
 平成２３年度第６回 

国立市立学校給食センター運営審議会次第 

 

                     日時 ：平成２４年６月２８日（木）午後２時 

                   場所 ：国立市立学校第一給食センター会議室 

  

１．開 会 

 

２．議 題 

 

 （１）平成２３年度事業報告について（資料１） 

 

 （２）平成２３年度学校給食費決算報告について（資料２） 

 

 （３）放射性物質にかかる食材の安全について（資料３） 

 

 （４）平成２４年度事業計画について（資料４） 

 

 （５）その他 

 

３．閉 会 
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資料１ 

平成２３年度事業報告（平成２３年７月２７日から平成２４年６月２８日まで） 

 

年月日等 事業内容 
平成２３年 

７月 ２７日（水） 平成２３年度第１回運営審議会 

平成２３年 

８月 

 ３日（水） 物資納入登録業者選定委員会（９月分） 

１１日（木） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（第３回） 
理研ビタミンセンター：学校給食で「海藻」をおいしく食べよう！ 

１２日（金） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会合同研修会（東京自治会館） 
①食中毒予防について②放射線と人間の関係 

２３日（火） 平成２３年国立市教育委員会第８回定例会 

３１日（水） 配膳員衛生講習会（給食センター） 

平成２３年 

９月 

 １日（水） 調理員衛生講習会（給食センター） 

 ２日（金） 
二学期給食開始（小・中学校） 
献立作成委員会（７月分の意見と１０月分の審議） 

 ７日（水） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（第４回） 
檜原村：学校給食衛生管理基準について（衛生管理全般） 

１３日（火） 物資納入登録業者選定委員会（１０月分） 

１４日（水） 学校給食費収支状況監査（８月３１日現在） 

１５日（木） 地場野菜打合せ（１０月分） 

２７日（火） 平成２３年国立市教育委員会第９回定例会 

２９日（木） 平成２３年度第２回運営審議会 

平成２３年 

１０月 

 ４日（火） 献立作成委員会（９月分の意見と１１月分の審議） 

 ５日（水） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（第５回） 
日の出町：食育についての意見交換 

 ７日（金） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会管理部会（第２回） 
福生市：栄養教諭の役割ほかの意見交換 

 ９日（水） 第六小学校（３年生：からだにいいおやつ） 

１１日（火） 地場野菜打合せ（１１月分） 

１４日（金） 物資納入登録業者選定委員会（１１月分） 

２５日（火） 平成２３年国立市教育委員会第１０回定例会 

平成２３年 

１１月 

 ２日（水） 献立作成委員会（１０月分の意見と１２月分の審議） 

 ４日（金） 

多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会場長会（第２回） 
昭島市：①放射性物質による食品汚染への対応、②学校給食費未納世帯へ

の督促方法等、③栄養士間の調整、④特定規模電気事業者への対応、⑤
子ども手当への対応 

 ８日（火） 地場野菜打合せ（１２月分） 

 ９日（水） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（第６回） 
青梅市根ヶ布調理場：①試食会、②地場産食材、③メニュー研究 

１４日（月） 物資納入登録業者選定委員会（１２月分） 

２２日（火） 平成２３年国立市教育委員会第１１回定例会 

２４日（木） 平成２３年度第３回運営審議会 

２５日（金） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会管理部会（第３回） 
武蔵村山市：放射能対策についての意見交換 

平成２３年 

１２月 

 １日（木） 献立作成委員会（１１月分の意見と１月分の審議） 

 ５日（月） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（第７回）稲城市 
①講演（よりよいコミュニケーションづくりよりよい人間関係づくり） 
②研究協議（食に関する指導） 
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年月日等 事業内容 

平成２３年 

１２月 

１２日（月） 物資納入登録業者選定委員会（１月、３学期分） 

１３日（火） 地場野菜打合せ（１月分） 

２７日（火） 平成２３年国立市教育委員会第１２回定例会 

平成２４年 

１月 

 ６日（金） 献立作成委員会（１２月分の意見と２月分の審議） 

１０日（火） 地場野菜打合せ（２月分） 

１１日（水） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（第８回）小平市 
①研究協議（衛生管理一般、食育、地場産、メニュー研究、食品の安全性、
その他）②情報交換（１校のみの給食提供について）③試食及び施設見学

１７日（火） 物資納入登録業者選定委員会（２月分） 

２４日（火） 平成２４年国立市教育委員会第１回定例会 

２６日（木） 
平成２３年度第４回運営審議会 
視察：株式会社同位体研究所 

平成２４年 

２月 

 ３日（金） 献立作成委員会（１月分の意見と３月分の審議） 

 ８日（水） 放射能測定機器（NaI シンチレーション検知器内蔵γ線放射能モニター ）設置 

１４日（火） 学校給食費収支状況監査（１２月３１日現在） 

１５日（水） 
物資納入登録業者選定委員会（３月分） 

地場野菜打合せ（３月分） 

１６日（木） 給食主任会 

１７日（金） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会場長会（第３回） 
昭島市：①来年度の役員について②その他 

２１日（火） 平成２４年国立市教育委員会第２回定例会 

２３日（木） 
第三小学校（３年生：牛乳パワーを知ろう） 
平成２３年度第５回運営審議会 

平成２４年 

３月 

 ６日（火） 献立作成委員会（２月分の意見と４月分の審議） 

 ７日（水） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会献立研究部会（第９回） 
武蔵村山市：①平成２３年度の活動の反省②平成２４年度事業計画・役員
体制③情報交換（調理場床洗浄方法、中学校給食での食育） 

１３日（火） 地場野菜打合せ（４月分） 

１６日（金） 物資納入登録業者選定委員会（４月分） 

２３日（金） 平成２４年国立市教育委員会第３回定例会 

平成２４年 

４月 

 ５日（木） 献立作成委員会（３月分の意見と５月分の審議） 

１０日（火） 地場野菜打合せ（５月分） 

１６日（月） 物資納入登録業者選定委員会（５月分） 

２４日（火） 平成２４年国立市教育委員会第４回定例会 

平成２４年 

５月 
 ８日（火） 

献立作成委員会（４月分の意見と６月分の審議） 

地場野菜打合せ（６月分） 

１６日（水） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会管理部会（第１回）福生市 
①平成２３年度事業報告・収支決算②平成２４年度事業計画・予算 

１８日（金） 
物資納入登録業者選定委員会（５月分） 
多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会場長会（第１回）昭島市 
①平成２３年度事業報告・収支決算②平成２４年度事業計画・予算 

２２日（火） 平成２４年国立市教育委員会第５回定例会 

平成２４年 

６月 

 ５日（火） 献立作成委員会（５月分の意見と７月分の審議） 

 ８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（第１回）武蔵野市
①施設見学（試食）②平成２４年度事業計画 

１２日（火） 地場野菜打合せ（７月分） 

１５日（金） 物資納入登録業者選定委員会（７月分） 

２２日（金） 平成２４年国立市教育委員会第６回定例会 

２８日（木） 平成２３年度第６回運営審議会 
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○放射性物質の測定について 

 

 外部検査機関での検査 

 第１６回検査結果（測定日２月２４日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

2月22日 
飲用牛乳 群馬県 300 ND(<0.5) 200 ND(<0.5) 200 ND(<0.4)

調理用牛乳 千葉県 300 ND(<0.4) 200 1.4 200 1.9 

バター 北海道 300 ND(<0.5) 200 ND(<0.4) 200 ND(<0.6)
  

 第１７回検査結果（測定日３月５日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

2月29日 
飲用牛乳 群馬県 300 ND(<0.4) 200 ND(<0.4) 200 0.5 

調理用牛乳 千葉県 300 ND(<1.2) 200 ND(<1.3) 200 ND(<1.2)

生クリーム 北海道 300 ND(<0.4) 200 ND(<0.5) 200 ND(<0.5)
 

 第１８回検査結果（測定日３月９日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

3月7日 
飲用牛乳 群馬県 300 ND(<0.4) 200 0.6 200 0.7 

調理用牛乳 千葉県 300 ND(<0.4) 200 ND(<0.5) 200 ND(<0.4)
1月30日 

小学校提供給食  2,000 ND(<0.5) 500 ND(<0.4) 500 ND(<0.5)

1月31日 
中 学 校 提 供 給 食  2,000 ND(<0.5) 500 ND(<0.5) 500 ND(<0.4)

  

 第１９回検査結果（測定日３月１８日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

3月15日 
飲用牛乳 群馬県 300 ND(<0.8) 200 ND(<0.9) 200 ND(<0.9)

発芽玄米 長野県 
※ 

2,000 ND(<1.0) 500 ND(<0.9) 500 ND(<0.9)

           ※米については放射性ヨウ素の暫定規制値は定められていませんので参考です。 
 
 平成２４年度 

 第１回検査結果（測定日４月２７日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

4月11日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.4) 50 0.6 50 0.8 

4月18日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.4) 50 0.8 50 1.2 

4月25日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.5) 50 1.0 50 1.1 
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 第２回検査結果（測定日５月１１日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

5月2日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.4) 50 ND(<0.5) 50 ND(<0.5)

5月9日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.5) 50 0.5 50 0.9 

 

 第３回検査結果（測定日５月２９日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

5月16日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.8) 50 ND(<0.8) 50 ND(<0.9)

5月23日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.6) 50 ND(<0.8) 50 1.3 

 

 第４回検査結果（測定日６月７日） 

品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137） 
実測値 暫定規制値 実測値 暫定規制値 実測値 

5月30日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.9) 50 ND(<0.9) 50 ND(<1.0)

6月6日 
飲用牛乳 群馬県 ND(<0.9) 50 ND(<0.7) 50 ND(<1.0)

 

                               ※ND：定量下限値にて不検出 

 

 給食センターでの検査 

 

 測 定 日：平成２４年２月２７日から６月２０日までの給食実施日 

 検  体：飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食（提供給食は飲用牛乳を除く） 

 検査結果：検出限界値にて不検出 

 検出限界値：ヨウ素（約2.4㏃/㎏）、セシウム134（約3.2㏃/㎏）、セシウム137（約3.3㏃/㎏） 

 

 その他の食材 

測定日 品目 産 地 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137）
4月9日 たけのこ(水煮) 大分、福岡、鹿児島、熊本県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

4月9日 干し椎茸 大分、愛媛県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

4月10日 たけのこ(生) 福岡県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

4月16日 たけのこ(生) 福岡県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

4月23日 たけのこ(生) 静岡県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

4月26日 りんごジュース 北海道（りんご：青森県） ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

5月8日 たけのこ(生) 神奈川県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

5月10日 鰯粉 千葉県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

5月11日 冷凍みかん 神奈川県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

5月16日 冷凍みかん 神奈川県 ND(<4.0) ND(<3.8) ND(<5.4) 

