
【給食食材】 ※検出限界値未満は「ND」と表記　　　＜○○は検出限界値　　　　　（単位：ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）
NO. 検体名 採取場所等 測定日 保育所・学校名 Cs-計 結果判定（注意事項）

1 ゴボウ 青森県産 平成27年1月20日 びわのかげ保育所 <11.50 <12.30 ND

2 ダイコン 千葉県産 平成27年1月20日 びわのかげ保育所 <9.11 <9.80 ND

3 カリフラワー 福島県会津産 平成27年1月8日 田部原保育所 <5.66 <5.20 ND

4 シュンギク 千葉県産 平成27年1月8日 田部原保育所 <5.20 <4.78 ND

5 ハクサイ 南会津町折橋産 平成27年1月7日 田島保育園 <10.50 <11.00 ND

6 ダイコン 南会津町古町産 平成27年1月16日 伊南保育所 <3.48 <3.22 ND

7 ナガネギ 茨城県産 平成27年1月21日 田島小学校 <5.14 <4.73 ND

8 キャベツ 愛知県産 平成27年1月21日 田島小学校 <9.73 <10.30 ND

9 チンゲンサイ 群馬県産 平成27年1月28日 田島小学校 <4.84 <4.46 ND

10 ニラ 栃木県産 平成27年1月28日 田島小学校 <9.21 <9.91 ND

11 キャベツ 千葉県産 平成27年1月13日 田島第二小学校 <4.96 <4.57 ND

12 ハクサイ 南会津町産 平成27年1月13日 田島第二小学校 <10.10 <10.50 ND

13 ナガネギ 茨城県産 平成27年1月13日 田島第二小学校 <9.70 <10.30 ND

14 ハクサイ 茨城県産 平成27年1月27日 田島第二小学校 <10.10 <10.40 ND

15 キャベツ 愛知県産 平成27年1月27日 田島第二小学校 <10.50 <11.00 ND

16 ニンジン 千葉県産 平成27年1月27日 田島第二小学校 <11.70 <11.80 ND

17 ダイコン 神奈川県産 平成27年1月8日 荒海小学校 <5.08 <4.67 ND

18 ネギ 栃木県産 平成27年1月8日 荒海小学校 <5.13 <4.72 ND

19 ニンジン 千葉県産 平成27年1月8日 荒海小学校 <8.77 <9.86 ND

20 ダイコン 神奈川県産 平成27年1月22日 荒海小学校 <4.86 <4.48 ND

21 チンゲンサイ 栃木県産 平成27年1月22日 荒海小学校 <11.40 <11.60 ND

22 キャベツ 茨城県産 平成27年1月22日 荒海小学校 <10.20 <10.50 ND

23 ハクサイ 茨城県産 平成27年1月8日 桧沢小学校 <8.57 <9.42 ND

24 ニンジン 埼玉県産 平成27年1月8日 桧沢小学校 <5.14 <4.73 ND

25 タマネギ 北海道産 平成27年1月22日 桧沢小学校 <5.04 <4.64 ND

26 ニンジン 千葉県産 平成27年1月22日 桧沢小学校 <5.45 <5.01 ND

27 キャベツ 栃木県産 平成27年1月21日 田島学校給食ｾﾝﾀｰ <9.88 <10.30 ND

28 コマツナ 茨城県産 平成27年1月21日 田島学校給食ｾﾝﾀｰ <9.27 <10.10 ND

29 タマネギ 北海道産 平成27年1月21日 田島学校給食ｾﾝﾀｰ <9.06 <9.62 ND

30 ハクサイ 茨城県産 平成27年1月28日 田島学校給食ｾﾝﾀｰ <9.53 <9.96 ND

31 ニンジン 茨城県産 平成27年1月28日 田島学校給食ｾﾝﾀｰ <9.53 <10.20 ND

32 ダイコン 青森県産 平成27年1月28日 田島学校給食ｾﾝﾀｰ <8.77 <9.33 ND

33 キャベツ 茨城県産 平成27年1月9日 舘岩学校給食センター <3.46 <3.29 ND

34 タマネギ 北海道産 平成27年1月9日 舘岩学校給食センター <3.46 <3.29 ND

35 リンゴ 福島県会津産 平成27年1月9日 舘岩学校給食センター <3.46 <3.29 ND

食品等放射能検査結果

【1月検査分】
Cs-137 Cs-134
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36 ゴボウ 福島県会津産 平成27年1月22日 舘岩学校給食センター <3.47 <3.30 ND

37 ネギ 茨城県産 平成27年1月22日 舘岩学校給食センター <3.47 <3.30 ND

38 コマツナ 茨城県産 平成27年1月22日 舘岩学校給食センター <5.40 <6.40 ND

39 モヤシ 福島県相馬市産 平成27年1月21日 伊南学校給食センター <5.10 <6.60 ND

40 青大豆 南会津町青柳産 平成27年1月21日 伊南学校給食センター <3.49 <3.31 ND

41 うるち米 南会津町青柳産 平成27年1月28日 伊南学校給食センター <5.90 <6.70 ND

42 もち米 南会津町青柳産 平成27年1月28日 伊南学校給食センター <3.51 <3.29 ND

43 リンゴ 南会津町田島産 平成27年1月28日 伊南学校給食センター <3.51 <3.29 ND


