
放射性セシウム134
(検出下限値)

1月28日 1月27日 仙台市東仙台小学校 検出せず（2.9）

1月27日 1月26日 仙台市
野村学校給食センター 検出せず（3.5）

1月22日 1月21日 仙台市東仙台小学校 検出せず（3.1）

1月19日 1月18日 仙台市
野村学校給食センター 検出せず（3.1）

1月18日 1月14日 仙台市
野村学校給食センター 検出せず（2.8）

1月13日 1月12日 仙台市東仙台小学校 検出せず（1.9）

12月18日 12月17日 仙台市
野村学校給食センター 検出せず（3.1）

12月16日 12月15日 仙台市立東仙台小学校 検出せず（2.9）

ごはん　あじつけのり　牛乳
ささかまぼこのりきゅうあげ
あぶらふいりたまごとじ　ひきなじる
アイスいりだいふく

検出せず（2.8）

チョコレートパン　牛乳
えびフライ（ソース）
おしむぎいりミネストローネ　いちご

検出せず（3.8）

小ツイストパン　牛乳
フライドチキン　スパゲッティミラネーズ
せんぎりやさいスープ

検出せず（2.2）

むぎごはん　牛乳
ひよこまめいりチキンカレー
フルーツヨーグルト

検出せず（2.7）

ごはん　牛乳
おでん　みそまめ　みかん

検出せず（3.8）

平成27年度　「学校給食モニタリング事業」による一食全体の検査結果について(仙台市)

検査結果（ベクレル／ｋｇ）

放射性セシウム137
(検出下限値)

