
 

（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 

2/1 東部小 

ご飯、牛乳、セレクト（鮭の

南部焼きかささみのレモン揚

げ）、サクサクサラダ、実だく

さんスープ 

1/31 
検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

2/1 北部小 

セレクト（肉まんかあんま

ん）、五目うどん、かぼちゃの

アーモンドサラダ 

1/31 
検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

2/1 尾崎小 

肉味噌丼、牛乳、えのきとも

やしのゴマ酢和え、かき玉汁、

オレンジ 

1/31 
検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/1 東部中 

あさりのスパゲティ、牛乳、

キャベツのチーズサラダ、り

んごアーモンドケーキ、グレ

ープフルーツ 

1/31 
検出せず 

（12.4 未満） 

検出せず 

（12.6 未満） 

2/1 北部中 

チーズケーキ、スープスパゲ

ティ、ポテトサラダ、アセロ

ラゼリー、牛乳 

1/31 
検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

2/1 川間中 

牛乳、シチューポットパイ、

スパゲティーボロネーゼ、カ

レーフレンチサラダ 

1/31 
検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/1 
関宿給食 

センター 

コッペパン、イチゴジャム、

牛乳、米粉のシチュー、フレ

ンチ焼き、ひじきのサラダ 

1/29 
検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/4 南部小 手巻き寿司（きゅうり、卵、

いか）、福豆、牛乳、豚汁、も

やしとコーンのおひたし 

2/1 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

2/4 北部小 古代米ご飯、七福神なべ、キ

ャベツのおかか和え、いわし

の磯辺揚げ、福豆 

2/1 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

2/4 福一小 ご飯、カリット大豆、牛乳、

スイートスプリングス、いわ

しの旨み干し、豚汁、ゴマ和

え 

2/1 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

2/4 福二小 牛乳、手巻き寿司、けんちん

汁、福豆 

2/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/4 川間小 ご飯、牛乳、ジャアチャン豆

腐、わかめスープ、ししゃも

南蛮、ぽんかん 

2/1 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 
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2/4 山崎小 チリコンカン、牛乳、切り干

しとツナのサラダ、かき玉ス

ープ、グレープフルーツ 

2/1 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/4 岩木小 手巻き寿司、牛乳、すり身汁、

れんこんの金平、福豆 

2/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/4 尾崎小 ご飯、牛乳、ふりかけ、いわ

しの蒲焼き、白菜のツナ和え、

そうめん汁 

2/1 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

2/4 七光台小 八穀米ご飯、いわし磯辺フラ

イ、キャベツのおかか和え、

七福神なべ、節分豆、牛乳 

2/1 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

2/4 二ツ塚小 ご飯、牛乳、ひじき春巻き、

カレースパゲティサラダ、え

のきの味噌汁 

2/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

2/4 みずき小 わかめご飯、牛乳、豆腐のナ

ゲット、もやしのナムル、実

だくさんスープ、ヨーグルト

和え 

2/4 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

2/4 南部中 手巻き寿司（きゅうり、たく

あん、ツナ）、牛乳、つみれ汁、

大豆の揚げ煮、花みかん 

2/1 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

2/4 北部中 山菜ご飯、ちくわの二色揚げ、

おかか和え、味噌けんちん汁、

小魚ビーンズ、牛乳 

2/1 検出せず 

（10.1 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

2/4 福田中 鮭と枝豆のご飯、牛乳、擬製

豆腐、野菜のゴマ和え、豚汁、

節分豆 

2/1 検出せず 

（9.3 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/4 川間中 牛乳、手巻き寿司、いわしの

ピザ焼き、キャベツのつぼ和

え、わかめとなめこの味噌汁、

福豆 

2/1 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

2/4 岩名中 手巻き寿司、牛乳、いわしご

まフライ、ほうれん草のゴマ

和え、大豆入り小魚、里芋の

味噌汁 

2/1 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

2/4 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、豆カツ、豚肉と

野菜のカレー炒め、豆腐とわ

かめの味噌汁、小魚 

2/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/5 南部小 ご飯、牛乳、鶏肉の照り焼き、

ミモザサラダ、きのこのけん

2/4 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 
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ちん汁 

