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（H25.4月～H26.3月分）
●検査結果

【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）

検体提出日
（給食提供日）

品 目 （献立）

1 平成25年4月9日

牛乳（古川地域幼・小・中学校）

宮城県（県内産）

50

不検出 （1.1未満）

2 平成25年4月9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 （1.2未満）

3 平成25年4月9日

牛乳・バターロール・ハンバーグ・もやしのソテー・
コーンシチュー・オレンジ

三本木ひまわり園

4 平成25年4月9日

チンゲン菜

宮城県名取

100

不検出 （2.2未満）

5 平成25年4月9日

小松菜

宮城県大崎市古川

100

不検出 （2.3未満）

6 平成25年4月24日

牛乳・ごはん・鶏肉のから揚げ・ほうれん草の胡麻
和え・大根汁・ミニ洋梨ゼリー

岩出山学校給食センター

不検出 （1.2未満）

694

7 平成25年4月24日

牛乳・麦ごはん・大根サラダ・ポークカレー・ヨーグ
ルト

田尻学校給食センター

不検出 （1.2未満）

1048

8 平成25年4月24日

牛乳・黒角食パン・鶏肉のアップルソース焼き・ビー
フンソテー・コーンポタージュ

大崎南学校給食センター

不検出 （1.4未満）

694

9 平成25年4月24日

牛乳・ごはん・ほっけの塩焼き・たけのことわかめ
の煮物・じゃがいものみそ汁・美生柑

鹿島台小学校

不検出 （1.2未満）

758

10 平成25年4月24日

牛乳・ごはん・子持ち昆布（パック）・小籠包・海鮮
塩焼きそば・鶏肉とえのき茸のスープ・ヨーグルト

古川中学校

不検出 （1.2未満）

828

11 平成25年4月24日

野菜の肉巻き・スパゲティサラダ・じゃがいものみそ
汁・グレープフルーツ

池月保育所

不検出 （1.2未満）

350

12 平成25年4月24日

キャベツ

神奈川県

100

不検出 （2.0未満）

13 平成25年4月24日

きゅうり

宮城県大崎市古川

100

不検出 （1.8未満）

14 平成25年5月7日

牛乳・ツイストパン・豚肉アップルジンジャーソース・
ペンネナポリタン・野菜スープ・冷凍パイン

鳴子小学校

不検出 （1.2未満）

651

15 平成25年5月7日

牛乳・金時豆パン・味噌ラーメン・揚げ春巻・ほうれ
ん草の中華サラダ

古川第四小学校

不検出 （1.3未満）

548

16 平成25年5月7日

牛乳・ごはん・鮭の西京焼き・ブロッコリーのおかか
あえ・若竹汁・グレープフルーツ

宮沢小学校

不検出 （1.3未満）

612

17 平成25年5月7日

牛乳・チョコチップパン・ハンバーグ・パプリカソ
テー・パンプキンポタージュ

松山小学校

不検出 （1.4未満）

669

18 平成25年5月7日

牛乳・ごはん・ペンネと鶏肉のトマト煮・大根サラ
ダ・卵スープ・コーヒーゼリー

古川西中学校

不検出 （0.9未満）

977

19 平成25年5月7日

牛乳・豚肉丼・チンゲン菜のおひたし・春雨汁・グ
レープフルーツ

田尻すまいる園

不検出 （1.3未満）

586

20 平成25年5月23日

牛乳・ごはん・鯖の味噌煮・小松菜のごま和え・す
まし汁

古川第五小学校

不検出 （1.4未満）

606

21 平成25年5月23日

牛乳・米粉黒ごまパン・白身魚のタルタルソースか
け・ミネストローネスープ・ごぼうサラダ

古川北中学校

不検出 （0.9未満）

792

産 地（給食提出校名）

基準値

結果

不検出 （1.5未満）

量（ｇ）

415

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）

22 平成25年5月23日

牛乳・松風焼き・千草煮・じゃがいものみそ汁・グ
