
■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における放射能測定検査を実施しています。 

 

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 
測定場所 

託児所ゆりかご 
平成28年 

12月7日 
白菜 登米市産 不検出 ◇ 

                                                 測定場所‥☆エコランド ◇愛菜館 

 

測定場所 登米市衛生センター（エコランドとめ） ☆ 産直なかだ愛菜館  ◇ 

測定機器 簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ

社製 LB2045） 

簡易測定器（富士電機株式会社製食品放

射測定システムNUW１２） 

測定方法 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 

不検出の基準 放射性物質が存在しない、または検出限

界値（20ベクレル/kg）未満 

放射性物質が存在しない、または検出限

界値（20ベクレル/kg）未満 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

 

  



■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における放射能測定検査を実施しています。 

 

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 
測定場所 

登米保育所 

石越保育所 

よねやま保育園 

杉の子保育所 

平成28年 

10月24日 

さつまいも 登米市産 不検出 ☆ 

大根 登米市産 不検出 ☆ 

さつまいも 登米市産 不検出 ☆ 

さつまいも 登米市産 不検出 ☆ 

さつまいも 登米市産 不検出 ☆ 

米谷保育所 
平成28年 

10月28日 
さつまいも 登米市産 不検出 ◇ 

                                                 測定場所‥☆エコランド ◇愛菜館 

 

測定場所 登米市衛生センター（エコランドとめ） ☆ 産直なかだ愛菜館  ◇ 

測定機器 簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ

社製 LB2045） 

簡易測定器（富士電機株式会社製食品放

射測定システムNUW１２） 

測定方法 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 

不検出の基準 放射性物質が存在しない、または検出限

界値（20ベクレル/kg）未満 

放射性物質が存在しない、または検出限

界値（22ベクレル/kg）未満 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

 

  



■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における放射能測定検査を実施しています。 

 

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 
測定場所 

錦織保育園 
平成28年 

10月7日 
さつまいも 登米市産 不検出 ◇ 

                                                 測定場所‥☆エコランド ◇愛菜館 

 

測定場所 登米市衛生センター（エコランドとめ） ☆ 産直なかだ愛菜館  ◇ 

測定機器 簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ

社製 LB2045） 

簡易測定器（富士電機株式会社製食品放

射測定システムNUW１２） 

測定方法 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 

不検出の基準 放射性物質が存在しない、または検出限

界値（20ベクレル/kg）未満 

放射性物質が存在しない、または検出限

界値（27ベクレル/kg）未満 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

 

  



■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における放射能測定検査を実施しています。 

結果については以下のとおりです。 

 

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 
測定場所 

小規模保育事業所 つくしんぼ 
平成28年 

8月12日 

じゃがいも 登米市産 不検出 ◇ 

ミニトマト 登米市産 不検出 ◇ 

                                                 測定場所‥☆エコランド ◇愛菜館 

 

測定場所 登米市衛生センター（エコランドとめ） ☆ 産直なかだ愛菜館  ◇ 

測定機器 簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ

社製 LB2045） 

簡易測定器（富士電機株式会社製食品放

射測定システムNUW１２） 

測定方法 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 NaI(Tｌ)シンチレーション検出器による測定 

不検出の基準 放射性物質が存在しない、または検出限

界値（20ベクレル/kg）未満 

放射性物質が存在しない、または検出限

界値（26ベクレル/kg）未満 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

  



■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における定期検査を実施しています。 

結果については以下のとおりです。 

測定方法：NaI(Tｌ)シンチレーションカウンターを用いたガンマ線スペクトロメーターによる測定 

測定機器：簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ社製 LB2045） 

測定場所：登米市衛生センター（エコランドとめ）  

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性ヨウ素 

（I131） 

放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 

登米保育所 

よねやま保育園 

米谷保育所 

ニチイキッズ佐沼なかえ保育園 

迫新田保育所 

平成28年 

7月25日 

じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

ミニトマト 登米市産 不検出 不検出 

じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

石越保育所 

杉の子保育所 

平成28年 

7月26日 

じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

ミニトマト 登米市産 不検出 不検出 

じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

「不検出」とは「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出下限値（20 ベクレル/kg）未満であることを示し

ています。 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

  



■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における定期検査を実施しています。 

結果については以下のとおりです。 

測定方法：NaI(Tｌ)シンチレーションカウンターを用いたガンマ線スペクトロメーターによる測定 

測定機器：簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ社製 LB2045） 

測定場所：登米市衛生センター（エコランドとめ）  

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性ヨウ素 

（I131） 

放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 

錦織保育園 
平成28年 

7月12日 
じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

「不検出」とは「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出下限値（20 ベクレル/kg）未満であることを示し

