
 

（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 

11/2 東部小 ご飯、牛乳、チンジャオロー

スー、春雨スープ、りんご 

11/1 検出せず 

（13.1 未満） 

検出せず 

（12.6 未満） 

11/2 岩木小 りんごパン、牛乳、味噌ラー

メン、こんにゃくサラダ 

11/1 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/2 尾崎小 ペンネボロネーゼ、牛乳、パ

ン、コーンとごぼうのサラダ、

オレンジ 

11/1 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

11/2 東部中 ご飯、牛乳、いかと大豆のか

りんとうがらめ、いそか和え、

根菜の味噌汁、オレンジ 

11/1 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

11/2 川間中 牛乳、大豆入り肉味噌丼、じ

ゃがいものきんぴら、ほうれ

ん草と豆腐のスープ 

11/1 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

11/2 岩名中 きんぴらトースト、牛乳、大

根サラダ、味噌ワンタン、野

菜チップス、果物 

11/1 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/2 関宿給食 

センター 

ご飯、牛乳、味噌けんちん汁、

ホキの味噌レモン焼、大豆と

カシューナッツの揚げ煮 

11/1 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/5 南部小 麦ご飯、牛乳、きのこカレー、

いかくんサラダ 

11/2 検出せず 

（8.5 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

11/5 北部小 ほくおうパン、のむヨーグル

ト、ブロッコリーのサラダ 

11/2 検出せず 

（9.2 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

11/5 福一小 ゆかりご飯、牛乳、さばのカ

レー焼、けんちん汁、あさり

と野菜のごま和え、スティッ

クごぼう 

11/2 検出せず 

（12.4 未満） 

検出せず 

（12.7 未満） 

11/5 福二小 鶏ごぼうご飯、牛乳、大根と

ジャコのサラダ、田舎汁、バ

ナナ 

11/2 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（12.3 未満） 

11/5 川間小 味噌ラーメン、牛乳、古代米

おにぎり、ナムル、さつまい

ものかりんとう揚げ 

11/2 検出せず 

（9.4 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

11/5 山崎小 クロックムッシュ、牛乳、ペ

ンネソテーポトフ、サイダー

ゼリー 

11/2 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/5 岩木小 ご飯、牛乳、鮭のもみじ焼き、

キャベツのおかか和え、豚汁

11/2 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 
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11/5 尾崎小 古代米、牛乳、いわしのさつ

ま揚げ、ピーナツ和え、豚汁、

りんご 

11/2 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/5 七光台小 ほくおうパン、のむヨーグル

ト、ブロッコリーのサラダ、

豆たっぷりシチュー、バナナ

11/2 検出せず 

（8.0 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

11/5 二ツ塚小 ご飯、牛乳、豆腐ハンバーグ、

グラッセ、フライドポテト、

中華スープ 

11/2 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（12.5 未満） 

11/5 南部中 カレー南蛮、牛乳、おからド

ーナツ、野菜ソテー、バナナ

11/2 検出せず 

（8.7 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

11/5 北部中 ご飯、牛乳、手作り焼売、八

宝菜、洋なしのヨーグルトが

け 

11/2 検出せず 

（8.1 未満） 

検出せず 

（9.7 未満） 

11/5 福田中 手作りチョコスコーン、牛乳、

スパゲティナポリタン、ゆで

野菜のサラダ 

11/2 検出せず 

（9.3 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

11/5 川間中 牛乳、ツナサンド、ミモザサ

ラダ、フルーツポンチ 

11/2 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

11/5 岩名中 さつまいもご飯、牛乳、焼き

秋刀魚、青菜のチーズ和え、

かき玉汁、果物 

11/2 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/5 野田給食 

センター 

手巻き寿司（寿司飯、ツナマ

ヨ、納豆、のり）、牛乳、切り

干し大根の煮物、むら雲汁 

11/2 検出せず 

（12.7 未満） 

検出せず 

（12.4 未満） 

11/6 南部小 子ぎつねご飯、牛乳、鮭の照

り焼、ゴマ和え、味噌けんち

ん汁 

11/5 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

11/6 福一小 ひじきご飯、牛乳、揚げ餃子、

野菜スープ、からし和え、み

かん 

11/5 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

11/6 福二小 肉味噌丼、牛乳、フルーツポ

ンチ、中華コーンスープ 

11/5 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

11/6 山崎小 ご飯、牛乳、豚汁、みかん、

味付け海苔 

11/4 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

11/6 尾崎小 子ぎつねご飯、牛乳、鶏肉の

ごま味噌焼、たくあん和え、

大根の味噌汁 

11/5 検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

11/6 二ツ塚小 五目うまに丼、牛乳、春雨ス

ープ、ヨーグルト和え 

11/5 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 
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11/6 みずき小 栗ご飯、牛乳、さつま揚げ、

