
 

（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 

1/11 東部小 きな粉揚げパン、牛乳、肉野

菜炒め、卵スープ、八朔 

1/10 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

1/11 北部小 麦入りご飯、牛乳、冬野菜カ

レー、キャベツのとさ和え、

黒糖かん 

1/11 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

1/11 尾崎小 きな粉揚げパン、牛乳、コー

ルスローサラダ、ペンネのク

リーム煮、キウイ 

1/10 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

1/11 東部中 上海焼きそば、牛乳、春雨ス

ープ、チョコバナナケーキ、

オレンジ 

1/10 検出せず 

（10.0 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

1/11 北部中 ツナとコーンのピザトース

ト、ポトフ、海草サラダ、牛

乳 

1/10 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

1/11 川間中 牛乳、コッペパン、サラダ、

オープンオムレツ、米粉シチ

ュー、みかん、イチゴジャム

1/10 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.1 満） 

1/11 野田給食

センター 

焼肉丼（ご飯）、牛乳、もやし

とほうれん草のごま炒め、韓

国風雑煮 

1/10 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

1/15 南部小 タイ風炒飯、牛乳、切干大根

のナムル、中華スープ、ヨー

グルト 

1/11 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

1/15 福二小 牛乳、そぼろご飯、五目煮豆、

春雨スープ 

1/11 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

1/15 山崎小 花むすびご飯、牛乳、大根の

煮物、ミモザサラダ、あんこ

ろもち 

1/11 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

1/15 二ツ塚小 ご飯、牛乳、松風焼き、いそ

か和え、けんちん汁、みかん

1/11 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

1/15 南部中 ご飯、牛乳、揚げ豆腐のきの

こソース、大根の煮物、野田

野菜の味噌汁、きな粉団子 

1/11 検出せず 

（10.0 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

1/15 福田中 ご飯、牛乳、麻婆豆腐、伴三

絲、オレンジゼリー 

1/11 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

1/18 東部小 野菜たっぷり塩ラーメン、牛

乳、大根のナムル、キャロッ

トケーキ 

1/17 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 
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1/18 岩木小 フルーツクリームサンド、牛

乳、味噌ラーメン、じゃがい

も 

1/17 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（9.1 未満） 

1/18 尾崎小 セサミトースト、牛乳、ジャ

ーマンポテト、イタリアンス

ープ、フルーツヨーグルト和

え 

1/17 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（9.4 未満） 

1/18 東部中 ツナとコーンのピザトース

ト、牛乳、海草サラダ、クリ

ームシチュー、オレンジ 

1/17 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（9.7 未満） 

1/18 川間中 牛乳、お好み焼き、豚キムチ

焼きそば、フルーツヨーグル

ト 

1/17 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

1/18 岩名中 力うどん、牛乳、カレーパン、

ほうれん草の磯マヨサラダ、

バナナ 

1/17 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

1/18 関宿給食 

センター 

ご飯、牛乳、ワンタンスープ、

海老と豆腐のチリソース煮、

ビーフンソテー 

1/16 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

1/21 南部小 そぼろご飯、牛乳、スイート

ポテトサラダ、味噌ワンタン

スープ 

1/18 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

1/21 北部小 食パン、牛乳、ブルーベリー

ジャム、イカのチリソースが

け、スパゲティサラダ、実だ

くさんスープ、すり下ろしり

んごゼリー 

1/18 検出せず 

（9.0 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

1/21 福一小 カレー、牛乳、パリパリ海草

サラダ、アセロラゼリー 

1/18 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

1/21 福二小 牛乳、キムチチャーハン、大

根とハムの中華和え、ワンタ

ンスープ、オレンジ 

1/18 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

1/21 川間小 ご飯、ふりかけ、牛乳、豚肉

と大根の味噌煮、ほっけのピ

リ辛焼き、ハニーきんかん 

1/18 検出せず 

（9.9 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

1/21 山崎小 ご飯、牛乳、四川豆腐、海老

春巻き、キャベツのナムル、

オレンジ 

1/18 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

1/21 岩木小 麦ご飯、牛乳、カレー、ひじ

きのマリネ、キウイフルーツ

1/18 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 
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1/21 尾崎小 ご飯、牛乳、キャベツたっぷ