ています。 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

  



■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における定期検査を実施しています。 

結果については以下のとおりです。 

測定方法：NaI(Tｌ)シンチレーションカウンターを用いたガンマ線スペクトロメーターによる測定 

測定機器：簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ社製 LB2045） 

測定場所：登米市衛生センター（エコランドとめ）  

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性ヨウ素 

（I131） 

放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 

迫中江保育所 

中田保育所 

保育所森のくまさん 

平成28年 

6月27日 

たまねぎ 登米市産 不検出 不検出 

じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

 じゃがいも 登米市産 不検出 不検出 

たまねぎ 登米市産 不検出 不検出 

佐沼保育園 
平成28年 

7月1日 
きゅうり 登米市産 不検出 不検出 

「不検出」とは「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出下限値（20 ベクレル/kg）未満であることを示し

ています。 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 保育施設給食食材の放射能測定結果 

安心安全な給食を提供するため登米市内保育施設における定期検査を実施しています。 

結果については以下のとおりです。 

測定方法：NaI(Tｌ)シンチレーションカウンターを用いたガンマ線スペクトロメーターによる測定 

測定機器：簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ社製 LB2045） 

測定場所：登米市衛生センター（エコランドとめ）  

単位：ベクレル/kg 

施設名 測定日 品目 産地 
放射性ヨウ素 

（I131） 

放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 

託児所うさぎさん家 

にじいろ保育園 

平成28年 

5月23日 

小松菜 登米市産 不検出 不検出 

たまねぎ 登米市産 不検出 不検出 

    米 登米市産 不検出 不検出 

「不検出」とは「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出下限値（20 ベクレル/kg）未満であることを示し

ています。 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

 

  



■ 認可保育所給食食材の放射能測定結果 

月曜日から金曜日までに測定した施設の結果を金曜日に掲載します。 

測定方法：NaI(Tｌ)シンチレーションカウンターを用いたガンマ線スペクトロメーターによる測定 

測定機器：簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ社製 LB2045） 

測定場所：登米市衛生センター（エコランドとめ）  

単位：ベクレル/kg 

保育所名 測定日 品目 産地 
放射性ヨウ素 

（I131） 

放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 

南方保育所 

保育所森のくまさん 

錦織保育園 

中田保育所 

登米保育所 

石越保育所 

米谷保育所 

佐沼保育園 

米川聖マリア保育園 

北上保育園 

みどりご園 

４月25日 

キャベツ 県内産 不検出 不検出 

人参 徳島県産 不検出 不検出 

卵 県内産 不検出 不検出 

４月26日 

じゃがいも 北海道産 不検出 不検出 

たまねぎ 北海道産 不検出 不検出 

キャベツ 県内産 不検出 不検出 

たまねぎ 北海道産 不検出 不検出 

４月27日 

キャベツ 千葉県産 不検出 不検出 

人参 徳島県産 不検出 不検出 

人参 徳島県産 不検出 不検出 

キャベツ 県内産 不検出 不検出 

「不検出」とは「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出下限値（20 ベクレル/kg）未満であることを示し

ています。 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

 

 

 

 



■ 認可保育所給食食材の放射能測定結果 

月曜日から金曜日までに測定した施設の結果を金曜日に掲載します。 

測定方法：NaI(Tｌ)シンチレーションカウンターを用いたガンマ線スペクトロメーターによる測定 

測定機器：簡易測定器（ベルトールドテクノロジーズ社製 LB2045） 

測定場所：登米市衛生センター（エコランドとめ）  

単位：ベクレル/kg 

保育所名 測定日 品目 産地 
放射性ヨウ素 

（I131） 

放射性セシウム 

（Cs134と 137の合計） 

迫新田保育所 

迫中江保育所 

よねやま保育園 

豊里保育園 

杉の子保育所 

４月20日 

人参 徳島県産 不検出 不検出 

キャベツ 千葉県産 不検出 不検出 

人参 千葉県産 不検出 不検出 

キャベツ 神奈川県産 不検出 不検出 

人参 徳島県産 不検出 不検出 

「不検出」とは「不検出」とは、放射性物質が存在しない、または検出下限値（20 ベクレル/kg）未満であることを示し

ています。 

 

◆ 参考 

食品衛生法の暫定規制値 

（厚生労働省が示した食材中の放射性物質の新基準） 

放射性セシウム 

新基準（ベクレル/kg） 

飲料水 ： 10 

牛乳、乳児用食品 ： 50 

一般食品 ： 100 

 

◆ 問い合わせ 

福祉事務所子育て支援課 

住所：〒987-0401 登米市南方町新高石浦130番地 

電話：0220-58-5562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