レープフルーツ

鹿島台第二小学校

不検出 （1.3未満）

551

23 平成25年5月23日

豚丼風煮・千草和え・なめこ汁・バナナ

岩出山保育所

不検出 （1.3未満）

335

24 平成25年5月23日

きゅうり

宮城県栗原市若柳

100

不検出 （1.4未満）

25 平成25年5月23日

ほうれん草

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （1.6未満）

26 平成25年5月23日

豚挽肉

宮城県

100

不検出 （1.4未満）

27 平成25年5月23日

大根

宮城県大崎市

100

不検出 （1.5未満）

28 平成25年6月6日

牛乳・ごはん・揚げ出し豆腐・じゃがいもの金平・か
きたま汁

川渡小学校

不検出 （1.4未満）

846

29 平成25年6月6日

牛乳・キムチごはん・春雨の五目炒め・わかめスー
プ・シューマイ

鳴子中学校

不検出 （1.3未満）

676

30 平成25年6月6日

牛乳・ごはん・油ふと野菜の卵とじ・小松菜のお浸
し・豆腐のみそ汁・びわ

古川第二小学校

不検出 （1.1未満）

730

31 平成25年6月6日

牛乳・ブルーベリーごはん・鶏肉の梅ソースがけ・
ほうれん草のおひたし・はっと汁・オレンジ

中山小学校

不検出 （1.3未満）

663

32 平成25年6月6日

牛乳・菜めし・豆腐ナゲット・もやしのソテー・にらの
みそ汁・バナナ

長岡小学校

不検出 （1.2未満）

763

33 平成25年6月6日

れんこん入り松風焼き・五目豆・しめじと豆腐のみ
そ汁・ごはん（麦飯）

古川北町保育所

不検出 （1.2未満）

419

34 平成25年6月6日

小松菜

宮城県仙台市

100

不検出 （2.1未満）

35 平成25年6月6日

トマト

宮城県大崎市古川

100

不検出 （1.5未満）

36 平成25年6月18日

牛乳・ご飯・さんまの甘露煮・カレー肉じゃが・豆腐
のみそ汁・海苔の佃煮

東大崎小学校

不検出 （1.4未満）

713

37 平成25年6月18日

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・青りんごとパインのゼリー

松山中学校

不検出 （1.1未満）

793

38 平成25年6月18日

牛乳・ひじきご飯・春巻き・ツナ入りおひたし・すまし
汁

鬼首小学校

不検出 （1.2未満）

706

39 平成25年6月18日

牛乳・ご飯・さんま甘露煮・肉じゃが・梅風味漬け・
舞茸汁・豆乳プリン

古川南中学校

不検出 （1.1未満）

983

40 平成25年6月18日

麦飯・サバのみそ煮・チンゲン菜と卵の炒め物・ふ
のりのみそ汁

古川東保育所

不検出 （1.2未満）

404

41 平成25年6月18日

トマト

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （1.5未満）

42 平成25年6月18日

ピーマン

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （2.1未満）

43 平成25年7月3日

牛乳・米粉黒ゴマパン・みやぎ元気ハンバーグ・ト
マトサラダ・パスタとベーコンのシチュー・グレープ
フルーツ

古川第一小学校

不検出 （1.8未満）

606

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）

44 平成25年7月3日

牛乳・五目そぼろ・かぼちゃの揚げ煮・キャベツの
みそ汁・グレープフルーツ

鹿島台中学校

不検出 （1.6未満）

594

45 平成25年7月3日

牛乳・米粉パン・かぼちゃごまフライ・鶏とカシュー
ナッツの炒めもの・七夕そうめん・アンデスメロン

西古川小学校

不検出 （1.4未満）

661

46 平成25年7月3日

牛乳・パン・チーズ・鯵のラビコットソース・カラフル
