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 （７）プールの水の放射能測定結果一覧 

ア．一次測定結果 
＜小学校 3 校 中学校 2 校＞               測定機関：中外テクノス（株） 

測定施設 所在地 採水日 
分析結果（ﾍﾞｸﾚﾙ／㎏） 

ヨウ素 131 セシウム134 セシウム137 

池袋第一小学校 上池袋 4-28-1 

6月 20日 不検出 不検出 不検出 

7月 11日 不検出 不検出 不検出 

8 月 8 日 不検出 不検出 不検出 

駒込中学校 駒込 4-5-1 

6月 20日 不検出 不検出 不検出 

7月 11日 不検出 不検出 不検出 

8 月 8 日 不検出 不検出 不検出 

朋有小学校 東池袋 4-40-1 

6月 27日 不検出 不検出 不検出 

7月 11日 不検出 不検出 不検出 

8 月 8 日 不検出 不検出 不検出 

長崎小学校 長崎 2-6-3 

6月 27日 不検出 不検出 不検出 

7月 11日 不検出 不検出 不検出 

8 月 8 日 不検出 不検出 不検出 

千登世橋中学校 目白 1-1-1 

6月 27日 不検出 不検出 不検出 

7月 11日 不検出 不検出 不検出 

8 月 8 日 不検出 不検出 不検出 

※ 「不検出」：6 月の測定結果については 20 ベクレル／kg 未満 

7・8 月の測定結果については 6 ベクレル／kg 未満 

 

【参考９】 

第一次測定施設の測定場所 
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イ． 二次測定結果 

＜小学校 19 校 中学校 6 校＞               測定機関：中外テクノス（株） 

測定施設 所在地 採水日 
分析結果（ﾍﾞｸﾚﾙ／㎏） 

ヨウ素 131 セシウム134 セシウム 137 

仰高小学校 駒込 5-1-19 

7月12日 

不検出 不検出 不検出 

駒込小学校 駒込 3-13-1 不検出 不検出 不検出 

巣鴨小学校 南大塚 1-24-10 不検出 不検出 不検出 

清和小学校 巣鴨 3-14-1 不検出 不検出 不検出 

西巣鴨小学校 西巣鴨 1-27-1 不検出 不検出 不検出 

池袋第二小学校 池袋本町 1-43-1 不検出 不検出 不検出 

池袋第三小学校 西池袋 3-14-3 不検出 不検出 不検出 

文成小学校 池袋本町 4-36-1 不検出 不検出 不検出 

南池袋小学校 南池袋 3-18-12 不検出 不検出 不検出 

高南小学校 高田 2-12-7 不検出 不検出 不検出 

目白小学校 目白 2-11-6 不検出 不検出 不検出 

高松小学校 高松 2-57-22 不検出 不検出 不検出 

さくら小学校 長崎 6-16-1 不検出 不検出 不検出 

千早小学校 千早 3-33-5 不検出 不検出 不検出 

西巣鴨中学校 南大塚 3-18-1 不検出 不検出 不検出 

池袋中学校 池袋本町 4-5-24 不検出 不検出 不検出 

明豊中学校 長崎 5-31-29 不検出 不検出 不検出 

 朝日小学校 巣鴨 5-33-1 

7月13日 

不検出 不検出 不検出 

池袋小学校 池袋 4-23-8 不検出 不検出 不検出 

要小学校 要町 2-3-20 不検出 不検出 不検出 

椎名町小学校 南長崎 4-30-5 不検出 不検出 不検出 

 富士見台小学校 南長崎 1-10-5 不検出 不検出 不検出 

巣鴨北中学校 西巣鴨 3-17-1 不検出 不検出 不検出 

西池袋中学校 目白 5-24-12 不検出 不検出 不検出 

千川中学校 高松 1-9-21 不検出 不検出 不検出 

※ 「不検出」： 6 ベクレル／kg 未満 
 

【参考１０】 

プールの水の測定値について 

プールの水について、測定の基準値がないため、以下に示す指標値を参考にしている。 

◇ 原子力安全委員会の定めた飲食物摂取制限に関する指標のうち、飲料水に関する

指標値 ＜放射性ヨウ素 300 ベクレル/kg、放射性セシウム 200 ベクレル/kg＞ 

なお、厚生労働省により、平成 24 年 4 月に設定された「食品中の放射性物質の

新たな基準値」における「飲料水」の放射性セシウムの基準値は 10 ベクレル/kg

である。 
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 （８）土壌・砂場の放射能測定結果一覧 

試料採取日：7 月 11 日       採取・分析機関： 中外テクノス（株） 

測定施設 種別 
分析結果（ﾍﾞｸﾚﾙ／㎏） 

ヨウ素 131 セシウム 134 セシウム 137 

池袋第一小学校 

(上池袋 4-28-1) 

土壌 

(校庭) 

不検出 

(検出下限値 13) 
 64  83 

砂場 
不検出 

(検出下限値 16) 
131 134 

長崎小学校 

(長崎 2-6-3) 

土壌 

(校庭) 

(※) 

不検出 

(検出下限値 16) 
121 143 

砂場 
不検出 

(検出下限値 12) 

不検出 

(検出下限値 11) 

不検出 

(検出下限値 11) 

駒込中学校 

(駒込 4-5-1) 

