
 

（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 

4/19 東部小 山菜うどん、牛乳、わかめご

はんおにぎり、ごまだれサラ

ダ、キャンディチーズ 

4/18 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

4/19 北部小 やきそば、ドッグパン、牛乳、

バナナ、もやしとコーンのお

ひたし 

4/18 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

4/19 川間小 三色そぼろ丼、牛乳、ひじき

のマリネ、そうめん汁、スイ

ートポテト 

4/18 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

4/19 七光台小 ソースやきそば、ドッグパン、

もやしとコーン・あさりのあ

えもの、バナナ、牛乳 

4/18 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

4/19 東部中 東中パン、牛乳、五目うどん、

春雨さらだ、ヨーグルト 

4/18 検出せず 

（11.9 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

4/19 北部中 オレンジ蒸しパン、味噌ラー

メン、ごぼうサラダ、 

グレープフルーツ、牛乳 

4/18 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.0 未満） 

4/19 関宿学校

給食セン

ター 

ご飯、牛乳、みそけんちん汁、

ほっけの醤油こうじ漬け、ひ

じきの炒り煮 

4/17 検出せず 

（11.7 未満） 

検出せず 

（10.6 未満） 

4/22 北部小 むぎごはん、四川豆腐、キャ

ベツのとさ和え、しっとり小

魚と大豆、オレンジ、牛乳 

4/19 検出せず 

（9.82 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

4/22 福田一小 さけと枝豆のごはん、千草や

き、けんちん汁、ふきのいた

めに 

4/19 検出せず 

（9.66 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

4/22 福田二小 ひじきごはん、牛乳、鮭のテ

リヤキ、キャベツのたくあん

和え、大根の味噌汁 

4/19 検出せず 

（9.47 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

4/22 川間小 やきぶたチャーハン、牛乳、

春雨スープ、フルーツヨーグ

ルト、ほきアーモンドフライ 

4/19 検出せず 

（9.72 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

4/22 山崎小 ご飯、牛乳、タラフライ、じ

ゃが芋きんぴら、みそ汁、手

作ふりかけ 

4/19 検出せず 

（9.69 未満） 

検出せず 

（11.5 未満） 

4/22 岩木小 麦ごはん、牛乳、岩小カレー、

ひじきのマリネ 

4/18 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

4/22 尾崎小 バターロール、マカロニグラ 4/19 検出せず 検出せず 
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タン、こんにゃくサラダ、キ