炒め・わかめとなめこの卵スープ・すいか

清滝小学校

不検出 （1.3未満）

682

47 平成25年7月3日

白飯・エビチリ・中華きゅうり・中華コーンスープ

古川西保育所

不検出 （1.1未満）

292

48 平成25年7月3日

豆もやし

栃木県

100

不検出 （1.9未満）

49 平成25年7月3日

なす

宮城県大崎市

100

不検出 （1.9未満）

50 平成25年7月17日

牛乳・あなごごはん・つるむらさきのおひたし・かき
たま汁・すいか

下伊場野小学校

不検出 （1.3未満）

860

51 平成25年7月17日

牛乳・ソフトドックパン・ミートソーススパゲティー・イ
タリアンサラダ・コンソメスープ・オレンジ

敷玉小学校

不検出 （1.3未満）

735

52 平成25年7月17日

牛乳・米粉パン・鮭のピザソースがけ・グリーンサラ
ダ・じゃがいものコンソメスープ・冷凍みかん

古川第三小学校

不検出 （1.2未満）

661

53 平成25年7月17日

牛乳・ピタパン・タンドリーチキン・コールスローサラ
ダ・醤油ラーメン・メロン

富永小学校

不検出 （1.3未満）

670

54 平成25年7月17日

天丼・大根の和え物・すまし汁

古川たんぽぽ保育所

不検出 （0.9未満）

420

55 平成25年7月17日

かぼちゃ

宮城県仙台市

100

不検出 （1.8未満）

56 平成25年7月17日

パプリカ

宮城県栗原市

100

不検出 （1.9未満）

57 平成25年8月29日

牛乳（古川地域幼・小・中学校）

宮城県（県内産）

50

不検出 （1.2未満）

58 平成25年8月29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 （1.3未満）

59 平成25年8月29日

牛乳・麦ごはん・鯖のカレー焼き・さつま芋のレモン
煮・ミニトマト・クッパ

鹿島台なかよし園

不検出 （1.4未満）

413

60 平成25年9月4日

牛乳・エビピラフ・五目厚焼きたまご・もやしソテー・
わかめスープ・冷凍パイナップル

岩出山学校給食センター

不検出 （1.0未満）

694

61 平成25年9月4日

牛乳・わかめご飯・鮭の西京焼き・チンゲン菜のソ
テー・すまし汁・ミニレアチーズ

田尻学校給食センター

不検出 （1.4未満）

660

62 平成25年9月4日

牛乳・ごはん・いかの松笠焼き・筑前煮・みそけん
ちん汁・巨峰

大崎南学校給食センター

不検出 （1.0未満）

845

63 平成25年9月4日

牛乳・ほっけのねぎソース・れんこんとひじきの炒り
煮・さつま汁・青リンゴゼリー

鹿島台小学校

不検出 （1.3未満）

696

64 平成25年9月4日

牛乳・ごはん・ベーコンオムレツ・夏野菜カレー・浅
漬け・サイダーフルーツポンチ

古川中学校

不検出 （1.1未満）

880

65 平成25年9月4日

麦ごはん・カレー肉じゃが・ほうれん草ソテー・大根
と油揚げの味噌汁・シャインマスカット

松山保育所

不検出 （1.4未満）

234

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）

66 平成25年9月4日

小松菜

宮城県仙台市

100

不検出 （2.4未満）

67 平成25年9月4日

大根

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （1.6未満）

68 平成25年9月4日

キャベツ

群馬県

100

不検出 （1.6未満）

69 平成25年9月4日

さつま芋

茨城県

100

不検出 （1.9未満）

70 平成25年9月17日

牛乳・まるパン・ハンバーグもみじソースがけ・小松
菜とえのきのサラダ・みそストローネ

鳴子小学校

不検出 （1.0未満）

611

71 平成25年9月17日

牛乳・米粉パン・カレーうどん・たらベーコン焼き・こ
んにゃくサラダ

古川第四小学校