土壌 

(校庭) 

不検出 

(検出下限値 15) 
135 156 

砂場 
不検出 

(検出下限値 16) 
106 119 

千登世橋中学校 

(目白 1-1-1) 

土壌 

(校庭） 

不検出 

(検出下限値 15) 
 65  72 

砂場 
不検出 

(検出下限値 12) 
 44  51 

西巣鴨幼稚園 

(西巣鴨 2-14-11 

土壌 

(花壇) 

不検出 

(検出下限値 33) 
403 457 

砂場 
不検出 

(検出下限値 14) 
 20  33 

朋有小学校 

(東池袋 4-40-1) 
砂場 

不検出 

(検出下限値 13) 
 14  13 

池袋第二保育園 

(池袋本町 3-4-5) 

土壌 

(園庭) 

不検出 

(検出下限値 15) 
 86 105 

目白第二保育園 

(目白 2-23-9) 
砂場 

不検出 

(検出下限値 15) 
129 123 

雑司が谷公園 

(雑司が谷 2-11-8) 

土壌 

(広場) 

不検出 

(検出下限値 15) 
 59  84 

※ 長崎小学校の土壌は、芝生を含んだ試料で測定 
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【参考１１】 

土壌・砂場の測定値について 

土壌や砂場に関して測定の基準値が定められていないが、放射性セシウムにつ

いて、参考として以下の指標値、上限値がある。 

     ◇ 農林水産省原子力災害対策本部の稲の作付けに関する考え方における土 

壌中放射性セシウム濃度の上限値     5,000 ベクレル／㎏ 

   ◇ 原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値（野菜類、穀類、 

肉、卵、魚、その他）           500 ベクレル／㎏ 
 

なお、厚生労働省により、平成 24 年 4 月に設定された「食品中の放射性

物質の新たな基準値」における、放射性セシウムの基準値について、「一般食

品」は、100 ベクレル／㎏である。また、乳児用食品は 50 ベクレル／㎏とな

っている。 

 

 
 
 

【参考１２】 

測定施設の結果及び場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池袋第一小学校

◆校庭 ヨ[不検出]、ｾ134[ 64]、ｾ137[ 83]

■砂場 ヨ[不検出]、ｾ134[131]、ｾ137[134]

測定場所

◆・・・土壌 ７ヶ所
■・・・砂場 ７ヶ所

数値の見方

・数値の単位・・・ベクレル／ｋｇ

・「ヨ」はヨウ素131、「ｾ134」はセシウム134、「ｾ137」は

セシウム137の略

・[ ]内は測定結果

駒込中学校

◆校庭 ヨ[不検出]、ｾ134[135]、ｾ137[156]

■砂場 ヨ[不検出]、ｾ134[106]、ｾ137[119]

西巣鴨幼稚園

◆花壇 ヨ[不検出]、ｾ134[403]、ｾ137[457]

■砂場 ヨ[不検出]、ｾ134[ 20]、ｾ137[ 33]

池袋第二保育園

◆園庭 ヨ[不検出]、ｾ134[ 86]、ｾ137[105]

長崎小学校

◆校庭 ヨ[不検出]、ｾ134[121]、ｾ137[143]

■砂場 ヨ[不検出]、ｾ134[不検出]、ｾ137[不検出]

千登世橋中学校

◆校庭 ヨ[不検出]、ｾ134[ 65]、ｾ137[ 72]
■砂場 ヨ[不検出]、ｾ134[ 44]、ｾ137[ 51]

目白第二保育園

■砂場 ヨ[不検出]、ｾ134[129]、ｾ137[123]

朋有小学校

■砂場 ヨ[不検出]、ｾ134[ 14]、ｾ137[ 13]

雑司が谷公園

◆広場 ヨ[不検出]、ｾ134[ 59]、ｾ137[ 84]
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 （９）給食の放射能物質検査結果一覧 

◆各月検査 

①  10月分検査結果等 

＜保育園＞ 

対象 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

西巣鴨第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

池袋第三保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

目白第一保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

池袋第一小学校  検出せず 検出せず 検出せず 

目白小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

高松小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

巣鴨北中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

学校給食用牛乳（目白小） 検出せず 検出せず 検出せず 

（注）検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・セシウム 134【1.7 ベクレル/キログラム未満～2.6 ベクレル/キログラム未満】 

・セシウム 137【1.7 ベクレル/キログラム未満～2.8 ベクレル/キログラム未満】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

検査当日の献立 検体採取 
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【10月分検査日の献立・使用食材】 

  ＜保育園＞ 

対象施設 献立 使用食材 

西巣鴨第二保育園 

ぶどうパン 
青菜のスープ 
ポテトコロッケ 
かぶのサラダ 

ぶどうパン  
ベーコン かぶ（葉） 
じゃがいも 玉ねぎ 豚ひき肉 卵 
パン粉 小麦粉 
かぶ（根） きゅうり 人参 トマト 
サラダ油 しょうゆ ソース 酢 砂糖 
かつお節 