りメンチカツ、ゆかり和え、

なめこ汁、花みかん 

1/18 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

1/21 七光台小 ご飯、豆腐のおとし揚げ、和

風ポテトサラダ、だまこもち

なべ、のり佃煮、デコポン 

1/21 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

1/21 二ツ塚小 チャーハン、牛乳、手作り餃

子、中華スープ、みかん 

1/18 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

1/21 みずき小 ご飯、牛乳、さばのごまみそ

焼き、いそか和え、けんちん

汁、野菜チップス 

1/18 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

1/21 南部中 コスモドリア、牛乳、ごぼう

ソテー、キャベツと豚肉のス

ープ、キウイフルーツ 

1/18 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

1/21 北部中 海老ドリア、ミモザサラダ、

ミネストローネスープ、牛乳

1/18 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

1/21 福田中 ポークカレー、牛乳、磯香和

え、手作りコーヒーゼリー、

大豆と小魚の揚げ煮 

1/18 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

1/21 川間中 牛乳、ご飯、すき焼き風煮、

ほうれん草のナムル、オレン

ジ 

1/18 検出せず 

（9.4 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

1/21 岩名中 揚げパン、冬野菜のシチュー、

海草サラダ、小魚、いよかん、

牛乳 

1/18 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

1/21 野田給食 

センター 

とりそぼろ丼、牛乳、大豆の

磯煮、澄まし汁 

1/18 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

1/22 南部小 こぎつねご飯、牛乳、マカロ

ニサラダ、味噌けんちん汁、

紅マドンナ 

1/21 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

1/22 福一小 こぎつねご飯、牛乳、千草焼

き、実沢山味噌汁、ごま和え、

りんごゼリー 

1/21 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（9.8 未満） 

1/22 福二小 牛乳、麦ご飯、チキンカレー、

グリーンサラダ 

1/21 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

1/22 山崎小 こぎつねご飯、牛乳、松風焼

き、切り干し入りお浸し、そ

うめん汁 

1/21 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

1/22 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、ひじ

1/21 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 
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きとサツマイモのサラダ 

1/22 みずき小 古代米ご飯、牛乳、鮭の辛し

みそ焼き、ピーナッツ和え、

そうめん汁、さつまいもとり

んごの煮物 

1/21 検出せず 

（9.9 未満） 

検出せず 

（12.6 未満） 

1/22 南部中 ご飯、牛乳、ここころスコッ

チエッグ、ボイルキャベツ、

切り干し大根の煮付け、なめ

こ汁 

1/21 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（9.4 未満） 

1/22 福田中 手作りイチゴマフィン、牛乳、

スパゲティナポリタン、わか

めサラダ 

1/21 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（9.5 未満） 

1/25 東部小 ソフト麺、カレーあんかけ、

牛乳、甘酢和え、いよかん、

キャンディチーズ 

1/24 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

1/25 北部小 塩むすび、牛乳、梅干、鮭の

塩焼き、昆布の煮物、大根の

味噌汁 

1/24 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

1/25 尾崎小 バターロール、ジャム、牛乳、

オープンオムレツ、鉄分たっ

ぷりサラダ、米粉シチュー、

花みかん 

1/24 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

1/25 東部中 五目旨煮丼、牛乳、ごぼうと

レンコンのサラダ、野菜スー

プ、いよかん 

1/24 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

1/25 北部中 チリサンド、ほうれん草ソテ

ー、洋風かき玉スープ、スイ

ートポテト、牛乳 

1/24 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

1/25 川間中 牛乳、フレンチトースト、コ

ーンシチュー、ハムエッグ、

小松菜とコーンのソテー 

1/24 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（9.8 未満） 

1/25 関宿給食 

センター 

ご飯、牛乳、むらくも汁、さ

ばのゆずみそ焼き、高野豆腐

の揚荷 

1/23 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

1/28 南部小 麦ご飯、カレー、ごぼうとレ

ンコンのサラダ、牛乳 

1/25 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

1/28 北部小 チョコがけプリン、牛乳、オ

ープンオムレツ、鉄分たっぷ

りサラダ、米粉クリームシチ

ュー、花みかん 

1/25 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 
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1/28 福一小 ご飯、牛乳、ほうれん草のチ