不検出 （1.4未満）

670

72 平成25年9月17日

牛乳・ごはん・生姜焼肉・もやしの辛子和え・大根
汁・フルーツヨーグルト

宮沢小学校

不検出 （1.2未満）

687

73 平成25年9月17日

牛乳・横割り丸パン・照り焼きハンバーグ・コールス
ローサラダ・クリームシチュー・スライスチーズ

松山小学校

不検出 （1.2未満）

671

74 平成25年9月17日

牛乳・ごはん・鶏肉ごま味噌ソース・青菜の炒り煮・
おぼろ汁・納豆・りんご

古川西中学校

不検出 （1.1未満）

793

75 平成25年9月17日

ごはん・ビビンバ・ポテトサラダ・みそ汁・なし

三本木ひまわり園

不検出 （1.3未満）

583

76 平成25年9月17日

きゅうり

宮城県栗原市若柳

100

不検出 （1.6未満）

77 平成25年9月17日

キャベツ

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （1.7未満）

78 平成25年10月8日

牛乳・ごはん・ドライカレー・大根サラダ・フルーツポ
ンチ

古川第五小学校

不検出 （1.2未満）

676

79 平成25年10月8日

牛乳・ツイストパン・鶏肉の照り焼き・海藻サラダ・
秋野菜のクリームシチュー

川渡小学校

不検出 （1.7未満）

572

80 平成25年10月8日

牛乳・ごはん・かつおのかりんと揚げ・うの花炒り・
豚汁・みかん

古川北中学校

不検出 （1.0未満）

902

81 平成25年10月8日

牛乳・バターロール・チキングラタン・コールスロー
サラダ・パンプキンポタージュ

鹿島台第二小学校

不検出 （1.3未満）

597

82 平成25年10月8日

牛乳・ごはん・五色そぼろ・辛子和え・さんまのつみ
れ汁・ミニトマト

長岡小学校

不検出 （1.0未満）

741

83 平成25年10月8日

サバのみそ煮・ほうれん草のお浸し・のっぺい汁・
オレンジ

池月保育所

不検出 （1.3未満）

269

84 平成25年10月8日

もやし

福島県

100

不検出 （1.8未満）

85 平成25年10月8日

ねぎ

宮城県加美町

100

不検出 （2.6未満）

86 平成25年10月23日

牛乳・栗ごはん・さんまの塩焼き・ひきなの炒め煮・
かきたま汁・ヨーグルト

鳴子中学校

不検出 （1.0未満）

902

87 平成25年10月23日

牛乳・パンプキンパン・豚肉のアップルソース焼き・
わかめとコーンのサラダ・春雨スープ

古川第二小学校

不検出 （1.2未満）

708

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）

88 平成25年10月23日

牛乳・麦ごはん・鮭のピザ風焼き・もやしの和え物・
みそ汁

鬼首小学校

不検出 （0.9未満）

677

89 平成25年10月23日

牛乳・ハヤシライス・コーンサラダ・コンソメスープ・
玄米バナナ

田尻すまいる園

不検出 （1.3未満）

539

90 平成25年10月23日 キャベツ

宮城県大崎市

100

不検出 （1.4未満）

91 平成25年10月23日 ほうれん草

宮城県大崎市

100

不検出 （2.1未満）

92 平成25年11月12日

東大崎小学校

不検出 （1.0未満）

739

中山小学校

不検出 （1.2未満）

709

古川南中学校

不検出 （1.2未満）

925

田尻学校給食センター

不検出 （1.2未満）

707

岩出山保育所

不検出 （1.3未満）

332

93 平成25年11月12日
94 平成25年11月12日

【地場産給食の日統一献立】
牛乳・大崎ぴかぴかご飯・塩麹タンドリーチキ
ン・大根と鮭フレークサラダ・大崎宝ちゃんこ
鍋・お米のムース

95 平成25年11月12日
96 平成25年11月12日

ごはん・とうふハンバーグ・ブロッコリーサラダ・コー
ンスープ・バナナ

97 平成25年11月12日 大根