6月11日 みかん缶詰 愛知、静岡、和歌山県 ND(<2.4) ND(<3.0) ND(<2.3) 
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平成２４年２月２９日 

 

 保護者の皆様 

 

                           国立市立学校給食センター 

                            所長  村 山  幸 浩 

                                 （公印省略） 

 
 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査等について（お知らせ） 

 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、２月２０日及び２月２４日に学校給食食材等の放射性物質の検査を実施いたしましたの

でお知らせします。検査食材は、飲用牛乳、調理用牛乳、豚肩肉、バターの４品目としました。 
 
 放射性物資の測定結果について 

  検査は株式会社同位体研究所に依頼し、検査手法は放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム

（Cs-134、137）を判別して測定する核種検査としました。 

品目 産 地 測定日 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137）
暫 定 規 制 値 実測値 暫 定 規 制 値 実測値 暫 定 規 制 値 実測値 

2月15日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

2月20日 300
ND 

(＜0.4) 
200 0.6 200 1.2 

調理用牛乳 

千葉県 
(原乳：北海道、
秋田県、岩手
県、千葉県) 

2月20日 300
ND 

（＜1.3）
200

ND 
（＜0.5）

200 0.4 

豚肩肉 茨城県 2月20日
※ 
2,000

ND 
（＜3.3）

500
ND 

（＜3.0） 
500 

ND 
（＜3.6）

2月22日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業） 

2月24日 300
ND 

（＜0.5）
200

ND 
（＜0.5） 

200 
ND 

（＜0.4）

調理用牛乳 

千葉県 
(原乳：北海道、
秋田県、岩手
県、千葉県) 

2月24日 300
ND 

（＜0.4）
200 1.4 200 1.9 

バター 北海道 2月24日 300
ND 

（＜0.5）
200

ND 
（＜0.4） 

200 
ND 

（＜0.6）

 ※括弧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。 

 ※豚肩肉については放射性ヨウ素の暫定規制値は定められていませんので参考です。 

  検査の結果、豚肩肉とバターについては、放射性物質は検出されませんでした。牛乳につい

ては、２月１５日の飲用のものはセシウム134が0.6㏃/㎏、セシウム137が1.2㏃/㎏検出さ

れましたが、２月２２日の飲用のものについては、放射性物質は検出されませんでした。 

  調理用牛乳については、セシウム134が1.4㏃/㎏、セシウム137が0.4、1.9㏃/㎏検出され

ましたが、食品衛生法の暫定規制値を大幅に下回っています。 

  なお、２月８日の東毛酪農業協同組合における自主検査の結果では、放射性物質は検出限界

未満でした。今後も牛乳の検査を実施してまいります。 

放射能測定について 

 ２月２７日から NaI シンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる測定を開始し

ました。結果については市のホームページで公表していますが、後日、まとめてお知らせいたし

ます。 
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平成２４年３月１４日 
 

 保護者の皆様 

 

                           国立市立学校給食センター 

                            所長  村 山  幸 浩 

                                 （公印省略） 

 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 

 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、２月２７日から給食センターにおいて NaI シンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能

モニターによる測定を開始し、３月５日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性

物質の検査を実施いたしましたのでお知らせします。 

 

１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（２月２７日から３月８日まで） 
 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供

する前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。 

  提供給食は、飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、２月２７日から３月８日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食に

ついては、放射性物質は検出されませんでした。 

  なお、検出限界値は、放射性ヨウ素131が4.0Bq/kg、放射性セシウム134が3.8Bq/kg、放射

性セシウム137が5.4Bq/kgで、「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は検出限界値

未満であることを示します。詳しくは、ホームページをご覧ください。 

 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 
 

  検査食材は、飲用牛乳、調理用牛乳、生クリームの３品目とし、検査手法は放射性ヨウ素

（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を判別して測定する核種検査としました。 

品目 産 地 測定日 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137）
暫 定 規 制 値 実測値 暫 定 規 制 値 実測値 暫 定 規 制 値 実測値

2月29日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

3月5日 300
ND 

（＜0.4）
200

ND 
（＜0.4）

200 0.5 

調理用牛乳 

千葉県 
(原乳：北海道、
秋田県、岩手
県、千葉県) 

3月5日 300
ND 

（＜1.2）
200

ND 
（＜1.3）

200
ND 

（＜1.2）

生クリーム 北海道 3月5日 300
ND 

（＜0.4）
200

ND 
（＜0.5） 

200
ND 

（＜
0.5） 

 ※括弧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。 
 
  検査の結果、調理用牛乳と生クリームについては、放射性物質は検出されませんでした。 

  牛乳については、セシウム137が0.5㏃/㎏検出されましたが、食品衛生法の暫定規制値を大

幅に下回っています。 

  なお、２月２３日の東毛酪農業協同組合における自主検査の結果では、放射性物質は検出限

界未満でした。今後も牛乳の検査を実施してまいります。 
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平成２４年３月２２日 
 

 保護者の皆様 

 

                           国立市立学校給食センター 

                            所長  村 山  幸 浩 

                                 （公印省略） 

 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 
 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、給食センターにおける NaI シンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる

測定、３月９日及び１８日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性物質の検査を

実施いたしましたのでお知らせします。 
 

１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（３月９日から３月１９日まで） 
 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供

する前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。 

  提供給食は、飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、３月９日から３月１９日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食に

ついては、放射性物質は検出されませんでした。 

  なお、検出限界値は、放射性ヨウ素131が4.0Bq/kg、放射性セシウム134が3.8Bq/kg、放射

性セシウム137が5.4Bq/kgで、「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は検出限界値

未満であることを示します。詳しくは、ホームページをご覧ください。 
 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 
 

  検査食材は、飲用牛乳、調理用牛乳、発芽玄米の３品目とし、検査手法は放射性ヨウ素（I-131）

と放射性セシウム（Cs-134、137）を判別して測定する核種検査としました。 

品目 産 地 測定日 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

ヨウ素（I-131） セシウム（Cs-134） セシウム（Cs-137）
暫 定 規 制 値 実測値 暫 定 規 制 値 実測値 暫 定 規 制 値 実測値

3月7日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

3月9日 300
ND 

（＜0.4）
200 0.6 200 0.7 

調理用牛乳 

千葉県 
(原乳：北海道、
秋田県、岩手
県、千葉県) 

3月9日 300
ND 

（＜0.4）
200

ND 
（＜0.5）

200
ND 

（＜0.4）

3月15日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

3月18日 300
ND 

（＜0.8）
200

ND 
（＜0.9） 

200
ND 

（＜
0.9） 

発芽玄米 長野県 3月18日
※ 
2,000

ND 
（＜1.0）

500
ND 

（＜0.9） 
500

ND 
（＜0.9）

 ※括弧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。 

 ※米については放射性ヨウ素の暫定規制値は定められていませんので参考です。 
 
  検査の結果、調理用牛乳と発芽玄米については、放射性物質は検出されませんでした。 

  牛乳については、セシウム134が0.6㏃/㎏、セシウム137が0.7㏃/㎏検出されましたが、

食品衛生法の暫定規制値を大幅に下回っています。 



- 8 - 

 

平成２４年５月８日 
 

 保護者の皆様 

 

                           国立市立学校給食センター 

                            所長  村 山  幸 浩 

                                 （公印省略） 

 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 
 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、給食センターにおける NaI シンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる

測定、４月２７日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性物質の検査を実施いた

しましたのでお知らせします。 
 
１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（４月１０日から４月２７日まで） 
 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供

する前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。 

  提供給食は、飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、４月１０日から４月２７日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食

については、放射性物質は検出されませんでした。 

  またあわせて、たけのこ、干ししいたけ、りんごジュースの給食食材についても測定した結

果、いずれも放射性物質は検出されませんでした。 
品目 産 地 測定日 

たけのこ(水煮） 大分、福岡、鹿児島、熊本県 4月9日 
干ししいたけ 大分、愛媛県 4月9日 

たけのこ（生） 
福岡県 4月10日、16日 
静岡県 4月23日 

りんごジュース 北海道（りんご：青森県） 4月26日 

  なお、検出限界値は、放射性ヨウ素131が4.0Bq/kg、放射性セシウム134が3.8Bq/kg、放射

性セシウム137が5.4Bq/kgで、「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は検出限界値

未満であることを示します。詳しくは、ホームページをご覧ください。 
 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 
 

  検査食材は、飲用牛乳とし、検査手法は放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、

137）を判別して測定する核種検査としました。 

品目 産 地 測定日 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

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

4月11日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

4月27日 ND（＜0.4） 50 0.6 50 0.8 

4月18日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

4月27日 ND（＜0.4） 50 0.8 50 1.2 

4月25日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

4月27日 ND（＜0.5） 50 1.0 50 1.1 

 ※括弧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。 

  検査の結果、セシウム134 とセシウム 137 が検出されましたが、食品衛生法の放射性セシウ

ムの基準値未満でした。今後も牛乳の検査を実施してまいります。 
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平成２４年５月２３日 

 

 保護者の皆様 

 

                           国立市立学校給食センター 

                            所長  村 山  幸 浩 

                                 （公印省略） 

 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 

 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、給食センターにおける NaI シンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる

測定、５月１１日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性物質の検査を実施いた

しましたのでお知らせします。 
 
１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（５月１日から５月１７日まで） 
 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供

する前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。 

  提供給食は、飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、５月１日から５月１７日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食に

ついては、放射性物質は検出されませんでした。 

  またあわせて、たけのこ、鰯粉、冷凍みかんの給食食材についても測定した結果、いずれも

放射性物質は検出されませんでした。 

品目 産 地 測定日 備考 

たけのこ(生） 神奈川県秦野市 5月8日 5月9日使用 

鰯粉 

千葉県 
鰯節：千葉、静岡県、宗田節：千葉、高知県
ムロ節：千葉、鹿児島県、かつお節：千葉、
高知県 

5月10日 

 

冷凍みかん 神奈川県足柄市 5月11日、16日 5月16日使用 

  なお、検出限界値は、放射性ヨウ素131が4.0Bq/kg、放射性セシウム134が3.8Bq/kg、放射

性セシウム137が5.4Bq/kgで、「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は検出限界値

未満であることを示します。詳しくは、ホームページをご覧ください。 
 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 
 

  検査食材は、飲用牛乳とし、検査手法は放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、

137）を判別して測定する核種検査としました。 

品目 産 地 測定日 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

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

5月2日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

5月11日 ND（＜0.4） 50 ND（＜0.5） 50 ND（＜0.5）

5月9日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

5月11日 ND（＜0.5） 50 0.5 50 0.9 

 ※括弧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。 

  検査の結果、セシウム134 とセシウム 137 が検出されましたが、食品衛生法の放射性セシウ

ムの基準値未満でした。今後も牛乳の検査を実施してまいります。 
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平成２４年６月７日 

 

 保護者の皆様 

 

