
保育園で飲まれている牛乳の検査結果

同じメーカーの牛乳を使用している保育園放射性ヨウ素セシウム合計 セシウム-137 セシウム-134 ヨウ素-1311 平成27年2月5日 南砂町保育園 検出せず（＜3.7） 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.8)2 平成27年2月5日 南砂町保育園 検出せず（＜3.1） 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜1.7) ナーサリールームベリーベアー東雲、潮見保育園、ナーサリールームベリーベアー東雲Ａｎｎｅｘ3 平成27年2月5日 ひまわり保育室 検出せず（＜3.7） 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.8) ゆらりん豊洲保育園、ゆりかごの家、つくしの家保育室、ひよっこ保育室、どんぐり保育室4 平成27年2月5日 ひまわり保育室 検出せず（＜3.6） 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.8)5 平成27年2月5日 どんぐり保育園南砂 検出せず（＜3.2） 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.5) 齋藤　晶子、富岡保育ルーム6 平成27年2月5日 ともしび保育園 検出せず（＜3.5） 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.5)7 平成27年2月5日 沖島　敏子 検出せず（＜3.6） 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.8)8 平成27年2月5日 沖島　敏子 検出せず（＜3.3） 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.8)9 平成27年2月5日 キッズパオ西大島あおぞら園 検出せず（＜3.3） 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.6) テンダーラビング保育園東陽、グレース認定こども園10 平成27年2月5日 さくらんぼ保育室 検出せず（＜4.1） 検出せず （＜2.2) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.8)11 平成27年2月5日 保育園あっぷるキッズ西大島園 検出せず（＜3.7） 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.6) キャリー保育園にしおおじま12 平成27年2月5日 ゆらりん砂町保育園 検出せず（＜3.6） 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.4)13 平成27年2月5日 砂町友愛園 検出せず（＜3.4） 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.4) 潮見保育園

＜検査方法＞　○ゲルマニウム（Ｇｅ）半導体検出器による確定検査　○検査機関：一般財団法人日本食品分析センター
牛乳提供保育園名採取日No. 放射性セシウム検査結果（単位：Ｂｑ/Ｋｇ）＜検査結果の見方＞　○「検出せず」とは検出限界値未満のことです。（）内の数字が検出限界値（検出できる最小の値）で、検体により変わります。　　　　　　　が新しく追加した検査結果です。



同じメーカーの牛乳を使用している保育園放射性ヨウ素セシウム合計 セシウム-137 セシウム-134 ヨウ素-131牛乳提供保育園名採取日No. 放射性セシウム検査結果（単位：Ｂｑ/Ｋｇ）14 平成26年11月12日 南砂保育ルーム 検出せず（＜4.2） 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜2.4) 検出せず （＜2.0)15 平成26年11月12日 ナーサリールームベリーベアー東陽町 検出せず（＜3.9） 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.6) 文化教養学園、大沼　まつゑ、大沼　真未16 平成26年11月12日 セピアランド保育室 検出せず（＜3.3） 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.6) 大沼　まつゑ17 平成26年11月12日 東陽町ＹＭＣＡ保育園 検出せず（＜4.2） 検出せず （＜2.2) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.9)18 平成26年11月12日 東陽保育園 検出せず（＜4.1） 検出せず （＜2.2) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.6)19 平成26年11月12日 東陽保育園 検出せず（＜2.7） 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜1.1) 検出せず （＜1.4) まこと保育園、日生豊洲駅前保育園ひびき、砂町友愛園、八幡保育園、亀戸第四保育園、南砂第二保育園、ワーカーズコープ新大橋のびっこ保育園、しののめYMCA保育園、公設公営保育園３２園20 平成26年11月12日 おうち保育園門前仲町園 検出せず（＜4.5） 検出せず （＜2.7) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜2.0)21 平成26年11月12日 江東区東陽保育ルーム 検出せず（＜3.1） 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜2.0)22 平成26年11月12日 江東区東陽保育ルーム 検出せず（＜2.9） 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.5)23 平成26年11月12日 スターチス東陽保育園 検出せず（＜3.0） 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.4)24 平成26年11月12日 ピノキオ幼児舎東陽町園 検出せず（＜3.1） 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.2) 子供の村保育園25 平成26年11月12日 南陽グループ保育室 検出せず（＜4.0） 検出せず （＜2.1) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜2.1)26 平成26年9月17日 神愛保育園 検出せず （＜4.3) 検出せず （＜2.3) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜2.0)27 平成26年9月17日 グローバルキッズ深川森下園 検出せず （＜3.6) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.9)28 平成26年9月17日 さんいく保育園清澄白河 検出せず （＜4.2) 検出せず （＜2.2) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.6)29 平成26年9月17日 キッズポケット豊洲保育園 検出せず （＜3.9) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜2.1) 検出せず （＜1.5)30 平成26年9月17日 白河かもめ保育園 検出せず （＜3.6) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.3) 南砂さくら保育園31 平成26年9月17日 ピノキオ幼児舎福住園 検出せず （＜3.7) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.8) 八名川グループ保育室



