
検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
卵 群馬県 検出せず
白菜 長野県 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
大根 北海道 検出せず

れんこん 岡山県 検出せず
ごぼう 埼玉県 検出せず
昆布 北海道　利尻 検出せず
ねぎ 青森県 検出せず
生揚げ 新潟県・佐賀県 検出せず
りんご 長野県 検出せず

サニーレタス 茨城県 検出せず
ブロッコリー 香川県 検出せず
バナナ フィリピン産 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
たら 北海道 検出せず

ラ・フランス 山形県 検出せず
里芋 福井県 検出せず
卵 群馬県 検出せず
豆腐 新潟県・佐賀県 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず

ブロッコリー 香川県・岡山県 検出せず
りんご 山形県 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
セロリ 静岡県 検出せず
キャベツ 東京都 検出せず

のむヨーグルト 明治乳業 検出せず
牛肉 北海道 検出せず
しょうゆ 正田しょうゆ 検出せず
ねぎ 青森県 検出せず
鶏肉 岩手県 検出せず
きゅうり 高知県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず

さつまいも 茨城県 検出せず
たけのこ 愛媛県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず

カリフラワー 愛知県 検出せず
ブロッコリー 香川県 検出せず
かじきまぐろ 北大西洋 検出せず
さんま 北海道 検出せず
江戸菜 千葉 検出せず

ラ・フランス 山形県 検出せず
れんこん 岡山県 検出せず
たくあん 鹿児島県 検出せず
炊いたご飯 米・・・北海道北広島 検出せず

卵 群馬県 検出せず
春雨 熊本県 検出せず

春巻きの具 　 検出せず
かき 新潟県佐渡 検出せず

にんじん 千葉県 検出せず
ししゃも ノルウェー 検出せず
玉ねぎ 北海道 検出せず
きゅうり 千葉県 検出せず
コーン 北海道 検出せず

コーンフレーク 森永 検出せず
みかん 長崎県 検出せず
うどん オーストラリア・日本 検出せず
揚げ玉 　 検出せず
ねぎ 新潟県 検出せず
豚肉 熊本県 検出せず
大根 神奈川県 検出せず

11月22日

11月20日

11月21日

11月30日

11月28日

11月29日

11月27日

　　食材放射性物質検査の結果　（平成２４年１１月～　）

11月8日

11月9日

11月12日

11月13日

11月7日

11月14日

11月15日

11月19日

11月16日

11月26日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
メルルーサ ニュージーランド 検出せず
パプリカ オランダ 検出せず
みかん 長崎県 検出せず

ブロッコリー 愛知県 検出せず
チーズ 神戸・六甲 検出せず

わかめごはん 　 検出せず
わかさぎ ノルウェー 検出せず
生揚げ 新潟県・佐賀県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
はれひめ 愛媛県 検出せず
ブロッコリー 埼玉県 検出せず
とり肉団子 とり・・・岩手県 検出せず
ミニトマト 愛知県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
レタス 長野県 検出せず
じゃこ 三重県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
里芋 埼玉県 検出せず
酢 ミツカン 検出せず
かき 福岡県 検出せず
麦茶 六条 検出せず
白菜 岩手県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
牛乳かん 　 検出せず
ブロッコリー 静岡県 検出せず
油揚げ 新潟・佐賀県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず
鶏肉 鳥取県 検出せず
食パン 竹島製パン 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
ブロッコリー 愛知県 検出せず
さつまいも 茨城県 検出せず
小松菜 群馬県 検出せず
白菜 茨城県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
大根 徳島県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
カリフラワー 熊本県 検出せず
かぼちゃ 鹿児島県 検出せず
小豆 北海道 検出せず

ケーキミックスの素 森永KK 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず
いか ノルウェー 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず

コーンフレーク 森永 検出せず
ブロッコリー 愛知県 検出せず
たけのこ 愛媛県 検出せず
パン 竹島製パン 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず

カリフラワー 東京都 検出せず
ピーマン 高知県 検出せず
トマト 愛知県 検出せず
もやし 栃木県 検出せず

ほうれんそう 群馬県 検出せず
ピーチ 山形県 検出せず
小麦粉 日本製粉・国産 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず