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （1.8未満）

98 平成25年11月12日 白菜

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （1.7未満）

牛乳・ツイストパン・オムレツ（トマトソース）・コール
スローサラダ・白菜のクリーム煮・バナナ

古川第一小学校

不検出 （1.3未満）

662

100 平成25年11月27日

牛乳・豚肉のプルコギ・大学芋・五目卵スープ

鹿島台中学校

不検出 （1.2未満）

606

101 平成25年11月27日

牛乳・米粉フォカッチャ・マカロニミートソース・ピー
ナツあえ・クリームシチュー・バナナ

西古川小学校

不検出 （1.2未満）

776

102 平成25年11月27日

牛乳・クロックムッシュ・オムレツ・りんごと柿のフ
ルーツサラダ・春雨スープ

清滝小学校

不検出 （1.5未満）

672

103 平成25年11月27日

牛乳・ごはん・えびぎょうざ・野菜のナムル・麻婆豆
腐

松山中学校

不検出 （1.2未満）

769

104 平成25年11月27日

麦飯・さばの塩焼き・れんこんきんぴら・とろろこん
ぶ汁

古川東保育所

不検出 （1.3未満）

380

99 平成25年11月27日

105 平成25年11月27日 もやし

福島県

100

不検出 （2.1未満）

106 平成25年11月27日 キャベツ

茨城県

100

不検出 （1.7未満）

107 平成25年12月12日

牛乳・油麩どんぶり・おからサラダ・わかめ汁・みか
ん

下伊場野小学校

不検出 （1.0未満）

785

108 平成25年12月12日

牛乳・ごはん・シイラの更紗揚げ・ひじきの煮物・お
でん・みかん
牛乳・ごはん・かまぼことかぼちゃの天ぷら・大根
おろし・五目きんぴら・小松菜のみそ汁・パイナップ
ル

敷玉小学校

不検出 （1.3未満）

666

古川第三小学校

不検出 （1.1未満）

708

109 平成25年12月12日

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）

110 平成25年12月12日

ごはん・牛乳・いわしの三平煮・野菜と油麩の卵と
じ・豚肉とキャベツのみそ汁

富永小学校

不検出 （1.1未満）

685

111 平成25年12月12日

麦飯・ぶり照焼・大根のそぼろ煮・にら卵汁

古川北町保育所

不検出 （1.3未満）

497

112 平成25年12月12日 白菜

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （2.3未満）

113 平成25年12月12日 ねぎ

宮城県大崎市古川

100

不検出 （2.2未満）

114 平成26年1月9日

牛乳（古川地域幼・小・中学校）

宮城県（県内産）

50

不検出 （1.5未満）

115 平成26年1月9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）

116 平成26年1月9日

白飯・ちくわの天ぷら・鶏肉とれんこんのごまみそ
煮・すいとん汁

古川西保育所

不検出 （1.1未満）

117 平成26年1月9日

豆もやし

岩手県

不検出 （1.7未満）

118 平成26年1月9日

水菜

宮城県大崎市

不検出 （3.0未満）

119 平成26年1月16日

岩出山学校給食センター

不検出 （1.1未満）

789

田尻学校給食センター

不検出 （1.2未満）

779

121 平成26年1月16日

牛乳・ごはん・ほっけの塩焼き・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・古代米ごはん・豆腐のハンバーグのきのこ
ソースかけ・キャベツの煮付け・油麩の味噌汁・お
米のムース
牛乳・わかめごはん・厚焼き玉子のきのこあんか
け・ごま和え・油麩の味噌汁

