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資料１ 

事業報告（平成２８年５月２７日から平成２８年６月２３日まで） 
 

年月日等 事業内容 

平成２８年 

５月 

２６日（木） 平成２７年度第６回運営審議会 

  

６月  ７日（火） 労務・安全講習会（立川地方合同庁舎） 

①全国安全週間実施要綱等について 

②労働災害発生状況等について 

③労務管理の適正化等について 

献立作成委員会（第一、第二給食センター） 

①５月分の意見 

②７月分の審議 

 ８日（水） 

多摩立川保健所食品衛生会議（東京都多摩立川保健所） 

①平成28年度多摩立川保健所食品衛生事業について 

②平成28年度食品衛生推進員の活動について 

③情報交換 

 ９日（木） 

給食主任会議（第一給食センター） 

①専門委員会への委員選出について 

②給食事務の取扱いについて 

１０日（金） 

多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（あきる野市

役所） 

①平成27年度収支決算・事業報告 

②平成28年度収支予算及び事業計画について 

③平成28年度施設見学について 

④情報交換 

１４日（火） 平成２７年度給食費決算監査（第一給食センター） 

地場野菜会議（国立市役所） 

①７月分の国立産野菜の使用について 

１５日（水） 
国立市議会総務文教委員会（国立市役所委員会室） 

①国立市学校給食センター整備基本計画（案）の報告 

１７日（金） 
物資納入登録業者選定委員会（第一給食センター） 

①７月分納入物資について 

２１日（火） 職場巡視（第一小学校、第三中学校） 

①給食配膳室の視察 

第３回衛生委員会（第一給食センター） 

①第一・第二給食センターでの問題点の把握と検討 

２３日（木） 平成２７年度第７回運営審議会 
 



1.給食センターでの放射性物質の測定結果について

  されませんでした。
2.株式会社同位体研究所による放射性物質の測定結果について

測定結果
品目 産地 報告日

5月13日飲用牛乳
群馬県太田市
（東毛酪農業） 5月16日

えのき茸 長野県 5月16日

ぶなしめじ 長野県 5月16日

エリンギ 長野県 5月16日

生なめこ 長野県 5月16日

新人参 千葉県 5月16日

5月23日飲用牛乳
群馬県太田市
（東毛酪農業） 5月24日

鰯蓮根ハンバーグ 三陸・茨城県 5月24日

豚肩肉 岩手県 5月24日

人参 千葉県 5月24日

かやきせんべい 岩手県 5月24日

干し椎茸 大分県 5月24日

※カッコ内の数値は定量下限値で、NDは定量下限値にて不検出を意味します。放射性セシウム基準値　牛乳：50Bq/kg、一般食品：100Bq/kg　

3.給食物資（平成28年6月使用分）の産地について

種類 産地 種類 産地 種類 産地 種類 産地 種類 産地
精白米 長野県 白味噌 北海道他 赤味噌 北海道他 七分搗米 山形県 小麦粉 北海道

青森県、山形県牛乳 群馬県 生クリーム 北海道 バター 北海道 群馬県他
里芋 石川県 じゃがいも 長崎県 とうもろこし 山梨県 キャベツ 千葉県 ごぼう 青森県
生姜 高知県 茨城県 千葉県 茨城県 群馬県
パセリ 長野県 レタス 長野県 人参 千葉県 葉ねぎ 高知県 白菜 長野県
カットウインナー 茨城県 にがうり 宮崎県 青森県 洗いごぼう 青森県 フランクフルト 茨城県

群馬県 鹿児島県 水菜 茨城県 群馬県 串刺し皮なし 群馬県
しらす干し 愛媛県 ささげ 岡山県 冷凍 北海道 みかん 愛知県 パイン１号缶 沖縄県
小松菜 神奈川県 刻み 北海道 ミックスビーンズ 秋田県 １号缶 静岡県 きゅうり 神奈川県

埼玉県 するめいか 青森県 山形県他 和歌山県 群馬県
東京都 長崎県 シーチキンマヨネーズ 中西部太平洋等 神奈川県 なす 群馬県

にら 栃木県 大根 千葉県 玉ねぎ 愛知県 さやいんげん 神奈川県 神奈川県
群馬県 （葉なし） 神奈川県 佐賀県 千葉県 埼玉県
茨城県 埼玉県 長崎県 沖縄県 ほうれん草 東京都