ピーナッツ和え、そうめん汁、

りんご 

11/5 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

11/6 南部中 キムチチャーハン、牛乳、バ

ンバンジーサラダ、ワンタン

スープ 

11/5 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

11/6 福田中 ひじきご飯、牛乳、鮭フライ、

おかか和え、味噌けんちん汁

11/5 検出せず 

（12.8 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/9 北部小 ミニコッペパン、りんごジャ

ム、牛乳、ちくわのマヨネー

ズ焼き、ほうとううどん、海

草サラダ 

11/8 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（9.8 未満） 

11/9 尾崎小 りんごパン、牛乳、ほうれん

草のオムレツ、海草サラダ、

クラムチャウダー 

11/8 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

11/9 東部中 カレーうどん、牛乳、手作り

肉まん、キャベツときのこの

ソテー、ヨーグルト 

11/8 検出せず 

（10.1 未満） 

検出せず 

（9.9 未満） 

11/9 北部中 チキンの照り焼きバーガー、

牛乳、ポテトのチーズ煮、白

菜ときのこのスープ 

11/8 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

11/9 川間中 牛乳、パン（シュガー）、上海

焼きそば、ひじきのサラダ 

11/8 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

11/9 関宿給食 

センター 

焼きそばサンド、牛乳、韓国

風トックスープ、大根サラダ、

ドレッシング 

11/8 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/9 東部小 ご飯、梅干、牛乳、鶏の照り

焼き、鯵フリッター、ミニち

くわのマヨネーズ焼き、切り

干し大根の煮付け、蒸かしか

ぼちゃ、ブロッコリー 

11/8 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/12 南部小 ご飯、牛乳、すき焼き風煮、

ちぐさ和え、カレー小魚 

11/9 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

11/12 北部小 ご飯、牛乳、さばの柚みそ焼

き、えのきともやしのごま酢

和え、けんちん汁、ふかし芋

11/9 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

11/12 福一小 ご飯、牛乳、ししゃも南蛮、

大根の煮物、道産子汁、はな

みかん 

11/9 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/12 福二小 牛乳、ご飯、豚汁、ししゃも 11/9 検出せず 検出せず 
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の甘辛揚げ、切り干し大根の

