
 

（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 

10/1 東部小 三色そぼろご飯、牛乳、もや

しのごま酢和え、なめこ汁、

お月見団子 

9/28 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/1 南部小 ご飯、牛乳、さんまの塩焼き、

切り干しの煮付け、豆乳入り

味噌汁、お月見ゼリー 

9/28 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

10/1 山崎小 焼きおにぎり、牛乳、和風タ

ンメン、こんにゃくソテー、

グレープフルーツ 

9/28 検出せず 

（12.9 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

10/1 みずき小 ご飯、牛乳、さんまの蒲焼き、

切り干し大根の煮付け、豆乳

仕立ての野菜汁、月見団子 

9/28 検出せず 

（12.8 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

10/1 東部中 さんまご飯、牛乳、しめじの

煮浸し、里芋のごま味噌汁、

月見団子 

9/28 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

10/1 南部中 さんまご飯、牛乳、シメジの

煮浸し、里芋のごま味噌煮、

お月見団子 

9/28 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（9.8 未満） 

10/1 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、さんまの竜田揚

げ、野菜のゆかり和え、豚汁、

月見ゼリー 

9/28 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

10/1 関宿給食 

センター 

ご飯、牛乳、すいとん、さん

まの梅煮、切り干し大根の煮

物、お月見団子 

9/28 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（8.7 未満） 

10/2 北部小 ご飯、牛乳、ホキのもろみが

け、ひじきのおひたし、さつ

ま汁、りんご 

10/1 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/2 福一小 こぎつねご飯、牛乳、切り干

し大根の卵とじ、白菜スープ、

わかめとじゃこのサラダ 

10/1 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（9.6 未満） 

10/2 福二小 牛乳、親子丼、野菜のしょう

が醤油和え、つみれ汁 

10/1 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

10/2 七光台小 ご飯、牛乳、ホキのもろみが

け、ひじきの和え物、さつま

汁、りんご 

10/1 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

10/2 二ツ塚小 カレーそぼろご飯、牛乳、白

菜スープ、杏仁豆腐 

10/1 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（9.4 未満） 

10/2 福田中 牛乳、肉味噌丼、ナムル、わ 10/1 検出せず 検出せず 
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かめスープ、アセロラゼリー （10.2 未満） （9.4 未満） 

10/5 川間小 キムチ焼きそば、牛乳、魚団

子スープ、わかめサラダ、さ

つまいもと大豆のあべかわ 

10/4 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（9.9 未満） 

10/5 岩木小 麦ご飯、牛乳、麻婆豆腐、切

り干し大根のサラダ 

10/4 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（9.1 未満） 

10/5 尾崎小 わかめご飯、牛乳、鶏肉のピ

リ辛焼き、ひじきのサラダ、

豚汁、りんご 

10/4 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

10/5 北部中 マーブルケーキ、牛乳、スパ

ゲティボロネーゼ、サラダ、

冷凍パイン 

10/4 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

10/5 福田中 麦ご飯、牛乳、チキンカレー、

福神漬、ヨーグルト和え 

10/4 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（9.3 未満） 

10/5 川間中 牛乳、食パン、イチゴジャム、

パンプキンシチュー、ひじき

のマリネ 

10/4 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

10/9 福二小 牛乳、麦ご飯、ポークカレー、

ツナと大根のサラダ、オレン

ジ 

10/5 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

10/9 七光台小 黒食パン、ホイップハニー、

牛乳、鶉と揚げボールのカレ

ー煮、ブロッコリーのおかか

和え 

10/4 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（12.6 未満） 

10/9 二ツ塚小 ご飯、牛乳、鮭のムニエル、

ごまだれサラダ、五目スープ、

グレープフルーツ 

10/4 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

10/9 岩名中 カレー、牛乳、キャベツとわ

かめの甘酢和え 

10/5 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

10/12 川間小 チキンカレーライス、牛乳、

大根サラダ、フルーツポンチ

10/11 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

10/12 岩木小 ご飯、牛乳、さばのカレー焼

き、里芋のそぼろ煮、ごまマ

ヨネーズ和え 

10/11 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/12 尾崎小 カレーうどん、牛乳、やきお

にぎり、小松菜のアーモンド

和え、ヨーグルト 

10/11 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

10/12 北部中 カレーミートサンド、牛乳、

ひじきと枝豆のサラダ、白菜

ときのこのスープ、スイート

10/11 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 
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ポテト 