                           国立市立学校給食センター 

                            所長  村 山  幸 浩 

                                 （公印省略） 

 

 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 

 

 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、給食センターにおける NaI シンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる

測定、５月２９日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性物質の検査を実施いた

しましたのでお知らせします。 
 

１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（５月１８日から６月６日まで） 
 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供

する前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。 

  提供給食は、飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、５月１８日から６月６日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食に

ついては、放射性物質は検出されませんでした。 

  なお、５月３１日までの検出限界値は、放射性ヨウ素 131 が 4.0Bq/kg、放射性セシウム 134

が3.8Bq/kg、放射性セシウム137が5.4Bq/kgで、「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、

又は検出限界値未満であることを示します。 

  また、６月１日からは、出力プログラムにより品目ごとに検出限界値が確認できるようにな

り、検出限界値は、放射性ヨウ素131が約2.4Bq/kg、放射性セシウム134が約3.2Bq/kg、放射

性セシウム137が約3.3Bq/kgです。詳しくは、ホームページをご覧ください。 
 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 
 

  検査食材は、飲用牛乳とし、検査手法は放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、

137）を判別して測定する核種検査としました。 

品目 産 地 測定日 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

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

5月16日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

5月29日 ND（＜0.8） 50 ND（＜0.8） 50 ND（＜0.9）

5月23日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

5月29日 ND（＜0.6） 50 ND（＜0.8） 50 1.3 

 ※括弧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。 

  検査の結果、微量のセシウム 137 が検出されましたが、食品衛生法の放射性セシウムの基準

値未満でした。今後も牛乳の検査を実施してまいります。 
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平成２４年６月２１日 

 

 保護者の皆様 

 

 

                           国立市立学校給食センター 

                            所長  村 山  幸 浩 

                                 （公印省略） 

 

 

学校給食食材等の放射性物質の測定検査について（お知らせ） 

 
 

 日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、給食センターにおける NaI シンチレーション検出器内蔵ガンマ線放射能モニターによる

測定、６月７日に株式会社同位体研究所による学校給食食材等の放射性物質の検査を実施いたし

ましたのでお知らせします。 
 

１．給食センターでの放射性物質の測定結果について（６月７日から６月２０日まで） 
 

  検査食材は、飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食の３品目とし、毎日、給食を提供

する前に放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、137）を測定しています。 

  提供給食は、飲用牛乳を除いた給食まるごとをフードプロセッサーにかけたものです。 

  検査の結果、６月７日から６月２０日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食に

ついては、放射性物質は検出されませんでした。 

  またあわせて、みかん缶詰の給食食材についても測定した結果、いずれも放射性物質は検出

されませんでした。 

品目 産 地 測定日 備考 

みかん缶詰 愛知、静岡、和歌山県 6月11日 6月14日使用 

  なお、検出限界値は、放射性ヨウ素131 が約 2.4Bq/kg、放射性セシウム134 が約 3.2Bq/kg、

放射性セシウム137が約3.3Bq/kgです。詳しくは、ホームページをご覧ください。 
 

２．株式会社同位体研究所による放射性物資の測定結果について 
 

  検査食材は、飲用牛乳とし、検査手法は放射性ヨウ素（I-131）と放射性セシウム（Cs-134、

137）を判別して測定する核種検査としました。 

品目 産 地 測定日 
放射性物質の濃度（㏃/㎏） 

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

5月30日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

6月7日 ND（＜0.9） 50 ND（＜0.9） 50 ND（＜1.0）

6月6日 
飲用牛乳 

群馬県太田市 
(東毛酪農業）

6月7日 ND（＜0.9） 50 ND（＜0.7） 50 ND（＜1.0）

 ※括弧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。 

  検査の結果、いずれも放射性物質は検出されませんでした。 

  今後も牛乳の検査を実施してまいります。 
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給食物資（４月使用予定分）の産地について 

 
 学校給食に使用する食材の産地は次のとおりです。なお、市場の供給量によっては変更になる場合もありますが、出荷制限となった

ものは使用いたしません。備考は、放射性物資の測定検査を実施している自治体のホームページから主に２月以降の情報を中心に引用

しています。 

 

○お米（暫定規制値：放射性セシウム500㏃/㎏→10月1日からの新基準値：放射性セシウム100㏃/㎏） 

種類 産地                 備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

精白米 

北海道 
H23.9/1岩見沢市、北斗市、比布町、（ヨウ素検出限界値4.4～5.4、セシウム134検出限界値4.3～5.5、セ
シウム137検出限界値3.1～3.9未満） 

秋田県 

H23.9/9、16、17湯沢市、9/12大潟村、9/12、14秋田市、9/12、14潟上市、にかほ市、9/12、15、16美郷
町、9/13八郎潟町、五城目町、9/13、14、16由利本荘市、9/13、14、16横手市、9/13、16八峰町、9/14井
川町、9/14、15、16、17大仙市、9/15大館市、9/15、16男鹿市、9/16三種町、9/17仙北市、羽後町、9/19
鹿角市、9/19 北秋田市、能代市、藤里町、上小阿仁村、東成瀬村、9/20 小坂町（セシウム 134 検出限界濃
度1.3～2.6、セシウム137検出限界濃度1.6～2.9未満） 

山形県 

H23.9/12金山町、9/12、13山辺町、河北町、9/12、14米沢市、9/12、14、15小国町、9/12、15山形市、鶴
岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、
大江町、大石田町、最上町、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町、戸沢村、9/12、
16真室川町、9/13中山町、9/13、15新庄市、鮭川村、9/15舟形町、大蔵村（セシウム定量下限値20未満）

長野県 

H23.9/1信濃町、小川村、阿智村、9/2諏訪市、南箕輪村、大桑村、9/5上田市、小谷村、喬木村、豊丘村、
麻績村、筑北村、9/6駒ケ根市、中野市、泰阜村、9/7箕輪町、軽井沢町、大鹿村、9/8須坂市、千曲市、原
村、9/9、11長野市、9/9辰野町、富士見町、南木曽町、佐久穂町、中川村、朝日村、9/10茅野市、東御市、
坂城町、木島平村、根羽村、9/12 飯綱町、木曽町、王滝村、9/13 立科町、宮田村、9/14 小諸市、岡谷市、
栄村、南牧村、9/15 飯山市、山ノ内町、長和町、高山村、青木村、木祖村、南相木村、9/16 上松町、山形
村、9/18小布施町、下諏訪町、野沢温泉村、9/20御代田町、売木村、9/21北相木村、9/25平谷村（セシウ
ム定量下限値20未満） 

玄 米 

もち米 山形県 同上（参照） 

○牛乳・乳製品（暫定規制値：放射性ヨウ素 300㏃/㎏、放射性セシウム 200 ㏃/㎏→4月 1日からの新基準値：放射性セシウム 50㏃/㎏（牛乳）、放射性セシウム 100 ㏃/㎏（乳製品））  

種 類 産  地 備  考 種 類 産  地 備  考 

牛 乳 群馬県 東毛酪農業協同組合 生クリーム 北海道  

チーズ オーストラリア、 
ニュージーラン
ド、北海道 

粉、ピザ用、スライス 
調理用牛乳 千葉県 

原乳：北海道、群馬県、岩手県、

千葉県 
バター 北海道  

○野菜・果物（暫定規制値：放射性ヨウ素 2,000 ㏃/㎏、放射性セシウム 500 ㏃/㎏→4 月 1 日からの新基準値：放射性セシウム 100 ㏃/㎏）  

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

えのき茸 長野県 
1/31飯山市、2/7富士見町、2/8上田市、2/14安曇野市、2/15長野市、2/21中野市、2/22千曲市、3/6
小海町、3/7須坂市（ヨウ素、セシウム定量下限値約2～5未満） 

エリンギ 長野県 
1/25佐久市、3/6中野市（ヨウ素、セシウム定量下限値約2～5未満）、2/14中野市、2/20上田市、青
木村（セシウム定量下限値50未満） 

かぶ 埼玉県 
1/23、24 東松山市、1/30、31 行田市、和光市、2/6、7越生町、2/14 幸手市、2/21 三芳町（ヨウ素、
セシウム定量下限値20未満） 

絹さや 
静岡県  

愛知県  

キャベツ 
愛知県  

神奈川県 1/10寒川町、3/5三浦市（ヨウ素、セシウム定量限界値20未満） 

きゅうり 

茨城県 1/15～24石岡市、かすみがうら市、常総市（ヨウ素検出下限値 13 未満、セシウム 134 検出下限値 21 未満、セシウム 137 検出下限値 20～21 未満 ）

群馬県 
1/30前橋市、2/6伊勢崎市、2/13太田市、2/13、3/5桐生市、3/5高崎市、3/12富岡市（ヨウ素、セシ
ウム定量下限値20未満） 

高知県  

宮崎県  

清見オレンジ 愛媛県 H23.9/26県内(極早生)10/17、21、23、24、26、27県内(早生)(自然界と同レベルで異常は認められず）

ごぼう 青森県 1/11六戸町、2/14六ヶ所村、3/1三沢市（ヨウ素、セシウム 137 定量下限値 20 未満、セシウム 134 定量下限値 25 未満 ） 

グリーンアスパラ 長崎県  

グリーンピース 鹿児島県  

小松菜 埼玉県 
2/6、7朝霞市、2/14ときがわ町、2/14、2/21、3/6八潮市、2/21川口市、草加市、三芳町、杉戸町、
2/27、28和光市、新座市、川島町、3/6春日部市、上尾市、三郷市（ヨウ素、セシウム定量下限値 20 未満） 

さやいんげん 
鹿児島県  

沖縄県  

じゃがいも 鹿児島県  

生姜 高知県 H23.8/17高知県内（ヨウ素検出下限値 11未満、セシウム 134 検出下限値 9.3 未満、セシウム 137 検出下限値 8.8 未満 ）
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種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

スナップえんどう 
静岡県  

愛知県  

セロリー 静岡県  

大根 
千葉県 3/6銚子市、3/7佐倉市、白井市、3/13船橋市、3/14山武市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満）

神奈川県 H23.10/24、11/4～8三浦市、11/4～8中井町、11/28大和市（ヨウ素、セシウム定量限界値20未満）

玉ねぎ 佐賀県  

チンゲン菜 
茨城県 1/15～24鉾田市、下妻市、常総市、坂東市（ヨウ素検出下限値 11～14 未満、セシウム 134 検出下限値 19～23 未満、セシウム 137 検出下限値 18～22 未満 ） 

埼玉県 1/23、24狭山市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

生筍 
福岡県  

熊本県  

長ねぎ 埼玉県 
2/14富士見市、幸手市、神川町、寄居町、2/21深谷市、越谷市、吉見町、3/6鳩山町、3/12、13蓮田
市、美里町、上里町（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

にら 群馬県 1/10伊勢崎市、1/23太田市、1/30前橋市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