オクラ 鹿児島県 長ねぎ 千葉県 ピーマン 茨城県 チンゲン菜 静岡県 神奈川県
刻み麩 アメリカ 埼玉県 ちりめんじゃこ 和歌山県 赤ピーマン 千葉県 埼玉県

カナダ 茨城県 ドライバジル エジプト 茨城県 かやきせんべい 岩手県
さけフライ 北海道 太刀魚切り身 パキスタン するめいか 北海道 精麦 福井県 炊き込みわかめ 韓国
たこナゲット ベトナム 切干し大根 宮崎県 グリーンアスパラ 長野県 富山県 鳴門

ペルー沖 釜揚げ桜えび 静岡県 じゃがいも 長崎県 石川県 野菜コロッケ 北海道
ベーリング海 乾燥たらこ アラスカ メークイン 静岡県 滋賀県 ぶなしめじ 長野県

エリンギ 長野県 鶏むね肉 山梨県 にんにく 香川県 角切り昆布 北海道 ズッキーニ 長野県
かぼちゃ 千葉県 長野県 徳島県 ほうれん草 新潟県 群馬県

茨城県 静岡県 豚バラ肉 岩手県 チーズオムレツ 富山県 冬瓜 沖縄県
豚肩肉 岩手県 セロリー 長野県 さけ角切り 北海道 えのき茸 長野県 愛知県
ベーコン 埼玉県 豚ロース肉 岩手県 ソイ切身 アラスカ 新じゃがいも 長崎県 鶏もも肉 山梨県
いか切身 南太平洋 ショルダーベーコン 埼玉県 高菜漬け 和歌山県 静岡県 長野県
西京味噌 北海道 ホキ切身 ニュージーランド ハンバーグ 群馬県 黄ピーマン 高知県 静岡県

宮城県 冷凍むき枝豆 北海道 ポーク＆チキン 鹿児島県、北海道 宮崎県 焼き豚 埼玉県
杏仁ゼリー カナダ 米酢 山梨県 日向夏ゼリー 宮崎県 小松菜春巻 茨城県 メルルーサ切身 アルゼンチン

丸目玉焼き 北海道 山形県 パンプキンアンサンブルエッグ 北海道 さわら切身 東シナ海 ホットケーキ 福井県
醗酵乳プレーン 北海道 ラビオリ 北海道 豆腐ひじき 栃木県 冷凍ほうとう麺 栃木県 ミックス粉 石川県
いわし蓮根ハンバーグ 三陸 （プレーン） 新潟県 ハンバーグ 青森県 カット河内晩柑 愛知県 さば切身 ノルウェー

唐辛子 熊本県 山形県 岩手県 ぎょうざ 群馬県 ジャンボ 群馬県
はちみつ 立川市 秋田県 粗挽き皮なしフランクフルト 埼玉県他 神奈川県 ぎょうざ 神奈川県

  5月27日から6月23日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食は検出限界値未満で放射性物質は検出

　学校給食に使用する主な食材の産地は次のとおりです。

ヨウ素（Ｉ-131） セシウム（Ｃs-134)セシウム（Ｃs-137)
実測値 実測値 実測値

ND（＜0.7） ND（＜0.7） ND（＜1.0）

ND（＜0.9） ND（＜0.8） ND（＜1.0）

ND（＜0.8） ND（＜0.8）

ND（＜1.0）

ND（＜1.0）

ND（＜0.9） ND（＜1.0） ND（＜1.0）

ND（＜1.0） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.9） ND（＜1.0） ND（＜0.9）

放射性物質の濃度（Ｂq/ｋｇ）

ND（＜0.8） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.9） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.7） ND（＜0.8） ND（＜0.6）

ND（＜0.7） ND（＜0.9） ND（＜0.8）

ND（＜0.9） ND（＜1.0） ND（＜1.0）
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ししゃもフライ ノルウェー 黒はんぺん 静岡県 トマト 神奈川県 冷凍りんご 青森県
アイスランド 焼きかま ベーリング海 鶏つくね 青森県 北海道
カナダ他 チーズロール タイ 岩手県

4.地場野菜（6月使用分：種類、使用予定日）
トマト6/2、7、大根6/3、7、8、10、13、15
キャベツ6/7、9、13、14、15、21、27、28、人参6/13、15、16、17、20、23、30
たまねぎ6/2、6、8、9、13、14、16、17、20、21、22、24、27、29、30
小松菜6/7,8、23、じゃがいも6/14、23、30、はちみつ6/6、なす6/21、とうもろこし6/29
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