大磯町立保育園給食の放射性物質濃度検査結果
町では、平成 23 年の東京電力福島第 1 原発事故の発生を踏まえ、園児の健康を守り、保護者の方々
の不安等を軽減するため、平成 26 年４月から給食（おやつ含む）の放射性物質濃度検査を実施して
います。
測定した結果は次のとおりです。
なお、基準値 50 ベクレルを下回っているため、安全な給食であることが確認されました。
※検査実施機関：東海大学工学部原子力工学科
【国府保育園】
測 定 結 果
給 食 検 査 期 間

測 定 日

放射性物質濃度（単位：Bｑ／㎏）
セシウム 134

平成 30 年 11 月 16 日（金）
平成 30 年 11 月 22 日（木
平成 30 年８月 17 日（金）
平成 30 年８月 23 日（木）
平成 30 年５月 18 日（金）
平成 30 年５月 24 日（木）
平成 30 年３月７日（水）
平成 30 年３月 13 日（火）
平成 30 年２月 14 日（水）
平成 30 年２月 20 日（火）
平成 30 年１月 17 日（水）
平成 30 年１月 23 日（火）
平成 29 年 12 月 13 日（水）
平成 29 年 12 月 19 日(火)
平成 29 年 11 月 15 日（水）
平成 29 年 11 月 21 日（火）
平成 29 年 10 月 18 日（水）
平成 29 年 10 月 24 日（火）
平成 29 年９月 13 日（水）
平成 29 年９月 19 日（火）
平成 29 年８月 16 日（水）
平成 29 年８月 22 日（火）
平成 29 年７月 12 日（水）
平成 29 年７月 18 日（火）

セシウム 137

ヨウ素 131

平成 30 年 11 月 27 日（火） 不検出（0.34） 不検出（0.31） 不検出（0.38）
平成 30 年８月 28 日（火） 不検出（0.31） 不検出（0.30） 不検出（0.31）
平成 30 年５月 28 日（月） 不検出（0.36） 不検出（0.26） 不検出（0.39）
平成 30 年３月 15 日（木） 不検出（0.30） 不検出（0.32） 不検出（0.33）
平成 30 年２月 21 日（水） 不検出（0.30） 不検出（0.32） 不検出（0.33）
平成 30 年１月 30 日（火） 不検出（0.27） 不検出（0.32） 不検出（0.32）
平成 29 年 12 月 21 日（木） 不検出（0.29） 不検出（0.29） 不検出（0.34）
平成 29 年 11 月 21 日（火） 不検出（0.32） 不検出（0.32） 不検出（0.37）
平成 29 年 10 月 25 日（水） 不検出（0.31） 不検出（0.30） 不検出（0.34）
平成 29 年９月 20 日（水） 不検出（0.34） 不検出（0.33） 不検出（0.39）
平成 29 年８月 26 日（土） 不検出（0.33） 不検出（0.32） 不検出（0.36）
平成 29 年７月 20 日（木） 不検出（0.24） 不検出（0.33） 不検出（0.34）

平成 29 年６月 21 日（水）
平成 29 年６月 27 日（火）
平成 29 年５月 24 日（水）
平成 29 年５月 30 日（火）
平成 29 年４月 15 日（土）
平成 29 年４月 21 日（金）
平成 29 年 3 月 4 日（土）
平成 29 年 3 月 10 日（金）
平成 29 年 2 月 13 日（月）
平成 29 年 2 月 17 日（金）
平成 29 年 1 月 14 日（土）
平成 29 年 1 月 20 日（金）
平成 28 年 12 月 10 日（土）
平成 28 年 12 月 16 日（金）
平成 28 年 11 月 12 日（土）
平成 28 年 11 月 18 日（金）
平成 28 年 10 月 15 日（土）
平成 28 年 10 月 21 日（金）
平成 28 年 9 月 10 日（土）
平成 28 年 9 月 16 日(金)
平成 28 年 8 月 13 日（土）
平成 28 年 8 月 19 日（金）
平成 28 年 7 月 9 日（土）
平成 28 年 7 月 15 日（金）
平成 28 年 6 月 11 日（土）
平成 28 年 6 月 17 日（金）
平成 28 年 5 月 21 日（土)
平成 28 年 5 月 27 日（金）
平成 28 年 5 月 14 日（土)
平成 28 年 5 月 20 日（金）
平成 28 年 5 月 7 日（土）
平成 28 年 5 月 13 日（金）
平成 28 年 4 月 23 日（土）
平成 28 年 5 月 6 日（金）
平成 28 年 4 月 16 日（土）
平成 28 年 4 月 22 日（金）
平成 28 年 4 月 9 日（土）
平成 28 年 4 月 15 日（金）

