
保育所（園）で提供された給食を測定しましたので、その結果についてお知らせします。
保育所（園）名 検査日 検体調理日 放射性セシウム137 放射性セシウム134

小金北保育所 7月19日 7月14日 検出せず（6.2未満） 検出せず（8.4未満）

小金西グレース保育園 7月19日 7月14日 検出せず（5.1未満） 検出せず（6.8未満）

新松戸北保育所 7月19日 7月14日 検出せず（5.8未満） 検出せず（7.7未満）

新松戸ベビーホーム 7月19日 7月14日 検出せず（6.1未満） 検出せず（8.1未満）

新松戸中央保育所 7月19日 7月14日 検出せず（5.6未満） 検出せず（7.5未満）

新松戸南部保育所 7月19日 7月14日 検出せず（5.7未満） 検出せず（7.5未満）

松戸ひばり保育園 7月19日 7月14日 検出せず（6.0未満） 検出せず（7.9未満）

いわさき保育園 7月19日 7月14日 検出せず（5.0未満） 検出せず（6.9未満）

みなみ新松戸保育園 7月19日 7月14日 検出せず（5.9未満） 検出せず（8.0未満）

星のおうち新松戸 7月19日 7月14日 検出せず（5.6未満） 検出せず（7.7未満）

ミルキーホーム新松戸園 7月19日 7月14日 検出せず（5.5未満） 検出せず（7.6未満）

新松戸幼稚園おひさまルーム 7月19日 7月14日 検出せず（6.0未満） 検出せず（8.4未満）

保育園きぼうのつばさ 7月19日 7月14日 検出せず（3.9未満） 検出せず（5.3未満）

北小金グレース保育園 7月19日 7月15日 検出せず（6.1未満） 検出せず（8.2未満）

小金保育園 7月19日 7月15日 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.7未満）

馬橋保育園 7月20日 7月15日 検出せず（6.1未満） 検出せず（8.1未満）

コアラ保育所 7月20日 7月15日 検出せず（6.2未満） 検出せず（8.4未満）

さくら保育園 7月20日 7月15日 検出せず(6.0未満) 検出せず(8.3未満)

小金原保育所 7月19日 7月15日 検出せず（5.8未満） 検出せず（8.1未満）

若芝保育園 7月20日 7月15日 検出せず（5.0未満） 検出せず（7.0未満）

貝の花保育園 7月20日 7月15日 検出せず（4.2未満） 検出せず（6.0未満）

三空保育園 7月20日 7月15日 検出せず（4.3未満） 検出せず（6.0未満）

金ヶ作保育園 7月20日 7月15日 検出せず（5.1未満） 検出せず（7.3未満）

京進のほいくえんHOPPA新松戸園 7月19日 7月15日 検出せず（6.9未満） 検出せず（9.7未満）

六高台保育園 7月20日 7月19日 検出せず（5.8未満） 検出せず（7.8未満）

六実保育所 7月20日 7月19日 検出せず（4.5未満） 検出せず（6.1未満）

牧の原保育所 7月20日 7月19日 検出せず（5.5未満） 検出せず（7.9未満）

ときわ平保育園 7月20日 7月19日 検出せず（5.5未満） 検出せず（8.1未満）

子すずめ保育園 7月20日 7月19日 検出せず（5.2未満） 検出せず（7.4未満）

八柱保育所 7月20日 7月19日 検出せず（5.2未満） 検出せず（7.1未満）



稔台保育園 7月20日 7月19日 検出せず（5.8未満） 検出せず（8.0未満）

松飛台保育所 7月20日 7月19日 検出せず（5.1未満） 検出せず（6.8未満）

はなみずきこども園 7月20日 7月19日 検出せず（5.4未満） 検出せず（7.3未満）

五香子すずめ保育園 7月20日 7月19日 検出せず（5.1未満） 検出せず（6.7未満）

みのり台エンゼル保育園 7月20日 7月19日 検出せず（5.2未満） 検出せず（6.9未満）

小羊保育園 7月21日 7月20日 検出せず（5.5未満） 検出せず（7.5未満）

第二平和保育園 7月21日 7月20日 検出せず（5.5未満） 検出せず（7.8未満）

第一平和保育園 7月21日 7月20日 検出せず（4.7未満） 検出せず（6.7未満）

松ケ丘保育所 7月21日 7月20日 検出せず（5.3未満） 検出せず（7.4未満）

野菊野保育園 7月21日 7月20日 検出せず（4.8未満） 検出せず（6.6未満）

二十世紀ケ丘保育所 7月21日 7月20日 検出せず（6.0未満） 検出せず（8.0未満）

保育園きぼうのたから 7月21日 7月20日 検出せず（3.9未満） 検出せず（5.1未満）

ゆいまーる保育園 7月21日 7月20日 検出せず（5.9未満） 検出せず（7.9未満）

オハナキッズルーム矢切 7月21日 7月20日 検出せず（5.4未満） 検出せず（7.2未満）

ケヤキッズベビールーム 7月21日 7月20日 検出せず（5.2未満） 検出せず（7.0未満）

和ほいくえん 7月25日 7月22日 検出せず（5.6未満） 検出せず（7.9未満）

馬橋西保育所 7月22日 7月21日 検出せず（5.4未満） 検出せず（7.1未満）

古ケ崎保育所 7月22日 7月21日 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.9未満）

さわらび保育園
さわらびドリーム保育園

7月22日 7月21日 検出せず（6.1未満） 検出せず（8.1未満）

こすもす保育園 7月22日 7月21日 検出せず（5.0未満） 検出せず（6.7未満）

古ケ崎第二保育所 7月22日 7月21日 検出せず（5.1未満） 検出せず（6.8未満）

上本郷保育園 7月22日 7月21日 検出せず（4.5未満） 検出せず（6.4未満）

北松戸保育所 7月22日 7月21日 検出せず（6.3未満） 検出せず（9.0未満）

松戸ミドリ保育園 7月22日 7月21日 検出せず（5.4未満） 検出せず（7.6未満）

つぼみ保育園 7月22日 7月21日 検出せず（5.1未満） 検出せず（7.3未満）

松戸南保育園 7月22日 7月21日 検出せず（5.5未満） 検出せず（7.9未満）

音のゆりかご保育園 7月25日 7月22日 検出せず（6.1未満） 検出せず（8.0未満）

桜花保育園 7月25日 7月22日 検出せず（5.7未満） 検出せず（7.6未満）

和名ヶ谷ひまわり保育園 7月25日 7月22日 検出せず（5.7未満） 検出せず（7.5未満）

東松戸保育園 7月25日 7月22日 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.5未満）



グローバリーキッズ 7月25日 7月22日 検出せず（6.2未満） 検出せず（8.1未満）

梨の花保育園 7月25日 7月22日 検出せず（6.4未満） 検出せず（8.4未満）

梨香台保育所 7月25日 7月22日 検出せず（4.6未満） 検出せず（6.3未満）

秋山・学びの保育園 7月25日 7月22日 検出せず（4.3未満） 検出せず（6.3未満）

佑和保育園 7月25日 7月22日 検出せず(4.1未満) 検出せず(5.9未満)

東進ワールドキッズ 7月25日 7月22日 検出せず（5.5未満） 検出せず（7.6未満）

輝きの森幼児舎 7月25日 7月22日 検出せず（5.3未満） 検出せず（7.4未満）

※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は測定下限値未満であることを示しています。

※放射性ヨウ素については半減期が短く、既に検出が認められないため表示はしておりません。
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