人参 徳島県  

にんにく 青森県 1/23新郷村、2/15三沢市、2/27田子町、3/7五戸町（ヨウ素、セシウム 137 定量下限値 20 未満、セシウム 134 定量下限値 25 未満 ）

白菜 茨城県 
1/6～11 古河市、結城市、八千代市、1/15～24 取手市（ヨウ素検出下限値11～13 未満、セシウム134
検出下限値19～23未満、セシウム137検出下限値18～21未満） 

はるみ 熊本県  

パセリ 
千葉県 1/24、2/28旭市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

福岡県  

ぶなしめじ 長野県 
2/1長野市、千曲市、2/7小諸市、大町市、木曽町、2/8小布施町、2/14下條村、2/15上田市、2/21松
本市、山ノ内町、3/6安曇野市、原村、中川村（ヨウ素、セシウム定量下限値約２～5未満） 

ブロッコリー 

千葉県 1/18長生村、2/8四街道市、2/15睦沢町（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

愛知県  

香川県  

ほうれん草 東京都 
2/7立川市、国立市、調布市、2/14東大和市、多摩市、稲城市、日野市、2/20奥多摩町、2/21羽村市、
福生市、青梅市、瑞穂町、日の出町、2/27町田市、2/28あきる野市、檜原村（ヨウ素検出限界値7～9
未満、セシウム134検出限界値7～11未満、セシウム137検出限界値8～11未満） 

干し椎茸 
大分県  

愛媛県  

もやし 埼玉県  

レタス 

千葉県 1/30鴨川市、2/7我孫子市、3/7山武市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

茨城県 
1/15～24鉾田市、筑西市（ヨウ素検出下限値12～14未満、セシウム134検出下限値19～22未満、セ
シウム137検出下限値18～22未満） 

 ※長野県（えのき茸、エリンギ、ぶなしめじ）、茨城県（きゅうり、チンゲン菜、白菜、レタス）、千葉県（大根、レタス）、東京
都（ほうれん草）の定量下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。 

○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使   用   日 

ほうれん草 4/10(火)、4/11(水)、4/18(水)、4/19(木)、4/23(月)、4/25(水)、4/26(木)、4/27(金) 

○魚介・海藻類（暫定規制値：放射性ヨウ素 2,000 ㏃/㎏、放射性セシウム 500 ㏃/㎏→4月 1日からの新基準値：放射性セシウム 100 ㏃/㎏）  
種 類 産 地             備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界を示す） 

イカ ペルー  

サバ 九州  

サワラ ベトナム  

ホキ ニュージーランド  

真鯛 愛媛県  

○肉・肉加工品（暫定規制値：放射性セシウム500㏃/㎏→4月1日からの新基準値：放射性セシウム100㏃/㎏） 

種  類 産 地         備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

鶏むね肉 山梨県  

鶏もも肉 

岩手県 

1/25大船渡市、九戸村、2/7、8二戸市、一関市、2/22八幡平市、住田町（ヨウ素検出下限
値5.2～9.8未満、セシウム134検出下限値6.4～10.5未満、セシウム137検出下限値5.1
～8.2） 

山梨県  

鹿児島県  

豚肩肉・豚ロース 

ウ イ ン ナ ー ・ フ ラ ン ク フ ル ト 

ベ ー コ ン ・ ソ ー セ ー ジ ・ ポ ー ク ハ ム 

茨城県 
H23.12/22筑西市、八千代町、1/18小美玉市（ヨウ素検出下限値11～12未満、セシウム134
検出下限値18～20未満、セシウム137検出下限値18～19未満） 

群馬県 2/16沼田市、吉岡町、甘楽町、中之条町、板倉町（ヨウ素、セシウム検出下限値25未満）

埼玉県  

 ※岩手県（鶏肉）、茨城県（豚肉）の検出下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。 
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給食物資（５月使用予定分）の産地について 

 
 学校給食に使用する食材の産地は次のとおりです。なお、市場の供給量によっては変更になる場合もありますが、出荷制限となった

ものは使用いたしません。備考は、放射性物資の測定検査を実施している自治体のホームページから主に３月以降の情報を中心に引用

しています。 

○お米（放射性セシウム暫定規制値： 500㏃/㎏→10月1日からの放射性セシウム新基準値： 100㏃/㎏） 

種類 産地                 備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

精白米 

北海道 
H23.9/1岩見沢市、北斗市、比布町、（ヨウ素検出限界値4.4～5.4、セシウム134検出限界値4.3～5.5、セ
シウム137検出限界値3.1～3.9未満） 

秋田県 

H23.9/9、16、17湯沢市、9/12大潟村、9/12、14秋田市、9/12、14潟上市、にかほ市、9/12、15、16美郷
町、9/13八郎潟町、五城目町、9/13、14、16由利本荘市、9/13、14、16横手市、9/13、16八峰町、9/14井
川町、9/14、15、16、17大仙市、9/15大館市、9/15、16男鹿市、9/16三種町、9/17仙北市、羽後町、9/19
鹿角市、9/19 北秋田市、能代市、藤里町、上小阿仁村、東成瀬村、9/20 小坂町（セシウム 134 検出限界濃
度1.3～2.6、セシウム137検出限界濃度1.6～2.9未満） 

山形県 

H23.9/12金山町、9/12、13山辺町、河北町、9/12、14米沢市、9/12、14、15小国町、9/12、15山形市、鶴
岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、
大江町、大石田町、最上町、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町、戸沢村、9/12、
16真室川町、9/13中山町、9/13、15新庄市、鮭川村、9/15舟形町、大蔵村（セシウム定量下限値20未満）

長野県 

H23.9/1信濃町、小川村、阿智村、9/2諏訪市、南箕輪村、大桑村、9/5上田市、小谷村、喬木村、豊丘村、
麻績村、筑北村、9/6駒ケ根市、中野市、泰阜村、9/7箕輪町、軽井沢町、大鹿村、9/8須坂市、千曲市、原
村、9/9、11長野市、9/9辰野町、富士見町、南木曽町、佐久穂町、中川村、朝日村、9/10茅野市、東御市、
坂城町、木島平村、根羽村、9/12 飯綱町、木曽町、王滝村、9/13 立科町、宮田村、9/14 小諸市、岡谷市、
栄村、南牧村、9/15 飯山市、山ノ内町、長和町、高山村、青木村、木祖村、南相木村、9/16 上松町、山形
村、9/18小布施町、下諏訪町、野沢温泉村、9/20御代田町、売木村、9/21北相木村、9/25平谷村（セシウ
ム定量下限値20未満） 

玄 米 

もち米 佐賀県  

○牛乳・乳製品（放射性セシウム基準値： 50㏃/㎏（牛乳）、100㏃/㎏（乳製品）） 

種 類 産  地 備  考 種 類 産  地 備  考 
牛 乳 群馬県 東毛酪農業協同組合 バター 北海道  

チーズ 
オーストラリア、 
ニュージーランド、 
北海道 

粉、ピザ用、スライス 
生クリーム 北海道  

調理用牛乳 千葉県 
原乳：北海道、群馬県、岩手
県、千葉県 

○野菜・果物（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

赤ピーマン 高知県  

えのき茸 長野県 3/6小海町、3/7須坂市、3/16佐久穂町、3/19飯田市、松本市、3/21上田市（ヨウ素、セシウム定量下限値約 2～5 未満）

エリンギ 長野県 3/6中野市（ヨウ素、セシウム定量下限値約2～5未満）、2/20上田市、青木村（セシウム定量下限値 50未満）

おかひじき 山形県 4/5山形市、4/19南陽市（ヨウ素検出下限値 0.97～1未満、セシウム 134検出下限値 1.0～1.1 未満、セシウム 137 検出下限値 1.1～1.3 未満 ） 

かぶ 埼玉県 2/6、7越生町、2/14幸手市、2/21三芳町、3/26、27熊谷市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満）

絹さや 愛知県  

キャベツ 
千葉県 

3/6 銚子市、鴨川市、3/14 いすみ市、3/21 旭市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満）、4/3銚子市
（セシウム134検出限界値1.4未満、セシウム137検出限界値1.0未満） 

熊本県  

きゅうり 千葉県 2/14旭市（ヨウ素、セシウム定量下限値 20未満） 、4/10旭市（セシウム 134 検出限界値 4.6 未満、セシウム 137 検出限界値 3.8 未満）

清見オレンジ 和歌山県  

ごぼう 青森県 1/11六戸町、2/14六ヶ所村、3/1三沢市（ヨウ素、セシウム 137 定量下限値 20 未満、セシウム 134 定量下限値 25 未満）

グリーンアスパラ 
長崎県  

香川県  

グリーンピース 鹿児島県  

小松菜 埼玉県 
3/6春日部市、上尾市、三郷市、3/6、3/19八潮市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 
4/9、10上尾市、草加市（セシウム 134 検出限界値 3.2～4.2 未満、セシウム 137 検出限界値 2.4～3.7 未満 ） 

さやいんげん 鹿児島県  

じゃがいも 

鹿児島県  

宮崎県  

長崎県  

生姜 熊本県  

スナップえんどう 
愛知県  

長崎県  

セロリー 静岡県  

大根 
群馬県 1/10太田市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

千葉県 
3/7佐倉市、白井市、3/13船橋市、3/14山武市、3/21野田市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満）
4/3銚子市、4/11山武市（セシウム 134 検出限界値 0.9～3.0 未満、セシウム 137 検出限界値 1.3～3.7 未満 ） 

玉ねぎ 
群馬県  

佐賀県  
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種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

チンゲン菜 
茨城県 4/9坂東市、4/16下妻市、常総市（ヨウ素検出下限値8～10未満、セシウム検出下限値8～10未満）

埼玉県 1/23、24狭山市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

長ねぎ 

群馬県 1/10伊勢崎市（ヨウ素、セシウム定量下限値 20 未満）、4/9太田市（セシウム 134 検出限界値 2.0 未満、セシウム 137 検出限界値 2.1 未満 ） 

茨城県 2/15～21常総市（ヨウ素検出下限値 12 未満、セシウム 134 検出下限値 21 未満、セシウム 137 検出下限値 20 未満 ） 

埼玉県 
3/6鳩山町、3/12、13蓮田市、美里町、上里町、3/19伊奈町、3/26、27長瀞町（ヨウ素、セシウム定量下限値 20 未満）
4/9、10深谷市（セシウム134検出限界値2.5未満、セシウム137検出限界値1.8未満） 

千葉県 3/7栄町（ヨウ素、セシウム定量下限値 20 未満）、4/11山武市（セシウム 134 検出限界値 4.8 未満、セシウム 137 検出限界値 4.9 未満 ） 

