
 

（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 

12/7 東部小 

きんぴら丼、牛乳、ほうれん

草のおひたし、キムチとトッ

クのスープ、杏仁豆腐 

12/6 
検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

12/7 岩木小 
カレー南蛮、牛乳、じゃがい

ものきんぴら、チーズケーキ
12/6 

検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

12/7 尾崎小 
三色そぼろ丼、牛乳、ゴマ酢

和え、豆腐の味噌汁、りんご
12/6 

検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

12/7 東部中 

揚げパン、牛乳、まんてんサ

ラダ、味噌ワンタンスープ、

バナナ 

12/6 
検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

12/7 川間中 
牛乳、肉まん、煮込みうどん、

ひじきのマリネ 
12/6 

検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

12/7 岩名中 

キムチうどん、牛乳、カフェ

オレトースト、サツマイモの

クリーム煮、豆のサラダ、小

魚 

12/6 
検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（9.4 未満） 

12/7 
関宿給食 

センター 

ご飯、牛乳、麻婆豆腐、ジャ

ンボ餃子、もやしのカレーソ

テー 

12/6 
検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

12/10 南部小 

ビビンバチャーハン、牛乳、

白菜と肉団子のスープ、杏仁

豆腐 

12/7 
検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

12/10 北部小 

ご飯、牛乳、豆腐ハンバーグ、

けんちん汁、海草サラダ、り

んご 

12/7 
検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

12/10 福一小 

ご飯、牛乳、海老焼売、春雨

スープ、中華和え、ごぼうス

ティック 

12/7 
検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

12/10 福二小 

牛乳、菜めし、生揚げの味噌

煮、わかめのかき玉汁、花み

かん 

12/7 
検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

12/10 川間小 

ご飯、牛乳、味のり、さんま

の松前煮、豚汁、焼きりんご

メープル 

12/7 
検出せず 

（10.1 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

12/10 山崎小 

鶏飯、ししゃものごま揚げ、

カミカミお浸し、澄まし汁、

牛乳 

12/6 
検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

12/10 岩木小 中華丼、牛乳、かぼちゃコロ 12/7 検出せず 検出せず 
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ッケ、わかめスープ （10.5 未満） （10.7 未満） 

12/10 尾崎小 

ご飯、牛乳、さばのごまみそ

焼き、肉じゃが、キャベツの

おかか和え、オレンジ 

12/7 
検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

12/10 七光台小 
ご飯、牛乳、海草サラダ、芋

のこ汁、りんご 
12/7 

検出せず 

（9.6 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

12/10 二ツ塚小 

わかめご飯、牛乳、鶏肉とカ

シューナッツの揚煮、五目ス

ープ、バナナ 

12/7 
検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

12/10 みずき小 

焼きおにぎり、生揚げのそぼ

ろ、あんかけ、ゴマ和え、豚

汁、牛乳、オレンジ 

12/7 
検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

12/10 南部中 

カレー、牛乳、豆乳ごまドレ

ッシングサラダ、フルーツポ

ンチ 

12/7 
検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

12/10 北部中 

ご飯、牛乳、鮭のチャンチャ

ン焼き、じゃがいものきんぴ

ら煮、ニラ玉汁 

12/7 
検出せず 

（9.2 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

12/10 福田中 
ご飯、牛乳、肉じゃが、納豆、

キャベツの梅和え、オレンジ
12/7 

検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（12.3 未満） 

12/10 川間中 

牛乳、ハヤシライス、ごまさ

つま、Ca チーズ、キウイフル

ーツ 

12/7 
検出せず 

（9.6 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

12/10 岩名中 

ご飯、牛乳、豆あじの南蛮漬

け、ほうれん草のゴマ和え、

すき焼き煮、花みかん 

12/7 
検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

12/10 
野田給食 

センター 

麦ご飯、牛乳、ポークカレー、

もやしのソテー、りんご 
12/7 

検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

12/11 南部小 
麦ご飯、牛乳、カレー、いか

くんサラダ、りんご 
12/10 

検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

12/11 福一小 

鶏ごぼうご飯、牛乳、いかの

かりんとうがらめ、利休汁、

ほうれん草ゴマ和え 

12/10 
検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

12/11 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 

12/10 
検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

12/11 山崎小 

ハヤシライス、ジャコ入りサ

ラダ、フルーツヨーグルト、

牛乳 

12/10 
検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

12/11 二ツ塚小 さつまいもご飯、牛乳、韓国 12/10 検出せず 検出せず 
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風すき焼き、ししゃもの南蛮