ーズ焼き、味噌汁、カレージ

ャコ 

1/25 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

1/28 福二小 牛乳、ご飯、さばのねぎみそ

焼き、ひじきの煮物、利休汁

1/25 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

1/28 川間小 エクレアパン、牛乳、米粉シ

チュー、鉄分たっぷりサラダ、

オムレツ、花みかん 

1/25 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

1/28 山崎小 中華丼、牛乳、ごぼうチップ

ス、ワンタンスープ 

1/25 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

1/28 岩木小 ご飯、牛乳、韓国風すき焼き、

切り干し入りおひたし、杏仁

豆腐 

1/25 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

1/28 尾崎小 古代米、牛乳、つけあげ、小

松菜のゴマ和え、さつま汁、

きな粉プリン 

1/25 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

1/28 七光台小 チョコがけパン、オープンオ

ムレツ、ひじきサラダ、米粉

シチュー、みかん、牛乳 

1/25 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

1/28 二ツ塚小 わかめごはん、牛乳、鶏肉と

じゃがいもの照り和え、五目

スープ、バナナ 

1/25 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

1/28 みずき小 八穀米ご飯、牛乳、豆腐ハン

バーグ、おかか和え、大根の

味噌汁、みかん 

1/25 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

1/28 南部中 さんまご飯、牛乳、いそか和

え、おでん、青のりビーズ、

1/25 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

1/28 北部中 ご飯、八宝菜、おから団子、

ヨーグルト和え、牛乳 

1/25 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

1/28 福田中 チーズパン、牛乳、リヨネー

ズポテト、けんちんうどん、

焼き大豆 

1/25 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

1/28 川間中 牛乳、ご飯、豆腐ハンバーグ、

ピーナッツ和え、利休汁 

1/25 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

1/28 岩名中 長崎ちゃんぽん、牛乳、サー

ターアンダギー、ひじきの梅

ドレ和え、焼き芋 

1/25 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

1/28 野田給食

センター 

コッペパン、イチゴジャム、

牛乳、洋風卵焼き、ひじきの

サラダ（クリーミードレッシ

1/25 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 
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ング）、米粉シチュー 

1/29 東部小 ご飯、牛乳、ぶりの照り焼き、

ほうれん草のバター炒め、さ

っぱり味噌汁、みかん 

1/25 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

1/29 福一小 ご飯、牛乳、ししゃもの南蛮

漬け、きりたんぽ汁、いそか

和え 

1/28 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

1/29 福二小 牛乳、親子丼、大根とジャコ

のサラダ、生揚げの味噌汁 

1/28 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

1/29 山崎小 ご飯、牛乳、塩鮭、白菜の昆

布付け、味付け海苔、りんご

1/28 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

1/29 尾崎小 かき揚げ丼、牛乳、梅おかか

和え、沢煮椀、いちご 

1/28 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

1/29 七光台小 ご飯、麻婆豆腐、バンサンス

ー、いり大豆、フルーツ杏仁

豆腐、牛乳 

1/28 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

1/29 東部中 ご飯、牛乳、ししゃもの甘辛

風、ほうれん草の磯マヨサラ

ダ、豚肉と白菜の具沢山汁、

いよかん 

1/28 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

1/29 北部中 ご飯、牛乳、すき焼き風煮、

鯵のカレー焼き、若草ポテト

1/28 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

1/29 福田中 ゆかりご飯、牛乳、四川豆腐、

切り干し大根のサラダ、手作

りりんごゼリー 

1/28 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（9.6 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（平成 24 年 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/㎏ 

 


