学校給食の放射性物質1食まるごと検査の結果について（H24.4月～H25.3月分）
●検査結果
検体提出日
（給食提供日）

品 目 （献立）

産 地（給食提出校名）

【単位：ベクレル／ｋｇ】
放射性セシウム
給食1食あたり重
（Cs-134とCs-137の合計）
量（ｇ）
基準値
結果

1 平成24年4月14日

牛乳（古川地域以外の幼・小・中学校）

宮城県(県内産)

50

不検出（2.0未満）

2 平成24年4月14日

牛乳（古川地域小・中学校）

宮城県(県内産)

50

不検出（2.0未満）

3 平成24年4月14日

牛乳（古川地域幼稚園）

宮城県(県内産)

50

不検出（2.0未満）

4 平成24年4月25日

岩出山学校給食センター

不検出 （20未満）

田尻学校給食センター

不検出 （20未満）

大崎南学校給食センター

不検出 （20未満）

鹿島台小学校

不検出 （20未満）

古川中学校

不検出 （20未満）

古川西中学校

不検出 （20未満）

松山小学校

不検出 （20未満）

鳴子小学校

不検出 （20未満）

宮沢小学校

不検出 （20未満）

13 平成24年5月10日

牛乳・五目チャーハン・すずかけしゅうまい・もやし
のナムル・わかめスープ
牛乳・麦ごはん・ポークカレー・フレンチサラダ・ヨー
グルト
牛乳・横割り丸パン・ハンバーグトマトソース・スラ
イスチーズ・フレンチサラダ・野菜スープ
牛乳・ししゃもフライ・海草サラダ・マーボー豆腐・グ
レープフルーツ
牛乳・酢飯・手巻き寿司の具・いもだんご汁・フルー
ツの生クリーム和え
牛乳・米粉パン・手作りキャベツハンバーグ・コール
スローサラダ・海藻スープ
牛乳・ごはん・いわし梅煮・磯香あえ・ふのり汁・バ
ナナ
牛乳・ジャンバラヤ・ごぼうハンバーグ・バターコー
ン・コンソメスープ・
牛乳・筍ごはん・鰆西京焼・ごま風味和え レタスと
豆腐のすまし汁
牛乳・筍ごはん・さくらます塩焼き・れんこんとこん
にゃくの炒めに・わかめのみそ汁

古川第四小学校

不検出 （20未満）

14 平成24年5月10日

トマト

大崎市岩出山

100

不検出 （2.0未満）

15 平成24年5月10日

もやし

福島県相馬市成田

100

不検出 （2.2未満）

16 平成24年5月10日

わかめ

宮城県（三陸産）

100

不検出 （2.0未満）

17 平成24年5月23日

古川北中学校

不検出 （0.9未満）

古川第五小学校

不検出 （1.2未満）

19 平成24年5月23日

牛乳・ごはん・八宝菜・鶏肉のごまみそ焼き・ごぼう
サラダ
牛乳・きな粉揚げパン・浅漬け・きつねうどん・ヨー
グルト
牛乳・鯖のごまだれかけ・線キャベツ・五目金平・な
めこ汁

20 平成24年5月23日

キャベツ

茨城県

100

21 平成24年5月23日

タマネギ

愛知県

100

不検出 （1.3未満）

22 平成24年5月23日

人参

徳島県

100

不検出 （1.6未満）

23 平成24年6月6日

牛乳・麦ごはん・鶏の照り焼き・からし和え・おくず
がけ
牛乳・ごはん・肉だんごの甘酢あえ・白和え・なすの
みそ汁
牛乳・キムチごはん・春雨サラダ・米めんスープ・み
かんゼリー
牛乳・バターロールパン・ジャム＆マーガリン・ほた
てグラタン・海草サラダ・コーンシチュー

鳴子中学校

不検出 （1.3未満）

鬼首小学校

不検出 （1.3未満）

川渡小学校

不検出 （1.6未満）

古川第二小学校

不検出 （1.4未満）

5 平成24年4月25日
6 平成24年4月25日
7 平成24年4月25日
8 平成24年4月25日
9 平成24年5月10日
10 平成24年5月10日
11 平成24年5月10日
12 平成24年5月10日