同じメーカーの牛乳を使用している保育園放射性ヨウ素セシウム合計 セシウム-137 セシウム-134 ヨウ素-131牛乳提供保育園名採取日No. 放射性セシウム検査結果（単位：Ｂｑ/Ｋｇ）32 平成26年9月17日 保育園　ミルキーウェイ清澄白河園 検出せず （＜4.0) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜2.1) 検出せず （＜2.0) ニチイキッズありあけ第二保育園33 平成26年9月17日 はなかご保育園 検出せず （＜3.6) 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.5)34 平成26年9月17日 西村　玲子 検出せず （＜3.2) 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.3)35 平成26年9月17日 おうち保育園門前仲町 検出せず （＜3.1) 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.5) 江東湾岸サテライトナーサリースクール、スマイルクラブナーサリー木場、トイボックス東砂園、おうち保育園とよす、おうち保育園しののめ36 平成26年8月13日 陽だまり保育園 検出せず （＜3.0) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.3) 検出せず （＜1.3) マミーズエンジェル亀戸保育園37 平成26年8月13日 陽だまり保育園 検出せず （＜3.6) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.5)38 平成26年8月13日 コビープリスクールかめいど 検出せず （＜3.1) 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.5) 深川愛隣保育園、愛隣シャローム保育園、アゼリヤ保育園39 平成26年8月13日 コビープリスクールかめいど 検出せず （＜4.5) 検出せず （＜2.2) 検出せず （＜2.3) 検出せず （＜2.1)40 平成26年8月13日 亀戸こころ保育園 検出せず （＜3.6) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.4)41 平成26年8月13日 マミー保育園西大島 検出せず （＜3.2) 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.5) ぽけっとランドパークタワー豊洲、保育園夢未来東雲園、テンダーラビング保育園住吉、トイボックス東砂園、マミー保育センター南砂町42 平成26年8月13日 ワーカーズコープ亀戸のびっこ保育園 検出せず （＜3.9) 検出せず （＜2.1) 検出せず （＜1.8) 検出せず （＜1.7) Ｄｒｅａｍ　Ｋｉｄｓ　Ｌｉｔｔｌｅ43 平成26年8月13日 保育ルーム　フェリーチェ亀戸園 検出せず （＜3.1) 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.6) 検出せず （＜1.5)44 平成26年8月13日 すくすく亀戸保育園 検出せず （＜3.3) 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.9) 検出せず （＜1.7)45 平成26年8月13日 たんぽぽ保育園 検出せず （＜4.2) 検出せず （＜2.2) 検出せず （＜2.0) 検出せず （＜1.8)46 平成26年8月13日 ビッキーズ保育園 検出せず （＜2.9) 検出せず （＜1.4) 検出せず （＜1.5) 検出せず （＜1.7) 東雲ルミナス保育園、ルーチェ保育園南砂47 平成26年8月13日 ひよっこ保育室 検出せず （＜3.4) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.7) 検出せず （＜1.7)



