
・検査方法
　　ＮaIシンチレーション検出器による簡易測定

精密検査の実
施の目安以内

精密検査の実
施の目安超過 測定日 測定機関 放射性
セシウム

1 H27.5.27 茨城県 女川町立女川小学校給食調理場 ○
2 H27.5.27 登米市 女川町立女川中学校給食調理場 ○
3 H27.6.17 登米市 女川町立女川小学校給食調理場 ○
4 H27.6.17 石巻市 女川町立女川中学校給食調理場 ○
5 H27.7.15 群馬県 女川町立女川小学校給食調理場 ○
6 H27.7.15 青森県 女川町立女川中学校給食調理場 ○
7 H27.9.16 東松島市 女川町立女川小学校給食調理場 ○
8 H27.9.16 青森県 女川町立女川中学校給食調理場 ○
9 H27.10.14 北海道 女川町立女川小学校給食調理場 ○

10 H27.10.14 東松島市 女川町立女川中学校給食調理場 ○
11 H27.11.11 青森県 女川町立女川小学校給食調理場 ○
12 H27.11.11 石巻市 女川町立女川中学校給食調理場 ○
13 H27.12.9 岩手県 女川町立女川小学校給食調理場 ○
14 H27.12.9 千葉県 女川町立女川中学校給食調理場 ○
15 H28.1.13 北海道 女川町立女川小学校給食調理場 ○
16 H28.1.13 千葉県 女川町立女川中学校給食調理場 ○
17 H28.2.10 長野県 女川町立女川小学校給食調理場 ○
18 H28.2.10 石巻市 女川町立女川中学校給食調理場 ○

1 H27.8.28 H27.8.26 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
コッペパン、野菜スープ、チリコンカ
ン、イタリアンサラダ

不検出 (2.8) 不検出 (4.0)

2 H27.9.2 H27.9.1 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校

ごはん、味付け海苔、ししゃものうま
か揚げ、チンゲン菜の炒め物、女川
産ふのりのみそ汁

不検出 (1.9) 不検出 (2.9)

備考
Ｃｓ-134（検出下限値） Ｃｓ-137（検出下限値）

検査日 給食提供日 検査対象施設 提供先 主なメニュー

１　検査機器

　　ゲルマニウム半導体検出器

２　検査機関

　　一般財団法人　日本冷凍食品検査協会　仙台検査所

放射性セシウム濃度

白菜
ねぎ
だいこん
白菜

学校給食として提供された一食分の放射能検査を実施し、安全性を確認しています。その結果についてお知らせします。

ほうれん草

鶏肉
にんじん
じゃがいも
だいこん
えのきたけ

にんじん
キャベツ

長ねぎ
だいこん

豚肉
小松菜
ほうれん草
にんじん

学校給食用食材の放射能サンプル測定結果について

　学校給食に使用される食材について，下記のとおり放射能測定を実施したので，その結果をお知らせします。
記

　　※「精密検査の実施の目安」は，国の基準値の１/２（５０ベクレル／ｋｇ）としています。

測定日 品目 産地 使用施設名
測定結果 精密検査結果（Ｂｑ/kg）



3 H27.9.11 H27.9.10 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
ターメリックライス、コールスローサラ
ダ、ドライカレー、冷凍ミカン

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

4 H27.9.18 H27.9.17 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
ごはん、笹かまの磯部揚げ、鶏肉と
大根の炒り煮、小松菜のみそ汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

5 H27.9.25 H27.9.24 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
ごはん、さんまの塩焼き、切干大根
のサラダ、いも団子汁、月見ゼリー

不検出 (2.5) 不検出 (2.5)

6 H27.10.2 H27.10.1 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
ごはん、なめこ汁、鶏の照り焼き、き
んぴらごぼう、梨

不検出 (2.4) 不検出 (3.6)

7 H27.10.8 H27.10.6 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
ごはん、揚げ餃子、もやしのピリ辛
和え、酸辣湯風スープ

不検出 (2.8) 不検出 (2.7)

8 H27.10.16 H27.10.15 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校

きのこごはん、イワシの梅煮、キャベ
ツと大豆のごま和え、みそけんちん
汁

不検出 (3.0) 不検出 (2.7)

9 H27.10.24 H27.10.23 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
ごはん、さばの竜田揚げ、しめじ入
りお浸し、さつま汁、みかん

不検出 (2.9) 不検出 (3.6)

10 H27.10.29 H27.10.28 女川町立女川中学校給食調理場 女川中学校
コッペパン、肉団子のトマト煮、ウィ
ンナースープ、豆サラダ

不検出 (3.0) 不検出 (3.2)

11 H27.11.5 H27.11.4 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校

米粉パン、長野県の郷土料理「山
賊揚げ」、小松菜のお浸し、盛岡名
物料理「じゃじゃ麺」

不検出 (4.2) 不検出 (3.5)

12 H27.11.16 H27.11.13 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校
ごはん、酢豚、棒棒鶏サラダ、きのこ
スープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.0)

13 H27.11.24 H27.11.20 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校

宮城県産押麦の麦ごはん、ドライカ
レー、高政の笹かまぼこ入り「女
川っこサラダ」、チンゲン菜のスープ

不検出 (3.3) 不検出 (3.2)

14 H27.11.26 H27.11.25 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校

フレッシュバーガー、手作りタルタル
ソース、キャベツとコーンのソテー、
スペイン風スープ

不検出 (3.3) 不検出 (4.2)

15 H27.12.2 H27.12.1 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校
ごはん、豚肉のつやつや揚げ、野
菜のうま煮、にらたまスープ

不検出 (2.8) 不検出 (2.9)

16 H27.12.14 H27.12.11 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校
宮城県産押麦の麦ごはん、ポーク
カレー、海藻サラダ、みかん

不検出 (2.5) 不検出 (3.5)

17 H27.12.17 H27.12.16 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校
ごはん、ちくわの磯辺揚げ、ほうれ
ん草のお浸し、山形いも煮風カレー

不検出 (3.6) 不検出 (4.2)

18 H28.1.18 H28.1.15 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校
宮城県産押麦の麦ごはん、ポーク
カレー、海藻サラダ、みかん

不検出 (3.4) 不検出 (2.4)

19 H28.1.20 H28.1.19 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校
ごはん、あじの塩麹焼き、おからの
炒り煮、豚汁

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)

20 H28.1.26 H28.1.25 女川町立女川小学校給食調理場 女川小学校

亘理町の郷土料理「はらこ飯」、仙
台雪菜の白和え、登米市の郷土料
理「油麩入りはっと汁」、給食週間デ
ザート

不検出 (2.2) 不検出 (3.5)

＜担当・連絡先＞ ※検出下限値以下の数値の場合、不検出となります。

学校：女川町教育委員会　教育総務課学務係
　　　　　　　　　　連絡先　０２２５－５４－３１３３
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