
【検査結果】

○認可保育園給食（牛乳を除いて給食の主菜や副菜等をすべて混ぜたもの）

結果 検出下限値 結果 検出下限値 結果 検出下限値

東野川保育園みんなの家

駒井町みんなの家

○認可保育園で扱っている牛乳

結果 検出下限値 結果 検出下限値 結果 検出下限値

※保育園により重複した牛乳があるため、上記７園７種類で18園分

（参考）

飲料水 10 Bq/kg

牛乳 50 Bq/kg

乳児用食品 50 Bq/kg

一般食品 100 Bq/kg

　・　平成24年３月15日　食安発第0315第１号による基準値

　・　半減期が短く、既に検出が認められない放射性ヨウ素について基準値は設定されていません。

　・　乳製品は一般食品に含まれます。

　・　乳児の年齢については、児童福祉法等に準じて「１歳未満」をその対象とします。

放射性セシウム 放射性セシウム
（I - 131） （Cs - 134） （Cs - 137）

認可保育園等給食（調理済み）の放射性物質検査結果について（第１回）

【検査機関】　一般財団法人　東京顕微鏡院

【検査方法】　ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

回 品目（献立） 主な食材 園名 喫食日

検査結果（放射性物質濃度）　（単位：Ｂｑ／ｋｇ）

放射性ヨウ素

・ピースごはん
・かぼちゃのいため煮
・鮭と根菜のみそ汁
・果物

米　ちくわ　鮭　ヨーグルト　グリンピース　かぼちゃ
玉ねぎ　いんげん　大根　人参　ごぼう　ねぎ　しょう
が　いちご　りんご　オレンジ

駒井保育園

平成31年4月10日

不検出 0.6 不検出 0.5 不検出 0.5

駄倉保育園 不検出 0.4 不検出 0.6 不検出 0.6

0.7三島保育園 不検出 0.6 不検出 0.8 不検出

平成31年4月9日

不検出 0.6 不検出 0.6 不検出 0.7

不検出 0.7 不検出 0.8

・ソフトフランスパン
・春雨スープ
・ガーリックチキン
チーズポテト/ミニトマト
・果物

小麦粉　鶏もも肉　ベーコン　春雨　玉ねぎ　人参
チンゲン菜　干し椎茸　にんにく　じゃが芋　ピーマ
ン　コーン　チーズ　ミニトマト　いちご

狛江保育園 平成31年4月9日 不検出 0.8

・五目うどん
・春野菜サラダ
・果物

うどん　鶏肉　ツナ　人参　長ねぎ　ほうれん草
コーン　きゃべつ　アスパラ　きゅうり　バナナ　オレ
ンジ

多摩川保育園 平成31年4月9日 不検出 0.6

不検出 0.8 不検出 0.9

0.9

・中華丼
・春野菜のマヨネーズ和え
・スープ
・果物

胚芽米　片栗粉　豚肉　ハム　きゃべつ　白菜　人
参 もやし　チンゲン菜　玉ねぎ　きゅうり　たけのこ
しめじ　　生わかめ　グレープフルーツ

虹のひかり保育園 平成31年4月10日 不検出 0.7 不検出 0.6 不検出 0.7

・春の元気カレー
・大豆のフレッシュサラダ
・アスパラの塩ゆで
・果物

胚芽米　上新粉　豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　にんにく
人参　しょうが　きゃべつ　セロリー　切り干し大根
レーズン　りんご　トマト缶　大豆　きゅうり　トマト
グリーンアスパラ 　いちご