2/5 福一小 わかめご飯、牛乳、鰆の煮付

け、味噌汁、小松菜の味噌汁、

いちごのミルクゼリー 

2/4 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.3 未満） 

2/5 福二小 牛乳、肉味噌丼（麦ご飯）、野

菜の生姜醤油和え、ニラとえ

のきの卵スープ 

2/4 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/5 山崎小 菜飯ご飯、牛乳、いわしの旨

み干し、味噌の金平、枝豆団

子汁、福豆 

2/4 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

2/5 二ツ塚小 おにっこご飯、牛乳、春雨と

ひき肉の炒め煮、たぬき汁、

グレープフルーツ 

2/4 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/5 南部中 ご飯、牛乳、四川豆腐、ごぼ

うチップス、わかめスープ、

杏仁豆腐 

2/4 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

2/5 福田中 焼きたてジャムパン、牛乳、

豚キムチ焼きそば、ひじきの

マリネ、花みかん 

2/4 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/8 東部小 ご飯、牛乳、おでん、納豆和

え、カリポリ揚げ 

2/7 検出せず 

（12.6 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

2/8 北部小 アーモンドトースト、サツマ

イモシチュー、笹かま入りゴ

マ和え、きんかん 

2/7 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/8 尾崎小 ソース焼きそば、かぼちゃケ

ーキ、海草サラダ、グレープ

フルーツ 

2/7 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

2/8 東部中 ビビンバ、牛乳、春雨サラダ、

中華風コーンスープ、グレー

プフルーツ 

2/7 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

2/8 北部中 チキン照り焼きバーガー、大

根ツナサラダ、白菜とベーコ

ンのスープ、すり下ろしりん

ごゼリー、牛乳 

2/7 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/8 川間中 牛乳、ドライカレー、実だく

さんスープ、ポップビーンズ 

2/7 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

2/8 野田給食 

センター 

テーブルロールパン、牛乳、

鶏肉のマーマレードソースか

け、シグナルソテー、ミネス

トローネスープ 

2/7 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 
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2/12 東部小 ご飯、牛乳、豆腐ナゲット、

茎わかめのサラダ、いもの子

汁 

2/8 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

2/12 福二小 牛乳、菜飯、四川豆腐、むら

くも汁、花みかん 

2/8 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

2/12 川間小 海老ドリア、牛乳、ひじきマ

リネ、マカロニスープ、のり

塩ポテト 

2/8 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

2/12 山崎小 麦ご飯、牛乳、チキンカレー、

こんにゃくサラダ、ソフトゼ

リー 

2/8 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/12 尾崎小 ご飯、牛乳、おからコロッケ、

ゴマ酢和え、大根の味噌汁、

いよかん 

2/8 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/12 七光台小 ご飯、牛乳、ホイコーロー、

韓国風雑煮、ごぼうスティッ

ク、キウイフルーツ 

2/8 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

2/12 東部中 ご飯、牛乳、ソースカツ、ほ

うれん草のゴマ和え、根菜の

味噌汁、ジャコひじきの佃煮、

いよかん 

2/8 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/12 福田中 子ぎつねご飯、牛乳、ちぐさ

焼き、いそか和え、さつま汁、

ヨーグルト 

2/8 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

2/15 東部小 パン、牛乳、ブロッコリーの

ごまサラダ、肉団子とパスタ

のクリーム煮 

2/14 検出せず 

（12.5 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

2/15 北部小 カレーピラフ、牛乳、五目ス

ープ、カミカミサラダ、ココ

アタルト 

2/14 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/15 尾崎小 海老クリームライス、牛乳、

切り干し大根のサラダ、ショ

コラケーキ 

2/14 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

2/15 東部中 パン、牛乳、和風タンメン、

野菜のごまドレッシング和え 

2/14 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

2/15 北部中 ココアバナナサラダ、じゃが

いものツナマヨ焼き、こんに

ゃく海草サラダ、野菜スープ、

牛乳 

2/14 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/15 川間中 牛乳、菜飯、コロッケ、こん 2/14 検出せず 検出せず 
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にゃくソテー、味噌汁 （11.6 未満） （11.0 未満） 