センター名検査日 給食提供日 献立名

食パン　りんごジャム　牛乳
ホキフライ（ソース）
フレンチサラダ　パンプキンサラダ

検出せず（2.2）

ごはん　牛乳
さけフライ（ソース）　ゆきなのおひたし
じゃがいもとだいこんのそぼろに

ごはん　牛乳
にくどうふ　ひじきのいりに
りんご

検出せず（3.0）

検出せず（3.1）



12月14日 12月10日 仙台市立東仙台小学校 検出せず（3.1）

12月9日 12月8日 仙台市
野村学校給食センター 検出せず（2.7）

12月7日 12月4日 仙台市立高森中学校 検出せず（2.5）

12月3日 12月2日 仙台市
加茂学校給食センター 検出せず（3.8）

11月27日 11月26日 仙台市
加茂学校給食センター 検出せず（2.7）

11月25日 11月24日 仙台市立高森中学校 検出せず（3.1）

11月24日 11月20日 仙台市
加茂学校給食センター 検出せず（2.8）

11月19日 11月18日 仙台市立高森中学校 検出せず（2.4）

11月13日 11月12日 仙台市立高森中学校 検出せず（2.4）

11月11日 11月10日 仙台市
加茂学校給食センター 検出せず（2.1）

検出せず（3.6）

ソフトパン　牛乳
キャラメルアーモンドポテト
チリコンカン　コンソメスープ

検出せず（3.0）

しょくパン　りんごジャム　牛乳
きのことまめのシチュー
チンゲンサイとコーンのソテー
グレープフルーツ

ごはん　牛乳
さばのみそ煮　からしあえ
のっぺい汁

検出せず（3.3）

検出せず（2.9）

小ソフトパン　牛乳
みそにこみうどん　きびなごのからあげ
りんご

検出せず（3.1）

検出せず（3.1）

しょくパン　チョコレートクリーム　牛乳
タンドリーチキン　じゃがいものチーズに
キャベツといんげんまめのスープ

検出せず（2.9）

むぎごはん　牛乳
ハヤシシチュー　コーンビーンズソテー
ヨーグルト

ごはん　牛乳
豚丼の具
小松菜と油揚げのみそ汁　りんご

検出せず（3.2）

横割り丸パン　スライスチーズ　牛乳
ポークハンバーグ　野菜スープ
さつまいもとりんごの重ね煮

検出せず（3.5）

ごはん　牛乳
ほっけのしおやき　すきこんぶに
じゃがいもとだいこんのみそしる

検出せず（4.0）

ごはん　牛乳
豚キムチ丼の具　ひきな汁
みかん



11月9日 11月6日 仙台市立高森中学校 検出せず（2.5）

11月6日 11月5日 仙台市
加茂学校給食センター 検出せず（2.1）

10月29日 10月28日 仙台市立長町南小学校 検出せず（3.1）

10月28日 10月27日 仙台市
宮城学校給食センター 検出せず（2.8）

10月23日 10月22日 仙台市
宮城学校給食センター 検出せず（3.0）

10月21日 10月20日 仙台市立長町南小学校 検出せず（2.5）

10月19日 10月16日 仙台市
宮城学校給食センター 検出せず（2.7）

10月19日 10月15日 仙台市立長町南小学校 検出せず（2.9）

10月10日 10月8日 仙台市立長町南小学校 検出せず（2.3）

10月6日 10月5日 仙台市
宮城学校給食センター 検出せず（2.6）

10月5日 10月1日 仙台市
宮城学校給食センター 検出せず（2.6）

きんときまめパン　牛乳
あんかけうどん
大豆と小魚の丸ごと揚げ
りんご

検出せず（3.6）

ごはん　牛乳
わかめふりかけ　ししゃもフライ
豚肉とじゃがいものチゲ
フルーツミックス

検出せず（3.3）

五目ごはん（きざみのり）　牛乳
ささかまぼこの磯辺揚げ
けんちん汁　なし

検出せず（3.8）

ごはん　牛乳
はっぽうさい　あげぎょうざ
りんご

検出せず（3.7）

むぎごはん　牛乳
さんまのしょうがに　さつまじる
なし

横割り丸パン　牛乳
えびカツ　じゃがいものスープ煮
グリーンサラダ　ヨーグルト

検出せず（3.2）

しょくパン　りんごジャム　牛乳
うずらたまごといんげんまめのシチュー
さけのガーリック焼き
グレープフルーツ

検出せず（4.3）

検出せず（2.3）

ごはん　牛乳
みそまめ　はっとじる　みかん

検出せず（3.7）

メロンパン　牛乳
鶏肉のマーマレード焼き
えびチャウダー　ミニトマト

検出せず（3.5）

小ツイストパン　牛乳
わかめうどん　こうなごいりかきあげ
オレンジ

検出せず（2.7）
麦ごはん　牛乳
ゆで卵　ポークカレー
ほうれんそうとツナのソテー

検出せず（3.3）



9月30日 9月29日
仙台市

荒巻学校給食センター
（中1コース）

検出せず（2.6）

9月30日 9月29日 仙台市立長町南小学校 検出せず（2.7）

9月28日 9月25日
仙台市

荒巻学校給食センター
（中1コース）

検出せず（2.1）

9月28日 9月25日 仙台市立大和小学校 検出せず（2.6）

9月18日 9月17日
仙台市

荒巻学校給食センター
（中1コース）

検出せず（2.5）

9月16日 9月15日 仙台市立大和小学校 検出せず（2.8）

9月10日 9月9日 仙台市立大和小学校 検出せず（2.5）

9月8日 9月4日 仙台市立大和小学校 検出せず（2.6）

9月3日 9月2日
仙台市

荒巻学校給食センター
（中1コース）

検出せず（2.7）

8月28日 8月27日
仙台市

荒巻学校給食センター
（中1コース）

検出せず（3.1）

8月27日 8月26日 仙台市立大和小学校 検出せず（2.3）

※Ｇｅ半導体検出器による精密検査
※検出限界：5ベクレル／ｋｇ

 　　　 ( 平成24年4月～)
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検出せず(3.0）

ソフトパン　牛乳
ポークステーキのソースかけ
フレンチサラダ　チーズスープ　梨

検出せず（3.1）

ごはん　牛乳　味付けのり
ささかまの生姜焼き
ひきなじる
くりいりみたらしだんご

検出せず（2.9）

丸パン　牛乳　チーズハンバーグ
マカロニと野菜のスープ
コールスロー
冷凍パインアップル

検出せず（2.9）

検出せず（2.9）

ごはん　ひじきふりかけ　牛乳
きす天ぷら　豚汁
冷凍みかん

検出せず（3.6）

小ソフトパン　牛乳
ソース焼きそば　揚げ餃子
ゆで枝豆

検出せず（3.9）

ごはん　牛乳
チキンみそカツ
もやしとピーマンのソテー
けんちん汁

検出せず（2.6）

しそごはん　牛乳
ゴーヤーチャンプルー
もずくのスープ
冷凍パインアップル

検出せず（3.1）

放射性
セシウム

乳児用食品

飲料水

一般食品

【参考】食品衛生法の規制値（ベクレル／ｋｇ）

むぎごはん　牛乳
さんまの塩ふり焼き
宮城県風いも煮　梨

牛乳

米粉パン　牛乳
タンドリーチキン
ポテトとコーンの重ね煮
冬瓜のスープ

検出せず（2.7）

食パン　マーマレード　牛乳
ハンバーグのトマトソースかけ
野菜ときのこのスープ
マカロニサラダ（マヨネーズ）

食パン　スライスチーズ　牛乳
チキンカツ（ソース）
コンソメスープ　フルーツポンチ

検出せず（3.2）