平成 29 年６月 28 日（水） 不検出（0.24） 不検出（0.34） 不検出（0.30）
平成 29 年６月１日（木） 不検出（0.25） 不検出（0.26） 不検出（0.35）
平成 29 年４月 27 日（木） 不検出（0.31） 不検出（0.26） 不検出（0.35）
平成 29 年 3 月 11 日（土） 不検出（0.39） 不検出（0.32） 不検出（0.48）
平成 29 年 2 月 17 日（金） 不検出（0.28） 不検出（0.28） 不検出（0.39）
平成 29 年 1 月 22 日（日） 不検出（0.40） 不検出（0.37） 不検出（0.40）
平成 28 年 12 月 17 日（土） 不検出（0.28） 不検出（0.28） 不検出（0.30）
平成 28 年 11 月 20 日（日） 不検出（0.33） 不検出（0.25） 不検出（0.36）
平成 28 年 10 月 24 日（月） 不検出（0.37） 不検出（0.34） 不検出（0.37）
平成 28 年 9 月 17 日（土） 不検出（0.29） 不検出（0.28） 不検出（0.33）
平成 28 年 8 月 22 日（月） 不検出（0.33） 不検出（0.28) 不検出（0.31）
平成 28 年 7 月 17 日（日） 不検出（0.24） 不検出（0.28） 不検出（0.32）
平成 28 年 6 月 19 日（日） 不検出（0.27） 不検出（0.28） 不検出（0.35）
平成 28 年 5 月 28 日（土） 不検出（0.31） 不検出（0.33） 不検出（0.35）
平成 28 年 5 月 23 日（月） 不検出（0.33） 不検出（0.26） 不検出（0.37）
平成 28 年 5 月 14 日（土） 不検出（0.30） 不検出（0.29） 不検出（0.32）
平成 28 年 5 月 8 日（日） 不検出（0.35） 不検出（0.33） 不検出（0.35）
平成 28 年 4 月 23 日（土） 不検出（0.28） 不検出（0.27） 不検出（0.35）
平成 28 年 4 月 16 日（土） 不検出（0.33） 不検出（0.29） 不検出（0.37）

平成 28 年 4 月 2 日（土）
平成 28 年 4 月 8 日（金）
平成 28 年 3 月 26 日（土）
平成 28 年 4 月 1 日（金）
平成 28 年 3 月 19 日（土）
平成 28 年 3 月 25 日（金）
平成 28 年 3 月 12 日（土）
平成 28 年 3 月 18 日（金）
平成 28 年 3 月 5 日（土）
平成 28 年 3 月 11 日（金）
平成 28 年 2 月 27 日（土）
平成 28 年 3 月 4 日（金）
平成 28 年 2 月 20 日（土）
平成 28 年 2 月 26 日（金）
平成 28 年 2 月 13 日（土）
平成 28 年 2 月 19 日（金）
平成 28 年 2 月 6 日（土）
平成 28 年 2 月 12 日（金）
平成 28 年 1 月 30 日（土）
平成 28 年 2 月 5 日（金）
平成 28 年 1 月 23 日（土）
平成 28 年 1 月 29 日（金）
平成 28 年 1 月 16 日（土）
平成 28 年 1 月 22 日（金）
平成 28 年 1 月 9 日（土）
平成 28 年 1 月 15 日（金）
平成 28 年 1 月 4 日（月）
平成 28 年 1 月 8 日（金）
平成 27 年 12 月 19 日（土）
平成 27 年 12 月 25 日（金）
平成 27 年 12 月 12 日（土）
平成 27 年 12 月 18 日（金）
平成 27 年 12 月５日（土）
平成 27 年 12 月 11 日（金）
平成 27 年 11 月 28 日（土）
平成 27 年 12 月４日（金）
平成 27 年 11 月 21 日（土）
平成 27 年 11 月 27 日（金）