2/15 野田給食 

センター 

丸コッペパン、牛乳、かぼち

ゃチーズコロッケ、キャベツ

とウインナーのソテー、洋風

かき卵スープ、チョコプリン 

2/14 検出せず 

（12.4 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

2/18 南部小 肉味噌丼、カレーフレンチサ

ラダ、キムチスープ、牛乳 

2/15 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

2/18 北部小 いりこなめし、牛乳、ちくわ

二色揚げ、コーンサラダ、芋

とわかめの味噌汁 

2/15 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/18 福一小 カレー、牛乳、ひじきのサラ

ダ 

2/15 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

2/18 福二小 牛乳、中華丼、キャベツとツ

ナのサラダ、春雨スープ 

2/15 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

2/18 川間小 フレンチトースト、牛乳、ハ

ンガリーシチュー、パリパリ

サラダ、フルーツヨーグルト 

2/15 検出せず 

（9.7 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

2/18 山崎小 ご飯、牛乳、豆腐ハンバーグ、

ころころサラダ、けんちん汁、

きんかん 

2/15 検出せず 

（10.1 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

2/18 岩木小 ご飯、牛乳、鶏のから揚げユ

ーリンソース、味噌ワンタン、

大根ときゅうりのナムル 

2/15 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

2/18 尾崎小 中華丼、牛乳、えのきともや

しのゴマ酢和え、スイートポ

テト 

2/15 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（9.3 未満） 

2/18 七光台小 いりこなめし、牛乳、ちくわ

二色揚げ、コーンサラダ、芋

とわかめの味噌汁、ヨーグル

トレーズン 

2/15 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

2/18 二ツ塚小 ゆかりご飯、牛乳、カレーコ

ロッケ、つぼ和え、春雨スー

プ 

2/15 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

2/18 みずき小 古代米ご飯、牛乳、さんまの

蒲焼き、いそか和え、そうめ

ん汁、アップルパイ 

2/15 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/18 南部中 大豆入りツナご飯、牛乳、肉

団子の菊花風、きんぴらごぼ

う、ニラ玉スープ 

2/15 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

2/18 北部中 麦入りご飯、カレー、野菜の 2/15 検出せず 検出せず 
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ごまドレッシング和え、ヨー

グルト、牛乳 

（10.3 未満） （12.2 未満） 

2/18 福田中 梅ちりめんご飯、牛乳、豆腐

ハンバーグ、切り干し大根の

煮物、のっぺい汁、オレンジ 

2/15 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

2/18 川間中 牛乳、ハヤシライス、ツナサ

ラダ 

2/15 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/18 岩名中 ごぼう寿司、牛乳、ウィンナ

ーソテー、豆乳仕立ての野菜

汁、カルピス寒 

2/15 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（12.4 未満） 

2/18 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、味付け海苔、韓

国風すき焼き、もやしいため、

キウイフルーツ 

2/15 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

2/19 南部小 麦ご飯、カレー、おかか和え、

はるか 

2/18 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

2/19 福一小 ご飯、牛乳、回鍋肉、蚕花湯、

イチゴ、ほうれん草のサラダ 

2/18 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

2/19 福二小 牛乳、ご飯、お豆のハンバー

グ、ピーナツ和え、大根の味

噌汁 

2/18 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/19 山崎小 マーボー丼、牛乳、パリパリ

サラダ、春雨スープ 

2/18 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

2/19 二ツ塚小 豚丼、牛乳、じゃがもちスー

プ、いそか和え 

2/18 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

2/19 みずき小 ご飯、牛乳、麻婆豆腐、ほう

れん草のナムル、春巻き、か

えりにぼし 

2/18 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

2/19 南部中 ひじきご飯、牛乳、じゃがい

もとレバーのソース和え、白

玉雑煮、りんごゼリー 

2/18 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

2/19 福田中 ゆかりご飯、ジョア、開花煮、

小松菜とチーズのわさび醤油

和え、バナナ 

2/18 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

2/22 東部小 麦ご飯、牛乳、カレー、ほう

れん草とひじきのマリネ、り

んご 

2/21 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

2/22 岩木小 ピーナッツトースト、牛乳、

醤油ラーメン、こんにゃくサ

ラダ、ソフトゼリー 

2/21 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

2/22 尾崎小 牛乳、子ぎつねご飯、ししゃ 2/21 検出せず 検出せず 
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もの照り焼き、小松菜のゴマ