煮、グレープフルーツ 

（11.0 未満） （11.0 未満） 

12/11 みずき小 

こぎつねご飯、牛乳、鮭の香

味焼き、からし和え、白玉雑

煮、花みかん 

12/10 
検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

12/11 南部中 

ご飯、牛乳、鶏肉のピーナッ

ツからめ、ほうれん草のゴマ

和え、けんちん汁 

12/10 
検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

12/11 福田中 
セサミトースト、牛乳、ポー

クビーンズ、わかめサラダ 
12/10 

検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（13.0 未満） 

12/14 東部小 ご飯、牛乳、さばのごぼうみ

そ焼き、ブロッコリーのごま

サラダ、豆腐とわかめの味噌

汁、花みかん 

12/13 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

12/14 岩木小 ほうとううどん、牛乳、切り

干し大根のサラダ、アーモン

ドコーン、みかん 

12/13 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

12/14 尾崎小 牛乳、ストロベリーロール、

マカロニグラタン、海草サラ

ダ、キャベツとベーコンのス

ープ 

12/13 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

12/14 東部中 スパゲティペスカトーレ、牛

乳、千切り野菜のスープ、オ

レンジアップルケーキ 

12/13 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

12/14 川間中 牛乳、アーモンドトースト、

醤油ラーメン、卵の醤油煮、

野菜炒め 

12/13 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

12/14 岩名中 スパゲティシシリアン、ドラ

イカレーパン、小松菜のジャ

コサラダ、野菜スープ 

12/13 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

12/14 関宿給食 

センター 

中華めん、牛乳、味噌ラーメ

ン汁、ポーク焼売、きくらげ

の炒め物 

12/12 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

12/17 南部小 五目鶏飯、牛乳、カレースパ

ゲティサラダ、じゃがいもの

味噌汁、アセロラゼリー 

12/14 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

12/17 北部小 ご飯、ししゃもの南蛮漬け、

ピーナツ和え、いりどり、紅

マドンナ 

12/14 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

12/17 福一小 カレー、牛乳、餃子ピザ、パ 12/14 検出せず 検出せず 
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インゼリー、キャベツのレモ

ン和え 

（9.6 未満） （11.6 未満） 

12/17 福二小 牛乳、ご飯、鯖の柚みそ焼き、

大豆の磯煮、きのこ汁 

12/14 検出せず 

（10.1 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

12/17 川間小 五目ご飯、牛乳、ごぼうコロ

ッケ、すまし汁、いそか和え

12/14 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

12/17 山崎小 ご飯、たらのごまみそ焼き、

大豆の五目煮、のっぺい汁、

味付け海苔、柿、牛乳 

12/14 検出せず 

（8.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

12/17 岩木小 ご飯、牛乳、さばの香味焼き、

キャベツのおかか和え、味噌

汁、りんご 

12/14 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

12/17 尾崎小 牛乳、ご飯、麻婆豆腐、ポテ

ト春巻、えのきの中華和え、

オレンジ 

12/14 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

12/17 七光台小 ご飯、ししゃもの南蛮漬け、

ピーナツ和え、いりどり、紅

マドンナ 

12/14 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

12/17 二ツ塚小 子ぎつねご飯、牛乳、味噌け

んちん汁、ミモザサラダ、き

な粉のブラマンジェ 

12/14 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

12/17 みずき小 穀米ごはん、牛乳、鶏肉の梅

焼き、ごぼうとレンコンのサ

ラダ、けんちん汁、グレープ

フルーツ 

12/14 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

12/17 南部中 キャロットライス、牛乳、し

めじと小松菜のピーナッツ和

え、かぼちゃシチュー、りん

ごパイ 

12/14 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

12/17 北部中 麦入りご飯、シーフードカレ

ー、フレンチサラダ、パイン

ゼリー、牛乳 

12/14 検出せず 

（9.3 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

12/17 福田中 梅ちりめんご飯、牛乳、千草

焼き、いかくんサラダ、味噌

汁 

12/14 検出せず 

（9.9 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

12/17 川間中 牛乳、ご飯、変わりハンバー

グ、ほうれん草ソテー、味噌

汁 

12/14 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

12/17 岩名中 ご飯、じゃがいもの煮物、に

んじん揚げ、かぼちゃの団子

12/14 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 
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汁、小魚 

12/17 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、味付け海苔、厚

揚げの中華煮、もやしといか

の炒め物、ヨーグルト 

12/14 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

12/18 南部小 ハヤシライス、牛乳、鉄分た

っぷりサラダ、花みかん 

12/17 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

12/18 福一小 ご飯、牛乳、鮭のホイル蒸し、

なめこのみぞれ汁、ごまだれ

サラダ、花みかん、小魚 

12/17 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

12/18 福二小 牛乳、ご飯、鮭の照り焼き、

春雨サラダ、ほうれん草と油

揚げの味噌汁 

12/17 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

12/18 山崎小 カレーミートサンド、ジャー

マンポテト、チンゲン菜スー

プ、目玉焼き、牛乳 

12/17 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

12/18 二ツ塚小 ココア揚げパン、牛乳、小魚、

朝鮮風雑煮、ポテトサラダ 

12/17 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

12/18 みずき小 ご飯、牛乳、ささみカツ、ボ

イルキャベツ、しなちくの炒

め煮、ほうれん草とえのきの

味噌汁、りんご 

12/17 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

12/18 南部中 親子丼、牛乳、大豆の磯煮、

ほうれん草のすまし汁、カル

ピスゼリー 

12/17 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

12/18 福田中 チキンライス、牛乳、肉団子

スープ、マカロニサラダ、グ

レープフルーツ 

12/17 検出せず 

（12.8 未満） 

検出せず 

（12.8 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/㎏ 

 


