
 

（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 

3/1 東部小 

肉まん、牛乳、和風タンメン、

ごぼうとポテトのサラダ、り

んご 

2/28 
検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

3/1 北部小 

セレクトバーガー（フィッシ

ュ又はコロッケ）、牛乳、イタ

リアンスープ、ごまちくサラ

ダ、バナナ 

2/28 
検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

3/1 尾崎小 

牛乳、アサリのトマトスパゲ

ティー、チキンポットパイ、

大根サラダ、イチゴ 

2/28 
検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

3/1 東部中 
和風スパゲティ、牛乳、野菜

スープ、大納言ケーキ 
2/28 

検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

3/1 北部中 

ご飯、メンチカツ、豚肉とブ

ロッコリーのソテー、むらく

もスープ、牛乳 

2/27 
検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

3/1 川間中 

牛乳、ご飯、のり佃煮、シュ

ーマイ、小松菜の甘味噌炒め、

チゲ汁、手作りコーヒーゼリ

ー 

2/27 
検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（12.5 未満） 

3/1 
関宿給食 

センター 

ご飯、牛乳、利休汁、メンチ

カツ、ひじきの炒り煮 
2/27 

検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

3/4 南部小 五目寿司、牛乳、もやしのカ

レーサラダ、澄まし汁、ひな

あられ 

3/1 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 

3/4 北部小 てまきご飯、牛乳、納豆、フ

レーク和え、味噌汁、ひなあ

られ 

3/1 検出せず 

（10.6 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

3/4 福一小 ちらし寿司、おかか和え、魚

からあげ、桜餅、澄まし汁 

3/1 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

3/4 福二小 牛乳、ちらし寿司、ツナサラ

ダ、豚汁、ひなあられ 

3/1 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

3/4 川間小 ちらし寿司、牛乳、澄まし汁、

さわらゆず味噌煮、いそか和

え、桃ゼリー 

3/1 検出せず 

（9.8 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

3/4 山崎小 ちらし寿司、牛乳、鰆の西京

焼き、ゴマ和え、澄まし汁、

イチゴミルクゼリー 

3/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

3/4 岩木小 ちらし寿司、牛乳、焼き鰆、 3/1 検出せず 検出せず 
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澄まし汁、おひたし、ひなあ

られ 

（10.7 未満） （9.9 未満） 

3/4 尾崎小 牛乳、てまき寿司、筑前煮、

澄まし汁、桃ゼリー 

3/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

3/4 七光台小 てまきご飯（納豆、きゅうり）、

ほうれん草のツナ和え、さと

いもの味噌汁、ひなあられ 

3/1 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

3/4 二ツ塚小 わかめご飯、牛乳、韓国風す

き焼き、ししゃもの南蛮漬け、

きな粉のブラマンジェ 

3/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

3/4 みずき小 はこ寿司、牛乳、天ハオの煮

物、即席づけ、澄まし汁、フ

ルーツミックス 

3/1 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

3/4 南部中 ちらし寿司、牛乳、松風焼き、

からし和え、お花畑のすまし

汁 

3/1 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

3/4 北部中 手巻き寿司（きゅうり、ツナ、

卵）、さつま汁、ひなゼリー、

牛乳 

3/1 検出せず 

（9.1 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

3/4 福田中 チャーハン、春巻、ナムル、

中華コーンスープ、ひなあら

れ、3年生ケーキ 

3/1 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

3/4 川間中 牛乳、山菜ちらし寿司、金平

ごぼう、つくねそうめん汁、

ひなあられ 

3/1 検出せず 

（9.1 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

3/4 岩名中 ちらし寿司、牛乳、鶏肉のマ

ーマレードがらめ、ピーナッ

ツ和え、ニラのふわふわスー

プ、ひな菓子 

3/1 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（12.7 未満） 

3/4 野田給食 

センター 

古代米ご飯、牛乳、鶏肉のか

ら揚げ、酢入り野菜、菜の花

の澄まし汁、ひなあられ 

3/1 検出せず 

（11.0 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

3/5 東部小 米粉パン、牛乳、ラザニア、

野菜スープ、はっさく 

3/4 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.1 未満） 

3/5 福二小 牛乳、きな粉餅、ビビンバ、

カレージャコ、チンゲン菜の

味噌汁 

3/4 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（9.0 未満） 

3/5 山崎小 ご飯、牛乳、イタリア風オム

レツ、カミカミお浸し、味噌

けんちん、デコポン 

3/4 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 
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3/5 七光台小 ご飯、豆腐いりハンバーグ、