狛江子どもの家 平成31年4月10日 不検出 0.7 不検出 0.6 不検出

0.8

・食パン
・ブロッコリーのチーズ焼き
・さつま芋サラダ
・トマトスープ

食パン　鶏肉　ツナ缶　チーズ　さつま芋　ブロッコ
リー　ホールコーン　玉ねぎ　人参　きゅうり　しめじ
トマト缶

平成31年4月9日 不検出 0.5 不検出 0.5 不検出 0.8

・焼きそば
・ツナじゃが
・果物

中華麺　豚肉　あおさ　ツナフレーク　きゃべつ　玉
ねぎ　人参　ピ―マン　グリンピ－ス　じゃが芋　バ
ナナ

ぎんきょう保育園 平成31年4月10日 不検出 0.7 不検出 0.6 不検出

1.0

・味噌ラーメン
・中華きゅうり
・果物

中華麺　豚肉　コーン　もやし　ねぎ　きゃべつ　人
参　にんにく　きゅうり　しょうが　玉ねぎ　ピーマン

めぐみの森保育
園

平成31年4月9日 不検出 0.6 不検出 0.7 不検出 0.7

・グリンピースごはん
・和風豆乳シチュー3
・切干大根のサラダ
・果物

胚芽米　米粉　鶏もも肉　しらす干し　じゃが芋　玉
ねぎ　グリンピース　人参　ほうれん草　しめじ　きゃ
べつ　きゅうり　切り干し大根　りんご

ベネッセ狛江南
保育園

平成31年4月11日 不検出 0.7 不検出 0.8 不検出

0.7

・ごはん
・白菜の味噌汁
・ひじきと大豆の炒め煮
・果物

米　片栗粉　さわら　じゃが芋　油揚げ　大豆　白菜
玉ねぎ　人参　えのき　ひじき　りんご

グローバルキッ
ズ狛江園

平成31年4月9日 不検出 0.5 不検出 0.6 不検出 0.5

・パン
・鶏肉のケチャプ煮
・カリフラワーのスープ
・サンフルーツ

ロールパン　マカロニ　鶏肉　玉ねぎ　ブロッコリー
ホールトマト　カリフラワー　きゃべつ　赤ピーマン
サンフルーツ

いずみ保育園 平成31年4月10日 不検出 0.5 不検出 0.6 不検出

狛江ちとせ保育
園

平成31年4月10日 不検出 0.5 不検出 0.6 不検出 0.7

・マーボー丼
・すまし汁
・春雨和風サラダ
・トマト

米　片栗粉　豚挽肉　木綿豆腐　長ねぎ　しょうが
グリンピース　大根　わかめ　はるさめ　人参　きゅう
り　コーン　トマト

アスク岩戸北保
育園

平成31年4月10日 不検出 0.5 不検出 0.6 不検出

1

牛乳 牛乳 藤塚保育園 平成31年4月9日 不検出 0.7 不検出

牛乳 牛乳 狛江保育園 平成31年4月9日 不検出 0.6

牛乳 牛乳 駒井保育園 平成31年4月10日

不検出

牛乳 牛乳
アスク岩戸北保

育園
平成31年4月10日 不検出

0.7 不検出 0.6

回 品目（献立） 食材 園名 喫食日

検査結果（放射性物質濃度）　（単位：Ｂｑ／ｋｇ）

放射性ヨウ素

1

・ミートソーススパゲティ
・スィートサラダ
・白菜スープ

スパゲティ　豚挽肉　チーズ　玉ねぎ　ピーマン
マッシュルーム　ホールトマト　にんにく　さつま芋
にんにく　さつま芋　人参　きゅうり　白菜　長ねぎ
豆苗

藤塚保育園

・ごはん
・さんまの塩焼き
・鶏肉と根菜の煮物
小松菜と人参のごま白和え
・みそ汁
・果物

米　さんま　しらす　鶏肉　豆腐　里芋　すりごま　ご
ぼう　大根　しいたけ　小松菜　人参　わかめ　なめ
こ　さやえんどう　果物

パイオニアキッズ
西野川園

平成31年4月9日 不検出 0.6 不検出

0.5

・玄米ご飯
・鮭カレー風味焼き
・ポテトサラダ
・みそ汁

玄米　精白米　片栗粉　鮭　じゃが芋　きゅうり　赤
パプリカ　黄パプリカ　きゃべつ　人参　ごぼう

0.9 不検出 0.8

放射性セシウム 放射性セシウム
（I - 131） （Cs - 134） （Cs - 137）

不検出 0.7 不検出 0.8不検出 0.6

0.8

0.8 不検出 0.8

牛乳 牛乳 狛江子どもの家 平成31年4月10日 不検出 0.7 不検出 0.8 不検出 0.8

牛乳 牛乳 ベネッセ狛江南保育園 平成31年4月10日 不検出 0.6 不検出 0.8 不検出

0.6

0.6

放射性セシウム

不検出 0.7 不検出 0.5

核種 食品群 基準値 単位

不検出 0.6牛乳 牛乳
グローバルキッ

ズ狛江園
平成31年4月10日 不検出 0.6 不検出

0.6

・チャーハン
・照り焼き肉団子
・ブロッコリーのごま風味サラダ
・中華スープ

精白米　鶏肉　豚肉　肉団子　片栗粉　卵　豆腐
わかめ　玉ねぎ　人参　ブロッコリー

いずみの森保育
園

平成31年3月12日 不検出 0.5 不検出 0.7 不検出