池袋第三保育園 

目白第一保育園 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設 献立 使用食材 

池袋第一小学校 

ピザトースト 
肉団子スープ 
フルーツポンチ 

食パン マーガリン 油 ベーコン  
ソーセージ にんにく 玉ねぎ  
トマト缶 トマトピュレ 砂糖  
マッシュルーム缶 塩 酒 コショウ 
ピーマン チーズ 鶏ガラ 豚ひき肉 
鶏ひき肉 生姜 長ねぎ 干ししいたけ 
しょうゆ 片栗粉 もやし にら  
人参 みかん缶 もも缶 さくらんぼ缶 
パイン缶 ココナッツミルク 

目白小学校 

しょうゆラーメ
ン 
肉じゃが風味包
み揚げ 
菊花みかん 

生中華めん 油 豚肉 人参 
玉ねぎ 酒 きゃべつ もやし  
塩 コショウ しょうゆ 生姜  
にんにく 長ねぎ 豚骨 出し昆布  
さば節 春巻きの皮 じゃがいも 
ごま油 砂糖 みかん 

高松小学校 

ゆかりごはん 
味噌汁 
大徳寺揚げ 
野菜炒め 

精白米 ゆかり 油 塩 じゃがいも 
干ししいたけ 人参 鶏ひき肉 生姜 
砂糖 しょうゆ 片栗粉  
ポテトフレーク ごま油 豚肉  
きゃべつ もやし にら 酒  
コショウ さば節 油揚げ 大根  
ほうれん草 味噌 

巣鴨北中学校 

チキンカレーラ
イス 
福神漬け 
パリパリサラダ 
柿 

精白米 ターメリック 油 バター 
にんにく 生姜 玉ねぎ 人参  
鶏肉 鶏ガラ トマト缶 ワイン  
塩 しょうゆ ソース コショウ  
カレー粉 小麦粉 牛乳 じゃがいも 
大根 しゅうまいの皮 きゃべつ  
小松菜 ごま油 コーン 酢 柿 
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② 11月分検査結果等 

＜保育園＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

東池袋第一保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

目白第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

長崎保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

清和小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

朋有小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

池袋第三小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

明豊中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

学校給食用牛乳（朋有小） 検出せず 検出せず 検出せず 

（注）検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.7 ベクレル/キログラム未満～2.2 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.9 ベクレル/キログラム未満～2.7 ベクレル/キログラム未満】 

 

【11月分検査日の献立・使用食材】 

＜保育園＞ 

対象施設 献立 使用食材 

東池袋第一保育園 

スパゲッティナポ

リタン 

もやしとベーコン

のスープ 

かぶのサラダ 

みかん 

スパゲッティ 鶏肉 ロースハム 

玉ねぎ 人参 マシュルーム缶 

ピーマン かつお節 ベーコン もやし 

かぶ（根・葉） きゅうり みかん 砂糖  

しょうゆ 酢 トマトケチャップ 塩 油 
目白第二保育園 

長崎保育園 

チキンカレー 

白菜サラダ 

みかん 

精白米 鶏肉 生姜 にんにく 玉ねぎ 

人参 じゃがいも りんご 白菜  

きゅうり みかん カレールウ  

トマトピューレ 油 酢 砂糖 塩 
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＜小・中学校＞ 

対象施設 献立 使用食材 

清和小学校 

ハヤシライス 

海藻サラダ 

りんご 

精白米 油 豚肉 玉ねぎ 赤ワイン 

じゃがいも 人参 塩 豚骨 鶏がら  

生姜 セロリ ハヤシルウ  

トマトケチャップ 小麦粉  

ドミグラスソース 酢 にんにく  

しょうゆ 砂糖 きゃべつ ごま油 ごま 

乾燥海藻ミックス りんご 生クリーム 

コショウ ウスターソース 

朋有小学校 

人参ごはん 

すまし汁 

おから入り卵コ

ロッケ 

味噌ドレッシン

グサラダ 

精白米 ごま油 人参 白ごま しょうゆ 

削り節 豆腐 乾燥わかめ 長ねぎ 鶏卵 

おから 鶏肉 玉ねぎ 油 じゃがいも 

パン粉 とうもろこし 小麦粉  

トマトケチャップ コショウ 中濃ソース 

砂糖 きゃべつ きゅうり もやし  

アスパラガス 白味噌 からし粉 酢 塩 

池袋第三小学校 

ミルクパン 

ポークビーンズ 

ツナと卵のサラ

ダ 

みかん 

ミルクパン 豚肉 人参 じゃがいも  

玉ねぎ コショウ 鶏がら 塩 乾燥大豆  

ローリエパウダー バター トマト缶 

冷凍グリンピース にんにく 油 

ウスターソース  トマトケチャップ 

砂糖 赤ワイン マグロ缶 鶏卵 

パプリカパウダー みかん きゃべつ  

マヨネーズ 

明豊中学校 

カツカレーライ

ス 

福神漬け 

温野菜ドレッシ

ング添え 

精白米 油 豚肉 小麦粉 鶏卵 

パン粉 にんにく 生姜 ベーコン 

豚骨 玉ねぎ 人参 カレールウ  

トマトケチャップ 中濃ソース 塩 

しょうゆ 冷凍グリンピース  

コショウ もやし チンゲンサイ 

大根 ごま油 酢 砂糖 
 
 

③ 12月分検査結果等 

＜保育園＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

池袋第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

高南保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

高松第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 
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＜小・中学校＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

