
3月27日 秋鮭切り身

3月27日 ヨーグルト(プレーン)

3月27日 マッシュルーム水煮

3月27日 冷凍生あさりむき身

3月27日 れんこん

3月27日 白麦

3月27日 米粒麦

3月27日 納豆

3月27日 国産ふき水煮カット

3月27日
勝浦水揚げ

ｼｰﾁｷﾝﾌﾚｰｸ油漬

3月12日 大根

3月12日 いか短冊

3月12日 じゃがいも

3月12日 小松菜

3月12日 ごぼう

3月12日 かぶ

3月12日 れんこん

3月12日 しめじ

3月12日 にら

3月11日 米糠胚芽ミックス

3月11日 りんご

3月11日 にんにく

3月11日 白菜

3月11日 焼きのり

3月11日 人参

3月11日 ほうれん草

3月11日 パセリ

青森県・秋田県

千葉県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.3未満）

北海道

北海道

千葉県

千葉県

茨城県

富山県

宮城県

千葉県

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

秋田県・山形県・北海道
新潟県・茨城県・青森県

青森県

青森県

茨城県

千葉県

神奈川県

青森県

北海道

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

長野県

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.8未満）

放射性セシウム
１３７

放射性セシウム
１３４

検査日 品　名 生産地

給食食材の放射性物質の検査結果について

測定結果（ベクレル /ｋｇ）



3月11日 キャベツ

3月11日 長ねぎ

3月6日 人参

3月6日 豚もも小間肉

3月6日 大根

3月6日 きゅうり

3月6日 もやし

3月6日 豚肉

3月6日 ピーマン

3月6日 キャベツ

3月6日 根みつば

3月5日 白菜

3月5日 さつまいも

3月5日 ほうれん草

3月5日 人参

3月5日 きゅうり

3月5日 小松菜

3月5日 冷凍いんげん

3月5日 長ねぎ

3月5日 チンゲン菜

3月5日 にら

3月3日 牛乳

2月24日 秋鮭切り身

2月24日 冷凍ぶり切り身

2月24日 れんこん

2月24日 ごぼう

2月24日 いちご

2月24日
国産乾燥かんぴょう

（カット）

2月24日
むらさきいか
（スティック）

2月24日 煎り大豆

千葉県

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）

青森県

青森県

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（8.1未満） 検出せず（6.8未満）

北海道

鳥取県

茨城県

茨城県

千葉県

栃木県

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（3.7未満）

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

福島県

茨城県

茨城県

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（6.4未満）

千葉県

茨城県

北海道

埼玉県

茨城県



2月24日 カップ納豆

2月24日 ちりめんじゃこ

2月18日 しめじ

2月18日 パセリ

2月18日 里芋

2月18日 えのき茸

2月18日 玉葱

2月18日 冷凍液卵

2月18日 もやし

2月18日 小松菜

2月18日 ほうれん草

2月17日 かぶ

2月17日 りんご

2月17日 キャベツ

2月17日 長ねぎ

2月17日 大根

2月17日 人参

2月17日 レトルトツナ

2月17日 白菜

2月17日 玉葱

2月17日 きゅうり

2月17日 牛乳

2月12日 小松菜

2月12日 鶏もも肉

2月12日 人参

2月12日 大根

2月12日 長ねぎ

2月12日 小あじドレス

2月12日 ピーマン

2月12日 山芋

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.7未満）青森県

千葉県

岩手県

千葉県

神奈川県

千葉県

千葉県

茨城県

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.2未満）

長野県

千葉県

千葉県

長野県

北海道

千葉県

福島県

千葉県

茨城県

千葉県

青森県

千葉県

茨城県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

神奈川県

千葉県

千葉県

千葉県

北海道

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.2未満）千葉県

駿河湾 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.7未満）



2月12日 りんご

2月10日 かえりにぼし

2月10日 長ねぎ

2月10日 パセリ

2月10日 じゃがいも

2月10日 もやし

2月10日 ごぼう

2月10日 みかん

2月10日 豚ひき肉

2月10日 人参

2月10日 エリンギ

2月6日 豚肉

2月6日 鶏卵

2月6日 もやし

2月6日 しめじ

2月6日 水菜

2月6日 いか短冊

2月6日 乾燥ひじき

2月6日 大根

2月6日 にら

2月5日 えのき茸

2月5日 小松菜

2月5日 みつば

2月5日 チンゲン菜

2月5日 長ねぎ

2月5日 豚小間肉

2月5日 白菜

2月5日 ほうれん草

2月5日 りんご

2月5日 人参

青森県

千葉県

千葉県

茨城県

埼玉県

茨城県

茨城県

千葉県

青森県

千葉県

神奈川県

千葉県

新潟県

千葉県

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県

栃木県

栃木県

長野県

茨城県

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（6.7未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（10.5未満） 検出せず（10.5未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.0未満）栃木県