18 平成24年5月23日

24 平成24年6月6日
25 平成24年6月6日
26 平成24年6月6日

0.5

鹿島台第二小学校

1.7

４９８ｇ

検体提出日
（給食提供日）

品 目 （献立）

産 地（給食提出校名）

放射性セシウム
（Cs-134とCs-137の合計）
基準値
結果

27 平成24年6月6日

牛乳・米粉玄米ハニーパン・かつおの更紗揚げ・
キャベツと小松菜のじゃこ和え・カレーうどん・トマト

長岡小学校

28 平成24年6月6日

ポークハム

大崎市田尻

100

不検出 （1.8未満）

29 平成24年6月6日

みそ

大崎市田尻

100

不検出 （1.5未満）

30 平成24年6月6日

醤油

大崎市田尻

100

不検出 （1.4未満）

31 平成24年6月19日

東大崎小学校

不検出 （1.2未満）

松山中学校

不検出 （1.2未満）

33 平成24年6月19日

牛乳・ごはん・竹輪の二色揚げ・きんぴらごぼう・な
すの味噌汁
牛乳・横割り丸パン・えびかつ・じゃがいものチーズ
煮・みそワンタン・みかん入りミルクゼリー
牛乳・チキンピラフ・メンチカツ・アスパラのカラフル
ソテー・ジュリアンスープ

中山小学校

不検出 （1.1未満）

34 平成24年6月19日

大根

茨城県

100

不検出 （1.8未満）

35 平成24年6月19日

絹豆腐

宮城県大崎市田尻

100

不検出 （1.6未満）

36 平成24年6月19日

じゃがいも

宮城県大崎市鹿島台

100

不検出 （1.9未満）

37 平成24年7月5日

清滝小学校

不検出 （1.3未満）

38 平成24年7月5日

牛乳・米飯・鮭の味噌マヨネーズ焼き・切り干し大
根の煮物・もずく汁・オレンジ
牛乳・鰹の竜田揚げ・切干大根カレー炒り・油麩と
なすのみそ汁・味付けのり

西古川小学校

不検出 （1.2未満）

39 平成24年7月5日

牛乳・焼肉・野菜いため・みそ汁・冷凍みかん

鹿島台中学校

不検出 （1.2未満）

40 平成24年7月5日

鶏ささみ肉

岩手県

100

不検出 （13.9未満）

41 平成24年7月5日

ブロッコリー

北海道

100

不検出 （2.5未満）

42 平成24年7月5日

えのき茸

新潟県

100

不検出 （1.8未満）

43 平成24年7月18日

古川南中学校

不検出 （1.1未満）

古川第一小学校

不検出 （1.3未満）

下伊場野小学校

不検出 （1.2未満）

敷玉小学校

不検出 （1.2未満）

古川第三小学校

不検出 （1.2未満）

48 平成24年7月18日

牛乳・米飯・チキン照り焼き・温麺サラダ・卵スー
プ・冷凍パイン
牛乳・米粉スイートパン・なすとアスパラのスパゲ
ティミートソース・コーンとレタスのスープ・ホウレン
ソウとカシューナッツサラダ
牛乳・あなごごはん・つるむらさきのおひたし・米粉
めん汁・すいか
牛乳・ミルクパン・鶏の唐揚げ・もやしのカレー和
え・ラタトゥイユ・オレンジ
牛乳・横割り丸パン・白身魚フライ・タルタルソース
（小袋）・ブロッコリーサラダ・ミネストローネスープ・
とうもろこし
牛乳・米粉パン・鮭のマリネ・ジャーマンポテト・ミネ
ストローネ

富永小学校

不検出 （1.5未満）

49 平成24年7月18日

スリムネギ

宮城県

100

不検出 （2.0未満）

50 平成24年7月18日

とうもろこし

茨城県

100

不検出 （1.6未満）

51 平成24年7月18日

パプリカ

宮城県栗原市

100

52 平成24年8月28日

牛乳（古川地域以外の幼・小・中学校）

宮城県(県内産)

50

不検出 （1.5未満）

53 平成24年8月28日

牛乳（古川地域小・中学校）

宮城県(県内産)

50

不検出 （1.5未満）

54 平成24年8月28日

牛乳（古川地域幼稚園）

宮城県(県内産)