ごま酢和え 

（11.1 未満） （12.0 未満） 

11/12 川間小 ご飯、牛乳、ひじきハンバー

グ、中華スープ、いそか和え、

フルーツヨーグルト 

11/9 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/12 山崎小 オレンジアップルケーキ、牛

乳、和風スープスパゲティ、

ミモザサラダ、チーズ 

11/9 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

11/12 岩木小 麦ご飯、牛乳、チキン南蛮、

ボイルキャベツ、大根の味噌

汁 

11/9 検出せず 

（9.2 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

11/12 尾崎小 鳥ごぼう飯、牛乳、鮭のもみ

じ焼き、ごま酢和え、豆腐の

味噌汁、グレープフルーツ 

11/9 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（12.3 未満） 

11/12 七光台小 ご飯、牛乳、さばの柚みそ焼

き、えのきともやしのごま酢

和え、けんちん汁、ふかし芋

11/9 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

11/12 二ツ塚小 三色丼、牛乳、たぬき汁、も

やしのカレードレッシング和

え 

11/9 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（12.4 未満） 

11/12 みずき小 ご飯、牛乳、鮭のマヨネーズ

焼き、からし和え、大豆の五

目煮、大根の味噌汁、はなみ

かん 

11/9 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

11/12 南部中 ご飯、牛乳、豆腐入り春巻き、

すき煮、さくさくサラダ、わ

かめスープ 

11/9 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/12 北部中 ご飯、牛乳、鮭のもみじ焼き、

ごま和え、さつま汁、りんご

11/9 検出せず 

（12.6 未満） 

検出せず 

（12.9 未満） 

11/12 福田中 キャロットライス、牛乳、え

びのクリームソース、ひじき

のサラダ、手作りグレープフ

ルーツゼリー 

11/9 検出せず 

（9.4 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/12 川間中 牛乳、ツナご飯、生姜の味噌

汁、キャベツのいそか和え、

和風卵焼き 

11/9 検出せず 

（8.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

11/12 岩名中 炊き込みいなり、牛乳、れん

こんソテー、里芋のそぼろ煮、

小魚 

11/9 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（12.3 未満） 

11/12 野田給食 ひよこ豆のカレー（麦ご飯）、 11/9 検出せず 検出せず 
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センター 牛乳、キャベツとつぼ漬けの

和え物 

（11.7 未満） （11.7 未満） 

11/13 東部小 ご飯、牛乳、おからコロッケ、

せんキャベツ、白菜のスープ

11/12 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

11/13 福二小 ソース焼きそば、牛乳、白菜

とベーコンのスープ、ツナと

かぶのサラダ 

11/8 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

11/13 山崎小 五平餅、牛乳、煮込みうどん、

キャベツのつぼ和え、バナナ

11/12 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

11/13 尾崎小 ご飯、牛乳、さんまの松前煮、

小松菜のいそか和え、どさん

こ汁、りんご 

11/12 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

11/13 七光台小 ご飯、牛乳、肉野菜炒め、の

り塩ポテト、ちから汁、りん

ご 

11/12 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

11/13 東部中 ご飯、牛乳、ぶりの照り焼き、

じゃがいもの金平、大根の味

噌汁、手作りふりかけ、グレ

ープフルーツ 

11/12 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

11/13 北部中 肉そぼろ丼、牛乳、おかか和

え、田舎汁 

11/12 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

11/13 福田中 わかめご飯、牛乳、松風焼き、

小松菜のからし和え、なめこ

汁 

11/12 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

11/16 東部小 ご飯、牛乳、ジャンボ焼売、

大根のナムル、中華なめこス

ープ、手作りアーモンドカル

11/15 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/16 北部小 味噌ラーメン（つけめん）、牛

乳、フレーク和え、おかか焼

きおにぎり、サイダーゼリー

11/15 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

11/16 岩木小 けんちんうどん、牛乳、切り

干し大根のサラダ、おからマ

フィン、みかん 

11/15 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

11/16 七光台小 味噌ラーメン（つけめん）、牛

乳、ほうれん草のツナ和え、

おかか焼きおにぎり、サイダ

ーゼリー 

11/15 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

11/16 東部中 上海焼きそば、牛乳、中華風

コーンスープ、大納言ケーキ、

オレンジ 

11/15 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（9.2 未満） 
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11/16 北部中 ホットドック・ボイルキャベ