検出せず（5.7未満） 検出せず（4.4未満）

青森県

静岡県

茨城県

千葉県

長野県

青森県

瀬戸内海

千葉県

千葉県

北海道



2月3日 牛乳

1月27日 秋鮭切り身

1月27日 カップ納豆

1月27日 れんこん

1月27日 ごぼう

1月27日 生しいたけ

1月27日 みかん

1月27日
冷凍里芋

（ちばまる・S）

1月27日
手巻きのり

（レギュラー6枚入）

1月27日 塩蔵わかめ

1月27日 いわし開き

1月26日 小松菜

1月26日 焼きのり

1月26日 白菜

1月26日 りんご

1月26日 しめじ

1月26日 小松菜

1月26日 乾燥大豆

1月26日 かぶ

1月26日 さつまいも

1月20日 しらす干し

1月20日 にんにく

1月20日 いわしすり身

1月20日 きゅうり

1月20日 だまこ餅

1月20日 大根

1月20日 里芋

1月20日 長ねぎ

1月20日 塩蔵わかめ

1月20日 人参

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）
千葉県・北海道・岩手県

秋田県・宮城県
群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（5.7未満）

千葉県

青森県

千葉県

茨城県

岩手県

神奈川県

検出せず（5.6未満）千葉県

埼玉県

岩手県

千葉県 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.2未満）

千葉県

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.0未満）青森県

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.8未満）

北海道

千葉県

茨城県

青森県

秋田県

静岡県

千葉県

長野県

東京都

秋田県

千葉県

千葉県

岩手県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県



1月20日 牛乳

1月15日 チンゲン菜

1月15日 冷凍液卵

1月15日 豚肉

1月15日 大根

1月15日 いちご

1月15日 鶏肉

1月15日 れんこん

1月15日 小松菜

1月15日 白菜

1月14日 切干大根

1月14日 ほうれん草

1月14日 白菜

1月14日 人参

1月14日 冷凍むき枝豆

1月14日 豚肉

1月14日 じゃがいも

1月14日 玉葱

1月14日 長ねぎ

1月14日 大根

1月9日 豚肉

1月9日 小松菜

1月9日 鶏卵

1月9日 にら

1月9日 もやし

1月9日 長ねぎ

1月9日 豚肉

1月9日 玉葱

1月9日 せり

1月8日 ごぼう

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

栃木県

茨城県

福島県

千葉県

千葉県

北海道

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満）北海道

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県

千葉県

茨城県

学校栽培（我孫子南地区）

栃木県

青森県

茨城県

茨城県

北海道

北海道

埼玉県

神奈川県

茨城県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）
千葉県・北海道・岩手県

秋田県・宮城県
群馬県・栃木県の原乳



1月8日 人参

1月8日 生しいたけ

1月8日 キャベツ

1月8日 小松菜

1月8日 里芋

1月8日 長ねぎ

1月8日 りんご

1月8日 大根

1月8日 ほうれん草

1月6日 秋鮭切り身

1月6日 カップ納豆

1月6日 マッシュルーム水煮

1月6日 干し椎茸

1月6日 白麦

1月6日 米粒麦

1月6日 冷凍ぶり切り身

1月6日 助宗たら切り身

1月6日 れんこん

1月6日 さつまいも

12月16日 舞茸

12月16日 小松菜

12月16日 白菜

12月16日 玉葱

12月16日 豚肉

12月16日 里芋

12月16日 りんご

12月16日 じゃがいも

12月16日 チンゲン菜

12月15日 かえりにぼし

12月15日 かぶ

千葉県

千葉県

青森県

千葉県

茨城県

千葉県

秋田県

千葉県

千葉県

検出せず（3.5未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.6未満）

茨城県

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.4未満）

北海道

千葉県

千葉県

愛媛県・大分県

埼玉県・福井県

長野県

北海道

北海道

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県

瀬戸内海

千葉県

長野県

千葉県

茨城県

北海道

千葉県

千葉県

青森県

北海道

検出せず（9.2未満） 検出せず（11.1未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.6未満）



12月15日 キャベツ

12月15日 小松菜

12月15日 シマガツオ

12月15日 刻みのり

12月15日 長ねぎ

12月15日 鶏もも肉

12月15日 人参

12月15日 きゅうり

12月9日 にら

12月9日 豚ひき肉

12月9日 大根

12月9日 人参

12月9日 ごぼう

12月9日 キャベツ

12月9日 ほうれん草

12月9日 生椎茸

12月9日 かぶ

12月8日 精白米

12月8日 白菜

12月8日 長ねぎ

12月8日 キャベツ

12月8日 豚肉

12月8日 冷凍液卵

12月8日 えのき茸

12月8日 りんご

12月8日 さつまいも

12月8日 もやし

12月2日 牛乳

11月27日 秋鮭切り身

11月27日 本ブリ切り身

千葉県

青森県