かぼちゃ 鹿児島県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず
白菜 群馬県 検出せず

野沢菜づけ 長野県 検出せず
大根 神奈川県 検出せず

こんにゃく 群馬県 検出せず

12月3日

1月22日

1月25日

1月24日

1月23日

1月9日

12月4日

12月13日

1月10日

1月15日

1月21日

12月12日

1月18日

12月6日

12月11日

1月16日

12月5日

12月14日

12月7日

12月10日

1月11日

1月17日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
里芋 埼玉県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
バナナ フィリピン産 検出せず
ミニトマト 群馬県 検出せず
青梗菜 静岡県 検出せず
伊予かん 愛媛県 検出せず
さとう 三井製糖 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず
えのきたけ 新潟県 検出せず
小松菜 千葉県 検出せず
しょうゆ 正田しょうゆ 検出せず
竹輪 築地・佃權 検出せず
生揚げ 新潟・佐賀県 検出せず
みそ 新潟県 検出せず

みかん果汁（みかん缶） 長崎県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
パセリ 千葉県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
白菜 群馬県 検出せず
焼豚 東新 検出せず
春雨 熊本県 検出せず
卵 群馬県 検出せず

じゃがいも 北海道 検出せず
サニーレタス 愛知県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
麦茶 六条 検出せず
大根 神奈川県 検出せず

かつお節だし汁 かつお節・・・鹿児島・枕崎検出せず
みかん缶 愛知県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず
小松菜 群馬県 検出せず
油 日清製油 検出せず
春菊 新潟県 検出せず
かぶ 千葉県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず

とり団子の生地 鶏肉・・・岩手県 検出せず
白みそ 長野県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず

カリフラワー 熊本県 検出せず
ブロッコリー 香川県 検出せず
とり肉 鳥取県 検出せず
エリンギ 長野県 検出せず

しゅうまいの生地 　 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
米 北海道北広島 検出せず

とり牛蒡飯 　 検出せず
ピーマン 高知県 検出せず
レタス 長野県 検出せず

ブロッコリー 香川県 検出せず
卵 群馬県 検出せず
りんご 青森県 検出せず
バナナ フィリピン産 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず
こんにゃく 群馬県 検出せず

ネーブルオレンジ 広島県 検出せず

2月13日

2月15日

2月8日

2月12日

2月6日

1月31日

2月7日

2月1日

1月28日

1月30日

1月29日

2月4日

2月14日

2月26日

2月27日

2月25日

2月20日

2月28日

2月21日

2月22日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
えのきたけ 新潟県 検出せず
菜の花 千葉県 検出せず
にんじん 熊本県 検出せず
ベーコン 大多摩ハム 検出せず
みかん 和歌山県 検出せず

ほうれんそう 埼玉県 検出せず
小松菜 群馬県 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず

えのきたけ 新潟県 検出せず
ごぼう 埼玉県 検出せず

カリフラワー 熊本県 検出せず
ブロッコリー 福岡県 検出せず
にんじん 埼玉県 検出せず
きゃべつ 愛知県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
白菜 群馬県 検出せず

かぼちゃ 埼玉県 検出せず
野沢菜 長野県 検出せず
こんにゃく 群馬県 検出せず
豚肉 熊本県 検出せず

平成２５年度
かぼちゃ 沖縄県 検出せず
にんじん 新潟県 検出せず
きゃべつ 神奈川県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず

えのきだけ 新潟県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
れんこん 石川 検出せず
米 北海道北広島 検出せず
りんご 青森 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず

ブロッコリー 兵庫県 検出せず
ピーマン 鹿児島県 検出せず

飲むヨーグルト 明治乳業 検出せず
パン 竹島製パン 検出せず

カラーマンダリン 和歌山県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
小松菜 千葉県 検出せず
豚肉 宮崎県 検出せず
大根 千葉県 検出せず

さつまいも 千葉県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
小麦粉 日本製粉 検出せず
にんじん 新潟県 検出せず
あじ 長野県 検出せず

きゃべつ 神奈川県 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず

いちごジャム 両角 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
小松菜 埼玉県 検出せず
たけのこ 兵庫県 検出せず
もやし 栃木県 検出せず

ほうれんそう 東京都 検出せず
さとう 三井製糖 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
にんじん 新潟県 検出せず