仰高小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

南池袋小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

千早小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

西池袋中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

学校給食用牛乳（南池袋小） 検出せず 検出せず 検出せず 

（注）検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.6 ベクレル/キログラム未満～2.5 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.9 ベクレル/キログラム未満～2.4 ベクレル/キログラム未満】 
 
【12月分検査日の献立・使用食材】 

＜保育園＞ 

対象施設 献立 使用食材 

池袋第二保育園 
ご飯 

具だくさん味噌汁 

白身魚の竜田揚げ 

ひじきの煮物 

トマト 

胚芽米 精白米 かつお節 玉ねぎ 

人参 ごぼう 味噌 木綿豆腐 油 

白身魚 しょうゆ 酒 生姜 でん粉 

干しひじき 大豆 砂糖 さやえんどう 

トマト 

高南保育園 

高松第二保育園 

 
＜小・中学校＞ 

対象施設 献立 使用食材 

仰高小学校 

五目ずし 

焼き魚 

五目白玉汁 

りんごの包みあげ 

精白米 酒 昆布 酢 砂糖 塩 

みりん しょうゆ しめじ ごぼう 

人参 油揚げ 鶏卵 刻みのり さわら 

でんぷん 削り節 鶏肉 干ししいたけ 

だいこん さといも しらたま 小松菜 

さつまいも りんご バター 

春巻きの皮 小麦粉 

南池袋小学校 

わかめごはん 

錦卵のあんかけ 

ごまあえ 

きんぴら 

みかん 

精白米 たきこみわかめ 

とうもろこし缶 鶏卵 人参 にら 

さくらえび 干ししいたけ 塩 

しょうゆ 油 かつお節 砂糖 

でんぷん ほうれん草 もやし 白ごま 

味噌 ごぼう 糸こんにゃく ごま油 

みかん 

千早小学校 

ごはん 

八宝菜 

米粉ワンタンスー

プ 

りんご 

精白米 豚肉 酒 しょうゆ えび 

いか きくらげ 白菜 人参 たけのこ 

ピーマン 生姜 にんにく 油 塩 

でんぷん 米粉ワンタン ねぎ もやし 

えのきたけ こしょう 白ごま ごま油 

鶏ガラ 小松菜 りんご 
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対象施設 献立 使用食材 

西池袋中学校 

チキンピラフ 

白身魚のムニエル 

粉ふき芋 

ほうれん草としめ

じのソテー 

野菜スープ 

ココアかん 

精白米 バター 塩 鶏肉 白ワイン 

油 マッシュルーム缶 玉ねぎ 人参 

グリンピース こしょう 

トマトケチャップ メルルーサ 小麦粉 

レモン じゃがいも パセリ しめじ 

ほうれん草 もやし 長ねぎ 鶏ガラ 

しょうゆ ココア 牛乳 生クリーム 

砂糖 寒天 

 

④ 1月分検査結果等 

＜保育園＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

駒込第一保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

駒込第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

巣鴨第一保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

西巣鴨第三保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

駒込第三保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

若草保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

同援さくら保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

西池袋そらいろ保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

（注）検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.5 ベクレル/キログラム未満～2.6 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.7 ベクレル/キログラム未満～2.5 ベクレル/キログラム未満】 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

駒込小学校 検出せず 検出せず 検出せず 
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対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

巣鴨小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

豊成小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

富士見台小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

さくら小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

駒込中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

千川中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

学校給食用牛乳 

（さくら小） 
検出せず 検出せず 検出せず 

（注）検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.7 ベクレル/キログラム未満～2.2 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.5 ベクレル/キログラム未満～2.3 ベクレル/キログラム未満】 

 