岩手県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

検出せず（6.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県

長野県

青森県

千葉県

福島県

千葉県

学校栽培（我孫子南地区）

千葉県

秋田県

千葉県

千葉県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県

茨城県

神奈川県

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

秋田県

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.6未満）
千葉県・北海道・岩手県

秋田県・宮城県
群馬県・栃木県の原乳

北海道

北海道

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.2未満）



11月27日 いわし開き

11月27日
冷凍茎わかめ
剣山・細引き

11月27日 鶏肉切り身

11月27日 乾燥わかめ

11月27日 れんこん

11月27日 さつまいも

11月27日 里芋

11月27日 りんご

11月19日 長ねぎ

11月19日 レトルトツナ

11月19日 チンゲン菜

11月19日 にんにく

11月19日 小松菜

11月19日 鶏肉

11月19日 精白米

11月19日 さつまいも

11月19日 里芋

11月18日 長いも

11月18日 かぶ

11月18日 キャベツ

11月18日 ほうれん草

11月18日 生落花生

11月18日 じゃがいも

11月18日 玉葱

11月18日 白菜

11月18日 ホタテ貝柱

11月18日 大根

11月18日 牛乳

11月12日 しめじ

11月12日 鶏卵

千葉県

青森県 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県

岩手県

岩手県

岩手県

茨城県

千葉県

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（3.8未満）

長野県

千葉県

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（6.9未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

岩手県

千葉県

茨城県

青森県

千葉県

岩手県

学校栽培（湖北南地区）

千葉県

千葉県

青森県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

茨城県

学校栽培（湖北北地区）

北海道

北海道

茨城県

北海道



11月12日 キャベツ

11月12日 長ねぎ

11月12日 人参

11月12日 いか短冊

11月12日 もやし

11月12日 玉葱

11月12日 ブロッコリー

11月11日 マッシュルーム水煮

11月11日 大根

11月11日 にら

11月11日 ピーマン

11月11日 鶏肉

11月11日 りんご

11月11日 ごぼう

11月11日 パセリ

11月11日 人参

11月11日 ほうれん草

11月5日 なめこ

11月5日 刻みのり

11月5日 さきいか

11月5日 さつまいも

11月5日 りんご

11月5日 キャベツ

11月5日 白菜

11月5日 人参

11月5日 かぶ

11月5日 落花生

11月4日 えのき茸

11月4日 里芋

11月4日 小松菜

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.4未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（8.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（7.1未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（6.5未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.8未満）

山形県

千葉県

北海道

千葉県

山形県

茨城県

茨城県

北海道

千葉県

千葉県

長野県

千葉県

千葉県

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.6未満）

北海道

検出せず（5.3未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.7未満）岩手県

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県

学校栽培（我孫子南地区）

北海道

青森県

栃木県

青森県

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

埼玉県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県



11月4日 チンゲン菜

11月4日 ごぼう

11月4日 豚肉

11月4日 きゅうり

11月4日 鶏もも肉

11月4日 大根

11月4日 さつまいも

11月4日 牛乳

10月29日 秋鮭切り身

10月29日 カップ納豆

10月29日 さば切り身

10月29日 いわし開き

10月29日 あじ落身

10月29日 れんこん

10月29日 さつまいも

10月29日 里芋

10月29日 りんご

10月23日 鶏肉

10月23日 白菜

10月23日 きゅうり

10月23日 人参

10月23日 さつまいも

10月23日 大根

10月23日 しめじ

10月23日 じゃがいも

10月23日 レタス

10月22日 茎わかめ

10月22日 豚肉

10月22日 ほうれん草

10月22日 かぶ

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.0未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県