ツ、牛乳、ポテトミートグラ

タン、レタスのスープ、フル

ーツポンチ 

11/15 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（9.3 未満） 

11/16 川間中 牛乳、食パン、イチゴ＆マー

ガリン、ポテトミートグラタ

ン、洋風かき玉スープ、フル

ーツヨーグルト 

11/15 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

11/16 関宿給食 

センター 

わかめごはん、牛乳、けんち

んうどん、もちいなり、ミモ

ザソテー 

11/15 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（9.1 未満） 

11/19 北部中 カレー（チキン）、牛乳、ミモ

ザサラダ、抹茶ミルクゼリー

11/16 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（9.7 未満） 

11/19 南部小 ご飯、牛乳、鶏肉のもろみソ

ースかけ、さつま汁、キャベ

ツとほうれん草のいそか和え

11/16 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

11/19 北部小 ご飯、牛乳、ししゃもの南蛮

漬け、ねぎたれのナムル、韓

国風雑煮、オレンジ 

11/16 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

11/19 山崎小 ご飯、牛乳、にかつ、ほうれ

ん草のいそか和え、かぶの味

噌汁 

11/16 検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

11/19 尾崎小 ご飯、牛乳、ひじき春巻き、

もやしのナムル、ジャアジャ

ン豆腐、グレープフルーツ 

11/16 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

11/19 みずき小 ご飯、牛乳、アジフライ、ボ

イルキャベツ、切り干し大根、

みそけんちん、オレンジ 

11/16 検出せず 

（13.7 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

11/19 岩名中 きんぴら丼、牛乳、じゃがい

ものゴマ酢和え、南瓜の味噌

汁、チョコマロンババロア 

11/16 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

11/19 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、鮭の和風ムニエ

ル、野菜と卵の炒め物、大根

とじゃがいもの味噌汁 

11/16 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

11/19 福一小 ご飯、牛乳、いわしフライ、

筑前煮、味噌汁 

11/16 検出せず 

（9.4 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

11/19 福二小 茶飯、牛乳、おでん、鶏とキ

ャベツのピリ辛和え、オレン

ジゼリー 

11/16 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（12.4 未満） 

11/19 川間小 チャーハン、牛乳、ワンタン 11/16 検出せず 検出せず 
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スープ、カクテキ、アップル

パイ 

（10.3 未満） （12.4 未満） 

11/19 岩木小 ご飯、牛乳、麻婆豆腐、キャ

ラメルポテト 

11/16 検出せず 

（9.1 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

11/19 七光台小 ご飯、牛乳、ししゃもの南蛮

漬け、ねぎたれのナムル、韓

国風雑煮、オレンジ 

11/16 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/19 二ツ塚小 ご飯、牛乳、焼き鳥風、もや

しのナムル、五目スープ、グ

レープフルーツ 

11/16 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/19 南部中 ご飯、牛乳、ししゃもの南蛮

揚げ、大根のそぼろ煮、野菜

の味噌汁、桃ゼリー 

11/16 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（12.5 未満） 

11/19 福田中 ご飯、牛乳、肉じゃが、わか

さぎのセサミ揚げ、オレンジ

11/15 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

11/19 川間中 牛乳、ご飯、豆腐のくず煮、

イカとじゃがいものチリソー

ス、プリン 

11/16 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

11/20 東部小 ご飯、牛乳、筑前煮、ミモザ

サラダ、はなみかん 

11/19 検出せず 

（12.4 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

11/20 福二小 牛乳、麦ご飯、チキンカレー、

ひじきのマリネ 

11/19 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/20 川間小 ご飯、牛乳、いわしのさんか

焼き、ナムル、味噌汁、醤油

ミルクゼリー 

11/19 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

11/20 山崎小 焼きおにぎり、牛乳、和風タ

ンメン、小魚ピーナツからめ、

バナナ 

11/19 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

11/20 尾崎小 中華丼、牛乳、豆かりんとう、

はなみかん 

11/19 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

11/20 七光台小 麦ご飯、牛乳、小松菜ジャコ

ふりかけ、サツマイモと鶏肉

の揚煮、枝豆しんじょの澄ま

し汁 

11/19 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

11/20 東部中 ご飯、牛乳、おからハンバー

グ、小松菜のゴマ和え、里芋

の味噌汁、はなみかん 

11/19 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

11/20 北部中 ご飯、牛乳、おからコロッケ、

ほうれん草のソテー、澄まし

汁 

11/19 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 
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11/20 福田中 ブランニュー、牛乳、五目焼