平成 28 年 4 月 13 日（水） 不検出（0.33） 不検出（0.36） 不検出（0.35）
平成 28 年 4 月 2 日（土） 不検出（0.30） 不検出（0.24） 不検出（0.34）
平成 28 年 3 月 28 日（月） 不検出（0.43） 不検出（0.28） 不検出（0.42）
平成 28 年 3 月 21 日（月） 不検出（0.33） 不検出（0.33） 不検出（0.33）
平成 28 年 3 月 14 日（月） 不検出（0.31） 不検出（0.34） 不検出（0.37）
平成 28 年 3 月 7 日（月） 不検出（0.31） 不検出（0.31） 不検出（0.34）
平成 28 年 2 月 27 日（日） 不検出（0.33） 不検出（0.25） 不検出（0.36）
平成 28 年 2 月 22 日（日） 不検出（0.28） 不検出（0.30） 不検出（0.29）
平成 28 年 2 月 14 日（日） 不検出（0.32） 不検出（0.24） 不検出（0.33）
平成 28 年 2 月 6 日（土） 不検出（0.20） 不検出（0.26） 不検出（0.29）
平成 28 年 1 月 30 日（土） 不検出（0.33） 不検出（0.33） 不検出（0.34）
平成 28 年 1 月 23 日（土） 不検出（0.27） 不検出（0.32） 不検出（0.37）
平成 28 年 1 月 16 日（火） 不検出（0.35） 不検出（0.34） 不検出（0.34）
平成 28 年 1 月 12 日（火） 不検出（0.35） 不検出（0.23） 不検出（0.38）
平成 27 年 12 月 28 日（月） 不検出（0.28） 不検出（0.35） 不検出（0.40）
平成 27 年 12 月 20 日（月） 不検出（0.33） 不検出（0.24） 不検出（0.33）
平成 27 年 12 月 13 日（月） 不検出（0.32） 不検出（0.32） 不検出（0.37）
平成 27 年 12 月７日（月） 不検出（0.35） 不検出（0.33） 不検出（0.35）
平成 27 年 11 月 30 日（月） 不検出（0.33） 不検出（0.31） 不検出（0.35）

平成 27 年 11 月 14 日（土） 平成 27 年 11 月 23 日（月） 不検出（0.31） 不検出（0.23） 不検出（0.39）

平成 27 年 11 月 20 日（金）
平成 27 年 11 月７日（土）
平成 27 年 11 月 13 日（金）
平成 27 年 10 月 31 日（土）
平成 27 年 11 月６日（金）
平成 27 年 10 月 24 日（土）
平成 27 年 10 月 30 日（金）
平成 27 年 10 月 17 日（土）
平成 27 年 10 月 23 日（金）
平成 27 年 10 月 10 日（土）
平成 27 年 10 月 16 日（金）
平成 27 年 10 月３日（土）
平成 27 年 10 月９日（金）
平成 27 年９月 26 日（土）
平成 27 年 10 月２日（金）
平成 27 年９月 12 日（土）
平成 27 年９月 18 日（金）
平成 27 年９月５日（土）
平成 27 年９月 11 日（金）
平成 27 年８月 29 日（土）
平成 27 年９月４日（金）
平成 27 年８月 22 日（土）
平成 27 年８月 28 日（金）
平成 27 年８月 15 日（土）
平成 27 年８月 21 日（金）
平成 27 年８月８日（土）
平成 27 年８月 14 日（金）
平成 27 年８月１日（土）
平成 27 年８月７日（金）
平成 27 年７月 25 日（土）
平成 27 年７月 31 日（金）
平成 27 年７月 18 日（土）
平成 27 年７月 24 日（金）
平成 27 年７月 11 日（土）
平成 27 年７月 17 日（金）
平成 27 年７月４日（土）
平成 27 年７月 10 日（金）
平成 27 年６月２７日（土）
平成 27 年７月３日（金）

平成 27 年 11 月 14 日（土） 不検出（0.33） 不検出（0.31） 不検出（0.33）
平成 27 年 11 月９日（月） 不検出（0.32） 不検出（0.26） 不検出（0.36）
平成 27 年１０月３１日（土） 不検出（0.37） 不検出（0.31） 不検出（0.31）
平成 27 年１０月２４日（土） 不検出（0.36） 不検出（0.29） 不検出（0.34）
平成 27 年１０月１７日（土） 不検出（0.31） 不検出（0.27） 不検出（0.37）
平成 27 年１０月１０日（土） 不検出（0.35） 不検出（0.34） 不検出（0.41）
平成 27 年１０月２日（金）