岩手県

千葉県

茨城県

岩手県

茨城県

長野県

北海道

千葉県

千葉県

検出せず（4.4未満）

千葉県

長野県

北海道

千葉県

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.6未満）

青森県 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.9未満）

北海道

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県

学校栽培（湖北南地区）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

茨城県

茨城県

茨城県

群馬県

千葉県



10月22日 さつまいも

10月22日 えのき茸

10月22日 里芋

10月22日 きゅうり

10月22日 冷凍液卵

10月22日 大根

10月21日 牛乳

10月16日 小松菜

10月16日 人参

10月16日 長ねぎ

10月16日 水菜

10月16日 きゅうり

10月16日 いか短冊

10月16日 豚肉

10月16日 里芋

10月16日 大根

10月15日 にんにく

10月15日 きゅうり

10月15日 長ねぎ

10月15日 トマト

10月15日 玄米

10月15日 刻み大豆

10月15日 白菜

10月15日 キャベツ

10月15日 塩蔵わかめ

10月15日 しめじ

10月7日 ピーマン

10月7日 豚もも肉

10月7日 かぼちゃ

10月7日 キャベツ

青森県

茨城県

茨城県

岩手県

長野県

北海道

青森県

茨城県

青森県

青森県

学校栽培（湖北北地区）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県

北海道

山形県

茨城県

千葉県

青森県

千葉県

埼玉県

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.5未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県

茨城県

北海道

群馬県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（2.8未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県

学校栽培（湖北北地区）

長野県

千葉県

群馬県

千葉県



10月7日 里芋

10月7日 ごぼう

10月7日 トマト

10月7日 白菜

10月7日 梨

10月7日 牛乳

10月7日 牛乳（紙パック）

10月6日 チンゲン菜

10月6日 小松菜

10月6日 かぶ

10月6日 キャベツ

10月6日 乾燥とうもろこし

10月6日 玉葱

10月6日 じゃがいも

10月6日 さつまいも

10月6日 ゆでだこ

10月6日 長ねぎ

9月29日 秋鮭切り身

9月29日 さんま筒切り

9月29日 カップ納豆

9月29日 ミニトマト

9月29日 片口いわし丸干し

9月29日 小あじドレス

9月29日 れんこん

9月29日 さつまいも

9月29日 里芋

9月29日 りんご

9月17日 長ねぎ

9月17日 ごぼう

検出せず（6.0未満） 検出せず（6.1未満）千葉県

青森県 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県

千葉県

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（6.2未満）

千葉県

青森県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

北海道

北海道

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（6.2未満）

茨城県

茨城県

千葉県

長野県

栃木県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

茨城県

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（4.3未満） 検出せず（4.4未満）

北海道

山形県

千葉県

千葉県

学校栽培（湖北北地区）

北海道

北海道

千葉県



9月17日 キャベツ

9月17日 水菜

9月17日 里芋

9月17日 小松菜

9月17日 大根

9月17日 人参

9月17日 ピーマン

9月16日 鶏卵

9月16日 大根

9月16日 にら

9月16日 キャベツ

9月16日 パセリ

9月16日 ゆでだこ

9月16日 玉葱

9月16日 小松菜

9月16日 さつまいも

9月16日 エリンギ

9月16日 牛乳

9月9日 キャベツ

9月9日 鶏卵

9月9日 刻みのり

9月9日 きゅうり

9月9日 大根

9月9日 塩蔵わかめ

9月9日 もやし

9月9日 しめじ

9月9日 トマト

9月8日 乾燥ひじき

9月8日 おかひじき

9月8日 ピーマン

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.4未満）

長野県

群馬県

千葉県

千葉県

青森県

北海道

岩手県

栃木県

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

群馬県

茨城県

千葉県

群馬県

北海道

北海道

茨城県

栃木県

北海道

千葉県

群馬県

長野県

北海道

北海道

東京都

千葉県

長野県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（6.5未満）

検出せず（7.3未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（6.7未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.2未満）