【1月分検査日の献立・使用食材】 

＜保育園＞ 

対象施設 献立 使用食材 

駒込第一保育園 ご飯 

豆腐と長ねぎの味噌汁 

ぶりの照り焼き 

おかか和え 

トマト 

胚芽米 精白米 かつお節 長ねぎ 

味噌 木綿豆腐 ひまわり油 ぶり 

砂糖 酒 しょうゆ みりん 

キャベツ にんじん 青菜 トマト 

駒込第二保育園 

西巣鴨第三保育園 

巣鴨第一保育園 

食パン 

白菜とベーコンのスープ 

チキンカツ 

野菜の盛り合わせ 

食パン バター ジャム かつお節   

ベーコン 白菜 塩 しょうゆ     

ひまわり油 鶏肉 小麦粉 鶏卵 

パン粉 中濃ソース 砂糖 トマト 

にんじん きゅうり マヨネーズ 

駒込第三保育園 

カレーうどん 

厚揚げの煮物 

フルーツ 

うどん 植物油 豚肉 にんじん 

玉ねぎ もやし しめじ 

ほうれん草 カレールウ 生揚げ 

大根 いんげん 砂糖 しょうゆ 

バナナ 

若草保育園 

胚芽ご飯 

みそ汁 

銀鱈の照り焼き 

昆布の煮物 

キャベツの酢の物 

トマト 

いよかん 

精白米 胚芽米 花かつお 赤味噌   

白味噌 水菜 茄子 銀鱈 生姜    

しょうゆ みりん 酒 刻み昆布    

にんじん 油揚げ 三温糖 

キャベツ きゅうり ごま 酢 

トマト いよかん 
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対象施設 献立 使用食材 

同援さくら保育園 

ご飯 

焼き餃子 

人参グラッセ 

粉ふき芋 

スティックきゅうりのご

ま和え 

切干とあさりの煮物 

野菜スープ 

精白米 餃子の皮 豚ひき肉 

キャベツ にら 生姜 にんにく 

しょうゆ 塩 胡椒 酒 砂糖 

ごま油 サラダ油 にんじん 

バター じゃが芋 きゅうり 酢 

切干大根 あさり水煮缶 油揚げ  

みりん いんげん 玉ねぎ 

小松菜 えのき コンソメ 

西池袋そらいろ 

保育園 

ご飯 

長ねぎとわかめの味噌汁 

豆腐の肉みそ炒め 

お浸し 

精白米 胚芽米 かつお節 ねぎ 

みそ わかめ ひまわり油 

たまねぎ 生姜 豚肉 たけのこ 

木綿豆腐 しょうゆ 酒 砂糖 

ごま油 でん粉 さやえんどう  

小松菜 スィートコーン缶 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設 献立 使用食材 

駒込小学校 

ビスキュイパン 

肉団子と白菜のスープ 

カフェオレゼリー 

丸パン あんずジャム バター 

砂糖 鶏卵 小麦粉 アーモンド 

ラム酒 豚ひき肉 玉ねぎ 生姜 

塩 ワイン パン粉 鶏がら 

しめじ 人参 白菜 

インスタントコーヒー コショウ 

寒天 牛乳 小松菜 しょうゆ 

巣鴨小学校 

ごはん 

焼きのり 

味噌汁 

とんかつ 

ゆで野菜 

みかん 

精白米 焼きのり 削り節 人参 

ごぼう 大根 じゃがいも 

こんにゃく 油揚げ 長葱 味噌 

豚ロース肉 塩 コショウ 

小麦粉 鶏卵 パン粉 ソース     

ケチャップ 砂糖 きゃべつ 油 

酢 からし粉 みかん 

豊成小学校 

ごはん 

根菜汁 

魚のバジル焼き 

じゃがいもの金平 

精白米 めかじき 塩 コショウ 

ワイン にんにく オリーブ油 

バジル粉 油 鶏もも肉 ごぼう 

こんにゃく 人参 大根 しょうゆ 

豆腐 長葱 削り節 酒 みりん 

砂糖 七味唐辛子 じゃがいも 

富士見台小学校 

エビクリームライス 

農園やさいのスープ 

東京産こまつなケーキ 

精白米 押麦 塩 コショウ 

オリーブ油 にんにく 人参 

しょうゆ ごま 油 鶏むね肉 

マシュルーム缶 玉ねぎ むきえび 

ワイン いか ほたて貝 バター 

小麦粉 牛乳 豆乳 鶏がら 

粉チーズ グリンピース ベーコン 

セロリ 豚骨 大根 白菜 

トマト缶 長葱 小松菜 パセリ 

砂糖 りんご 鶏卵 

ホットケーキミックス粉 
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対象施設 献立 使用食材 

さくら小学校 

深川めし 

えのき茸ときゃべつの味

噌汁 

生揚げと大根の煮物 

みかん 

精白米 しょうゆ 酒 油 

ごぼう 人参 あさり缶 砂糖 

グリンピース 削り節 きゃべつ 

味噌 えのきだけ 豚肩肉 大根 

生揚げ 生姜 塩 さやいんげん 

みかん 

駒込中学校 

チャンポン麺 

大学芋 

りんご 

中華麺 油 にんにく 生姜 

豚もも肉 酒 しょうゆ えび 

いか あさり水煮 玉ねぎ 

たけのこ きゃべつ りんご 

もやし チンゲンサイ 人参      

干ししいたけ なると きくらげ 

鶏がら 塩 コショウ でんぷん 

ごま ごま油 うずら卵水煮 

さつまいも 砂糖 水あめ 

千川中学校 

ジャージャー麺 

ナタデココ入りフルーツ

ポンチ 

中華麺 塩 コショウ しょうゆ 

油 もやし 酒 きゅうり 人参 

ごま油 生姜 にんにく 

豚ひき肉 たけのこ 

干ししいたけ 長葱 玉ねぎ 味噌 

砂糖 トウバンジャン でんぷん 

鶏がら 鶏卵 みかん缶 

パインアップル もも缶 レモン 

いちご キウイフルーツ 

ナタデココ 

 

⑤ 2月分検査結果等 

＜保育園＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

東池袋第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

西池袋第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

池袋第一保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

池袋第五保育園 

給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 
検出せず ※  

(参考値の検出あり) 
検出せず 

南大塚保育園 

給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 
検出せず ※  

(参考値の検出あり) 
検出せず 
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対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

みのり保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

めぐみ保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

椎名町ひまわり 

保育園 

給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

（注） 検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

（※を除く）として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.5 ベクレル/キログラム未満～2.6 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.7 ベクレル/キログラム未満～2.5 ベクレル/キログラム未満】 

 