10/12 川間中 牛乳、ご飯、鮭のもみじ焼き、

ごま和え、さつま汁、りんご

10/11 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（9.8 未満） 

10/12 岩名中 ご飯、牛乳、鯖のピリ辛ソー

ス、野菜のごま和え、じゃが

もちスープ 

10/11 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（9.6 未満） 

10/15 東部小 ご飯、牛乳、かぼちゃコロッ

ケ、せんキャベツ、大根とわ

かめの味噌汁、はなみかん 

10/12 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

10/15 南部小 豚キムチ丼、牛乳、いそか和

え、わかめスープ、オレンジ

10/12 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

10/15 山崎小 ツナサンド、牛乳、ほうれん

草のソテー、ミネストローネ、

バナナ 

10/12 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

10/15 みずき小 ご飯、牛乳、ハムカツ、ボイ

ルキャベツ、大豆の五目煮、

中華なめこスープ、オレンジ

10/12 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

10/15 東部中 ご飯、牛乳、いわし入りさつ

ま揚げ、ピーナッツ和え、か

ぶと厚揚げの味噌汁、りんご

10/12 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/15 南部中 カレー、牛乳、春雨ともやし

のサラダ、フルーツポンチ 

10/12 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

10/15 野田給食

センター 

麦ご飯、牛乳、豚肉と豆のカ

レー、小松菜とコーンのソテ

ー、りんご 

10/12 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

10/15 関宿給食

センター 

ご飯、牛乳、中華コーンスー

プ、肉野菜炒め、五目パオズ

10/12 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

10/16 北部小 麦ご飯、牛乳、カルピスゼリ

ー、カレー、小魚、笹かま入

りごま和え 

10/15 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

10/16 福一小 中華丼、牛乳、ナムル、卵ス

ープ、フルーツみつまめ 

10/15 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

10/16 福二小 牛乳、鮭わかめご飯、ちくわ

のマヨネーズ焼き、ごぼうサ

ラダ、さつま汁 

10/15 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

10/16 七光台小 麦ご飯、カレー、牛乳、笹か

ま入りごま和え、カルピスゼ

リー、ジャコ大豆 

10/15 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（9.2 未満） 

10/16 二ツ塚小 中華丼、牛乳、わかめスープ、

フルーツ白玉 

10/15 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 
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10/16 福田中 ご飯、牛乳、さんまの南蛮漬

け、大根ツナサラダ、たぬき

汁、みかん 

10/15 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

10/19 川間小 カレーミートサンド、牛乳、

海草サラダ、洋風かきたまス

ープ 

10/18 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

10/19 岩木小 ツナとコーンのピザトース

ト、牛乳、あさりのチャウダ

ー、キウイフルーツ 

10/18 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

10/19 尾崎小 ご飯、牛乳、キャベツたっぷ

りメンチ、ごま酢和え、えの

きの味噌汁、りんご 

10/18 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（9.4 未満） 

10/19 北部中 ハムカツバーガー、牛乳、サ

ラダ、洋風かきたまスープ、

オレンジ 

10/18 検出せず 

（9.6 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

10/19 川間中 牛乳、ホットケーキ、たらこ

スパゲティ、ごまだれサラダ、

オレンジ 

10/18 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/19 岩名中 ガーリックトースト、牛乳、

さつまいもシチュー、切り干

しの和え物、カリカリ大豆、

果物 

10/18 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

10/22 南部小 ココアバナナケーキ、牛乳、

ミートソースペンネ、サラダ

10/18 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

10/22 北部小 ご飯、牛乳、チキン照焼きハ

ンバーグ、白菜のスープ、え

びとブロッコリーのソテー、

キウイフルーツ 

10/19 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（12.5 未満） 

10/22 福一小 ご飯、牛乳、ホッケ、五目金

平、芋の子汁、小魚、柿 

10/22 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

10/22 福二小 牛乳、なめし、チーズハンバ

ーグ、こふき芋、みかんゼリ

ー 

10/19 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

10/22 川間小 きのこクリームペンネ、牛乳、

ポトフ、小魚アーモンド、チ

ョコバナナケーキ 

10/19 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

10/22 山崎小 ご飯、牛乳、豆腐のグラタン、

ほうれん草のツナ和え、雑煮、

味付け海苔 

10/19 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

10/22 岩木小 麦ご飯、カレー、牛乳、ひじ 10/19 検出せず 検出せず 
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きの梅ドレッシング和え （11.5 未満） （11.4 未満） 