和え、豚汁、バナナ 

（10.6 未満） （11.0 未満） 

2/22 東部中 揚げ焼きそば、牛乳、春雨ス

ープ、キャロット蒸しパン 

2/21 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

2/22 岩名中 大根飯、牛乳、さんまの甘露

煮、キムチ和え、のっぺい汁 

2/20 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

2/22 関宿給食 

センター 

麦ご飯、牛乳、チキンカレー、

ほうれん草オムレツ、はちみ

つレモンゼリー 

2/21 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

2/25 南部小 ご飯、牛乳、八宝菜、バンサ

ンスー、おさつチップス 

2/22 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

2/25 北部小 ちらし寿司、牛乳、鰆の西京

焼き、切り干し大根ののりご

マネーズ 

2/22 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/25 福一小 ご飯、牛乳、豆腐ハンバーグ、

豆乳入り豚汁、ポパイソテー、

パンゼリー 

2/22 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/25 福二小 バイキング給食（鮭わかめご

飯のおにぎり、バターロール、

牛乳、湯でブロッコリー、ミ

ニトマト、フライドポテト、

ごまだれサラダ、アルファベ

ットマカロニのスープ、フル

ーツポンチ、アメリカンドッ

ク、チキンチーズカツ、オム

レツ） 

2/22 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/25 川間小 揚げパン、ポークビーンズ、

こんにゃくサラダ、スイート

ポテト 

2/22 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

2/25 山崎小 ビビンバ、牛乳、トックスー

プ、フルーツポンチ 

2/22 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

2/25 岩木小 ご飯、牛乳、焼きパスタ、大

根のうま煮 

2/22 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

2/25 尾崎小 牛乳、ご飯、揚げギョーザ、

もやしのナムル、生揚げの味

噌煮 

2/22 検出せず 

（9.6 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

2/25 七光台小 散らし寿司、鰆の西京焼き、

切り干し大根のりごマネーズ 

2/22 検出せず 

（9.9 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

2/25 二ツ塚小 菜めし、牛乳、じゃがいもの

カレーそぼろ煮、五目スープ、

2/22 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 
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パインゼリー 

2/25 みずき小 五色の花むすびご飯、牛乳、

鯵のハーブ焼き、ゴマ和え、

しなちくの炒め煮、大根の味

噌汁、オレンジ 

2/22 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

2/25 南部中 味噌ラーメン、牛乳、春雨と

もやしのサラダ、南瓜パイ、

カリット小魚、バナナ 

2/22 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

2/25 北部中 五目ご飯、牛乳、さつまいも

と大豆の揚げ煮、石狩汁、不

知火 

2/22 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

2/25 川間中 牛乳、ご飯、焼きししゃも、

ほうれん草のゴマ和え、肉じ

ゃが 

2/22 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

2/25 岩名中 ご飯、牛乳、里芋の青海苔焼

き、ゴマ和え、狸汁、シナモ

ンビーンズ 

2/22 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

2/25 野田給食 

センター 

わかめご飯、牛乳、ハンバー

グ、ほうれん草ともやしのソ

テー、豚汁 

2/22 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

2/26 南部小 ご飯、牛乳、ハンバーグもろ

みソースがけ、ゴマ和え、じ

ゃがいもの味噌汁 

2/25 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

2/26 福一小 チャーハン、牛乳、わかさぎ

からあげ、春雨スープ、ナム

ル、杏仁豆腐 

2/25 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/26 福二小 牛乳、ご飯、海老のチリソー

ス煮、中華風コーンスープ、

オレンジ 

2/25 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/26 山崎小 わかめご飯、牛乳、鯖の香味

焼き、ピーナツ和え、豚汁、

すりおろしりんごゼリー 

2/25 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

2/26 二ツ塚小 ひじきご飯、牛乳、団子汁、

マカロニサラダ、いよかん 

2/25 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

2/26 みずき小 穀米ご飯、牛乳、松風焼き、

野菜の和え物、糸昆布の炒め

煮、そうめん汁 

2/25 検出せず 

（12.6 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

2/26 南部中 中華丼、牛乳、ししゃもの照

り焼き、五目スープ、野田っ

子プリン 

2/25 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 
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2/26 福田中 わかめご飯、牛乳、手作りメ

ンチカツ、もやしソテー、小

松菜の味噌汁 

2/25 検出せず 

（11.0 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（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/㎏ 

 