（※）検査機関より、参考値として牛乳から放射性物質（セシウム 137）が検出された

との情報提供を受けている。詳細は下表のとおり。 

対象施設等 セシウム 134 セシウム 137 

池袋第五保育園 牛乳 2.6Bq/kg 未満 
2.4Bq/kg 

（検出下限 1.6Bq/kg） 

南大塚保育園 牛乳 2.1Bq/kg 未満 
2.5Bq/kg 

（検出下限 1.8Bq/kg） 

（単位表示 ： Bq/kg ＝ ベクレル/キログラム） 
 

○ これらは、検査実施時点の牛乳・乳製品の放射性セシウムの暫定規制値（200Bq/kg）

を大幅に下回る数値 

○ また、厚生労働省により、平成 24 年 4 月に設定された「食品中の放射性物質の新た

な基準値」における「牛乳」及び「乳児用食品」の基準値（50Bq/kg）をも大きく下

回る値 

○ 今回の検査での検出は、参考値であり極めて微量であるが、念のため、給食の牛乳

について集中的に検査を実施（結果は、177 頁参照） 

○  区として、より安全な牛乳の提供について、引き続き製造業者に要望 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

西巣鴨小学校  検出せず 検出せず 検出せず 

文成小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

高南小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

要小学校 検出せず 検出せず 検出せず 
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（注）検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.4 ベクレル/キログラム未満～2.4 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.6 ベクレル/キログラム未満～2.1 ベクレル/キログラム未満】 

 

 

【2月分検査日の献立・使用食材】 

＜保育園＞ 

対象施設 献立 使用食材 

東池袋第二保育園 ご飯 

ふりかけ 

長ねぎとわかめの味噌汁 

揚げぎょうざ 

切干大根のサラダ 

果物 

胚芽米 精白米 のりふりかけ    

かつお節 長ねぎ 味噌 わかめ   

ひまわり油 餃子の皮 豚ひき肉 

白菜 生姜 塩 しょうゆ ごま油 

切干大根 にんじん きゅうり 

ツナ缶 酢 砂糖 いちご 

西池袋第二保育園 

池袋第一保育園 

池袋第五保育園 

南大塚保育園 

ポークカレー 

れんこんサラダ 

フルーツ 

豚もも 玉ねぎ にんじん 

じゃがいも 植物油 カレールウ 

トマトピューレ 生姜 にんにく 

リンゴ はちみつ グリーンピース 

精白米 れんこん きゅうり 

マヨネーズ しょうゆ 白ごま 塩 

オレンジ 

みのり保育園 

食パン 

ポトフ 

温野菜のオーロラソース 

いよかん 

食パン 鶏ガラだし         

ウィンナーソーセージ じゃがいも  

にんじん キャベツ 玉ねぎ  

しょうゆ 塩 ブロッコリー 

カリフラワー マヨネーズ 

トマトケチャップ いよかん 

 

 

 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

椎名町小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

池袋中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

千登世橋中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

学校給食用牛乳（要小） 検出せず 検出せず 検出せず 
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対象施設 献立 使用食材 

めぐみ保育園 

ご飯 

白菜と椎茸の清汁 

大豆のかき揚げ（たれつ

き） 

きゅうりとわかめの和え

物 

精白米 かつお節 玉ねぎ 白菜   

乾しいたけ 塩 しょうゆ 

サラダ油 南瓜 にんじん 

大豆水煮缶 さやいんげん 

しらす干し 鶏卵 小麦粉 みりん 

三温糖 きゅうり 乾わかめ 

焼きちくわ 米酢 

椎名町ひまわり 

保育園 

ご飯 

わかめスープ 

真珠蒸 

南瓜のソテー 

野菜のナムル 

精白米 削り節 玉ねぎ 

塩蔵わかめ 酒 塩 しょうゆ 

豚ひき肉 しいたけ みりん 

ごま油 片栗粉 もち米 南瓜 

なたね油 にんじん もやし 

小松菜 いりごま 三温糖 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設 献立 使用食材 

西巣鴨小学校 

エクレアパン 

チリコンカン 

コーンサラダ 

ミルクパン 

コーティングチョコレート 

カラフルスプレー 大豆水煮 油 

にんにく 豚肩肉 玉ねぎ 人参 

じゃがいも 小麦粉 

マッシュルーム缶 バター 塩 

コショウ トマト缶 ケチャップ 

砂糖 チリパウダー ローリエ粉 

中濃ソース デミグラスソース 

豚骨 さやいんげん きゃべつ 

きゅうり ホールコーン りんご酢 

文成小学校 

コーヒーパン 

ホワイトスープ 

えびフライ 

温野菜 

コーヒーパン えび 小麦粉 鶏卵  

生パン粉 油 中濃ソース 

きゃべつ パセリ 人参 もやし 

ホールコーン缶 酢 砂糖 粉辛子 

塩 コショウ 鶏がら バター 

ベーコン 玉ねぎ 牛乳 しめじ 

白ワイン じゃがいも 生クリーム 
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対象施設 献立 使用食材 