10/22 尾崎小 チャーハン、牛乳、ワンタン

スープ、フルーツ杏仁豆腐 

10/19 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

10/22 七光台小 ご飯、牛乳、チキン照焼きハ

ンバーグ、えびとブロッコリ

ーのソテー、白菜スープ、キ

ウイ 

10/19 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

10/22 二ツ塚小 ご飯、牛乳、さんまの蒲焼き、

ひじきいりゴマ和え、団子汁

10/19 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

10/22 みずき小 ご飯、牛乳、さばのカレー焼

き、いそか和え、白玉雑煮、

オレンジゼリー 

10/19 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

10/22 南部中 ご飯、牛乳、四川豆腐、ごぼ

うチップス、豆腐肉団子スー

プ 

10/19 検出せず 

（9.3 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

10/22 北部中 鶏飯、牛乳、大根のそぼろ煮、

小松菜と里芋の味噌汁、バナ

ナ 

10/19 検出せず 

（12.8 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

10/22 福田中 手作りオレンジアップルケー

キ、牛乳、チャンポンうどん、

小松菜ソテー 

10/19 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

10/22 川間中 牛乳、ご飯、さばの味噌煮、

小松菜のおひたし、すいとん

10/19 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

10/22 岩名中 菜飯、牛乳、鯵フライ、もや

しの酢の物、五目スープ、ヨ

ーグルト 

10/19 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

10/22 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、子ぎつねご飯の

具、豚肉と野菜のピリ辛炒め、

大根と豆腐の味噌汁 

10/19 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

10/23 南部小 ご飯、牛乳、マーボー豆腐、

バンサンスー、梨ゼリー 

10/22 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

10/23 福一小 ブルーベリーパン、牛乳、き

のこのシチュー、シーザーサ

ラダ、オレンジ 

10/23 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/23 福二小 牛乳、ご飯、鶏肉とカシュー

ナッツの炒め物、豆腐とわか

めの味噌汁、ふりかけ 

10/22 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/23 山崎小 さんまご飯、牛乳、松風焼き、

きゅうりの土佐漬け、せんべ

い汁 

10/22 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 
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10/23 二ツ塚小 ビビンバご飯、牛乳、キャベ

ツとベーコンのスープ、大根

サラダ、りんご 

10/22 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

10/23 南部中 キムタクご飯、牛乳、イカの

カレーサラダ、ニラ玉スープ、

杏仁豆腐 

10/22 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

10/23 福田中 ご飯、牛乳、鶏肉のもろみ焼

き、切干大根の煮物、のっぺ

い汁 

10/22 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

10/26 東部小 ご飯、セレクトジュース、お

でん、フレーク和え、大学芋

10/25 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

10/26 北部小 けんちんうどん、牛乳、フル

ーツゼリー、さつまいも蒸し

パン、ウインナーともやしの

ソテー 

10/25 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（12.6 未満） 

10/26 川間小 わかめごはん、牛乳、おでん、

菊花和え、小魚、手作りプリ

ン 

10/25 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

10/26 七光台小 けんちんうどん、牛乳、もや

しとウインナーのソテー、さ

つまいも蒸しパン、フルーツ

ミックスゼリー 

10/25 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

10/26 東部中 揚げパン、牛乳、きのこけん

ちんうどん、ツナとほうれん

草の和え物、アーモンドカル、

オレンジ 

10/25 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

10/26 北部中 コッペパン・メイプル＆マー

ガリン、牛乳、ピザ風オムレ

ツ、実だくさんスープ、ヨー

グルト和え 

10/25 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

10/26 関宿給食 

センター 

バーガーパン、牛乳、イタリ

アンスープ、大豆ひじきコロ

ッケ、ツナとキャベツの炒め

物、ヨーグルト 

10/25 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（12.5 未満） 

10/29 南部小 麦ご飯、牛乳、ホキのもろみ

がけ、ひじき入りおひたし、

さつま汁、はなみかん 

10/26 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

10/29 北部小 いりこなめし、牛乳、黒糖ビ

ーンズ、秋鮭のつがるづけ、

レンコンの炒り煮、豆腐白玉

10/26 検出せず 

（8.3 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 
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のきのこ汁 