3月13日

3月14日

3月12日

3月8日

3月1日

3月11日

3月4日

3月5日

3月6日

3月7日

4月23日

4月24日

4月25日

4月16日

4月17日

4月11日

4月19日

4月12日

4月15日

4月22日

4月26日

4月30日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
れんこん 石川県 検出せず
酢飯 　 検出せず
ピーチ 山形県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
ピーマン 鹿児島県 検出せず
キャベツ 神奈川県 検出せず
メロン 茨城県 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず

ブロッコリー 香川県 検出せず
パセリ 静岡県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
にんじん 静岡県 検出せず
えのきたけ 新潟県 検出せず
ブロッコリー 香川県 検出せず
かぼちゃ 沖縄県 検出せず
じゃがいも 鹿児島県 検出せず
すいか 茨城県 検出せず
野沢菜 長野県 検出せず
小松菜 千葉県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
キャベツ 神奈川県 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず

サニーレタス 長野県 検出せず
オレンジジュース ヤクルト 検出せず

トマト 愛知県 検出せず
むろあじ 東京・八丈島 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず
玉ねぎ 熊本県 検出せず

炊いたご飯 検出せず
ピーマン 高知県 検出せず
レタス 長野県 検出せず
卵 群馬県 検出せず

鶏肉つけ汁 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
白菜 茨城県 検出せず

みしょうかん 愛媛県 検出せず
カリフラワー 徳島県 検出せず
ブロッコリー 香川県 検出せず
鶏肉 鳥取県 検出せず

ブロッコリー 長野県 検出せず
ほうれん草 福岡県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
パン 竹島製パン 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
玉ねぎ 兵庫県 検出せず
おから 新潟・佐賀県 検出せず
麦茶 六条 検出せず
メロン 茨城県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず

ジャージャー麺たれ 検出せず
ブロッコリー 鹿児島県 検出せず
マーブルパン 竹島製パン 検出せず

たら 北海道 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
卵 群馬県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
ぬかづけ 検出せず
すいか 熊本県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
もやし 栃木県 検出せず

5月8日

5月9日

5月2日

5月7日

5月1日

5月10日

5月15日

5月29日

5月27日

5月23日

5月21日

5月16日

5月17日

5月13日

5月14日

5月30日

5月28日

5月22日

6月6日

5月24日

6月4日

6月3日

6月5日

5月31日

6月10日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
さつまいも 茨城県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
ゼリー 検出せず

飲むヨーグルト 明治乳業 検出せず
じゃがいも 鹿児島県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず
きゃべつ 東京 検出せず
でんぷん 北海道 検出せず
白ゴマ マコト（東京） 検出せず
メロン 茨城県 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず

ほうれん草 北海道 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
ねぎ 香川県 検出せず

かぼちゃ 鹿児島県 検出せず
セロリ 長野県 検出せず

サニーレタス 岩手県 検出せず
ゴーヤ 長崎県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず

野沢菜漬け 長野県 検出せず
トマト 愛知県 検出せず

うどんのたれ 検出せず
いか 北大西洋 検出せず

カルピスゼリー 検出せず
サニーレタス 長野県 検出せず
コーン 北海道 検出せず
レタス 長野県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
小麦粉 日本製粉（国産） 検出せず
酢 ミツカン 検出せず

酢飯の具 検出せず
えのきたけ 新潟県 検出せず
ほうれん草 北海道 検出せず
小松菜 千葉県 検出せず
肉 検出せず

とりささみ肉 宮崎県 検出せず
トマト 岩手県 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
さんま 北海道 検出せず
キャベツ 群馬県 検出せず
油 日清製油 検出せず

じゃがいも 長崎県 検出せず
さとう 三井製糖 検出せず
しょうゆ 正田しょうゆ 検出せず
レタス 長野県 検出せず

さつまいも 茨城県 検出せず
れんこん 徳島県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
ブロッコリー 北海道 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず
ミニトマト 愛知県 検出せず
玉ねぎ 香川県 検出せず
ぬかづけ 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
パセリ 千葉県 検出せず

アスパラガス 栃木県 検出せず
7月12日

7月9日

6月13日

6月11日

6月19日

6月14日

6月12日

6月21日

6月20日

6月18日

7月1日

7月11日

7月3日

7月4日

6月24日

6月25日

6月27日

7月8日

7月5日

6月26日

6月28日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
とうもろこし 北海道 検出せず
ブロッコリー 長野県 検出せず
きゅうり 岩手県 検出せず
きゃべつ 群馬県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず

松風焼きの具 検出せず
中華そば カナダ産・小林食品 検出せず
ピーマン 岩手県 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
れんこん 岡山県 検出せず
えのきだけ 新潟県 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず
ごぼう 埼玉県 検出せず
小松菜 千葉・群馬県 検出せず
ねぎ 青森県 検出せず
きゅうり 宮城県 検出せず

サニーレタス 長野県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
玉ねぎ 北海道 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
ねぎ 秋田県 検出せず
春雨 熊本県 検出せず
牛肉 北海道 検出せず
米 北海道北広島 検出せず

牛乳寒 熊本県 検出せず
かぼちゃ 北海道 検出せず
なし 栃木県 検出せず
江戸菜 千葉県 検出せず
卵 群馬県 検出せず

きゃべつ 群馬県 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず

ブロッコリー 長野県 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
ねぎ 山形県 検出せず
りんご 青森県 検出せず
大根 北海道 検出せず

手作りふりかけ 検出せず
トマト 青森県 検出せず
きゅうり 茨城県 検出せず
レタス 長野県 検出せず
里芋 千葉県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず
ねぎ 青森県 検出せず
キャベツ 群馬県 検出せず

ミートローフ（生） 検出せず
たくあん 鹿児島県 検出せず
ほうれん草 群馬県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
かぼちゃ 北海道 検出せず
わかめ 徳島県 検出せず
きゅうり 群馬県 検出せず
小松菜 千葉・群馬県 検出せず
春菊 新潟県 検出せず
白菜 長野県 検出せず
牛肉 北海道 検出せず
パセリ 長野県 検出せず

じゃがいも 北海道 検出せず
ピーマン 岩手県 検出せず
ベーコン 大多摩ハム 検出せず
みかん 長崎県 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
ごぼう 埼玉県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
ミニトマト 新潟県 検出せず
ブロッコリー 埼玉県 検出せず
りんご 長野県 検出せず

10月3日

10月4日

10月7日

10月11日

10月8日

9月26日

9月30日

10月2日

10月9日

9月13日

9月24日

9月27日

10月10日

9月18日

9月20日

9月17日

9月12日

9月5日

9月6日

9月9日

9月3日

9月4日

9月10日

9月19日

9月25日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
かき 和歌山県 検出せず
里芋 栃木県 検出せず
ねぎ 山形県 検出せず

さつまいも 千葉県 検出せず
かまぼこ スズヒロ 検出せず
大豆 北海道 検出せず
きゅうり 茨城県 検出せず

かつお昆布だし 検出せず
エリンギ 長野県 検出せず

チンゲンサイ 静岡県 検出せず
しゅうまいの具 検出せず
キャベツ 群馬県 検出せず
ほうれん草 東京都 検出せず
砂糖 三井製糖 検出せず
バナナ フィリピン産 検出せず
きゅうり 埼玉県 検出せず
小松菜 埼玉県 検出せず
柿 奈良県 検出せず

きゅうり 埼玉県 検出せず
小松菜(江戸菜) 千葉県 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
ねぎ 山形県 検出せず
うどん オーストラリア・日本 検出せず
こんぶ 北海道・日高 検出せず
ラフランス 山形県 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
大根 宮崎県 検出せず
里芋 埼玉県 検出せず

でんぷん 北海道 検出せず
ねぎ 山形県 検出せず
小松菜 千葉県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
キャベツ 宮城県 検出せず
ブロッコリー 千葉県 検出せず
ピーマン 鹿児島県 検出せず
ねぎ 山形県 検出せず
とり肉 岩手県 検出せず
キャベツ 東京都 検出せず
大根 神奈川県 検出せず
卵 群馬県 検出せず

ブロッコリー 熊本県 検出せず
里芋 埼玉県 検出せず
ごぼう 埼玉県 検出せず

じゃがいも 北海道 検出せず
こんぶ 北海道・日高 検出せず
削り節 東京都・八丈島 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
りんご 山形県 検出せず
だし汁 検出せず
トマト 熊本県 検出せず

サニーレタス 長野県 検出せず
青梗菜 静岡県 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
かぼちゃ 北海道 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
カリフラワー 埼玉県 検出せず
大根 神奈川県 検出せず

昆布とかつお節のだし 検出せず
こんにゃく 群馬県 検出せず
玉ねぎ 北海道 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
とり団子 検出せず
白菜 群馬県 検出せず