大崎南学校給食センター

不検出 （0.9未満）

821

122 平成26年1月16日

牛乳・ごはん・ささかまのみそマヨ焼き・ほうれんそ
うのからしあえ・マーボーどうふ・みかん

鹿島台小学校

不検出 （1.3未満）

638

123 平成26年1月16日

牛乳・背割コッペパン・カレーそぼろ・ポテトバター・
クラムチャウダー

古川中学校

不検出 （1.1未満）

726

124 平成26年1月16日

麦飯・鶏の照り焼き・れんこんのシャキシャキ炒め・
みそけんちん汁

古川たんぽぽ保育所

不検出 （1.2未満）

393

125 平成26年1月16日

鶏もも肉

岩手県

100

不検出 （1.3未満）

126 平成26年1月16日

油揚げ（大豆）

宮城県栗原市

100

不検出 （1.4未満）

127 平成26年1月22日

牛乳・茶飯・鮭の西京焼き・三色お浸し・おでん煮・
りんご

鳴子小学校

不検出 （1.1未満）

712

128 平成26年1月22日

牛乳・ごはん・紅鮭塩焼き・ごま和え・おくずかけ・
いちごゼリー

古川第四小学校

不検出 （1.3未満）

704

129 平成26年1月22日

牛乳・古代米・チャンチャン焼き・すき昆布の煮物・
すいとん汁

古川北中学校

不検出 （1.2未満）

1135

130 平成26年1月22日

牛乳・ごはん・さばみそ煮・メンマあえ・あぶらふの
みそ汁・ハチミツレモンゼリー

松山小学校

不検出 （1.3未満）

642

131 平成26年1月22日

牛乳・古代米ごはん・テリヤキチキン・ほうれん草
のツナ和え・煮込みおでん・オレンジ

古川西中学校

不検出 （1.1未満）

647

120 平成26年1月16日

280

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）

132 平成26年1月22日

牛乳・ごはん・高野豆腐の肉詰め煮・切干大根中
華和え・みそ汁・りんごゼリー

鹿島台なかよし園

133 平成26年1月22日

ほうれん草

宮城県仙台市

100

不検出 （3.0未満）

134 平成26年1月22日

桜ます

北海道

100

不検出 （1.2未満）

135 平成26年2月6日

ごはん・牛乳・松風焼き・ひじきと大豆の煮もの
五目スープ

古川第五小学校

不検出 （1.1未満）

738

136 平成26年2月6日

牛乳・味噌ラーメン・焼売・きゅうりのラー油漬け
国産すりおろしりんごゼリー

中山小学校

不検出 （1.1未満）

592

137 平成26年2月6日

ごはん・牛乳・とり肉の天ぷら・ごぼうの味噌煮
すまし汁・スイートスプリング

宮沢小学校

不検出 （1.2未満）

663

138 平成26年2月6日

チキンカレー・牛乳・水菜のサラダ・フルーツヨーグ
ルト

鹿島台第二小学校

不検出 （1.3未満）

484

139 平成26年2月6日

麦ごはん・マーボー豆腐・切干大根の煮物・キャベ
ツのみそ汁・りんご

松山保育所

不検出 （1.5未満）

352

140 平成26年2月6日

チンゲン菜

宮城県名取

100

不検出 （1.7未満）

141 平成26年2月6日

しいたけ

宮城県栗原市

100

不検出 （1.6未満）

142 平成26年2月18日

ごはん・牛乳・肉丼・油揚げ入りお浸し
里芋の味噌汁・グレープフルーツ

東大崎小学校

不検出 （1.1未満）

906

143 平成26年2月18日

丸パン・牛乳・メンチカツ・野菜のカレー炒め
白菜のクリーム煮・オレンジ

川渡小学校

不検出 （1.3未満）

556

144 平成26年2月18日

チョコレートパン・牛乳・ポークビーンズ・じゃが
バター・マカロニとたまごのスープ・コーヒーゼリー

松山中学校

不検出 （1.0未満）

742

145 平成26年2月18日