生筍 
神奈川県  

静岡県 3/26南伊豆町、3/27藤枝市（セシウム 134 検出限界値 1.9 未満、セシウム 137 検出限界値 1.3～1.9 未満 ） 

生なめこ 長野県  

にら 群馬県 
1/10伊勢崎市、1/23太田市、1/30前橋市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満）、4/9太田市（セシ
ウム134検出限界値3.0未満、セシウム137検出限界値2.9未満） 

人参 徳島県 
3/8 徳島市、阿南市、吉野川市、美馬市、石井町、海陽町、3/8、4/5 藍住町、板野町、上坂町（異常

なし） 

にんにく 青森県 1/23新郷村、2/15三沢市、2/27田子町、3/7五戸町（ヨウ素、セシウム 137 定量下限値 20 未満、セシウム 134 定量下限値 25 未満 ）

根みつば 

茨城県 H23.12/2～8行方市（ヨウ素検出下限値 3 未満、セシウム 134 検出下限値 5 未満、セシウム 137 検出下限値 6 未満 ） 

神奈川県  

静岡県  

白菜 茨城県 
2/2～7、3/23～27坂東市、3/23～27結城市、八千代市（ヨウ素検出下限値12～13未満、セシウム134
検出下限値20～21未満、セシウム137検出下限値19～21未満） 

葉ねぎ 千葉県  

パセリ 千葉県 1/24、2/28、3/27旭市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

ピーマン 茨城県 H23.11/17神栖市：国立市による検査（ヨウ素、セシウム検出限界値1未満） 

ぶなしめじ 長野県 3/6安曇野市、原村、中川村、3/19飯山市、3/21千曲市（ヨウ素、セシウム定量下限値約2～5未満）

ほうれん草 

東京都 
4/10 杉並区、東久留米市、西東京市、4/17 大田区、三鷹市（セシウム134検出限界値5～6未満、セ
シウム137検出限界値5～7未満） 

埼玉県 
3/6坂戸市、三芳町、3/12、13新座市、和光市、小川町、宮代町、3/19東松山市、羽生市、朝霞市、
桶川市、3/26、27ときがわ町、東秩父村（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

干し椎茸 
大分県 

4/9国立市による検査（ヨウ素検出限界値 4.0未満、セシウム 134 検出限界値 3.8未満、セシウム 137検出限界値 5.4未満 ） 
愛媛県 

もやし 埼玉県  

レタス 千葉県 1/30鴨川市、2/7我孫子市、3/7山武市（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 

れんこん 茨城県 H23.9/9土浦市：国立市による検査（ヨウ素、セシウム検出限界値1未満） 

 ※長野県（えのき茸、ぶなしめじ）、山形県（おかひじき）、埼玉県（小松菜）、千葉県（大根）、茨城県（チンゲン菜、白菜）、静岡県（筍）、東京都（ほうれん草）の定量下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。  
○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使   用   日 種  類 使   用   日 

大根 5/2(水)、5/7(月) ほうれん草 5/8(火)、5/14(月)、5/23(水) 

小松菜 5/1(火)、5/16(水)、5/22(火)   

○魚介・海藻類（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 
種 類 産 地             備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界を示す） 

サケ 北海道 
H23.11/2、10浦河町沖、11/4釧路市沖、11/12網走市沖、11/7別海町沖、11/21、26北斗市沖 
（ヨウ素検出限界値 0.37～0.49 未満、セシウム 134 検出限界値 0.40～0.60 未満、セシウム 137 検出限界値 0.38～0.65 未満 ）

コンブ 北海道 
H23.7/18 函館市沖、7/28根室市沖、7/29新ひだか町沖、厚岸町沖（ヨウ素検出限界値1.7～2.6
未満、セシウム134検出限界値3.0～4.4未満、セシウム137検出限界値2.2～3.1未満） 

ワカメ 鳴門 2/16播磨灘、紀伊水道（異常なし） 

 ※北海道（サケ、コンブ）の検出限界値は、個々にありますがまとめて表示しています。 
種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

サバ ノルウェー ちりめんじゃこ 宮崎県 もずく 沖縄県 

サワラ ベトナム、韓国 メルルーサ アルゼンチン   

太刀魚 西アフリカ沖 ホキ ニュージーランド   

○肉・肉加工品（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地         備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

鶏むね肉 
岩手県 

2/22八幡平市、住田町、3/13、14奥州市、二戸市、3/28、29久慈市、軽米町（ヨウ素検
出下限値 5.2～7.8 未満、セシウム 134 検出下限値 7.0～8.5 未満、セシウム 137 検出下限値 5.1～9.2 ）

山梨県  

鶏もも肉 
岩手県 

2/22八幡平市、住田町、3/13、14奥州市、二戸市、3/28、29久慈市、軽米町（ヨウ素検
出下限値5.2～7.8未満、セシウム134検出下限値7.0～8.5未満、セシウム137検出下限
値5.1～9.2） 

鹿児島県  

豚肩肉・豚バラ 
ウ イ ン ナ ー ・ フ ラ ン ク フ ル ト 
ベ ー コ ン ・ ソ ー セ ー ジ ・ ポ ー ク ハ ム 

茨城県 
2/8下妻市、2/8、4/17桜川市、3/6城里町（ヨウ素検出下限値6～12未満、セシウム134
検出下限値11～21未満、セシウム137検出下限値10～21未満） 

群馬県 2/16沼田市、吉岡町、甘楽町、中之条町、板倉町（ヨウ素、セシウム検出下限値25未満）

 ※岩手県（鶏肉）、茨城県（豚肉）の検出下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。 
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給食物資（６月使用予定分）の産地について 

 
 学校給食に使用する食材の産地は次のとおりです。なお、市場の供給量によっては変更になる場合もありますが、出荷制限となった

ものは使用いたしません。備考は、放射性物資の測定検査を実施している自治体のホームページから主に４月以降の情報を中心に引用

しています。 

 

○お米（放射性セシウム暫定規制値： 500㏃/㎏→10月1日からの放射性セシウム新基準値： 100㏃/㎏） 

種類 産地                 備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

精白米 

北海道 
H23.9/1岩見沢市、北斗市、比布町、（ヨウ素検出限界値4.4～5.4、セシウム134検出限界値4.3～5.5、セ
シウム137検出限界値3.1～3.9未満） 

秋田県 

H23.9/9、16、17湯沢市、9/12大潟村、9/12、14秋田市、9/12、14潟上市、にかほ市、9/12、15、16美郷
町、9/13八郎潟町、五城目町、9/13、14、16由利本荘市、9/13、14、16横手市、9/13、16八峰町、9/14井
川町、9/14、15、16、17大仙市、9/15大館市、9/15、16男鹿市、9/16三種町、9/17仙北市、羽後町、9/19
鹿角市、9/19 北秋田市、能代市、藤里町、上小阿仁村、東成瀬村、9/20 小坂町（セシウム 134 検出限界濃
度1.3～2.6、セシウム137検出限界濃度1.6～2.9未満） 

山形県 

H23.9/12金山町、9/12、13山辺町、河北町、9/12、14米沢市、9/12、14、15小国町、9/12、15山形市、鶴
岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、
大江町、大石田町、最上町、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町、戸沢村、9/12、
16真室川町、9/13中山町、9/13、15新庄市、鮭川村、9/15舟形町、大蔵村（セシウム定量下限値20未満）

長野県 

H23.9/1信濃町、小川村、阿智村、9/2諏訪市、南箕輪村、大桑村、9/5上田市、小谷村、喬木村、豊丘村、
麻績村、筑北村、9/6駒ケ根市、中野市、泰阜村、9/7箕輪町、軽井沢町、大鹿村、9/8須坂市、千曲市、原
村、9/9、11長野市、9/9辰野町、富士見町、南木曽町、佐久穂町、中川村、朝日村、9/10茅野市、東御市、
坂城町、木島平村、根羽村、9/12 飯綱町、木曽町、王滝村、9/13 立科町、宮田村、9/14 小諸市、岡谷市、
栄村、南牧村、9/15 飯山市、山ノ内町、長和町、高山村、青木村、木祖村、南相木村、9/16 上松町、山形
村、9/18小布施町、下諏訪町、野沢温泉村、9/20御代田町、売木村、9/21北相木村、9/25平谷村（セシウ
ム定量下限値20未満） 

玄 米 

もち米 佐賀県  

○牛乳・乳製品（放射性セシウム基準値： 50㏃/㎏（牛乳）、100㏃/㎏（乳製品）） 
種 類 産  地 備  考 種 類 産  地 備  考 

牛 乳 群馬県 東毛酪農業協同組合 バター 北海道  

チーズ 
オーストラリア、 
ニュージーランド、 
北海道 

粉、ピザ用、スライス 

生クリーム 北海道  

調理用牛乳 千葉県 
原乳：北海道、群馬県、岩手
県、千葉県 

○野菜・果物（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

赤ピーマン 高知県  

えのき茸 長野県 
5/9上田市、長和町（セシウム134検出下限値1.8～2.5未満、セシウム137検出下限値2.0～2.6未満）
5/15中野市（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 

エリンギ 長野県 3/6 中野市（ヨウ素、セシウム定量下限値約 2～5 未満）、5/15 中野市（セシウム 134・137 合計定量下限値 25 未

キャベツ 
群馬県 5/14前橋市、太田市（セシウム 134 検出限界値 4.1～4.4 未満、セシウム 137 検出限界値 3.2～5.7 未満 ） 

埼玉県 5/15行田市（セシウム134検出限界値2.8未満、セシウム137検出限界値5.4未満） 

きゅうり 
千葉県 4/10旭市、4/24いすみ市（セシウム 134 検出限界値 2.3～4.6 未満、セシウム 137 検出限界値 2.2～3.8 未満 ） 

埼玉県 5/15本庄市、上里町（セシウム 134 検出限界値 2.1～3.2 未満、セシウム 137 検出限界値 1.8～2.5 未満 ） 

ごぼう 群馬県 5/21太田市（セシウム134検出限界値2.9未満、セシウム137検出限界値2.8未満） 

グリーンアスパラ 
長野県 4/17飯田市、4/26中野市、5/15山ノ内町（セシウム 134 検出下限値 1.6～3.2 未満、セシウム 137 検出下限値 1.8～3.0 未満）

群馬県 5/1前橋市、5/21草津町（セシウム 134 検出限界値 3.0～9.8 未満、セシウム 137 検出限界値 3.1～8.3 未満 ） 

小松菜 埼玉県 5/15八潮市、三郷市、吉川市（セシウム 134 検出限界値 2.2～3.5 未満、セシウム 137 検出限界値 2.3～3.8 未満）

じゃがいも 

茨城県  

千葉県 5/15長生村（セシウム検出限界値2.2未満） 

神奈川県  

宮崎県  

長崎県  

そらまめ 
茨城県  

千葉県 5/14鴨川市、南房総市、5/16印西市、山武市（セシウム 134 検出限界値 2.2～3.0 未満、セシウム 137 検出限界値 2.6～2.9 未満）