不検出（0.30） 不検出（0.38） 不検出（0.34）

平成 27 年９月 20 日（月）

不検出（0.31） 不検出（0.33） 不検出（0.35）

平成 27 年９月 12 日（土）

不検出（0.38） 不検出（0.29） 不検出（0.33）

平成 27 年９月５日（土）

不検出（0.38） 不検出（0.43） 不検出（0.49）

平成 27 年８月 31 日（月）

不検出（0.44） 不検出（0.37） 不検出（0.45）

平成 27 年８月 21 日（金）

不検出（0.34） 不検出（0.30） 不検出（0.36）

平成 27 年８月 14 日（金）

不検出（0.40） 不検出（0.33） 不検出（0.38）

平成 27 年８月８日（土）

不検出（0.30） 不検出（0.27） 不検出（0.36）

平成 27 年８月１日（土）

不検出（0.35） 不検出（0.28） 不検出（0.41）

平成 27 年７月 24 日（金）

不検出（0.33） 不検出（0.27） 不検出（0.35）

平成 27 年７月 18 日（土）

不検出（0.28） 不検出（0.23） 不検出（0.34）

平成 27 年７月 11 日（土）

不検出（0.31） 不検出（0.30） 不検出（0.33）

平成 27 年７月４日（土）

不検出（0.35） 不検出（0.34） 不検出（0.31）

平成 27 年６月２０日（土）
平成 27 年６月２６日（金）
平成 27 年６月１３日（土）
平成 27 年６月１９日（金）
平成 27 年６月６日（土）
平成 27 年６月１２日（金）
平成 27 年５月３０日（土）
平成 27 年６月５日（金）
平成 27 年５月２３日（土）
平成 27 年５月２９日（金）
平成 27 年５月１６日（土）
平成 27 年５月２２日（金）
平成 27 年５月９日（土）
平成 27 年５月１５日（金）
平成 27 年４月 25 日（土）
平成 27 年５月１日（金）
平成 27 年４月 18 日（月）
平成 27 年４月 24 日（金）
平成 27 年４月 11 日（月）
平成 27 年４月 17 日（金）
平成 27 年４月４日（月）
平成 27 年４月 10 日（金）
平成 27 年３月 28 日（月）
平成 27 年４月３日（金）
平成 27 年３月 23 日（月）
平成 27 年３月 27 日（金）
平成 27 年３月 14 日（土）
平成 27 年３月 20 日（金）
平成 27 年３月７日（土）
～平成 27 年３月 13 日（金）
平成 27 年２月 28 日（土）
～平成 27 年３月６日（金）
平成 27 年２月 21 日（土）
～平成 27 年２月 27 日（金）
平成 27 年２月７日（土）
～平成 27 年２月 13 日（金）
平成 27 年１月 31 日(土)
～平成 27 年２月６日（金）
平成 27 年１月 24 日（土）