ごはん・牛乳・さんまの蒲焼き・和風サラダ
豚汁・カスタードプリン

古川南中学校

不検出 （1.1未満）

889

146 平成26年2月18日

ごはん・牛乳・豆腐のカレー揚げ・ひじきの炒め煮
みそ汁・いよかん

三本木ひまわり園

不検出 （1.1未満）

412

147 平成26年2月18日

ほうれん草

宮城県大崎市三本木

100

不検出 （2.4未満）

148 平成26年2月18日

つぼみ菜

宮城県大崎市古川

100

不検出 （2.7未満）

149 平成26年2月26日

ベジタブルマフィン・牛乳・スープパスタ
つぼみ菜サラダ・プリン

下伊場野小学校

不検出 （1.3未満）

700

150 平成26年2月26日

ごはん・牛乳・スパニッシュオムレツ
フレンチサラダ・さつまいものシチュー・オレンジ

敷玉小学校

不検出 （1.3未満）

630

151 平成26年2月26日

米粉フォカッチャ・牛乳・白菜とベーコンのスープ
チリコンカン・チーズサラダ・ヨーグルト

古川第三小学校

不検出 （1.4未満）

658

152 平成26年2月26日

セレクトまん・牛乳・鶏肉と大根の中華炒め
ほうれん草の中華和え・中華スープ

富永小学校

不検出 （1.2未満）

764

153 平成26年2月26日

ごはん・ふのり汁・肉団子の甘辛煮
ブロッコリーの塩昆布和え・りんご

岩出山保育所

不検出 （1.6未満）

312

不検出 （0.9未満）

363

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）

154 平成26年2月26日

大根

宮城県大崎市岩出山

100

不検出 （1.6未満）

155 平成26年2月26日

小松菜

宮城県名取市

100

不検出 （3.1未満）

156 平成26年3月4日

ツイストパン・牛乳・ハムエッグ
ごぼうサラダ・コーンポタージュ

鳴子中学校

不検出 （1.5未満）

639

157 平成26年3月4日

ごはん・牛乳・ブロッコリーのおかか和え
豚肉とニラの炒め物・じゃがいもの味噌汁・バナナ

古川第二小学校

不検出 （1.0未満）

766

158 平成26年3月4日

たまごサンド・牛乳・スパゲッティーサラダ
肉団子スープ

鬼首小学校

不検出 （1.5未満）

661

159 平成26年3月4日

ごはん・牛乳・麻婆豆腐
白花豆コロッケ・ビーフンソテー・いちご

長岡小学校

160 平成26年3月4日

麻婆豆腐・さつまいもサラダ・中華スープ
いよかん

池月保育所

161 平成26年3月4日

白菜

宮城県仙台市

100

不検出 （1.6未満）

162 平成26年3月4日

人参

千葉県

100

不検出 （1.8未満）

163 平成26年3月12日

チョコパン・牛乳・シーフードスパゲッティ
フルーツポンチ・ポトフ

古川第一小学校

164 平成26年3月12日

牛乳・白身魚のマヨネーズ焼き・肉団子スープ
つぼみ菜の千草煮・やわらか杏仁

165 平成26年3月12日

0.6
不検出 （1.3未満）

707
300

0.5

716

鹿島台中学校

不検出 （1.3未満）

597

西古川小学校

0.5

720

清滝小学校

0.9

650

167 平成26年3月12日

変形パン・牛乳・肉じゃがコロッケ・糸寒天サラダ
みそワンタンスープ・くだもの
ジャムパン・牛乳・タンドリーチキン
粉吹き芋（チーズ味）・ブロッコリーとコーンのサラ
ダ・ビーンズスープ
ごはん・牛乳・酢豚・もやしのナルム
白菜みそ汁・グレープフルーツ

不検出 （0.9未満）

416

168 平成26年3月12日

人参

宮城県大崎市

100

不検出 （2.0未満）

169 平成26年3月12日

水菜

宮城県遠田郡

100

不検出 （2.4未満）

166 平成26年3月12日

田尻すまいる園

