
 

（２）調理後給食 1食まるごと検査          （単位：ベクレル/キログラム） 

検査

日 
調理場名 献立 

給食 

実施日 

放射性セシウム 

134 

放射性セシウム 

137 

9/4 北部小 
ご飯、牛乳、ドライカレー、こんにゃくサラダ、り

んごゼリー 
9/4 

検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

9/4 福一小 
チキンサンド、牛乳、ＡＢＣスープ、ゆで野菜のツ

ナサラダ、アセロラゼリー 
9/4 

検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

9/4 福二小 
牛乳、麦ご飯、チキンカレー、鉄分たっぷりサラダ、

冷凍パイン 
9/4 

検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

9/4 二ツ塚小 
夏野菜カレー、牛乳、ひじきのサラダ、りんごゼリ

ー 
9/4 

検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

9/4 福田中 
ドライカレー、牛乳、ひじきと枝豆のサラダ、野菜

とベーコンのスープ、冷凍みかん 9/3 
検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（9.9 未満） 

9/7 川間小 きんぴら丼、牛乳、味噌けんちん汁、さんま塩焼き、

冷凍パイン 

9/6 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

9/7 岩木小 ジャージャー麺、牛乳、ジャーマンポテト、フルー

ツ杏仁 

9/6 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

9/7 尾崎小 セルフチリサンド、牛乳、ジャガイモのしゃきしゃ

きサラダ、ＡＢＣスープ、グレープフルーツ 

9/6 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

9/7 北部中 パン、牛乳、サラダうどん、卵のカレー煮、オレン

ジ 

9/6 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

9/7 川間中 牛乳、食パン、チョコブラック＆ホワイト、とりじ

ゃがトマト、カミカミ海草サラダ、ジョア 

9/6 検出せず 

（12.7 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

9/7 岩名中 コロッケサンド、牛乳、マカロニのイタリアンソテ

ー、ワンタンスープ、小魚、果物 

9/6 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

9/10 東部小 パン、牛乳、チリビーンズ、茹で野菜のツナサラダ、

カリポリ揚げ 

9/7 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

9/10 南部小 そぼろご飯、牛乳、切り干し大根のナムル、キムチ

スープ 

9/7 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

9/10 山崎小 手巻き寿司、牛乳、五目きんぴら、つくねそうめん

汁 

9/7 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

9/10 みずき小 パン、牛乳、きのこサラダ、スパゲティナポリタン、

ももゼリー、かえりにぼし 

9/7 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

9/10 東部中 麻婆丼、牛乳、キムチスープ、フルーツ白玉 9/7 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 
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9/10 南部中 ビビンバ、牛乳、中華スープ、ごぼうチップス、ク

ーリッシュ 

9/7 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

9/10 野田給食 

センター 

ツナ丼、牛乳、大根の甘酢和え、わかめスープ、ク

ーリッシュ 

9/7 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

9/10 関宿給食 

センター 

マーブル食パン、牛乳、卵とえのきのスープ、焼き

そば、大根サラダ、ドレッシング 

9/7 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

9/11 北部小 麦ご飯、牛乳、中華丼、バンサンスー、コーヒーゼ

リー 

9/10 検出せず 

（12.8 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

9/11 福一小 きのこのクリームドリア、牛乳、キャベツと豚肉の

スープ、イカのカレーサラダ、セレクト果物 

9/10 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

9/11 福二小 牛乳、わかめご飯、四川豆腐、春雨スープ、オレン

ジ 

9/10 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

9/11 七光台小 中華丼、牛乳、春雨サラダ、コーヒーゼリー生クリ

ーム付 

9/10 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

9/11 二ツ塚小 肉味噌丼、牛乳、ニラ玉スープ、ゴマだれサラダ 9/10 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

9/14 川間小 さくらご飯、牛乳、おきりこみ、とんかつ、こんに

ゃくサラダ、巨峰 

9/13 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

9/14 岩木小 焼きそばサンド、牛乳、中華スープ、もやしのナム

ル、ヨーグルト 

9/13 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

9/14 尾崎小 セサミトースト、牛乳、白菜のツナ和え、ポトフ、

ソフトゼリー 

9/13 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（9.6 未満） 

9/14 北部中 オレンジアップルケーキ、牛乳、冷やし中華、トマ

トのサラダ、小魚 

9/13 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（9.3 未満） 

9/14 川間中 ご飯、ツナの揚げ餃子、大根の味噌汁、野菜のゴマ

和え、キウイフルーツ 

9/12 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

9/14 岩名中 ご飯、牛乳、ジャガイモの金平、ホッケの旨み干し、

牛乳入り豚汁風すいとん、果物 

9/12 検出せず 

（12.5 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

9/18 北部小 ご飯、牛乳、さんまの松前煮、いそか和え、具がた

っぷりの味噌汁、巨峰 

9/14 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

9/18 福二小 牛乳、肉味噌丼、ニラ玉スープ、フルーツ白玉 9/14 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（9.2 未満） 
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9/18 七光台小 ご飯、牛乳、さんまの松前煮、野菜のいそか和え、