じゃがいも 北海道 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
ほうれん草 群馬県 検出せず

11月29日 にんじん 千葉県 検出せず

11月18日

11月19日

11月28日

11月21日

11月22日

11月25日

11月26日

11月20日

11月27日

11月11日

10月31日

10月29日

11月13日

11月15日

11月12日

11月8日

11月14日

10月25日

10月23日

10月30日

10月17日

10月21日

10月28日

10月24日

10月15日

10月22日

10月18日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
にんじん 東京都 検出せず
豚肉 熊本県 検出せず

かつお節 鹿児島・枕崎 検出せず
サニーレタス 愛知県 検出せず
ブロッコリー 兵庫県 検出せず
白菜 群馬県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず

にんじん 長崎県 検出せず
ほうれん草 埼玉県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず
ごぼう 青森県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず

えのきだけ 新潟県 検出せず
りんご 青森県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
豚肉 熊本県 検出せず
卵 群馬県 検出せず

キャベツ 愛知県 検出せず
レタス 静岡県 検出せず

さつまいも 千葉県 検出せず
レタス 愛知県 検出せず

ブロッコリー 愛知県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
じゃがいも 北海道 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず
セロリ 静岡県 検出せず

ブロッコリー 福岡県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
白菜 兵庫県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
ブロッコリー 福岡県 検出せず
えのきだけ 新潟県 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず
きゅうり 高知県 検出せず
トマト 熊本県 検出せず
青梗菜 静岡県 検出せず
りんご 青森県 検出せず
でんぷん 北海道 検出せず
かぶ 千葉県 検出せず

カリフラワー 福岡県 検出せず
ピューレ 検出せず
きゅうり 高知県 検出せず
ピーマン 鹿児島県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
ゼリー 検出せず
ねぎ 栃木県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず
トマト 栃木県 検出せず

さつまいも 千葉県 検出せず
さといも 埼玉県 検出せず
パセリ 千葉県 検出せず

ほうれん草 埼玉県 検出せず
ブロッコリー 兵庫県 検出せず
揚げ油 日清製油 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず

魚のたれ 検出せず
とり肉 鳥取県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
豚肉 熊本県 検出せず
白菜 群馬県 検出せず
りんご 青森県 検出せず
かぼちゃ 熊本県 検出せず
ひき肉 熊本県 検出せず

1月31日

1月29日

1月27日

1月22日

1月30日

1月28日

1月15日

1月16日

1月17日

1月20日

1月23日

1月24日

1月21日

1月14日

12月16日

12月3日

12月6日

12月9日

12月12日

12月10日

12月4日

12月11日

12月5日

1月9日

1月10日

12月2日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
ほうれん草 埼玉県 検出せず
大根 神奈川県 検出せず
バナナ フィリピン 検出せず

パンプキンパン 竹島製パン 検出せず
焼き豚 東新 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
大根 神奈川県 検出せず

えのきたけ 新潟県 検出せず
卵 群馬県 検出せず

さつまいも 千葉県 検出せず
でんぷん 北海道 検出せず
豚肉 大分県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
かつお節だし 検出せず

大根 徳島県 検出せず
プリンの材料 検出せず
ブロッコリー 兵庫県 検出せず
豆乳 新潟・佐賀県 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
セロリ 愛知県 検出せず
トマト 栃木県 検出せず

中華蒸し麺 カナダ産・小林食品 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
ブロッコリー 熊本県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
とり肉 岩手県 検出せず

ブロッコリー 熊本県 検出せず
食パン 竹島製パン 検出せず

ほうれん草 埼玉県 検出せず
米 北海道北広島 検出せず
レタス 静岡県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
ピーマン 高知県 検出せず

グリーンアスパラガス 熊本県 検出せず
白菜 兵庫県 検出せず
にんじん 愛知県 検出せず
れんこん 岡山県 検出せず

サニーレタス 愛知県 検出せず
ミニトマト 群馬県 検出せず
大根 神奈川県 検出せず

ケチャップ デルモンテ 検出せず
サニーレタス 茨城県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
エリンギ 長野県 検出せず
セロリ 茨城県 検出せず
かぶ 千葉県 検出せず
しょうが 高知県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
里芋 新潟県 検出せず

さつまいも 茨城県 検出せず
みりん キング 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
炊けたご飯 検出せず