同じメーカーの牛乳を使用している保育園放射性ヨウ素セシウム合計 セシウム-137 セシウム-134 ヨウ素-131牛乳提供保育園名採取日No. 放射性セシウム検査結果（単位：Ｂｑ/Ｋｇ）48 平成26年5月7日 ピノキオ幼児舎門前仲町 検出せず（＜3.7） 検出せず（＜1.7） 検出せず（＜2.0） 検出せず（＜1.8）49 平成26年5月7日 ピノキオ幼児舎門前仲町 検出せず（＜4.3） 検出せず（＜2.0） 検出せず（＜2.3） 検出せず（＜1.7） 子供の村、ピノキオ幼児舎東雲キャナルコート園、ピノキオ幼児舎東陽町園、大久保真代50 平成26年5月7日 塩浜保育園 検出せず（＜2.9） 検出せず（＜1.4） 検出せず（＜1.5） 検出せず（＜1.7）51 平成26年5月7日 メリーポピンズ　豊洲ルーム 検出せず（＜2.9） 検出せず（＜1.3） 検出せず（＜1.6） 検出せず（＜1.2）52 平成26年5月7日 メリーポピンズ　豊洲ルーム 検出せず（＜2.7) 検出せず（＜1.5） 検出せず（＜1.2） 検出せず（＜1.4） マミー保育園西大島、ピノキオ幼児舎東雲キャナルコート園、スマイルクラブナーサリー住吉、ピノキオ幼児舎亀戸園53 平成26年5月7日 シンフォニア保育園 検出せず（＜3.4） 検出せず（＜1.5） 検出せず（＜1.9） 検出せず（＜1.6） アンジェリカ亀戸保育園、千田、アンジェリカ保育園白河園、亀戸プチクレイシュ、プチ・ナーサリー西大島、南砂プチクレイシュ54 平成26年5月7日 アスク豊洲保育園 検出せず（＜3.4） 検出せず（＜1.7） 検出せず（＜1.7） 検出せず（＜1.4） アスクもんなか、アスク東大島55 平成26年5月7日 蓮美幼児学園第２とよすナサリー 検出せず（＜3.3） 検出せず（＜1.4） 検出せず（＜1.9） 検出せず（＜1.4) 蓮美幼児学園とよすナーサリー56 平成26年5月7日 TKチルドレンズファーム豊洲校 検出せず（＜3.9） 検出せず（＜2.0） 検出せず（＜1.9） 検出せず（＜1.6） TKチルドレンズファーム豊洲第二校
57 平成26年5月7日 ゆらりん豊四保育園 検出せず（＜3.2） 検出せず（＜1.2） 検出せず（＜2.0） 検出せず（＜1.6） うぃず清澄白河、トイボックス富岡園、ひまわりキッズガーデン豊洲、YMCAオリーブ、YMCAキャナルコート、ひまわりキッズガーデン東雲、東雲キャナルコートナーサリースクール、ひまわりキッズガーデン有明、ひまわりキッズガーデン有明の森、めばえ、花と鳥、豊洲、猿江、毛利、グローバルキッズ森下園、グローバルキッズ清澄白河園、グローバルキッズ白河一丁目園、グローバルキッズ常盤園、マミーナ門前仲町、ゆらりん豊三、マミーナ潮見、若葉インターナショナルナーサリー大島園、西村玲子、馬田きよみ58 平成26年5月7日 ライフサポートゆらりん豊洲保育園 検出せず（＜4.4） 検出せず（＜2.5） 検出せず（＜1.9） 検出せず（＜1.7） ゆりかごの家、つくしの家保育室、ひよっこ保育室、ひまわり保育室、どんぐり保育室59 平成26年5月7日 ルーチェ保育園豊洲 検出せず（＜3.5） 検出せず（＜1.8） 検出せず（＜1.7） 検出せず（＜1.8）