里芋の味噌汁、巨峰 

9/14 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（9.3 未満） 

9/18 二ツ塚小 さんまご飯、牛乳、きりぼしのゴマ酢和え、豆乳入

り豚汁、グレープゼリー 

9/14 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（9.1 未満） 

9/18 みずき小 わかめご飯、牛乳、メンチカツ、ボイルキャベツ、

じゃがいものきんぴら、すまし汁 

9/14 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（9.6 未満） 

9/18 福田中 ポークカレー、牛乳、大豆と小魚の揚げ煮、いそか

和え、コーヒーゼリー 

9/14 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（9.1 未満） 

9/21 川間小 ご飯、味のり、牛乳、磯辺揚げ、マーミナーチャン

プル、あおさ汁、パインゼリー 

9/20 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

9/21 岩木小 冷やしきつねうどん、牛乳、切り干し大根のサラダ、

バナナマフィン 

9/20 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（8.9 未満） 

9/21 尾崎小 りんごパン、牛乳、スパニッシュオムレツ、コーン

サラダ、白菜とベーコンのスープ 

9/20 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（9.8 未満） 

9/21 北部中 パン、牛乳、冷やしきつねうどん、ささみのレモン

ソースかけ、じゃがいもの金平煮 

9/20 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（9.7 未満） 

9/21 川間中 牛乳、ご飯、なめこ汁、さんまの梅煮、五目金平、

巨峰 

9/20 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

9/21 岩名中 秋のジャージャー麺、牛乳、さつまいもケーキ、ま

めまめサラダ 

9/20 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

9/24 東部小 さんまご飯、牛乳、切り干し大根のゴマ酢あえ、豆

乳入り豚汁、グレープゼリー 

9/21 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

9/24 南部小 ご飯、牛乳、豆腐ハンバーグ、いそか和え、じゃが

いもの味噌汁 

9/21 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

9/24 山崎小 チリコンカン、牛乳、千切り野菜のスープ、アップ

ルパイ 

9/21 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

9/24 みずき小 さつまいもご飯、牛乳、和風ハンバーグ、きのこソ

ース、ピーナツ和え、大根とわかめの味噌汁、かえ

りにぼし 

9/21 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

9/24 東部中 ご飯、牛乳、さばのあんかけ、大根と根菜のごま煮、

さつまいもの味噌汁、オレンジ 

9/21 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

9/24 南部中 ご飯、牛乳、ホキのもろみがけ、切り干し中華和え、

けんちん汁、カルピスゼリー 

9/21 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 
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9/24 野田給食 

センター 

コッペパン（イチゴジャム）、牛乳、米粉のシチュー、

ひじきのサラダ（クリーミードレッシング）、洋風卵

焼き 

9/21 検出せず 

（12.7 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

9/24 関宿給食 

センター 

チキンピラフ、牛乳、野菜たっぷりスープ、鶏ささ

みのレモン風味、シグナルソテー 

9/21 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

9/25 北部小 肉味噌丼、牛乳、キャベツのたくあん和え、ニラ玉

スープ、りんご 

9/24 検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

9/25 福一小 さんまご飯、牛乳、切り干し大根のゴマ酢和え、豆

乳入り豚汁、グレープゼリー 

9/24 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

9/25 福二小 牛乳、ご飯、生揚げの味噌煮、わかめのかき玉汁、

グレープフルーツ 

9/24 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

9/25 七光台小 肉味噌丼、牛乳、キャベツのたくあん和え、にらた

まスープ、りんご 

9/24 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

9/25 二ツ塚小 ご飯、牛乳、豆腐シューマイ、キムチ和え、五目ス

ープ、グレープフルーツ 

9/24 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

9/25 福田中 ひじきご飯、牛乳、タンドリーチキン、コールスロ

ーサラダ、かぶの味噌汁 

9/24 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

9/28 川間小 ご飯、牛乳、ジャアチャン豆腐、ししゃもレモンソ

ース、春雨サラダ、りんご 

9/27 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

9/28 岩木小 スパゲティーナポリタン、牛乳、キャベツのサラダ、

パイナップルケーキ 

9/27 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（9.9 未満） 

9/28 尾崎小 照り焼きチキンサンド、牛乳、さつまいもシチュー、

フルーツナタデココ 

9/27 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

9/28 北部中 さつまいもケーキ、牛乳、なす入りジャージャー麺、

まめまめサラダ 

9/27 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

9/28 川間中 牛乳、ジャージャー麺、まめまめサラダ、さつまい

もケーキ 

9/27 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

9/28 岩名中 鶏肉の味噌ねぎパン、牛乳、ひじきの梅ドレッシン

グ、ホワイトシチュー、小魚、果物 

9/27 検出せず 

（12.4 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。 

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。 

 

※新基準値（4月 1 日から適用） 

 飲料水 牛乳 乳児用食品 一般食品 
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放射性セシウム 

134 と 137 の合計 
10 Bq/㎏ 50 Bq/㎏ 50 Bq/㎏ 100 Bq/㎏ 

 