平成 27 年６月２７日（土）

不検出（0.30） 不検出（0.33） 不検出（0.36）

平成 27 年６月２１日（日）

不検出（0.31） 不検出（0.24） 不検出（0.29）

平成 27 年６月１４日（日）

不検出（0.35） 不検出（0.34） 不検出（0.37）

平成 27 年６月６日（土）

不検出（0.38） 不検出（0.27） 不検出（0.31）

平成 27 年５月 30 日（土）

不検出（0.25） 不検出（0.23） 不検出（0.33）

平成 27 年５月 23 日（土）

不検出（0.27） 不検出（0.34） 不検出（0.39）

平成 27 年５月 18 日（月）

不検出（0.30） 不検出（0.36） 不検出（0.35）

平成 27 年５月３日（日）

不検出（0.30） 不検出（0.36） 不検出（0.35）

平成 27 年４月 25 日（土）

不検出（0.33） 不検出（0.26） 不検出（0.31）

平成 27 年４月 18 日（土）

不検出（0.31） 不検出（0.34） 不検出（0.32）

平成 27 年４月 10 日（金）

不検出（0.38） 不検出（0.31） 不検出（0.37）

平成 27 年４月４日（土）

不検出（0.27） 不検出（0.33） 不検出（0.32）

平成 27 年３月 28 日（土）

不検出（0.30） 不検出（0.30） 不検出（0.37）

平成 27 年３月 25 日（水）

不検出（0.32） 不検出（0.34） 不検出（0.34）

平成 27 年３月 13 日（金）

不検出（0.27） 不検出（0.25） 不検出（0.33）

平成 27 年３月８日（日）

不検出（0.35） 不検出（0.29） 不検出（0.32）

平成 27 年２月 28 日（土）

不検出（0.26） 不検出（0.29） 不検出（0.34）

平成 27 年２月 15 日（日）

不検出（0.31） 不検出（0.28） 不検出（0.37）

平成 27 年２月８日（日）

不検出（0.30） 不検出（0.33） 不検出（0.37）

平成 27 年２月１日（日）

不検出（0.35） 不検出（0.33） 不検出（0.36）

～平成 27 年１月 30 日(金)
平成 27 年１月 17 日（土）
～平成 27 年１月 23 日(金)
平成 27 年１月 10 日（土）
平成 27 年１月 16 日（金）
平成 27 年１月５日（月）
～平成 27 年１月９日（金）
平成 26 年 12 月 20 日（土）
～平成 26 年 12 月 26 日(金)
平成 26 年 12 月 13 日（土）
～平成 26 年 12 月 19 日（金）
平成 26 年 12 月６日（土）
～平成 26 年 12 月 12 日（金）
平成 26 年 11 月 29 日（土）
～平成 26 年 12 月５日（金）
平成 26 年 11 月 15 日（土）
～平成 26 年 11 月 21 日（金）
平成 26 年 11 月８日（土）
～平成 26 年 11 月 14 日（金）
平成 26 年 11 月１日（土）
～平成 26 年 11 月７日（金）
平成 26 年 10 月 25 日（土）
～平成 26 年 10 月 31 日（金）
平成 26 年 10 月 18 日（土）
～平成 26 年 10 月 24 日（金）
平成 26 年 10 月 11 日（土）
～平成 26 年 10 月 17 日（金）
平成 26 年 10 月４日（土）
～平成 26 年 10 月 10 日（金）
平成 26 年９月 27 日（土）
～平成 26 年 10 月３日（金）
平成 26 年９月 20 日（土）
～平成 26 年９月 26 日（金）
平成 26 年９月 13 日（土）
～平成 26 年９月 19 日（金）
平成 26 年９月６日（土）
～平成 26 年９月 12 日（金）
平成 26 年８月 30 日（土）
～平成 26 年９月５日（金）

平成 27 年１月 26 日（月）

不検出（0.34） 不検出（0.34） 不検出（0.35）

平成 27 年１月 17 日（土）

不検出（0.32） 不検出（0.29） 不検出（0.37）

平成 27 年１月 12 日（月）

不検出（0.22） 不検出（0.31） 不検出（0.32）

平成 26 年 12 月 30 日（火） 不検出（0.35） 不検出（0.30） 不検出（0.40）
平成 26 年 12 月 20 日（土） 不検出（0.39） 不検出（0.30） 不検出（0.38）
平成 26 年 12 月 12 日（金） 不検出（0.32） 不検出（0.31） 不検出（0.35）
平成 26 年 12 月６日（土）

不検出（0.29） 不検出（0.25） 不検出（0.34）

平成 26 年 11 月 24 日（月） 不検出（0.22） 不検出（0.24） 不検出（0.30）
平成 26 年 11 月 15 日（土） 不検出（0.29） 不検出（0.29） 不検出（0.28）
平成 26 年 11 月８日（土）

不検出（0.32） 不検出（0.36） 不検出（0.35）

平成 26 年 11 月 2 日（日）

不検出（0.37） 不検出（0.33） 不検出（0.35）

平成 26 年 10 月 26 日（日） 不検出（0.27） 不検出（0.27） 不検出（0.36）
平成 26 年 10 月 20 日（月） 不検出(0.27)

不検出（0.27） 不検出（0.35）

平成 26 年 10 月 14 日（火） 不検出(0.61)

不検出(0.66)

不検出(0.55)