50

不検出 （1.5未満）

32 平成24年6月19日

44 平成24年7月18日
45 平成24年7月18日
46 平成24年7月18日
47 平成24年7月18日

不検出 （1.7未満）

5.5

給食1食あたり重
量（ｇ）

検体提出日
（給食提供日）

品 目 （献立）

産 地（給食提出校名）

放射性セシウム
（Cs-134とCs-137の合計）
基準値
結果

給食1食あたり重
量（ｇ）

58 平成24年9月5日

牛乳・古代米ごはん・豆腐ハンバーグ・なすとひき
肉のみそ炒め・小松菜のかきたま汁・冷凍パイナッ
プル
牛乳・麦ごはん・田尻大豆のドライカレー・フレンチ
サラダ・ふわふわスープ
牛乳・ごはん・紅鮭の塩焼き・炒り鶏・なすのみそ
汁・宮城県産いちじくのクレープ
牛乳・麦飯・きのこカレー・ブロッコリーサラダ・
パイン

59 平成24年9月5日

梨

茨城県

100

不検出 （1.9未満）

60 平成24年9月5日

大根（ハウス）

青森県

100

不検出 （1.7未満）

61 平成24年9月19日

鹿島台小学校

不検出 （1.3未満）

674

62 平成24年9月19日

牛乳・ドライカレー・フルーチェ・じゃがいもとソー
セージのスープに・ご飯
牛乳・ごはん・いかの生姜焼き・おひたし・豚汁・納
豆・ミニトマト

松山小学校

不検出 （1.2未満）

790

63 平成24年9月19日

牛乳・ごはん・松風焼き・おろし和え・芋煮

古川第四小学校

不検出 （1.0未満）

678

64 平成24年9月19日

古川中学校

不検出 （1.3未満）

863

65 平成24年9月19日

牛乳・ごはん・いか天ぷら・さつま芋天ぷら・パック
天つゆ・もやしのごま酢和え・なめこ汁・なし
麦飯・豚肉のみそ炒め・バンサンスー・豆麩のみそ
汁

古川たんぽぽ保育所

不検出 （1.8未満）

533

66 平成24年9月19日

さつまいも

千葉県

100

不検出 （1.8未満）

かぼちゃ

宮城県

100

不検出 （1.7未満）

55 平成24年9月5日
56 平成24年9月5日
57 平成24年9月5日

67 平成24年9月19日

岩出山学校給食センター

不検出 （1.0未満）

829

田尻学校給食センター

不検出 （1.1未満）

768

大崎南学校給食センター

不検出 （1.1未満）

742

古川西保育所

不検出 （1.3未満）

800

72 平成24年10月9日

牛乳・黒食パン・鶏肉のレモンソースかけ・スライス
チーズ・グリーンサラダ・白菜のコンソメスープ・ミニ
トマト
牛乳・豆パン・鮭のレモンマリネ・白菜のスープ・り
んご
牛乳・ごはん・豚肉しょうが焼き・レタス付け合せ・ご
ぼうサラダ・なめこ汁・柿
牛乳・ごはん・鯖の照り焼き・大根おろし・ふのりい
り浅漬け・・きのこ汁・ふりかけ
牛乳・ごはん・赤魚の煮付け・大根の炒り煮・もやし
のみそ汁・バナナ

73 平成24年10月9日

なめこ

新潟県

100

不検出 （1.8未満）

74 平成24年10月9日

塩蔵わかめ

三陸産

100

不検出 （1.4未満）

75 平成24年10月24日

牛乳・ココアパン・唐揚げのケチャップ煮・ほうれん
草とコーンのソテー・オニオンスープ
牛乳・ホッケの甘味噌焼き・ごぼうとひじきのサラ
ダ・豚汁
牛乳・麦ごはん・鶏のからあげ・ひじきサラダ・白菜
スープ
ひじきごはん・豆腐の中華煮・じゃが芋と玉ねぎの
みそ汁・トマトゼリー