10/29 福一小 秋の香りご飯、牛乳、呉汁、

豆腐入り春巻き、ナムル 

10/26 検出せず 

（8.5 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

10/29 福二小 牛乳、麦ご飯、麻婆豆腐、チ

ンゲン菜と卵のスープ、りん

ご 

10/26 検出せず 

（9.1 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

10/29 川間小 ご飯、牛乳、おさかなっつ、

ナムル、わかめスープ、パイ

ンゼリー 

10/26 検出せず 

（8.8 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

10/29 山崎小 だいなごんケーキ、牛乳、里

山うどん、ひじきの梅ドレッ

シング和え、花みかん 

10/25 検出せず 

（8.9 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

10/29 岩木小 ご飯、牛乳、あじのいそかフ

ライ、しめじと小松菜の味噌

汁、こふきいも 

10/26 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

10/29 尾崎小 ビビンバ、牛乳、さつまいも

チップス、わかめスープ 

10/26 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

10/29 七光台小 なめし、牛乳、鮭のつがる焼

き、根菜の炒り煮、豆腐団子

のきのこ汁、黒糖ビーンズ 

10/26 検出せず 

（8.5 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

10/29 二ツ塚小 なめし、牛乳、鶏肉とジャガ

イモの照り和え、なめこ汁、

りんごゼリー 

10/26 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

10/29 みずき小 アーモンドの揚げパン、牛乳、

里芋のグラタン、ほうれん草

のソテー、実沢山スープ、グ

レープフルーツ 

10/26 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

10/29 南部中 ご飯、牛乳、シャキシャキハ

ンバーグ、ジャコサラダ、む

らくもスープ 

10/26 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

10/29 北部中 ご飯、牛乳、コロッケ、野菜

炒め、なすの味噌汁 

10/26 検出せず 

（8.3 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

10/29 福田中 チャーハン、牛乳、春巻き、

コーンサラダ、中華スープ 

10/25 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

10/29 川間中 牛乳、ご飯、回鍋肉、マッシ

ュポテト、ワンタンスープ 

10/26 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

10/29 岩名中 ご飯、牛乳、さんまの蒲焼き、

もやしとニラのソテー、秋野

菜の味噌汁、果物 

10/26 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

10/29 野田給食 ご飯、牛乳、味付けのり、さ 10/26 検出せず 検出せず 
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センター んまのごまフライ（ソース）、

酢炒り野菜、玉ねぎとほうれ

ん草の味噌汁 

（10.9 未満） （11.6 未満） 

10/30 南部小 ご飯、牛乳、肉じゃが、しし

ゃもの照り焼き、ゴマ和え、

プルーン 

10/29 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

10/30 福一小 ご飯、牛乳、いわしの旨み干

し、どさんこ汁、ミモザサラ

ダ 

10/29 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

10/30 福二小 牛乳、ゆかりご飯、筑前煮、

大根と油揚げの味噌汁、オレ

ンジ 

10/29 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

10/30 山崎小 チャーハン、牛乳、かぼちゃ

のサモサ、わかめスープ 

10/26 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

10/30 二ツ塚小 サツマイモご飯、牛乳、えび

と厚揚げのチリソース、白玉

入りスープ、フルーツ 

10/29 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

10/30 南部中 ご飯、牛乳、ししゃものパリ

パリ揚げ、マロニーの五目炒

め、白玉雑煮、セレクトデザ

ート 

10/29 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

10/30 福田中 白飯、牛乳、肉じゃが、納豆、

キャベツの梅和え、オレンジ

ゼリー 

10/26 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.0 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 

放射性セシウム 

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

 