9月8日 長ねぎ

9月8日
ほたて貝柱水煮

（フレーク）

9月8日 冷凍白いんげん豆

9月8日 ごぼう

9月8日 チンゲン菜

9月8日 豚肉

9月8日 きゅうり

9月3日 豚肉

9月3日 鶏もも肉

9月3日 ゴーヤ

9月3日 小松菜

9月3日 長ねぎ

9月3日 きゅうり

9月3日 トマト

9月3日 なす

9月3日 パセリ

9月2日 干し椎茸

9月2日 人参

9月2日 ごぼう

9月2日 きゅうり

9月2日 ゴーヤ

9月2日 豚肉

9月2日 キャベツ

9月2日 じゃがいも

9月2日 塩蔵わかめ

9月2日 にら

8月29日 秋鮭切り身

8月29日 さんま開き

8月29日
ヨーグルト

（プレーンタイプ）

8月29日 冷凍ホールコーン

茨城県

群馬県

北海道

岩手県

千葉県

千葉県

愛媛県・大分県

北海道

群馬県

岩手県

学校栽培（湖北北地区）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県

千葉県

学校栽培（布佐南地区）

千葉県

青森県

千葉県

福島県

栃木県

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.6未満）

北海道

北海道

北海道・オランダ・シンガポール

北海道 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.3未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.0未満）北海道・青森県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.5未満）

北海道

群馬県

茨城県

茨城県

茨城県

千葉県



8月29日
マッシュルーム水煮

（スライス）

8月29日 白麦

8月29日 米粒麦

8月29日 れんこん

8月29日 巨峰

8月29日 梨

7月9日 なす

7月9日 鶏卵

7月9日 エリンギ

7月9日 長ねぎ

7月9日 人参

7月9日 小あじドレス

7月9日 小松菜

7月9日 じゃがいも

7月9日 えだまめ

7月8日 プラム

7月8日 とうもろこし

7月8日 生しいたけ

7月8日 キャベツ

7月8日 豚肉

7月8日 きゅうり

7月8日 人参

7月8日 長ねぎ

7月8日 海藻ミックス

7月8日 なす

7月8日 牛乳

7月7日 レタス

7月7日 もやし

7月7日 じゃがいも

7月7日 大根

長野県

千葉県 検出せず（4.1未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県

宮城県・栃木県・群馬県
長野県・富山県

長野県・富山県

茨城県

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県我孫子市

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

岩手県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.7未満）

岩手県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

学校栽培（我孫子北地区）

千葉県

山梨県

千葉県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.1未満）

岩手県

千葉県

長野県

茨城県

千葉県

千葉県

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（7.5未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

長野県

栃木県

学校栽培（布佐南地区）

北海道



7月7日 ピーマン

7月7日 きゅうり

7月7日 水菜

7月7日 人参

7月7日 メロン

7月1日 パセリ

7月1日 人参

7月1日 さやいんげん

7月1日 長ねぎ

7月1日 じゃがいも

7月1日 かぶ

7月1日 ほうれん草

7月1日 とうもろこし

7月1日 きゅうり

7月1日 とうもろこし

6月30日 秋鮭切り身

6月30日 カップ納豆

6月30日 塩蔵わかめ

6月30日 アップルシャーベット

6月30日 れんこん

6月30日 小玉すいか

6月30日 いわし開き

6月30日 乾燥大豆

6月30日 切干大根

6月30日
ピーチコンポート

（白桃）

6月24日 牛乳

6月17日 豚肉

6月17日 鶏もも肉

6月17日 なす

6月17日 パセリ

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.2未満）
千葉県・北海道・岩手県

秋田県・宮城県
群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県

岩手県

群馬県

千葉県

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.4未満）東北産

検出せず（5.9未満） 検出せず（7.0未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（2.9未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（3.0未満）