ほうれん草のナムル、のっぺ

い汁、はるか、牛乳 

3/4 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

3/5 東部中 五目寿司、牛乳、さばのごま

みそ焼き、まめまめサラダ、

澄まし汁 

3/4 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（9.2 未満） 

3/5 北部中 ご飯、キャベツの春巻き、豚

肉のキムチ炒め、わかめスー

プ、牛乳 

3/4 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

3/5 岩名中 チキンライス、牛乳、ポテト

グラタン、春キャベツのレモ

ン和え、わかめスープ 

3/4 検出せず 

（10.3 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

3/8 東部小 とうぶっこパン（ベーコンポ

テト）、牛乳、上海焼きそば、

ミモザサラダ 

3/7 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

3/8 北部小 チキンライス、牛乳、オレン

ジ、キャベツとカシューナッ

ツのサラダ、コーンポタージ

ュ 

3/7 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

3/8 岩木小 長崎ちゃんぽん、牛乳、さつ

まいものクリーム煮、こんに

ゃくサラダ、おからマフィン 

3/7 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

3/8 七光台小 チキンライス、キャベツとカ

シューナッツのサラダ、米粉

のコーンポタージュ、オレン

ジ、牛乳 

3/7 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

3/8 東部中 カレーライス、牛乳、海草サ

ラダ、ナタデココ入りヨーグ

ルト 

3/7 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

3/8 川間中 牛乳、赤飯、から揚げ、キャ

ベツのいそか和え、かき玉汁、

紅白もち 

3/7 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

3/11 南部小 麦ご飯、牛乳、ハヤシ、パリ

パリサラダ、きよみ 

3/8 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

3/11 北部小 麦ご飯、牛乳、カレー、キャ

ベツのサラダ、サイダーゼリ

ー 

3/8 検出せず 

（12.2 未満） 

検出せず 

（12.6 未満） 

3/11 福一小 かきあげ天丼、牛乳、わかめ

スープ、五目豆 

3/8 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

3/11 福二小 牛乳、サイダーゼリー、醤油 3/8 検出せず 検出せず 
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ラーメン、焼きおにぎり、キ

ャベツのたくあん和え 

（11.5 未満） （11.8 未満） 

3/11 川間小 キャロットピラフ、牛乳、鮭

のクリームソース焼き、ポト

フ、きよみ 

3/8 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

3/11 山崎小 ポークカレー、牛乳、ジャコ

のサラダ、アロエヨーグルト 

3/8 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

3/11 尾崎小 カレーバターライス、牛乳、

鶏のから揚げ、コールスロー

サラダ、ABC スープ 

3/8 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

3/11 七光台小 麦ご飯、鶉卵入りカレー、キ

ャベツとチーズのサラダ、サ

イダーゼリー、牛乳 

3/8 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

3/11 二ツ塚小 さんまご飯、牛乳、豚汁、ご

まマヨネーズ和え、サイダー

ゼリー 

3/8 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

3/11 みずき小 ご飯、牛乳、豚キムチ、ごぼ

うサラダ、おさつチップス、

オレンジ 

3/8 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（12.2 未満） 

3/11 南部中 肉味噌丼、牛乳、金平ごぼう、

もやしの味噌汁 

3/8 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（12.7 未満） 

3/11 北部中 麦入りご飯、ポークカレー、

春キャベツのサラダ、ヨーグ

ルト、牛乳 

3/8 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（12.7 未満） 

3/11 福田中 ちらし寿司、牛乳、ブリの照

り焼き、辛し和え、のっぺい

汁、ケーキ 

3/8 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

3/11 川間中 牛乳、手作り肉まん、ちゃん

ぽんうどん、ツナとほうれん

草の和え物 

3/8 検出せず 

（9.5 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

3/11 岩名中 フルーツクリーム、コロッケ

サンド、牛乳、華風サラダ、

実だくさんスープ、小魚、バ

ナナ 

3/8 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

3/11 野田給食 

センター 

キャロットピラフ、牛乳、鶏

肉のバーベキューソース、白

菜とベーコンのスープ、ツナ

と野菜のソテー 

3/8 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（12.1 未満） 

3/12 南部小 ご飯、牛乳、四川豆腐、バン

サンスー、かみかみグミ 

3/11 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.9 未満） 



                           

 5

3/12 北部小 二色そぼろごはん、牛乳、海

草サラダ、田舎汁、りんご 

3/11 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

3/12 福一小 ごまなめし、牛乳、鮭の若草

焼き、豚汁、海草サラダ、小

魚 

3/11 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

3/12 福二小 牛乳、ソース焼きそば、バタ

ーロール、白菜とベーコンの

スープ 

3/11 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

3/12 山崎小 ご飯、牛乳、たらのマヨネー

ズ焼き、豆とわかめのサラダ、

ABC スープ、バナナ 

3/11 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

3/12 七光台小 二色そぼろご飯、海草サラダ、

田舎汁、イチゴヨーグルト、

牛乳 

3/11 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

3/12 二ツ塚小 ご飯、牛乳、鮭の南部焼き、

納豆和え、さつま汁 

3/11 検出せず 

（11.1 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

3/12 みずき小 抹茶蒸しパン、牛乳、切り干

し大根のおかか和え、やきそ

ば、バナナ 

3/11 検出せず 

（12.5 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

3/15 東部小 長崎ちゃんぽん、牛乳、アー

モンドトースト、豚肉とブロ

ッコリーのソテー、源氏豆 

3/14 検出せず 

（12.3 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

3/15 北部小 テーブルロールパン、白身魚

のレモン揚げ、ミネストロー

ネ、ひじきのマリネ、アップ

ルシャーベット 

3/14 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

3/15 尾崎小 セルフメンチカツサンド、牛

乳、白菜とベーコンのスープ、

ソフトゼリー 

3/14 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

3/15 東部中 中華ちまき、牛乳、野菜塩ラ

ーメン、春雨サラダ、バナナ 

3/14 検出せず 

（12.5 未満） 

検出せず 

（12.4 未満） 

3/15 北部中 フルーツクリームサンド、カ

レーうどん、ひじき入り揚げ

ボール、ごぼうチップス、牛

乳 

3/14 検出せず 

（12.0 未満） 

検出せず 

（12.0 未満） 

3/15 川間中 牛乳、梅ちりご飯、鶏肉のマ

ーマレード焼き、ポテトサラ

ダ、卵スープ 

3/14 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

3/15 野田給食 

センター 

ご飯、味のり、牛乳、豆腐ハ

ンバーグ、おろしソース、野

3/14 検出せず 

（11.8 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 
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菜のいそか和え、南瓜の味噌

汁 

※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/㎏ 

 