ャベツとベーコンのスープ、

グレープフルーツ、牛乳 

（10.9 未満） （10.6 未満） 

4/22 二ツ塚小 ご飯、花シュウマイ、中華あ

え、春の豚汁、オレンジ 

4/19 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

4/22 七光台小 むぎごはん、四川豆腐、キャ

ベツのとさ和え・しっとり小

魚、オレンジ、牛乳 

4/19 検出せず 

（9.72 未満） 

検出せず 

（11.6 未満） 

4/22 北部中 麦入りごはん、北中カレー、

海草サラダ、 

アセロラゼリー、牛乳 

4/19 検出せず 

（9.79 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

4/22 川間中 ご飯、牛乳、ちくわのマヨネ

ーズ焼、ほうれん草のナムル、

マーボー豆腐 

4/19 検出せず 

（10.4 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

4/22 岩名中 わかめご飯、牛乳、鮭のホイ

ル蒸し、ジャーマンサラダ、

大根と小松菜の味噌汁、グレ

ープフルーツ 

4/19 検出せず 

（10.2 未満） 

検出せず 

（10.9 未満） 

4/22 野田給食 

センター 

ご飯、牛乳、ふりかけ、肉じ

ゃが、煮びたし、 

キウイフルーツ 

4/19 検出せず 

（9.54 未満） 

検出せず 

（11.4 未満） 

4/23 南部小 五目とりめし、さわらのてり

やき、いそかあえ、かきたま

汁、牛乳、 

4/22 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

4/23 福一小 ごはん、牛乳、福一コロッケ、

みそ汁、ひじきのいり煮、オ

レンジ 

4/22 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

4/23 福二小 牛乳、おやこうどん、ウイン

ナーのソテー、とうふとわか

めのみそ汁 

4/22 検出せず 

（12.1 未満） 

検出せず 

（11.8 未満） 

4/23 山崎小 チャーハン、牛乳、ポップビ

ーンズ、わんたんスープ、清

見オレンジ 

4/23 検出せず 

（10.5 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

4/23 二ツ塚小 五目とりめし、ポテトのベー

コン煮、にらたまスープ、り

んごゼリー、牛乳 

4/22 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.2 未満） 

4/23 みずき小 みずきパン、牛乳、いかくん

サラダ、ごぼうスティック、

ポトフ、キウイフルーツ 

4/20 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（11.7 未満） 

4/23 南部中 スパゲティミートソース、野 4/20 検出せず 検出せず 
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菜のごまドレッシング和え、

ブラウニー、オレンジ 

（10.4 未満） （11.1 未満） 

4/23 福田中 黒蒸しパン、牛乳、ポークビ

ーンズ、ウインナーとコーン

のソテー、バナナ 

4/19 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（11.3 未満） 

4/26 東部小 食パン、いちごジャム、牛乳、

ブロッコリーのごまサラダ、

ハンガリーシチュー 

4/25 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（9.4 未満） 

4/26 岩木小 チョコクロワッサン、牛乳、

チャンポンうどん、切り干し

大根のサラダ 

4/25 検出せず 

（11.2 未満） 

検出せず 

（10.7 未満） 

4/26 尾崎小 牛乳、ごはん、中華丼の具、

豆かりんとう、手作りりんご

ゼリー、 

4/25 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

4/26 東部中 スパゲティペスカトーレ、牛

乳、まんてんサラダ、チョコ

蒸しパン 

4/25 検出せず 

（10.8 未満） 

検出せず 

（10.0 未満） 

4/26 川間中 ぶどうパン、春キャベツのサ

ラダ、ドイツ風スクランブル

エッグ、ポトフ 

4/25 検出せず 

（11.4 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

4/26 岩名中 ご飯、牛乳、キャベツたっぷ

りメンチカツ、わかめともや

しのナムル、キウイフルーツ、

たぬき汁 

4/26 検出せず 

（10.9 未満） 

検出せず 

（10.5 未満） 

4/26 関宿給食 

センター 

ご飯、牛乳、新じゃがいもの

そぼろ煮、さわらの照り焼き、

小松菜の煮浸し 

4/24 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.2 未満） 

4/30 東部小 ご飯、牛乳、レバーの香り揚

げ、切り干し大根のごま酢あ

え、かぶの味噌汁、源氏豆 

4/26 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（10.4 未満） 

4/30 南部小 ごはん、新じゃがのそぼろ煮、

ししゃものカレー揚げ、もや

しとコーンのおひたし、ニュ

ーサマーオレンジ 

4/26 検出せず 

（11.6 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

4/30 みずき小 中華丼、牛乳、あんにん豆腐、

海草サラダ、かみかみ大豆 

4/26 検出せず 

（11.5 未満） 

検出せず 

（11.1 未満） 

4/30 東部中 ビビンバ（自校炊飯）、牛乳、

チンゲン菜の中華和え、キム

チスープ、グレープフルーツ 

4/26 検出せず 

（10.7 未満） 

検出せず 

（10.8 未満） 

4/30 南部中 南中カレー、春雨ともやしの 4/26 検出せず 検出せず 



                           

 4

サラダ、みかんのヨーグルト

かけ 

（10.8 未満） （10.7 未満） 

4/30 福田中 ポークカレー、麦飯、牛乳、

福神漬け、切り干し大根のご

ま酢和え 

4/26 検出せず 

（11.3 未満） 

検出せず 

（11.1 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/㎏ 

 