平成 26 年 10 月５日（日）

不検出（0.66） 不検出（0.69） 不検出（0.53）

平成 26 年９月 27 日（土）

不検出（0.72） 不検出（0.76） 不検出（0.65）

平成 26 年９月 20 日（土）

不検出（0.79） 不検出（0.72） 不検出（0.63）

平成 26 年９月 16 日（火）

不検出（0.28） 不検出（0.32） 不検出（0.27）

平成 26 年９月６日（土）

不検出（0.23） 不検出（0.33） 不検出（0.31）

平成 26 年８月 23 日（土）
～平成 26 年８月 29 日（金）
平成 26 年８月 16 日（土）
～平成 26 年８月 22 日（金）
平成 26 年８月９日（土）
～平成 26 年８月 15 日（金）
平成 26 年８月２日（土）
～平成 26 年８月８日（金）
平成 26 年７月 26 日（土）
～平成 26 年８月１日（金）
平成 26 年７月 19 日（土）
～平成 26 年７月 25 日（金）
平成 26 年７月 12 日（土）
～平成 26 年７月 18 日（金）
平成 26 年７月５日（土）
～平成 26 年７月 11 日（金）
平成 26 年６月 28 日（土）
～平成 26 年７月４日（金）
平成 26 年６月 21 日（土）
～平成 26 年６月 27 日（金）
平成 26 年６月 14 日（土）
～平成 26 年６月 20 日（金）
平成 26 年６月７日（土）
～平成 26 年６月 13 日（金）
平成 26 年５月 31 日（土）
～平成 26 年６月６日（金）
平成 26 年５月 24 日（土）
～平成 26 年５月 30 日（金）
平成 26 年５月 17 日（土）
～平成 26 年５月 23 日（金）
平成 26 年５月 10 日（土）
～平成 26 年５月 16 日（金）
平成 26 年４月 26 日（土）
～平成 26 年５月９日（金）
平成 26 年４月 19 日（土）
～平成 26 年４月 25 日（金）
平成 26 年４月 12 日（土）
～平成 26 年４月 18 日（金）

平成 26 年８月 30 日（土）

不検出（0.28） 不検出（0.31） 不検出（0.26）

平成 26 年８月 23 日（土）

不検出（0.28） 不検出（0.22） 不検出（0.32）

平成 26 年８月 18 日（月）

不検出（0.25） 不検出（0.27） 不検出（0.33）

平成 26 年８月 10 日（日）

不検出（0.31） 不検出（0.31） 不検出（0.32）

平成 26 年８月５日（火）

不検出（0.36） 不検出（0.34） 不検出（0.37）

平成 26 年７月 30 日（水）

不検出（0.49） 不検出（0.54） 不検出（0.43）

平成 26 年７月 21 日（月）

不検出（0.30） 不検出（0.27） 不検出（0.35）

平成 26 年７月 14 日（月）

不検出（0.25） 不検出（0.31） 不検出（0.31）

平成 26 年７月７日（月）

不検出（0.28） 不検出（0.30） 不検出（0.33）

平成 26 年６月 30 日（月）

不検出（0.26） 不検出（0.34） 不検出（0.37）

平成 26 年６月 21 日（土）

不検出（0.35） 不検出（0.35） 不検出（0.33）

平成 26 年６月 14 日（土）

不検出（0.33） 不検出（0.30） 不検出（0.34）

平成 26 年６月７日（土）

不検出（0.56） 不検出（0.50） 不検出（0.41）

平成 26 年５月 31 日（土）

不検出（0.58） 不検出（0.48） 不検出（0.39）

平成 26 年５月 24 日（土）

不検出（0.49） 不検出（0.44） 不検出（0.41）

平成 26 年５月 20 日（火）

不検出（0.59） 不検出（0.54） 不検出（0.39）

平成 26 年５月 11 日（日）

不検出（0.49） 不検出（0.54） 不検出（0.40）

平成 26 年４月 26 日（土）

不検出（0.57） 不検出（0.53） 不検出（0.50）

平成 26 年４月 18 日（金）

不検出（0.47） 不検出（0.45） 不検出（0.39）

※検査結果の数値の意味
（

）内は、検出できる限界値で、測定食材の質や重量等で変動します。これを下回る場合は

不検出とします。
問い合わせ

子育て支援課
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