きそば、野菜ソテー、はなみ

かん 

11/19 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（12.3 未満） 

11/21 みずき小 ビビンバ、牛乳、餃子ピザ、

ごぼうとレンコンのサラダ、

中華なめこスープ、おさつチ

ップス 

11/19 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（9.2 未満） 

11/26 南部小 お好み焼き、牛乳、カレーう

どん、フルーツ白玉 

11/22 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

11/26 北部小 けんちんうどん、牛乳、おか

らのマフィン、みかん、切り

干し大根のサラダ、みかん 

11/22 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/26 福一小 チョコがけカスタードパン、

牛乳、スパゲティカルボナー

ラ、ほうれん草とりんごのサ

ラダ、小魚 

11/22 検出せず 

（12.5 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/26 福二小 牛乳、きつねうどん、手作り

チーズパン、小松菜の炒め煮、

パリッシュ 

11/22 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

11/26 川間小 さんまごはん、牛乳、むらく

も汁、いそか和え、芋ようか

ん 

11/22 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/26 山崎小 ご飯、牛乳、しゃけのさくさ

くフライ、切り干し大根のカ

レー煮、だまこ汁、オレンジ

11/22 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

11/26 岩木小 ご飯、牛乳、おでん、菊花和

え、りんご 

11/22 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/26 尾崎小 味噌ラーメン、牛乳、焼きお

にぎり、きゅうりの中華和え、

オレンジ 

11/22 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

11/26 七光台小 けんちんうどん、牛乳、おか

らのマフィン、みかん、切り

干し大根のサラダ、みかん 

11/22 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（12.8 未満） 

11/26 二ツ塚小 味噌ラーメン、牛乳、ホット

ケーキ、カレージャコ、ウイ

ンナーソテー、オレンジ 

11/22 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

11/26 みずき小 スパゲティナポリタン、ごぼ

うサラダ、パイシチュー、ゼ

リー 

11/22 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

11/26 南部中 きつねうどん、牛乳、プルー 11/22 検出せず 検出せず 
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ンパン、ほうれん草のソテー （12.4 未満） （12.8 未満） 

11/26 北部中 ご飯、牛乳、親子煮、焼きし

しゃも、ごぼうチップス、み

かん 

11/21 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

11/26 福田中 ホットケーキ、はちみつ＆マ

ーガリン、牛乳、ちゃんぽん

うどん、ウインナーとコーン

のソテー、小魚 

11/22 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/26 川間中 牛乳、ご飯、鮭の南部焼き、

からし和え、厚揚げの中華煮

11/22 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

11/26 岩名中 チョコカスタードパン、牛乳、

さつまいもサラダ、レンコン

入り肉団子スープ、小魚、果

物 

11/22 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/26 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、鶏肉のから揚げ、

切り干し大根のごま酢和え、

さつまいもの味噌汁 

11/22 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

11/27 東部小 ご飯、牛乳、豚肉とごぼうの

つくね、こんにゃくのソテー、

白玉汁 

11/26 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

11/27 南部小 ご飯、牛乳、八宝菜、ミモザ

サラダ、おさつチップス 

11/26 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

11/27 福一小 ご飯、牛乳、春巻き、マーボ

ー大根、わかめとアサリのス

ープ 

11/26 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

11/27 福二小 チキンピラフ、牛乳、たまご

スープ、キャベツとジャコの

和え物、りんご 

11/26 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

11/27 山崎小 さつまいもご飯、牛乳、鶏肉

のもろみみそ焼き、こんにゃ

く金平、豆腐のすり流し汁 

11/26 検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

11/27 二ツ塚小 焼肉丼、牛乳、じゃがいもの

味噌汁、キャベツとジャコの

和え物 

11/26 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

11/27 みずき小 ご飯、牛乳、豆腐ハンバーグ、

ほうれん草のゴマ和え、なめ

この味噌汁、フィッシュ＆チ

ップス 

11/26 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

11/27 東部中 ご飯、牛乳、ししゃものピリ

辛揚げ、まんてんサラダ、お

11/26 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 
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でん、りんご 

11/27 南部中 ご飯、牛乳、ハタハタの南蛮

漬け、大根の五目煮、のっぺ

い汁、花みかん 

11/26 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

11/27 福田中 照り焼きバーガー、牛乳、ク

ラムチャウダー、ひじきのマ

リネ 

11/26 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/30 北部小 スパゲティナポリタン、牛乳、

大根サラダ、小魚、チーズト

ースト 

11/29 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

11/30 川間小 煮込みうどん、おにぎり、し

しゃも、いそか和え、おしる

こ、牛乳 

11/29 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

11/30 七光台小 スパゲティナポリタン、大根

のサラダ、チーズトースト、

ジャコ大豆、牛乳 

11/29 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

11/30 北部中 エメラルドケーキ、牛乳、キ

ムチうどん、枝豆とコーンの

おとし揚げ、ナムル、早香 

11/29 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

11/30 関宿給食 

センター 

焼きおにぎり、牛乳、カレー

うどん、はんぺんチーズフラ

イ、いそか和え、りんご 

11/29 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 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/㎏ 

 