3月12日

3月13日

2月19日

2月20日

3月5日

3月7日

3月10日

3月11日

2月28日

3月3日

3月6日

2月3日

2月14日

3月4日

2月21日

2月17日

2月18日

2月12日

2月26日

2月27日

2月10日

2月6日

2月4日

2月5日

2月7日



平成２６年度
検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果

菜の花 千葉県 検出せず
にんじん 徳島県 検出せず
えのきたけ 新潟県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
サニーレタス 茨城県 検出せず
キャベツ 神奈川県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
ねぎ 千葉県 検出せず
白菜 茨城県 検出せず

じゃがいも 明治乳業 検出せず
あげそば 千葉県 検出せず
白絞油 日清製油 検出せず

大豆のゆで汁 検出せず
レタス 茨城県 検出せず
セロリ 静岡県 検出せず

えのきたけ 新潟県 検出せず
しいたけ 栃木県 検出せず
れんこん 茨城県 検出せず
米 北海道北広島 検出せず

ブロッコリー 鹿児島県 検出せず
りんご 青森県 検出せず
バナナ フィリピン産 検出せず

昆布と削り節のだし 検出せず
もやし 栃木県 検出せず

ほうれんそう 埼玉県 検出せず
砂糖 三井製糖 検出せず
ねぎ 栃木県 検出せず
エリンギ 長野県 検出せず

松風焼のもと 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
大根 千葉県 検出せず

じゃがいも 鹿児島県 検出せず
にんじん 静岡県 検出せず
ゼリーの素 大島食品 検出せず
メロン 熊本県 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
きゅうり 宮城県 検出せず
パセリ 千葉県 検出せず
とり肉 岩手県 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず
しいたけ 栃木県 検出せず
ブロッコリー 愛知県 検出せず
トマト 千葉県 検出せず
卵 群馬県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず
だし汁 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず

ごぼう 熊本県 検出せず
カリフラワー 茨城県 検出せず
きゅうり 宮崎県 検出せず

ブロッコリー 兵庫県 検出せず
ミニトマト 愛知県 検出せず
白菜 茨城県 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
おから 新潟・佐賀県 検出せず
レタス 長野県 検出せず
煮豆 花豆・・・長野県 検出せず
ピーマン 沖縄県 検出せず
野沢菜づけ 野沢菜・・・長野県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず

ブロッコリー 熊本県 検出せず
アスパラガス 新潟県 検出せず
レタス 長野県 検出せず
セロリ 千葉県 検出せず

えのきたけ 新潟県 検出せず
干ししいたけ 宮崎県 検出せず
しいたけ 栃木県 検出せず

4月28日

5月16日

5月20日

4月30日

5月21日

5月22日

5月15日

5月12日

5月2日

5月13日

5月14日

5月1日

5月7日

5月8日

5月9日

4月23日

4月25日

4月21日

4月24日

4月22日

4月16日

4月18日

4月11日

4月14日

4月15日

5月23日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
にんじん 徳島県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
砂糖 三井製糖 検出せず
ねぎ 栃木県 検出せず

しいたけ 新潟県 検出せず
ブロッコリー 香川県 検出せず
サニーレタス 長野県 検出せず

豆腐 新潟・佐賀県 検出せず
ほうれんそう 栃木県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず
しいたけ 新潟県 検出せず

パプリカ（赤・黄） 熊本県 検出せず
メロン 熊本県 検出せず
にんじん 埼玉県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
米 北海道北広島 検出せず

きゅうり 新潟県 検出せず
ほうれんそう 埼玉県 検出せず
干ししいたけ 宮崎県 検出せず
すいか 群馬県 検出せず
さつまいも 茨城県 検出せず

とり肉のつけ汁 検出せず
じゃがいも 神奈川県 検出せず
にんじん 埼玉県 検出せず
コーン 北海道 検出せず
メロン 茨城県 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず
キャベツ 千葉県 検出せず
びわ ビオトープ 検出せず
メロン 茨城県 検出せず
ピーマン 茨城県 検出せず
パプリカ 熊本県 検出せず
白菜 長野県 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず
とり肉　 鳥取県 検出せず
ミニトマト 愛知県 検出せず
ブロッコリー 長野県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
すいか 群馬県 検出せず
ごぼう 熊本県 検出せず