宮沢小学校

不検出 （1.0未満）

691

鹿島台第二小学校

不検出 （1.4未満）

558

鳴子中学校

不検出 （1.0未満）

660

松山保育所

不検出 （1.5未満）

307

68 平成24年10月9日
69 平成24年10月9日
70 平成24年10月9日
71 平成24年10月9日

76 平成24年10月24日
77 平成24年10月24日
78 平成24年10月24日

川渡小学校

不検出 （1.3未満）

676

鳴子小学校

不検出 （1.4未満）

719

古川西中学校

不検出 （1.5未満）

661

古川第五小学校

不検出 （1.2未満）

668

鹿島台なかよし園

不検出 （1.2未満）

533

79 平成24年10月24日 白菜

長野県

100

不検出 （3.3未満）

80 平成24年10月24日 大根

青森県

100

不検出 （3.0未満）

81 平成24年11月7日
82 平成24年11月7日

牛乳・米粉スイートパン・野菜たっぷりみそラーメ
ン・大学芋・わかめと白菜のあえもの
牛乳・ナン・キーマカレー・白いんげん豆のポター
ジュ・りんご

古川第一小学校

不検出 （1.5未満）

668

古川第二小学校

不検出 （1.1未満）

711

検体提出日
（給食提供日）

品 目 （献立）

産 地（給食提出校名）

放射性セシウム
（Cs-134とCs-137の合計）
基準値
結果

給食1食あたり重
量（ｇ）

86 平成24年11月7日

牛乳・食パン・いちじくジャム・鮭の梅マヨネーズ焼
き・きのこソテー・あさりとコーンのチャウダー・ぶど
う
牛乳・米粉パン・南瓜焼売・キャベツとささみのさっ
ぱり和え・クラムチャウダー
牛乳・麦ごはん・焼きビーフン・水ぎょうざスープ・キ
ウイ
牛乳・ごはん・目玉焼き・ひじきの炒め煮・みそ汁・
バナナ

87 平成24年11月7日

りんご

岩手県花巻市

100

不検出 （1.8未満）

88 平成24年11月7日

きゅうり

宮城県加美町

100

不検出 （1.0未満）

89 平成24年11月22日

松山中学校

不検出（1.2未満）

772

古川南中学校

不検出（1.4未満）

703

91 平成24年11月22日

牛乳・ごはん・しそぎょうざ・野菜のナムル・麻婆豆
腐
牛乳・パンプキンツイストパン・タン麺・ウインナー
入り卵巻き・大根サラダ・大学芋
牛乳・きのこピラフ・ポークビーンズ・ジュリアンスー
プ・チーズケーキ

中山小学校

不検出（1.2未満）

787

92 平成24年11月22日

牛乳・ドライカレー・鳥の巣サラダ・オレンジ

池月保育所

不検出（1.4未満）

400

83 平成24年11月7日
84 平成24年11月7日
85 平成24年11月7日

90 平成24年11月22日

長岡小学校

不検出 （1.1未満）

734

東大崎小学校

不検出 （1.4未満）

664

鬼首小学校

不検出 （1.4未満）

785

三本木ひまわり園

不検出 （0.9未満）

460

93 平成24年11月22日 大根

岩手県

100

不検出（1.5未満）

94 平成24年11月22日 りんご

山形県

100

1.2

牛乳・ごはん・ポテトのマヨネーズ焼き・野菜炒め・
カレーうどん・みかん
牛乳・ツイストパン・鶏肉のマーマレード焼き・野菜
のカレー炒め・クリームシチュー・オレンジ
牛乳・バターロールパン・ハンバーグ・コーンポテ
ト・カレーポトフ・バナナ
牛乳・ごはん・鶏肉の香味ソースがけ・大根サラダ・
冬瓜のエビあんかけ・みかん
牛乳・ハヤシライス・大根サラダ・小松菜のスープ・
りんご

古川北中学校

不検出 （1.1未満）

890

敷玉小学校

不検出 （1.4未満）

674

西古川小学校

不検出 （1.2未満）

729

下伊場野小学校

不検出 （1.5未満）

861

田尻すまいる園

不検出 （1.3未満）

400

長ネギ

宮城県大崎市田尻

100

101 平成24年12月5日

なめこ

宮城県大崎市田尻

100

102 平成24年12月18日

牛乳・ごはん・鮭の塩焼き・大豆の磯煮・ほうれん
草のみそ汁・梨
牛乳・ごはん・ぶりの照り焼き・野菜と油麩の卵と
じ・豆腐チゲスープ
牛乳・米飯・焼きワンタン・ブロッコリーと油揚げの
おひたし・八宝菜・オレンジ
サケのねぎみそ焼き・白菜の磯辺和え・きのこ汁・
バナナ