千葉県

千葉県

福島県

千葉県

学校栽培（湖北北地区）

青森県

群馬県

茨城県

岩手県

千葉県我孫子市

北海道

千葉県

千葉県

岩手県

青森県

茨城県

千葉県

千葉県

青森県

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県



6月17日 人参

6月17日 きゅうり

6月17日 キムチ

6月17日 もやし

6月17日 トマト

6月16日 きなこ

6月16日 さやいんげん

6月16日 キャベツ

6月16日 ピーマン

6月16日 鶏卵

6月16日 セロリ

6月16日 長ねぎ

6月16日 鶏肉

6月16日 小松菜

6月16日 かぶ

6月10日 エリンギ

6月10日 もやし

6月10日 おかひじき

6月10日 みつば

6月10日 ピーマン

6月10日 ごぼう

6月10日 豚肉

6月10日 グリーンアスパラ

6月10日 小玉すいか

6月10日 牛乳

6月9日 キャベツ

6月9日 にら

6月9日 いわし開き

6月9日 人参

6月9日 もやし

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.8未満）

長野県

栃木県

千葉県

茨城県

茨城県

茨城県

千葉県

青森県

茨城県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

栃木県

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（2.9未満） 検出せず（5.1未満）

栃木県

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（3.6未満）千葉県

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県

千葉県

長野県・千葉県・神奈川県

長野県

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

栃木県

北海道

千葉県

千葉県

茨城県



6月9日 大根

6月9日 長ねぎ

6月9日 きゅうり

6月9日
いわしっぺ

（みりん干し）

6月9日 ほうれん草

6月3日 ごぼう

6月3日 豚もも肉

6月3日 きゅうり

6月3日 鶏むね肉

6月3日 小松菜

6月3日 きざみ大豆

6月3日 さきいか

6月3日 さやいんげん

6月3日 白菜

6月2日 小あじドレス

6月2日 そら豆

6月2日 長ねぎ

6月2日 豚ひき肉

6月2日 ちりめんじゃこ

6月2日 みつば

6月2日 ほうれん草

6月2日 キャベツ

6月2日 塩蔵わかめ

6月2日 パセリ

5月27日 秋鮭切り身

5月27日 びわゼリー

5月27日
国産真いわし

旨味干し

5月27日 イナダ切り身

5月27日 乾燥わかめ

5月27日 干しひじき

千葉県

千葉県

千葉県

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.6未満）

岩手県

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

茨城県

岩手県

愛媛県

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.8未満）

青森県

茨城県

茨城県

岩手県

千葉県

青森県

北海道

千葉県

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（5.4.未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（7.2未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（5.4未満）

北海道

千葉県産果汁使用

千葉県

三陸産

三陸産

千葉県

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県

群馬県

青森県

茨城県

茨城県



5月27日 のり佃煮

5月27日 冷凍大和芋とろろ

5月27日 れんこん

5月27日 ピーナツ八割

5月27日 牛乳

5月26日 グリーンアスパラ

5月26日 鶏卵

5月26日 細切り昆布

5月26日 キャベツ

5月26日 長ねぎ

5月26日 ほうれん草

5月26日 チンゲン菜

5月26日 トマト

5月26日 根みつば

5月20日 チンゲン菜

5月20日 人参

5月20日 絹さや

5月20日 メロン

5月20日 いちご

5月20日 小松菜

5月20日 もやし

5月20日 長ねぎ

5月20日 きゅうり

5月20日 大根

5月19日 きゅうり

5月19日 小松菜

5月19日 豚ひき肉

5月19日 えのき茸

5月19日 大根

5月19日 豚肉

茨城県

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.9未満）

北海道

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

秋田県

栃木県

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.8未満）

茨城県

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

長野県

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

学校栽培（湖北北地区）

千葉県

栃木県

茨城県

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.9未満）



5月19日 レタス

5月19日 長ねぎ

5月19日 ほうれん草

5月15日 人参

5月15日 おかひじき

5月15日 かぶ

5月15日 にら

5月15日 キャベツ

5月15日 きゅうり

5月15日 ほうれん草

5月15日 さつまいも

5月15日 長ねぎ

5月15日 ごぼう

5月13日 牛乳

5月12日 豚肉

5月12日 パセリ

5月12日 えのき茸

5月12日 鶏もも肉

5月12日 もやし

5月12日 いか短冊

5月12日 マッシュルーム水煮

5月12日 白菜

5月12日 さやえんどう

5月1日 わらび水煮

5月1日 小松菜

5月1日 チンゲン菜

5月1日 パセリ

5月1日 ふき

5月1日 えのき茸

5月1日 長ねぎ

茨城県

千葉県

長野県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県

青森県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県

山形県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（3.8未満）

学校栽培（湖北北地区）

長野県

千葉県

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.9未満）

青森県・秋田県・石川県

千葉県

茨城県

千葉県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.1未満）

千葉県

茨城県

千葉県

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（3.9未満）

栃木県

青森県

千葉県

千葉県

長野県

岩手県



5月1日 大根

5月1日 鶏肉

5月1日 きゅうり

4月30日 かつお切り身

4月30日 秋鮭切り身

4月30日 干し椎茸ホール

4月30日 炒り大豆

4月30日 塩蔵わかめ

4月30日 柏餅

4月30日 れんこん

4月30日 メロン

4月30日 たけのこ水煮

4月30日 シーチキンフレーク

4月30日 牛乳

4月22日 長ねぎ

4月22日 りんご

4月22日 小松菜

4月22日 きゅうり

4月22日 冷凍ホールコーン

4月22日 豚肉

4月22日 鶏卵

4月22日 大根

4月22日 みつば

4月22日 牛乳

4月21日 キャベツ

4月21日 絹さや

4月21日 きゅうり

4月21日 玉葱

4月21日 豚肉

千葉県

茨城県

茨城県

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.4未満）検出せず（3.6未満）

岩手県

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.8未満）

静岡県

北海道

房総勝浦産

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

我孫子市産米粉使用

茨城県

茨城県

徳島県

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（6.8未満） 検出せず（6.8未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.2未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（3.2未満）