えのきたけ 新潟県 検出せず
キャベツ 千葉県 検出せず
ブロッコリー 長野県 検出せず
冷凍みかん 神奈川県 検出せず
大根 北海道 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
干ししいたけ 宮崎県 検出せず
しいたけ 新潟県 検出せず
小松菜 東京都 検出せず
メロン 千葉県銚子 検出せず
れんこん 茨城県 検出せず
干ししいたけ 宮崎県 検出せず
大豆のゆで汁 検出せず
ゴーヤ 沖縄県 検出せず
しいたけ 栃木県 検出せず
パセリ 千葉県 検出せず
すいか 群馬県 検出せず
レタス 長野県 検出せず
キャベツ 千葉県 検出せず
トマト 千葉県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
いか 北大西洋 検出せず
米油 ボーソー油脂 検出せず

飲むヨーグルト 明治乳業 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
ねぎ 茨城県 検出せず
豆腐 新潟・佐賀県 検出せず

5月26日

5月27日

5月28日

5月29日

6月4日

6月18日

6月20日

6月3日

5月30日

6月9日

6月19日

6月17日

6月2日

6月30日

6月24日

6月5日

6月10日

6月11日

6月12日

6月13日

6月23日

6月25日

6月27日

6月26日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
パイン デルモンテ・フィリピン 検出せず
しいたけ 栃木県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
こんにゃく 群馬県 検出せず
じゃがいも 長野県 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず
エリンギ 長野県 検出せず
ねぎ 茨城県 検出せず
きゅうり 岩手県 検出せず
江戸菜 千葉県 検出せず
かつお節 鹿児島・枕崎 検出せず
アスパラガス 北海道 検出せず
サニーレタス 長野県 検出せず
さつまいも 高知県 検出せず
五目焼きそば 検出せず
ブロッコリー 北海道 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず

アスパラガス 長崎県 検出せず
きゅうり 岩手県 検出せず
米油 ボーソー油脂 検出せず
セロリ 長野県 検出せず
きゅうり 岩手県 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
とうもろこし 北海道 検出せず
錦糸卵 キューピー 検出せず
トマト 群馬県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
なし 栃木県 検出せず
小松菜 東京都 検出せず
大根 北海道 検出せず
しめじ 長野県 検出せず
ごぼう 宮城県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
白菜 長野県 検出せず
バナナ フィリピン 検出せず
パン粉 旭トラストフーズ 検出せず
もやし 栃木県 検出せず
キャベツ 群馬県 検出せず
なし 秋田県 検出せず

カリフラワー 北海道 検出せず
ブロッコリー 長野県 検出せず
飲むヨーグルト 明治乳業 検出せず

りんご 長野県 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず
じゃがいも 北海道 検出せず
ねぎ 青森県 検出せず

ゆで卵（卵） 群馬県 検出せず
キャベツ 群馬県 検出せず
しいたけ 長崎県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず

アスパラガス 長崎県 検出せず
大根 北海道 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
食パン 竹島製パン 検出せず

サニーレタス 長野県 検出せず
ごぼう 群馬県 検出せず
江戸菜 千葉県 検出せず
ピーマン 岩手県 検出せず
小松菜 東京都 検出せず
ほうれん草 埼玉県 検出せず
にんじん 北海道 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
しいたけ 栃木県 検出せず
れんこん 茨城県 検出せず

小松菜（江戸菜） 千葉県 検出せず
なし 鳥取県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず

9月24日

9月17日

9月18日

9月10日

9月12日

9月19日

9月16日

9月26日

9月22日

7月14日

7月9日

7月2日

7月7日

9月4日

9月5日

9月2日

7月10日

7月8日

7月4日

7月3日

9月25日

9月8日

9月9日

9月3日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
きゅうり 新潟県 検出せず
キャベツ 群馬県 検出せず
巨峰 山梨県 検出せず
鶏肉 岩手県 検出せず
かぶ 千葉県 検出せず

鶏出汁（鶏ガラ） 岩手県 検出せず
パセリ 長野県 検出せず
りんご 長野県 検出せず

じゃがいも 北海道 検出せず
まいたけ 新潟県 検出せず
生揚げ 新潟・佐賀県 検出せず
ピタパン 池田食品・東京 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず
みかん 和歌山県 検出せず