古川第三小学校

不検出 （1.5未満）

747

富永小学校

不検出 （1.1未満）

740

清滝小学校

不検出 （1.3未満）

700

岩出山保育所

不検出 （1.3未満）

350

95 平成24年12月5日
96 平成24年12月5日
97 平成24年12月5日
98 平成24年12月5日
99 平成24年12月5日
100 平成24年12月5日

103 平成24年12月18日
104 平成24年12月18日
105 平成24年12月18日

不検出 （1.7未満）
1.9

106 平成24年12月18日 人参

茨城県

100

不検出 （1.6未満）

107 平成24年12月18日 ねぎ

宮城県仙台市

100

不検出 （2.2未満）

108 平成25年1月15日

牛乳（古川地域以外の幼・小・中学校）

宮城県(県内産)

50

不検出 （1.5未満）

109 平成25年1月15日

牛乳（古川地域小・中学校）

宮城県(県内産)

50

不検出 （1.2未満）

110 平成25年1月15日

牛乳（古川地域幼稚園）

宮城県(県内産)

50

不検出 （1.0未満）

検体提出日
（給食提供日）

放射性セシウム
（Cs-134とCs-137の合計）
基準値
結果

給食1食あたり重
量（ｇ）

品 目 （献立）

産 地（給食提出校名）
岩出山学校給食センター

不検出 （1.0未満）

741

田尻学校給食センター

不検出 （1.4未満）

655

大崎南学校給食センター

不検出 （1.0未満）

774

古川北町保育所

不検出 （1.2未満）

377

鳴子小学校

不検出 （1.1未満）

703

宮沢小学校

不検出 （1.0未満）

765

古川第四小学校

不検出 （1.4未満）

689

古川中学校

不検出 （1.2未満）

764

119 平成25年1月24日

牛乳・ごはん・さんま塩焼き・豚肉と大根の煮物・白
菜のみそ汁・スイートスプリング
牛乳・チョコチップパン・白身魚フライ・マカロニサラ
ダ・ほうれん草と卵のスープ・タルタルソース
牛乳・ごはん・赤魚の生姜焼き・やさいのみそドレ
和え・すき焼き風煮・ヨーグルト
ごはん・まぐろの照り焼き・小松菜のおかか和え・
豚汁
牛乳・ごはん・さばの塩焼き・ひじきと大豆の炒り
煮・きりたんぽ鍋・オレンジ
牛乳・わかめごはん・豚肉のおろしソースかけ・ほう
れん草のおかか和え・温麺汁
牛乳・ごはん・三色そぼろ・ささかま入りおひたし・
キムチスープ
牛乳・メロンパン・鶏の唐揚げ・ツナサラダ・卵スー
プ・フルーツポンチ
ごはん・ほうれん草とベーコンのキッシュ・ブロッコ
リーサラダ・ポトフ

古川東保育所

不検出 （1.8未満）

346

120 平成25年1月24日

にら

宮城県南方

100

不検出 （2.1未満）

121 平成25年1月24日

長ネギ

宮城県栗原

100

不検出 （2.3未満）

122 平成25年1月29日

れんこん

茨城県

100

5.0 （1.6未満）

りんご

山形県

100

不検出 （1.5未満）

111 平成25年1月17日
112 平成25年1月17日
113 平成25年1月17日
114 平成25年1月17日
115 平成25年1月24日
116 平成25年1月24日
117 平成25年1月24日
118 平成25年1月24日

123 平成25年1月29日

128 平成25年2月6日

牛乳・食パン・はちみつ＆マーガリン・鶏の唐揚げ・
人参ともやしの塩コショウ炒め・きつねうどん・ヨー
グルト
牛乳・ごはん・納豆・まぐろの大和煮・のっぺい汁・
りんごゼリー
牛乳・ごはん・いわしオレンジ煮・肉じゃが・ふのり
汁・アセロラゼリー
牛乳・ごはん・ポークカレー・もやしサラダ・レアチー
ズ・りんご
麦飯・カレー風味肉じゃが・小松菜のおひたし・大
根のみそ汁