九州産

青森県

検出せず（3.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.1未満）

茨城県

茨城県

北海道

検出せず（4.4未満）

検出せず（3.1未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.8未満）

千葉県

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.1未満）検出せず（3.8未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.0未満）検出せず（3.8未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.1未満）

北海道

千葉県

青森県

千葉県

千葉県

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（6.0未満）

栃木県

千葉県

茨城県

神奈川県

千葉県



4月21日 長ねぎ

4月21日 ゆでたまご

4月21日 鶏もも肉

4月21日 ごぼう

4月21日 小松菜

4月17日 ほうれん草

4月17日 ピーマン

4月17日 キャベツ

4月17日 いか短冊

4月17日 小松菜

4月17日 ごぼう

4月17日 大根

4月17日 しめじ

4月17日 パセリ

4月16日 長ねぎ

4月16日 キャベツ

4月16日 ひきわれ大豆

4月16日 ピーマン

4月16日 小松菜

4月16日 大根

4月16日 もやし

4月16日 豚ひき肉

4月16日 りんご

4月16日 きゅうり

4月15日 しめじ

4月15日 玉葱

4月15日 豚肉

4月15日 冷凍液卵

4月15日 もやし

4月15日 長ねぎ 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

長野県

北海道

茨城県

千葉県

福島県

千葉県

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.4未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県

長野県

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.4未満）

千葉県

青森県

千葉県

千葉県 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.1未満）

千葉県

千葉県

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県

青森県

茨城県

青森県

茨城県

茨城県

千葉県

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.0未満）茨城県

茨城県

神奈川県

青森県

栃木県

検出せず（4.9未満）

青森県

千葉県

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.2未満）

福島県・新潟県・千葉県・栃木県
茨城県・岩手県・静岡県・群馬県

千葉県



4月15日 こんにゃく

4月15日 にら

4月15日 きゅうり

4月14日 もやし

4月14日 にら

4月14日 パセリ

4月14日 きゅうり

4月14日 鶏もも肉

4月14日 豚肉

4月14日 キャベツ

4月14日 塩蔵わかめ

4月14日 きゅうり

4月14日 ほうれん草

4月10日 えのき茸

4月10日 にら

4月10日 青大豆

4月10日 豚もも肉

4月10日 きゅうり

4月10日 小松菜

4月10日 長ねぎ

4月10日 かぶ

4月10日 玉葱

4月8日 キャベツ

4月8日 小松菜

4月8日 ピーマン

4月8日 人参

4月8日 茎わかめ

4月8日 鶏むね肉

4月8日 鶏卵

4月8日 長ねぎ 検出せず（5.4未満）検出せず（5.7未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（6.4未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（7.2未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.3未満）

千葉県

千葉県

北海道

検出せず（3.3未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満）

千葉県

千葉県

検出せず（5.9未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.5未満）岩手県

検出せず（4.8未満）

神奈川県

千葉県

茨城県

新潟県

千葉県

山形県

茨城県

茨城県

千葉県

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（7.0未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（3.3未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.4未満）

千葉県

栃木県

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.3未満）

群馬県

茨城県

茨城県

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（3.5未満）

栃木県

茨城県

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.6未満）

群馬県

茨城県

千葉県

茨城県

岩手県

茨城県

千葉県

岩手県



4月8日 大根

4月8日 ごぼう

3月27日 秋鮭切り身

3月27日 さわら

3月27日 ヨーグルトプレーン

3月27日 冷凍ホールコーン

3月27日 マッシュルーム水煮

3月27日 白麦

3月27日 米粒麦

3月27日 れんこん

3月27日 姫鯛フィレ

3月27日 イナダ切り身

3月13日 豚肉

3月13日 ひじき

3月13日 小豆

3月13日 大根

3月13日 人参

3月13日 小鯵ドレス

3月13日 ほうれん草

3月13日 小松菜

3月13日 にら

3月12日 大根

3月12日 にら

3月12日 パセリ

3月12日 キャベツ

3月12日 長ねぎ

3月12日 もやし

3月12日 菜花

3月12日 鶏卵

3月12日 玉葱

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満）

茨城県

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.5未満）検出せず（4.0未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.1未満）