高南小学校 

味噌煮込みうどん 

かぼちゃ蒸しパン 

いちご 

冷凍うどん 削り節 油 生姜 

豚肩肉 玉ねぎ 人参 しめじ 

白菜 油揚げ 鶏卵 小松菜 砂糖 

赤みそ 酒 しょうゆ 牛乳 

かぼちゃ 小麦粉 バター 

かぼちゃの種 いちご  

要小学校 

スパゲティ地中海ソース 

フライドポテト 

いちご 

スパゲティ 油 ベーコン 

赤唐辛子 にんにく セロリ 

玉ねぎ 人参 塩 コショウ 

トマト缶 ケチャップ 中濃ソース 

バター 小麦粉 イカ むきえび 

あさり 白ワイン 粉チーズ  

パセリ アンチョビ じゃがいも 

青のり いちご 

椎名町小学校 

五穀ごはん 

味噌汁 

さんまの香味揚げ 

茎わかめのきんぴら 

かむカムサラダ 

精白米 もち米 大麦 塩 ささげ 

きび あわ 酒 黒ごま 油 生姜 

でんぷん 酢 にんにく 長ねぎ 

さんま トウバンジャン 

テンメンジャン 砂糖 しょうゆ 

ごま油 茎わかめ 豚肩肉 ごぼう 

人参 こんにゃく さやいんげん 

一味唐辛子 白ごま さきいか 

切干大根 きゅうり もやし 

コショウ 辛子粉 削り節 油揚げ 

じゃがいも 小松菜 赤みそ 

白みそ 

池袋中学校 

シーフードピラフ 

スープ 

温野菜 

アメリカンドック 

いちご 

精白米 バター 油 えび イカ    

ベーコン 玉ねぎ マッシュルーム 

塩 コショウ ピーマン 鶏もも肉 

人参 きゃべつ かぼちゃ 

じゃがいも マヨネーズ ヨーグルト 

ウインナー 牛乳 ケチャップ           

ホットケーキミックス粉 いちご 
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対象施設 献立 使用食材 

千登世橋中学校 

ごはん 

ニラたまスープ 

麻婆豆腐 

青大豆入り中華サラダ 

ピンクグレープフルーツ 

ゼリー 

精白米 豆腐 油 生姜 にんにく 

豚ひき肉 玉ねぎ 長ねぎ 

たけのこ 干ししいたけ 

トウバンジャン テンメンジャン 

赤みそ 酒 八丁みそ しょうゆ 

砂糖 ラー油 ごま油 でんぷん 

青大豆 酢 きゅうり もやし 

人参 一味唐辛子 鶏がら ハム 

にら 鶏卵 塩 コショウ 寒天       

グレープフルーツ 

 

⑥ 3月分検査結果等 

＜保育園＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

要町保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

南長崎第一保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

南長崎第二保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

高松第一保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

愛の家保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

しいの実保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

千早子どもの家 

保育園 

給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

雑司が谷保育園 
給食 検出せず 検出せず 検出せず 

牛乳 検出せず 検出せず 検出せず 

（注） 検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.4 ベクレル/キログラム未満～2.4 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.6 ベクレル/キログラム未満～2.6 ベクレル/キログラム未満】 
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＜小・中学校＞ 

対象施設等 
測定値（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/ｷﾛｸﾞﾗﾑ） 

セシウム 134 セシウム 137 ヨウ素 131 

朝日小学校  検出せず 検出せず 検出せず 

池袋第二小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

池袋小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

長崎小学校 検出せず 検出せず 検出せず 

西巣鴨中学校 検出せず 検出せず 検出せず 

学校給食用牛乳（池袋小） 検出せず 検出せず 検出せず 

（注）検査機関より、今回の検査の検出下限（測定機器で検出できる最小値）の参考値 

として以下のとおり報告されている。 

・ セシウム 134【1.4 ベクレル/キログラム未満～1.9 ベクレル/キログラム未満】 

・ セシウム 137【1.5 ベクレル/キログラム未満～1.9 ベクレル/キログラム未満】 

 

【3月分検査日の献立・使用食材】 

＜保育園＞ 

対象施設 献立 使用食材 

要町保育園 バターロール 

春雨スープ 

鶏肉のカレー風味焼き 

ブロッコリーサラダ 

人参の甘煮 

果物 

バターロール バター ジャム  

かつお節 ベーコン 塩 

しょうゆ 春雨 絹さや 

ひまわり油 鶏肉 カレー粉 

ブロッコリー きゅうり 

酢 砂糖 にんじん いちご 

南長崎第一保育園 

南長崎第二保育園 

高松第一保育園 

愛の家保育園 

ゆかりごはん 

味噌汁 

豚肉のピカタ 

ひじき煮 

ミニトマト 

みかん 

精白米 胚芽米 ゆかり 

じゃがいも 小松菜 かつお節 

味噌 豚肉もも 塩 こしょう 

小麦粉 卵 油 酒 パセリ 

ひじき 油揚げ 白こんにゃく 

にんじん 干ししいたけ 

絹さや 砂糖 みりん 

しょうゆ ミニトマト みかん 

しいの実保育園 

ご飯 

味噌汁 

魚の蒲焼風 

はすの金平 

ほうれん草ともやしの磯和え 

精白米 胚芽米 大根 こねぎ 

混合削り節 味噌 鰯 片栗粉 

なたね油 三温糖 しょうゆ 

みりん 酒 はす ごま油 

ほうれん草 もやし かつお節 

焼きのり 
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対象施設 献立 使用食材 

千早子どもの家 

保育園 

ご飯 

卵とコーンのスープ 

マーボー豆腐 

春雨サラダ 

りんご 

精白米 かつお節 卵 

コーン（粒） ねぎ 塩 

豚ひき肉 にんじん にら 

豆腐（綿） ごま油 しょうゆ 

片栗粉 春雨 きゅうり 

ロースハム 酢 砂糖 りんご 

雑司が谷保育園 

食パン 

春雨スープ 

鶏肉のカレー風味焼き 

ブロッコリーサラダ 

人参の甘煮 

果物 

食パン バター ジャム 

かつお節 ベーコン 塩 

しょうゆ 春雨 絹さや 

サラダ油 鶏肉 カレー粉 

ブロッコリー きゅうり 酢 

砂糖 にんじん いちご 

 