129 平成25年2月6日

もやし

福島県

100

不検出 （2.1未満）

130 平成25年2月6日

水菜

茨城県

100

不検出 （2.8未満）

131 平成25年2月20日

古川北中学校

不検出 （1.2未満）

752

132 平成25年2月20日

牛乳・減量ごはん・いかの香り焼き・白菜の煮物・カ
レーうどん・ポンカン
牛乳・麦ごはん・いわしのごまみそ煮・千草和え・さ
つま汁

鳴子中学校

不検出 （0.9未満）

722

133 平成25年2月20日

牛乳・肉じゃが・カップエッグ・あさ漬け・りんご

鹿島台中学校

不検出 （1.1未満）

786

134 平成25年2月20日

鹿島台小学校

不検出 （1.5未満）

662

鹿島台第二小学校

不検出 （0.8未満）

597

古川第二小学校

不検出 （1.2未満）

777

137 平成25年2月20日

牛乳・丸パン・うまからチキンサンド・ポパイサラダ・
ミネストローネ
牛乳・赤魚の西京焼き・ひじきのサラダ・味噌けん
ちん汁・いちごヨーグルト
牛乳・変形パン・チキンみそカツ・ほうれんそうと
ベーコンのソテー・ちゃんぽんめん
麦飯・ポテトコロッケ・さきいかのカミカミサラダ・わ
かめのみそ汁

古川たんぽぽ保育所

不検出 （1.0未満）

486

138 平成25年2月20日

水菜

宮城県遠田郡涌谷

124 平成25年2月6日
125 平成25年2月6日
126 平成25年2月6日
127 平成25年2月6日

135 平成25年2月20日
136 平成25年2月20日

古川第五小学校

不検出 （1.1未満）

702

川渡小学校

不検出 （0.9未満）

714

松山小学校

不検出 （1.1未満）

738

古川西中学校

不検出 （1.0未満）

815

古川西保育所

不検出 （1.0未満）

340

100

不検出 （3.1未満）

検体提出日
（給食提供日）

品 目 （献立）

産 地（給食提出校名）

放射性セシウム
（Cs-134とCs-137の合計）
基準値
結果

139 平成25年2月20日

小松菜

宮城県登米市米山

140 平成25年3月7日

松山中学校

不検出 （1.0未満）

797

長岡小学校

不検出 （1.2未満）

704

東大崎小学校

不検出 （0.9未満）

730

143 平成25年3月7日

牛乳・ごはん・ホッケの塩麹焼き・おから炒り・わか
め汁・オレンジ
牛乳・ごはん・ハヤシライス・りっちゃんサラダ・かぼ
ちゃプリン・黒豆甘露煮
牛乳・味噌煮込みうどん・肉まん・青梗菜の和え
物・レモンゼリー
牛乳・ごはん・チーズ入り納豆・筑前煮・白菜のみ
そ汁・キャベツとツナのサラダ・オレンジ

鹿島台なかよし園

不検出 （1.2未満）

530

144 平成25年3月7日

おから

岩手県

100

不検出 （1.4未満）

145 平成25年3月7日

鮭

北海道

100

不検出 （1.4未満）

146 平成25年3月13日

牛乳・米粉パン・はるまき・ポテトサラダ・タンメン

古川第一小学校

不検出 （1.2未満）

680

147 平成25年3月13日

牛乳・ココアパン・スパニッシュオムレツ・イタリアン
サラダ・トマトとミートボールのスープ・ヨーグルト

敷玉小学校

不検出 （1.1未満）

638

148 平成25年3月13日

牛乳・米飯・揚げぎょうざ・八宝菜・ナムル・いちご

古川南中学校

不検出 （1.1未満）

790

149 平成25年3月13日

ワカメおにぎり・クリームスパゲティー・クロワッサ
ン・フライドポテト・エビフライ・チキンナゲット・トマ
ト・野菜スープ・ゼリー・ぶどう・いちご・オレンジ

松山保育所

不検出 （1.2未満）

710

150 平成25年3月13日

にら

宮城県登米市

100

不検出 （2.3未満）

151 平成25年3月13日

ごぼう

宮城県東和町

100

不検出 （2.2未満）

141 平成25年3月7日
142 平成25年3月7日

100

給食1食あたり重
量（ｇ）

不検出 （2.5未満）