大根 
埼玉県 5/15深谷市、和光市、新座市（セシウム 134 検出限界値 1.8～3.1 未満、セシウム 137 検出限界値 1.3～3.0 未満）

千葉県 5/8松戸市、5/9成田市、5/16佐倉市（セシウム 134 検出限界値 2.0～2.5 未満、セシウム 137 検出限界値 1.7～2.5 未満） 

玉ねぎ 
神奈川県 

4/16小田原市（セシウム134定量限界値8.3未満、セシウム137定量限界値7.7未満） 
5/7二宮町（セシウム134検出限界値2.7未満、セシウム137検出限界値2.5未満） 

愛知県  

チンゲン菜 
茨城県 4/9坂東市、4/16下妻市、常総市（ヨウ素検出下限値8～10未満、セシウム検出下限値8～10未満） 

静岡県  

トマト 
群馬県 5/7伊勢崎市、5/14富岡市、5/21高崎市（セシウム 134 検出限界値 1.3～1.8 未満、セシウム 137 検出限界値 1.4～1.8 未満）

神奈川県 
3/12横浜市、平塚市、寒川町（ヨウ素、セシウム定量下限値20未満） 
4/16大和市（セシウム134定量限界値5.7未満、セシウム137定量限界値4.3未満） 
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種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

長ねぎ 

茨城県 5/11～15つくば市、結城市、常総市、坂東市（セシウム134・137検出下限値11未満） 

埼玉県 4/9、10深谷市（セシウム134検出限界値2.5未満、セシウム137検出限界値1.8未満） 

千葉県 4/18千葉市、4/25横芝光町、5/15我孫子市（セシウム 134 検出限界値 1.6～2.3 未満、セシウム 137 検出限界値 1.5～2.7 未満 ）

なす 埼玉県 5/15久喜市（セシウム検出限界値3.5未満） 

生なめこ 長野県 5/15中野市（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 

にら 群馬県 
4/9太田市、5/14前橋市（セシウム134検出限界値3.0～4.1未満、セシウム137検出限界値2.9～4.2
未満） 

人参 
埼玉県 5/15所沢市（セシウム134検出限界値2.3未満、セシウム137検出限界値3.2未満） 

千葉県 4/24船橋市、5/9八千代市、5/15野田市（セシウム 134 検出限界値 1.8～2.5 未満、セシウム 137 検出限界値 1.8～2.7 未満 ）

根みつば 
千葉県 4/11市原市、4/17船橋市、4/25横芝光町（セシウム 134 検出限界値 3.1～3.7 未満、セシウム 137 検出限界値 3.6～4.0 未満 ）

静岡県  

白菜 茨城県 3/23～27結城市、坂東市、八千代町（セシウム 134 検出下限値 20～21 未満、セシウム 137 検出下限値 19～20 未満 ） 

パセリ 
茨城県 3/27鉾田市（セシウム134検出下限値5未満、セシウム137検出下限値6未満） 

千葉県 4/24旭市、匝瑳市（セシウム134検出限界値2.3～3.6未満、セシウム137検出限界値2.2～3.7未満）

ピーマン 茨城県 4/20神栖市（セシウム134・137検出下限値11未満） 

ぶなしめじ 長野県 3/6安曇野市、原村、中川村、3/19飯山市、3/21千曲市（ヨウ素、セシウム定量下限値約2～5未満）

ほうれん草 

群馬県 5/7みなかみ町、昭和村、5/7、5/14沼田市（セシウム 134 検出限界値 1.5～4.0 未満、セシウム 137 検出限界値 1.9～3.7 未満）

茨城県 
4/23、24 日立市、常陸太田市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、東海村、5/7 茨城町、5/14 つくば市、
守谷市（セシウム134・137検出下限値11～12未満） 

東京都 
4/17大田区、三鷹市、4/24立川市、狛江市、5/8日野市、武蔵村山市、5/15羽村市（セシウム134検
出限界値5～6未満、セシウム137検出限界値5～7未満） 

埼玉県 5/15所沢市（セシウム134検出限界値5.3未満、セシウム137検出限界値4.7未満） 

干し椎茸 
大分県 

4/9国立市による検査（ヨウ素検出限界値 4.0 未満、セシウム 134 検出限界値 3.8 未満、セシウム 137 検出限界値 5.4 未満 ）
愛媛県 

水菜 
茨城県 4/16鉾田市、下妻市、常総市（セシウム134・137検出下限値9～10未満） 

埼玉県 5/15所沢市（セシウム134検出限界値2.6未満、セシウム137検出限界値3.4未満） 

レタス 
群馬県 5/7富岡市、昭和村、5/14前橋市、5/21みなかみ町、嬬恋村（セシウム 134 検出限界値 1.8～2.9 未満、セシウム 137 検出限界値 2.0～3.7 未満）

茨城県 3/23～27八千代町（セシウム134検出下限値21未満、セシウム137検出下限値20未満） 

 ※長野県（えのき茸、グリーンアスパラ、ぶなしめじ）、群馬県（キャベツ、グリーンアスパラ、トマト、にら、ほうれん草、レタ
ス）、千葉県（きゅうり、そらまめ、大根、長ねぎ、人参、根みつば、パセリ）、埼玉県（きゅうり、小松菜、大根）、茨城県（チ
ンゲン菜、白菜、ほうれん草、水菜）、東京都（ほうれん草）の定量下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。 

種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 
かぼちゃ 神奈川県、鹿児島県 生姜 熊本県 葉ねぎ 愛知県、高知県 
絹さや 千葉県、神奈川県 セロリー 静岡県、福岡県 もやし 埼玉県 
さやいんげん 茨城県、山梨県、愛知県、鹿児島県 にんにく 香川県 山芋 北海道 

○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使   用   日 種  類 使   用   日 

キャベツ 6/21(木)、6/22(金)、6/25(月)、6/27(水)、6/28(木)、6/29(金) トマト 6/7(木) 

じゃがいも 6/19(火)、6/20(水)、6/21(木)、6/26(火)、6/29(金) 人参 6/25(月)、6/27(水)、6/29(金) 

○魚介・海藻類（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 
種 類 産 地             備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界を示す） 

サケ 北海道 
4/20、22三陸北部沖（セシウム 134 検出限界値 0.49～0.57 未満、セシウム 137 検出限界値 0.48～0.60 未満 ）
5/10三陸北部沖（セシウム134検出限界値0.37未満、セシウム137：0.58） 

コンブ 北海道 
H23.7/18函館市沖、7/28根室市沖、7/29新ひだか町沖、厚岸町沖（セシウム134検出限界値3.0～4.4
未満、セシウム137検出限界値2.2～3.1未満） 

スルメイカ 北海道 H23.12/1、7羅臼町沖、12/9、20函館市沖（セシウム 134 検出限界値 0.44～0.60 未満、セシウム 137 検出限界値 0.49～0.66 未満 ）

ワカメ 鳴門 2/16播磨灘、紀伊水道（異常なし） 

 ※北海道（サケ、スルメイカ、コンブ）の検出限界値は、個々にありますがまとめて表示しています。 
種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 

あおさのり 三重県 サバ ノルウェー ししゃも ノルウェー めひかり 愛知県 
甘エビ 北欧 サワラ 韓国 チカ 北海道 もずく 沖縄県 
イカ ペルー、南太平洋 しらす干し 宮崎県 ちりめんじゃこ 宮崎県   

○肉・肉加工品（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地         備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

鶏むね肉・鶏もも肉 

岩手県 
3/28、29久慈市、軽米町（セシウム 134 検出下限値 7.0～7.2 未満、セシウム 137 検出下限値 7.4～9.4 未満） 
4/25一関市（セシウム134検出限界値8.3未満、セシウム137検出限界値7.3未満） 

山梨県  

鹿児島県  

豚肩肉・豚ロース 
豚もも肉、フランクフルト  

茨城県 
2/8、3/13結城市、2/22茨城町（セシウム134検出下限値18～20未満、セシウム137検出
下限値19～21未満） 

ソフトサラミ、ベーコン 
ポークハム 

埼玉県  

 ※岩手県（鶏肉）、茨城県（豚肉）の検出下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。 
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給食物資（７月使用予定分）の産地について 
 
 学校給食に使用する食材の産地は次のとおりです。なお、市場の供給量によっては変更になる場合もありますが、出荷制限となった

ものは使用いたしません。備考は、放射性物資の測定検査を実施している自治体のホームページから主に５月以降の情報を中心に引用

しています。 
 
○お米（放射性セシウム暫定規制値： 500㏃/㎏→10月1日からの放射性セシウム新基準値： 100㏃/㎏） 

種類 産地                 備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

精白米 

北海道 
H23.9/1岩見沢市、北斗市、比布町、（ヨウ素検出限界値4.4～5.4、セシウム134検出限界値4.3～5.5、セ
シウム137検出限界値3.1～3.9未満） 

秋田県 

H23.9/9、16、17湯沢市、9/12大潟村、9/12、14秋田市、9/12、14潟上市、にかほ市、9/12、15、16美郷
町、9/13八郎潟町、五城目町、9/13、14、16由利本荘市、9/13、14、16横手市、9/13、16八峰町、9/14井
川町、9/14、15、16、17大仙市、9/15大館市、9/15、16男鹿市、9/16三種町、9/17仙北市、羽後町、9/19
鹿角市、9/19 北秋田市、能代市、藤里町、上小阿仁村、東成瀬村、9/20 小坂町（セシウム 134 検出限界濃
度1.3～2.6、セシウム137検出限界濃度1.6～2.9未満） 

山形県 

H23.9/12金山町、9/12、13山辺町、河北町、9/12、14米沢市、9/12、14、15小国町、9/12、15山形市、鶴
岡市、酒田市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、西川町、朝日町、
大江町、大石田町、最上町、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、三川町、庄内町、遊佐町、戸沢村、9/12、
16真室川町、9/13中山町、9/13、15新庄市、鮭川村、9/15舟形町、大蔵村（セシウム定量下限値20未満）

長野県 

H23.9/1信濃町、小川村、阿智村、9/2諏訪市、南箕輪村、大桑村、9/5上田市、小谷村、喬木村、豊丘村、
麻績村、筑北村、9/6駒ケ根市、中野市、泰阜村、9/7箕輪町、軽井沢町、大鹿村、9/8須坂市、千曲市、原
村、9/9、11長野市、9/9辰野町、富士見町、南木曽町、佐久穂町、中川村、朝日村、9/10茅野市、東御市、
坂城町、木島平村、根羽村、9/12 飯綱町、木曽町、王滝村、9/13 立科町、宮田村、9/14 小諸市、岡谷市、
栄村、南牧村、9/15 飯山市、山ノ内町、長和町、高山村、青木村、木祖村、南相木村、9/16 上松町、山形
村、9/18小布施町、下諏訪町、野沢温泉村、9/20御代田町、売木村、9/21北相木村、9/25平谷村（セシウ
ム定量下限値20未満） 