ブロッコリー 長野県 検出せず
ねぎ　 青森県 検出せず

えのきたけ 新潟県 検出せず
サニーレタス 茨城県 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず
里芋 埼玉県 検出せず
しいたけ 栃木県 検出せず
えのきたけ 新潟県 検出せず

豚骨鶏がらだし 豚骨・青森県/鶏がら・岩手県検出せず
りんご 新潟県 検出せず
ごぼう 青森県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
パン粉 日本製粉・国産 検出せず
巨峰 長野県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
れんこん 茨城県 検出せず
カリフラワー 長野県 検出せず
ブロッコリー 長野県 検出せず
ピーマン 岩手県 検出せず

サニーレタス 茨城県 検出せず
ブロッコリー 長崎県 検出せず
りんご 長野県 検出せず
小松菜 東京都 検出せず
大根 北海道 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
しいたけ 北海道 検出せず

照り焼きのつけ汁 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず

柿 和歌山県 検出せず
ねぎ　 青森県 検出せず
ねぎ　 青森県 検出せず
大根 千葉県 検出せず
里芋 埼玉県 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず
キャベツ 群馬県 検出せず
りんご 長野県 検出せず
ごぼう 青森県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず
大根 青森県 検出せず

飲むヨーグルト 明治乳業 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず
トマト 千葉県 検出せず
なす 栃木県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
かぼちゃ 北海道 検出せず
ねぎ 青森県 検出せず

10月20日

10月23日

10月21日

10月17日

10月10日

11月7日

10月30日

10月27日

10月28日

10月24日

10月22日

10月31日

10月29日

10月3日

10月8日

10月16日

10月14日

10月9日

10月7日

10月2日

10月15日

9月29日

9月30日



検査日 測定した食材・食品名 産地・メーカー 測定結果
大根 千葉県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
キャベツ 千葉県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
ブロッコリー 長崎県 検出せず
サニーレタス 長野県 検出せず
さつまいも 千葉県 検出せず
じゃがいも 北海道 検出せず
にんじん 北海道 検出せず
トマト 千葉県 検出せず

ラフランス 長野県 検出せず
ねぎ 山形県 検出せず

えのきたけ 新潟県 検出せず
豚肉 熊本県 検出せず
白菜 茨城県 検出せず
江戸菜 千葉県 検出せず
さといも 埼玉県 検出せず
大根 千葉県 検出せず
ねぎ 新潟県 検出せず
バナナ フィリピン 検出せず
しょうが 高知県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
サニーレタス 愛知県 検出せず
ブロッコリー 熊本県 検出せず

卵 群馬県 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
セロリ 静岡県 検出せず
しいたけ 北海道 検出せず
まいたけ 群馬県 検出せず
えのきたけ 新潟県 検出せず
ほうれんそう 埼玉県 検出せず
トマト 千葉県 検出せず

サニーレタス 茨城県 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず
きゅうり 群馬県 検出せず
大根 千葉県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
かぼちゃ 茨城県 検出せず
大根 千葉県 検出せず
大根 千葉県 検出せず
ねぎ 新潟県 検出せず
きゅうり 新潟県 検出せず

鶏がら出し汁 鶏がら・・・岩手県 検出せず
ねぎ 新潟県 検出せず

ほうれんそう 埼玉県 検出せず
牛乳 明治乳業 検出せず
白菜 茨城県 検出せず
もやし 群馬県 検出せず

ブロッコリー 福岡県 検出せず
キャベツ 愛知県 検出せず
小松菜 東京都 検出せず
しめじ 長野県 検出せず

干ししいたけ 宮崎県 検出せず
干ししいたけ 宮崎県 検出せず

大根 神奈川県 検出せず
ねぎ 埼玉県 検出せず
きゅうり 高知県 検出せず

マーブルパン 竹島製パン 検出せず
とり肉 鳥取県 検出せず

じゃがいも 北海道 検出せず
にんじん 千葉県 検出せず
みかん 長野県 検出せず
にんじん 千葉・埼玉県 検出せず
ほうれん草 埼玉県 検出せず
にんじん 千葉・埼玉県 検出せず
江戸菜 千葉県 検出せず

12月11日

12月12日

12月9日

12月5日

12月3日

11月28日

12月1日

12月10日

11月26日

12月8日

11月21日

12月4日

11月19日

12月2日

11月11日

11月27日

11月25日

11月20日

11月18日

11月10日

11月17日

11月13日

11月14日

11月12日

12月15日