 

＜小・中学校＞ 

対象施設 献立 使用食材 

朝日小学校 

キムチチャーハン 

チンゲンサイスープ 

鶏肉のから揚げ 

デコポン 

精白米 豚肉 人参 

白菜キムチ 生姜 ごま油 

にんにく 油 しょうゆ 塩  

コショウ 鶏卵 みりん 

コチュジャン 酒 

チンゲンサイ 豆腐 玉ねぎ 

きくらげ もやし 鶏がら 

豚骨 鶏肉 でんぷん 小麦粉 

デコポン 

池袋第二小学校 

麦入りごはん 

卵スープ 

ツナはるまき 

ビーフンソテー 

精白米 押し麦 春巻きの皮 

ツナ缶 干ししいたけ もやし 

人参 ごぼう にら 春雨 塩 

コショウ ごま油 油    

しょうゆ でんぷん 小麦粉 

豚肉 ビーフン 玉ねぎ 

きゃべつ ピーマン 

たけのこ 鶏がら 白菜 鶏卵 

白ごま  
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対象施設 献立 使用食材 

池袋小学校 

ポークハヤシライス 

グリーンサラダ 

ナタデココフルーツポンチ 

精白米 鶏がら 小麦粉 

バター 油 にんにく 生姜 

セロリ 豚肉 赤ワイン 

玉ねぎ 人参 トマトソース 

酢 塩 トマトピュレ 

ケチャップ ソース コショウ 

粉チーズ 冷凍グリンピース  

小松菜 きゅうり 砂糖 

きゃべつ ピーマン 

洋からし粉 パイン缶 

みかん缶 もも缶 りんご 

サイダー ナタデココ いちご 

長崎小学校 

五目チャーハン 

卵スープ 

鶏肉のゴマソースあえ 

たたききゅうり 

精白米 押し麦 酒 しょうゆ 

油 焼き豚 なると 

干ししいたけ 人参 玉ねぎ 

塩 コショウ 

冷凍グリンピース アスパラ 

豚骨 オイスタソース 

ロースハム ほうれん草 鶏卵 

でんぷん ねりごま 

鶏ささみ肉 砂糖 長ねぎ 酢 

トウバンジャン もやし 

きゃべつ 白ごま きゅうり 

レモン みりん 

西巣鴨中学校 

こぎつねご飯 

みそ汁 

チーズ入り卵焼き 

ごま和え 

デコポン 

精白米 昆布 しょうゆ 酒 

油揚げ 鶏肉 人参 砂糖 

みりん 白ごま 玉ねぎ 

冷凍ホールコーン 

冷凍グリンピース 油 塩 

コショウ 鶏卵 サラダチーズ 

ほうれん草 白菜 じゃが芋 

生わかめ 長ねぎ 削り節 

味噌 デコポン 
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◆保育園の牛乳の集中検査について 

(1) 検査対象 

保育園の牛乳（17 施設 22 検体） 

(2) 検査日 

2 月 28 日(火)、3 月 1 日(木)、3 月 6 日（火）、3 月 8 日(木)の 4 回 

(3) 検査結果 

・すべて検出せず（定量下限値 20ベクレル/キログラム） 

「検出せず」とは、定量下限値未満のこと 

・参考値は、検出機関より、すべて検出下限値未満との報告を受けている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 保育園名の後ろに数字が付いているのは、使用牛乳が 2 銘柄あり、2 検体につ

いて検査を実施 

実施日 園名 
参考値 

セシウム１３７ セシウム１３４ 

平成 24 年 2 月 28 日 

駒込第二 

1.9 Bq/Kg 未満 
～  

2.3 Bq/Kg 未満 

1.6 Bq/Kg 未満 
～  

2.5 Bq/Kg 未満 

巣鴨第一 

池袋第一① 

池袋第一② 

駒込第三 

平成 24 年 3 月 1 日 

池袋第五 

1.6 Bq/Kg 未満 

～  
2.8 Bq/Kg 未満 

1.8 Bq/Kg 未満 

～  
2.1 Bq/Kg 未満 

高南① 

高南② 

南大塚 

雑司が谷 

平成 24 年 3 月 6 日 

目白第二① 

1.5 Bq/Kg 未満 

～  
2.3 Bq/Kg 未満 

1.7 Bq/Kg 未満 

～  
2.2 Bq/Kg 未満 

目白第二② 

南長崎第一 

同援さくら 

みのり 

平成 24 年 3 月 8 日 

長崎① 

1.4 Bq/Kg 未満 

～  
2.2 Bq/Kg 未満 

1.5 Bq/Kg 未満 

～  
2.0 Bq/Kg 未満 

長崎② 

要町① 

要町② 

高松第一 

めぐみ 

椎名町ひまわり 