玄 米 

もち米 佐賀県  

○牛乳・乳製品（放射性セシウム基準値： 50㏃/㎏（牛乳）、100㏃/㎏（乳製品）） 

種 類 産  地 備  考 種 類 産  地 備  考 
牛 乳 群馬県 東毛酪農業協同組合 バター 北海道  

チーズ 
オーストラリア、 
ニュージーランド、 
北海道 

粉、ピザ用、スライス 

生クリーム 北海道  

調理用牛乳 千葉県 
原乳：北海道、群馬県、岩手
県、千葉県 

○野菜・果物（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

赤ピーマン 高知県  

えのき茸 長野県 
5/9上田市、長和町（セシウム134検出下限値1.8～2.5未満、セシウム137検出下限値2.0～2.6未満）
6/4飯田市、山ノ内町、6/10富士見町、6/11中野市（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 

オクラ 鹿児島県  

かぼちゃ 

茨城県 5/11～15稲敷市、6/11、12日立市、古河市（セシウム134・137検出下限値10～11未満） 

神奈川県 5/28横須賀市（セシウム134検出限界値2.0未満、セシウム137検出限界値2.0未満） 

鹿児島県  

キャベツ 埼玉県  

きゅうり 神奈川県 6/11葉山町（セシウム134検出限界値2.5未満、セシウム137検出限界値2.7未満） 

ごぼう 青森県 4/25十和田市、東北町（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満） 

小松菜 埼玉県 6/11、12所沢市、滑川町（セシウム134検出限界値2.5～2.7未満、セシウム137検出限界値2.5未満）

さやいんげん 鹿児島県  

じゃがいも 

群馬県 6/4前橋市、富岡市（セシウム134検出限界値2.2～2.3未満、セシウム137検出限界値2.1～2.6未満）

埼玉県 
6/11、12本庄市、長瀞町、上里町、寄居町、東秩父村（セシウム134検出限界値1.7～2.8未満、セシ
ウム137検出限界値1.2～3.3未満） 

長崎県  

生姜 
千葉県  

高知県  

ズッキーニ 長野県  

セロリー 

長野県 5/22松本市、5/28茅野市（セシウム 134 検出下限値 2.2～2.4 未満、セシウム 137 検出下限値 2.4 未満 ） 

静岡県  

福岡県  

大根 

群馬県 5/14前橋市、6/11沼田市、片品村（セシウム 134 検出限界値 2.0～3.0 未満、セシウム 137 検出限界値 1.8～3.1 未満 ）

埼玉県  

千葉県 5/8松戸市、5/9成田市、5/16佐倉市（セシウム 134 検出限界値 2.0～2.5 未満、セシウム 137 検出限界値 1.7～2.5 未満 ）

玉ねぎ 
群馬県 5/21太田市、5/28富岡市、6/4高崎市（セシウム 134 検出限界値 2.0～2.5 未満、セシウム 137 検出限界値 1.8～3.0 未満 ）

埼玉県 6/11、12蕨市、伊奈町、小川町、長瀞町（セシウム 134 検出限界値 1.7～2.3 未満、セシウム 137 検出限界値 1.5～2.3 未満 ）

チンゲン菜 埼玉県 6/11、12所沢市（セシウム134検出限界値1.9未満、セシウム137検出限界値1.6未満） 

冬瓜 
神奈川県  

愛知県  
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種  類 産 地               備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

とうもろこし 神奈川県  

長ねぎ 

青森県  

茨城県 
5/11～15 つくば市、結城市、常総市、坂東市、5/21、23 八千代町、境町、5/28 阿見町、6/11、12 龍
ヶ崎市（セシウム134・137検出下限値11未満） 

埼玉県  

なす 埼玉県  

生なめこ 長野県 5/15、6/11中野市、5/24木島平村、6/4飯田市（セシウム134・137合計定量下限値25未満） 

にがうり 
群馬県  

茨城県  

にら 
群馬県 5/14前橋市、明和町（セシウム 134 検出限界値 4.1～4.9 未満、セシウム 137 検出限界値 4.2～5.9 未満 ） 

栃木県 5/3、4、7～9足利市、5/14～16、18塩谷町（セシウム 134 検出限界値 2～12 未満、セシウム 137 検出限界値 2～14 未満）

人参 埼玉県  

にんにく 
青森県 4/25七戸町、5/29田子町（セシウム134測定下限値15未満、セシウム137測定下限値10未満） 

香川県  

白菜 群馬県 6/11昭和村（セシウム134検出限界値2.2未満、セシウム137検出限界値2.1未満） 

葉ねぎ 茨城県  

パセリ 
千葉県 4/24旭市、匝瑳市（セシウム134検出限界値2.3～3.6未満、セシウム137検出限界値2.2～3.7未満）

福岡県  

ピーマン 茨城県 4/20神栖市（セシウム134・137検出下限値11未満） 

ぶなしめじ 長野県 5/29上田市、6/4飯田市、山ノ内町、6/11中野市、富士見町（セシウム 134・137 合計定量下限値 25 未満） 

ブロッコリー 長野県 6/4伊那市、6/12小諸市（セシウム 134 検出下限値 1.8～2.2 未満、セシウム 137 検出下限値 2.0～2.4 未満 ） 

ほうれん草 

茨城県 
5/7 茨城町、5/14 つくば市、守谷市、5/21 八千代町、5/28 筑西市、6/11 阿見町（セシウム134・137
検出下限値11～12未満） 

埼玉県  

東京都 
5/8日野市、武蔵村山市、5/15羽村市、5/22八王子市、6/5世田谷区（セシウム134検出限界値5～6
未満、セシウム137検出限界値5～7未満） 

干し椎茸 
大分県 

4/9国立市による検査（ヨウ素検出限界値 4.0 未満、セシウム 134 検出限界値 3.8 未満、セシウム 137 検出限界値 5.4 未満）
愛媛県 

もやし 埼玉県  

水菜 埼玉県  

 ※長野県（えのき茸、セロリー、ブロッコリー）、茨城県（かぼちゃ、ほうれん草）、埼玉県（小松菜、じゃがいも、玉ねぎ）、群馬県（じゃがいも、大根、  
  玉ねぎ、にら）、千葉県（大根、パセリ）、栃木県（にら）、東京都（ほうれん草）の定量下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。  
○野菜・果物（地場野菜） 

種  類 使   用   日 種  類 使   用   日 

キャベツ 7/3(火)、7/5(木)、7/10(火) 茄子 7/4(水) 、7/13(金) 

じゃがいも 7/3(火)、7/5(木)、7/9(月)、7/10(火)、 7/11(水)、7/13(金) 人参 7/2(月)、7/3(火)、7/4(水)、7/6(金)

玉ねぎ 7/3(火)、7/4(水)、7/5(木)   

○魚介・海藻類（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 
種 類 産 地             備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界を示す） 

サケ 北海道 

5/10三陸北部沖（セシウム134検出限界値0.37未満、セシウム137：0.58） 
5/15三陸北部沖、5/18、6/6北海道・青森県沖大平洋（セシウム134検出限界値0.43～0.55未満、セ
シウム137検出限界値0.40～0.48未満） 
5/22、31北海道・青森県沖大平洋（セシウム134検出限界値0.34～0.42未満、セシウム137：0.39～
0.48） 

コンブ 北海道 
H23.7/18函館市沖、7/28根室市沖、7/29新ひだか町沖、厚岸町沖（セシウム134検出限界値3.0～4.4
未満、セシウム137検出限界値2.2～3.1未満） 

ワカメ 鳴門 2/16播磨灘、紀伊水道（異常なし） 

 ※北海道（サケ、コンブ）の検出限界値は、個々にありますがまとめて表示しています。 
種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地 種 類 産 地

あじ タイ サバ ノルウェー ちりめんじゃこ インドネシア もずく 沖縄県 

あゆ 山口県 しらす干し 愛媛県 ホキ ニュージーランド   

○肉・肉加工品（放射性セシウム基準値： 100㏃/㎏） 

種  類 産 地         備     考  （数値の単位は㏃/㎏で、検出限界等を示す） 

鶏もも肉 

岩手県 
4/25一関市、5/24大船渡市（セシウム134検出限界値7.9～8.3未満、セシウム137検出
限界値5.8～7.3未満） 

鹿児島県  

山梨県 
 

鶏むね肉 

豚肩肉、豚バラ肉 
ポークハム、ウインナー 

茨城県 
6/4、5下妻市、結城市、6/11、12那珂市、笠間市、小美玉市、鉾田市、行方市、大子町、
茨城町（セシウム134検出下限値9～10未満、セシウム137検出下限値4～9未満） 

豚肩ロース、ベーコン 埼玉県  

 ※岩手県（鶏肉）、茨城県（豚肉）の検出下限値等は、個々にありますがまとめて表示しています。 































平成２４年６月  日 

 
 
国立市教育委員会 
 教育長 是 松 昭 一 様 

 
 
                  国立市立学校給食センター運営審議会 
                        会 長 牧 野  陽一郎 

 
 
 

放射性物質にかかる食材の安全について（報告） 

 

 国立市立学校給食センター運営審議会は、平成２３年３月１１日に発生した東日本大

震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、拡散された放射性物質の影響

から放射性物質にかかる食材の安全についてを平成２３年度の審議のテーマとしました。 

 つきましては、子どもたちの内部被曝を可能な限り抑えることを目標として、目標を

実現するための方策等を抽出し、評価を行いましたので報告します。 

 今後も、本報告書の内容を踏まえ、子どもたちの内部被曝を可能な限り抑えることを

目標に、給食食材の安全の確保に努めてくださいますようお願いします。 

 
記 

 
１．検討の経緯 

 
  給食食材の生鮮食品は、基本的に国内生産なもので産地が明らかなもの、果物は国

内生産のもので減農薬のもの、加工食品等は食品添加物や遺伝子組み換え食品の使用

を極力抑えたもので、材料の配合割合などが明らかなものを使用するなどの取り組み

や、あわせて農薬や細菌、放射能の検査を実施し良好で安全な食材の調達に努めてい

ただいている。 

  そのような中で、平成２３年３月１１日に東日本大震災による東京電力福島第一原

子力発電所の事故が発生した。国では規制値を超える放射性物質が検出された食品が

発見された場合には、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力災害対策本部長の指

示により、その出荷や摂取の制限が行われているものの、できる限り安全で安心な食

材の調達は保護者の切なる願いであることから、拡散された放射性物質による子ども

たちの内部被曝のできる限りの抑制が検討の課題とされたところである。 

資料３



 

