検査…検出せず
6月11日…湖北台東小、新木小、並木小、布佐南小、全中学校、6月12日…我孫子第二小、
我孫子第三小、我孫子第四小、湖北小、布佐小、湖北台西小、高野山小、6月13日…我
孫子第一小、根戸小、6月14日…全小・中学校

◎給食一食まるごと検査…検出せず
6月19日…アンジェリカ保育園、めばえの森保育園、6月20日…並木保育園、つくし
野保育園、双葉保育園、湖北保育園、6月21日…寿保育園、緑保育園、6月26日…川村
学園女子大学附属保育園、6月27日…慈紘保育園、白鳳保育園、7月4日…双葉保育園、
7月10日…ぽけっとランドあびこ保育園、めばえの森保育園、7月11日…アンジェリ
カ保育園、天王台双葉保育園
◎給食一週間分まるごと検査…検出せず
6月20日～26日…東あびこ保育園、湖北台保育園、6月21日～27日…並木保育園、根
戸保育園、6月27日～7月3日…緑保育園、つくし野保育園、6月28日～7月4日…湖
北台保育園、寿保育園、7月4日～10日…東あびこ保育園、根戸保育園、7月5日～11
日…並木保育園、つくし野保育園

◎給食一週間分まるごと検査…検出せず
6月18日～22日…我孫子第一小、我孫子第二小、我孫子第三小、我孫子第四小、布佐小、
湖北台西小、根戸小、布佐南小、新木小、湖北小、高野山小、湖北台東小、並木小、我
孫子中、湖北台中、6月18日～20日・22日…湖北中、布佐中、久寺家中、白山中、6
月23日・26日～29日…湖北台東小、新木小、6月25日～29日…我孫子第一小、我孫
子第二小、我孫子第三小、我孫子第四小、湖北小、布佐小、湖北台西小、高野山小、根
戸小、並木小、我孫子中、湖北中、布佐中、久寺家中、白山中、6月25日～27日・29
日…湖北台中、6月26日～29日…布佐南小、6月30日・7月3日～6日…湖北小、7月
2日～6日…我孫子第一小、我孫子第二小、我孫子第四小、布佐小、湖北台西小、高野
山小、根戸小、湖北台東小、7月3日～6日…我孫子第三小

（注）この検査において、飲料水の基準値である10ベクレルより確実に低いかどうか判断することはでき
ませんが、自家消費用の梅などで飲料物を作られている方はご注意ください。

※古利根沼で捕れたもの。古利根沼で釣りをする方は、釣り上げたものを食べることは控えていただく
とともに、持ち帰る場合はほかの河川などに放流しないようお願いします。

◎給食一食まるごと検査　7月13日…検出せず

No.4

測定者数
（人）

放射性セシウム 137
（人）

放射性セシウム 134
（人）

検出された方の預託実効
線量 (注 )

検出せず
※ 1 検出 検出せず

※ 1 検出 0.1mSv
未満

0.1 ～ 1mSv
未満

1mSv
以上

妊婦 5 5 0 5 0 − − −

乳児（0歳） 0 0 0 0 0 − − −

幼児（1歳以上入学前） 28 27 1※ 2 28 0 1※ 2 − −

小学生 34 33 1※ 2 34 0 1※ 2 − −

中学生 5 5 0 5 0 − − −

高校生相当 0 0 0 0 0 − − −

合計 72 70 2 72 0 2 − −

　市では、妊婦または高校生相当までの年齢にある子どもを対象に、ホールボディカウ
ンタによる内部被ばく線量測定費用の一部を助成しています。放射能プレミアムドッ
クセンターまたは高輪クリニックで内部被ばく線量の測定を受ける場合、助成金の受取
方法は、指定口座への振込みのほかに、助成券による受取を選択出来ます。助成券によ
る場合は測定日の7日前までに申請してください。この制度を利用して、これまでに測
定を受けた方の結果は次のとおりです。
　健康づくり支援課☎7185−1126

　市内の全保育園・幼稚園・小・中学校で、毎日24時間の積算放射線量を測定
し、子どもが実際に受ける年間の放射線量を推計しています。平成23年9月1
日から平成24年7月18日まで（321日間）の測定結果では、全ての施設で文部科
学省の目標値である1ミリシーベルトを超えませんでした。各施設の測定結果
については、市ホームページをご覧ください。 　保育園・幼稚園…保育課☎
7185−1490、小・中学校…学校教育課☎7185−1268

※１　「検出せず」とは、測定機器の「検出限界値以下」を表しています。また、検出
限界値は、被測定者の体重、年齢、測定時間などの条件によって異なります。
※2　幼児（1名）から6.04ベクレル/kg、小学生（1名）から4.55ベクレル/kg検出さ
れましたが、いずれも預託実効線量は0.1ミリシーベルト未満で、幼児が0.0130ミ
リシーベルト、小学生が0.0207ミリシーベルトでした。
参考：福島県が実施した福島県の住民45,694人に対する内部被ばく検査における
預託実効線量は、1ミリシーベルト未満が45,668人、1ミリシーベルトが14人、2
ミリシーベルトが10人、3ミリシーベルトが2人で、「全員、健康に影響が及ぶ数値
ではありませんでした」と公表されています。
（注）預託実効線量…体内に取り込まれた放射性物質により、長期間にわたって人体
が受ける内部被ばくの影響を評価する基準として、摂取後、大人は50年、子どもは70
歳になるまでに受ける線量を最初の1年間で受けた（預託）として計算される量です。

　214検体中、基準値を超える放射性セシウムが検出された以下の4検体はすべて自家
消費用（自家採取・自家栽培など）であり、市場に流通しているものではありません。
ご自宅などで栽培したものを食用にしている方は、検査をお勧めします。検査を希望
する方は、事前に㈱セレス（☎7186-4311）にご連絡ください（検査費無料）。なお、詳
しい検査結果は市ホームページをご覧ください。 　商工観光課☎7185−1475

　現在、手賀沼・手賀川（支流を含む）で捕れるギンブナについては、原子力災害対策
本部長から出荷制限の指示が出されています。また、手賀沼のギンブナを除くすべて
の魚種については、引き続き出荷が自粛されています。なお、利根川については、テ
ナガエビを除くすべての魚種について出荷が自粛されています。詳しくは、千葉県の
ホームページをご覧ください。（単位：ベクレル/㎏）
　農政課☎7185-1481

放射能対策ニュース

ホールボディカウンタ測定結果（平成24年4月1日～7月10日）

学校などで受ける年間放射線量の推計値

市民が持ち込んだ食品などの放射性物質簡易検査
（平成24年6月16日～7月13日・214検体）

千葉県が実施した放射性物質検査
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