  本審議会の検討に当たっては、最初に事務局が受けた研修内容やインターネットの

情報を基に、放射能と放射性についての概要等について事務局から説明を受けた。 
  次に、民間の外部測定検査機関である株式会社同位体研究所を視察し、放射能測定

の課題や今後の測定の方向性、放射線、食品の新基準への対応などを専門家から説明

を受けた。 
  その後、課題を抽出し、目標を設定し、その目標実現のための方策（項目）を抽出

し、各項目における現状を整理した上で評価を実施した。 
 
２．課題について 
 

  課題については、いくつかの具体的な個別課題があるものの、包括的な課題として

子どもたちの内部被曝とした。 
 

３．目標について 
 

  目標については、課題を踏まえて子どもたちの内部被曝を可能な限り抑えることと

した。 

 

４．目標実現のための方策について 

 

  目標実現のための方策については、次の各項目を抽出し、現状を整理した上で評価

を行った。 

 

 （１）放射能の少ない食材の使用促進 

 

主な内容 
１）地域を限定した食材を使用する 

２）出荷制限された同種食材の使用を控える。 

課  題 

１）地域限定では食材が揃わない場合がある。 

２）基準値以下であれば食品衛生法における安全は確保され、流通し

ている現状がある中で、地域を限定することは難しい。 

３）全ての産地の自治体で検査を実施しているわけではない。 

現状の取組 

１）産地の自治体における検査結果を確認している。 

２）食材納入の予定産地の検査結果等を確認している。 

３）独自での測定により食材の確認を行っている。 

４）食材の産地や献立内容の変更も視野に入れて対応している。 

５）牛乳は自主検査の実施を要請した。（自主検査実施済み） 

評  価 

情報収集や独自の測定を実施するなど安全の確認には努めており、一

定の評価はできるが、放射能の少ない食材の使用促進に向けて引き続

き努めてほしい。 

 



 

 （２）独自での放射能測定体制の確立 

 

主な内容 
１）外部検査機関での測定 

２）独自での測定 

課  題 

１）外部検査委託料 

２）測定機器購入及び維持管理費 

３）検体の購入費 

現状の取組 

１）株式会社同位体研究所に高純度ゲルマニウム半導体検出器による

ヨウ素 I-131、セシウム Cs-134、137 の核種検査を依頼している。

２）NaI シンチレーション検出器内蔵γ線放射能モニターによるヨウ

素 I-131、セシウム Cs-134、137 の独自測定を行っている。 

３）牛乳は自主検査の実施を要請している。（実施済み） 

４）検体は職員の予備の使用と個別購入により対応している。 

評  価 
外部検査機関による測定と独自による測定を実施している点は評価で

きる。測定検体の増加などの取り組みに努めてほしい。 

 

 （３）学校給食独自の実施基準値の設定 

 

主な内容 １）学校給食独自の基準値の設定 

課  題 

１）基準値以下であれば食品衛生法における安全は確保され、流通し

ている。 

２）数値的な根拠など基準値の設定が困難である。 

３）事前での測定は、対応の限界がある。 

４）当日の流通の関係で食材の産地等が変更する場合がある。 

現  状 

１）食品衛生法の基準値を超えた場合には給食を停止する。 

２）独自測定で 50Bq/㎏を超えた場合は、外部検査機関で精密な検査

を実施する。 

評  価 
独自実施基準の設定の困難さは理解するが、先進自治他の例もあるの

で、子どもたちを守るという視点で取組の前進を期待したい。 

   

  【参考】 

自治体 基準 未使用対応 測定方法等 

東京都武蔵野市 

（認可保育所） 
測定機定量限界値 基準超え 各週４、５品（事後） 

福島県須賀川市 

測定器検出限界値 

食材:10 ㏃/㎏ 

牛乳･乳製品:5 ㏃/㎏ 

基準超え 
使用予定の２日前 

（多用する食材１品） 

茨城県常総市 測定器検出限界値（30㏃/㎏） 基準超え 当日納品 2品（毎日） 

長野県松本市 40 ㏃/㎏（自然放射線量の４倍） 基準超え 毎日１～３品 

 

 



 （４）食品衛生法に基づく基準値 

 

主な内容 １）食品衛生法に基づく基準値 

課  題 

１）基準値以下であれば食品衛生法における安全は確保され、流通し

ている。 

２）法律に基づく基準値であるため国が定めるものである。 

現  状 
１）食品衛生法の基準値を超えた場合には給食を停止する。 

２）平成２４年４月１日から新基準値が施行された。 

評  価 

食品衛生法に基づく基準値の設定等は国が行うものなので、直接的に

は対応ができないことは理解する。平成２４年４月１日から基準値が

変更されたが、子どもたちを守るという視点で独自実施基準の設定や

放射能測定の拡充など市ででき得る対応に努めてほしい。 

  【参考】 

  ○飲食物摂取制限に関する指標  

核 種 
原子力施設等の防災対策に係る指針における 

摂取制限に関する指標値（Bq/kg） 

放射性ヨウ素 
（混合核種の代表核種：131I） 

飲料水 
３００ 

牛乳・乳製品 注） 

野菜類 （根菜、芋類を除く。） ２,０００ 

放射性セシウム 

飲料水 
２００ 

牛乳・乳製品 

野菜類 

５００ 穀類 

肉・卵・魚・その他 

ウラン 

乳幼児用食品 

２０ 飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類 

１００ 穀類 

肉・卵・魚・その他 

プルトニウム及び超ウラン元素
のアルファ核種  
（238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am, 
 242Cm, 243Cm, 244Cm放射能濃度の

合計） 

乳幼児用食品 

１ 飲料水 

牛乳・乳製品 

野菜類 

１０ 穀類 

肉・卵・魚・その他 
  注）100 Bq/kgを超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しないよう

指導すること。 
 
 
 
  ○基準値：放射性セシウム（平成２４年４月１日施行） 

食品区分 
基準値 

（Bq/kg） 
原子力施設等の防災対策に係る指針における

摂取制限に関する指標値（Bq/kg） 

飲料水 １０ ２００ 

乳児用食品 ５０ ２００ 

牛乳 ５０ ２００ 

一般食品 １００ ５００ 



 

【これまでの検討経過】 

 期日 主な内容 

第１回 
(平成２３年) 

７月２７日 
審議会の年間予定について（審議テーマにかかる意見交換） 

第２回 ９月２９日 
審議会の年間予定について 

 審議テーマ：放射性物質にかかる食材の安全について 

第３回 １１月２４日 
放射性物質にかかる食材の安全について 

 放射能と放射性についての概要等（事務局説明） 

第４回 
(平成２４年) 

１月２６日 
視察：株式会社同位体研究所 

第５回 ２月２３日 
放射性物質にかかる食材の安全について 

 課題抽出、目標設定、目標実現のための方策（項目）について 

第６回 ６月２８日 
放射性物質にかかる食材の安全について 

 検証、評価、とりまとめ 

 

【国立市立学校給食センター運営審議会委員】 

構  成 氏  名 備  考 

市 立 学 校 長 代 表 牧 野  陽一郎 第一小学校校長 （会 長） 

市立学校給食主任代表 小 田  裕美子 第五小学校教諭 

市立学校食育リーダー代表 相 澤  和 之 第七小学校教諭 

市立学校保護者代表 

柴 田  麻 里 第一小学校 

吉 田  幸 栄 第二小学校   （副会長） 

澤 田  恵美子 第三小学校 

芝 原  ひろみ 第四小学校   （監査員） 

平 野  優 子 第五小学校   （監査員） 

西 川  百合香 第六小学校 

中 村  里 枝 第七小学校 

矢 田  冨士子 第八小学校 

江 角  愛 美 第一中学校 

長 沢  敬 子 第二中学校 

加 納  奈緒子 第三中学校 

市 立 学 校 医 代 表  張    正 和 国立市医師会 

市立学校薬剤師代表 鏑 木  敦 子 国立市薬剤師会 

学 識 経 験 者 
中 川  喜美代 国立市議会 

小 澤  壯 行 日本獣医生命科学大学 
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資料４ 

平成２４年度事業計画 

 

 学校給食は、児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもので、かつ、食に関する正しい理

解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすことから、義務教育学校の教育の目的を実現

するため、給食の実施に当たっては引き続き内容の充実を目指す。 

 

１．食の安全安心の確保 

 （１）良好、安全な食材の調達 

    ①生鮮食品は、基本的に国内生産なもので産地が明らかなものを使用する。 

    ②果物は、国内生産のもので減農薬のものを使用する。 

    ③加工食品等は、食品添加物や遺伝子組み換え食品の使用を極力抑えたもので、材料

の配合割合などが明らかなものを使用する。 

    ④地場野菜の取入れを推進し、全使用野菜の30％以上の利用割合を目指す。 

    ⑤農薬や細菌の検査を実施し、良好で安全な食材の調達に努める。 

 （２）放射能への対応 

   放射能検査などを実施し、良好で安全な給食の提供に努める。 

   ①外部機関による放射能検査の実施 

   ②独自による放射能検査の実施 
   ③丁寧な食材洗浄の励行 

   ④保護者等への情報提供（食材の予定産地、放射能測定の結果） 
 （３）給食の充実 

    ①適切な栄養摂取が図れるように献立内容を工夫し、健康の保持増進を目指す。 

    ②旬の食材を使用し、季節の感じる給食の提供に努める。 

    ③米飯給食の拡大に努め、週３回以上の実施を目指す。 

    ④児童及び生徒が喜ぶ給食の提供はもちろんのこと、苦手な食材の克服や給食ならで

はの献立にも努める。 

 （４）食物アレルギーへの対応 

    献立内容の詳細資料や食材の成分関係資料の提供に努める。 

 （５）衛生管理の徹底 

    ①職員に対する衛生講習会の実施に努める。 
    ②職員の細菌検査の実施に努める。 
    ③学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準の順守に努める。 
 
２．食育の推進 

 （１）食に関する理解の促進 

    献立メモ等の情報提供に努める。 

 （２）学校との連携 

    栄養や給食に係る授業の補佐や残菜集計データの提供に努める。 
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３．円滑な運営管理の実施 

 （１）給食費徴収事務 

    未納入給食費は給食の提供に影響が生じるので、未納入給食費が発生しないよう給食

費徴収の徹底を図る。 

 （２）各種委員会の運営 

    各種委員会の円滑な運営に努め、給食センターの適正かつ円滑な運営に努める。 

    ①学校給食センター運営審議会：年６回開催予定 

    ②学校給食用物資納入登録業者選定委員会、学校給食献立作成委員会：８月を除き毎月開催予定 

    ③給食主任会：年２回開催予定 

 （３）安全管理の徹底 

    給食の提供に支障が生じないように安全管理の徹底を図る。 

 （４）施設設備の維持、改善 

    ①給食の提供に支障が生じないように施設の維持、改善に努める。 

    ②施設整備のあり方については、市全体の公共施設整備計画の中で引き続き検討する。 