茨城県

千葉県

検出せず（6.6未満）

千葉県

千葉県

北海道

神奈川県

検出せず（6.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県

千葉県

栃木県

千葉県

栃木県

北海道

東京都

千葉県

神奈川県

検出せず（5.6未満）

神奈川県

検出せず（6.2未満）

検出せず（3.4未満）

茨城県

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（3.7未満）

茨城県

三陸産

千葉県

宮城県・栃木県・群馬県
長野県・富山県

長野県・富山県

茨城県

宮城県

北海道

韓国

茨城県・神奈川県

北海道

検出せず（4.1未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.7未満）千葉県



3月12日 小松菜

3月11日 牛乳

3月7日 大根

3月7日 干し椎茸

3月7日 りんご

3月7日 きゅうり

3月7日 エリンギ

3月7日 豚肉

3月7日 小松菜

3月7日 玉葱

3月7日 みつば

3月6日 キャベツ

3月6日 もやし

3月6日 ごぼう

3月6日 玉葱

3月6日 豚肉

3月6日 鶏むね肉

3月6日 長ねぎ

3月6日 塩蔵わかめ

3月6日 チンゲン菜

3月6日 ほうれん草

3月4日 ほうれん草

3月4日 パセリ

3月4日 冷凍液卵

3月4日 しめじ

3月4日 小松菜

3月4日 キャベツ

3月4日 人参

3月4日 長ねぎ

3月4日 大根

千葉県

千葉県

検出せず（5.0未満）

茨城県

千葉県

千葉県

埼玉県

神奈川県

長野県

千葉県

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（3.6未満）

検出せず（4.3未満）神奈川県

国産

千葉県

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（3.5未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.8未満）

千葉県

福島県

青森県

青森県

茨城県

長野県

茨城県

北海道

群馬県

茨城県

埼玉県

検出せず（4.9未満）

千葉県

北海道

千葉県

岩手県

千葉県+茨城県

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.3未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県 検出せず（5.3未満）



3月4日 牛乳

3月3日 白菜

3月3日 いわしのすり身

3月3日 豚レバー

3月3日 菜花

3月3日 ちりめんじゃこ

3月3日 糸削り

3月3日 ピーマン

3月3日 にら

3月3日 じゃがいも

3月3日 きゅうり

2月28日 秋鮭切り身

2月28日 ぶり切り身

2月28日 れんこん

2月28日 ごぼう

2月28日 生椎茸

2月28日 いちご

2月28日 小豆

2月28日 いわし開き

2月28日
酒蒸帆立

リカーサブール

2月28日 納豆ﾀﾚｶﾗｼ付

2月25日 牛乳

2月20日 白菜

2月20日 たけのこ水煮

2月20日 大根

2月20日 里芋

2月20日 いちご

2月20日 豚肉

2月20日 豚肉

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（4.7未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.0未満）

青森県

千葉県

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

茨城県

福岡県

神奈川県

千葉県

千葉県・茨城県

栃木県

茨城県

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（6.3未満）

茨城県

青森県

茨城県

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.5未満）

北海道

長崎県

検出せず（3.6未満）

愛媛県

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.3未満）

新潟県

茨城県

北海道

茨城県

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県

北海道

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満）

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（5.9未満）

検出せず（3.5未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（7.3未満） 検出せず（9.2未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）



2月20日 小松菜

2月20日 水菜

2月19日 人参

2月19日 菜花

2月19日 白菜

2月19日 じゃがいも

2月19日 白いんげん水煮

2月19日 玉葱

2月19日 ほうれん草

2月19日 豚ひき肉

2月19日 小松菜

2月19日 ごぼう

2月18日 キャベツ

2月18日 かえり煮干

2月18日 ごぼう

2月18日 えのき茸

2月18日 人参

2月18日 長ねぎ

2月18日 トマト

2月18日 里芋

2月18日 もやし

2月18日 牛乳

2月17日 大根

2月17日 もやし

2月17日 人参

2月17日 パセリ

2月17日 かつお刻み節

2月17日 長ねぎ

2月17日 里芋

2月17日 鶏もも肉

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（5.1未満）千葉県

茨城県

青森県

北海道

北海道

北海道

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

検出せず（6.6未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.8未満）

茨城県

検出せず（5.3未満）

千葉県

千葉県

千葉県

静岡県・鹿児島県

埼玉県

千葉県

千葉県

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（6.5未満）

茨城県

検出せず（5.9未満）検出せず（4.9未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満）

埼玉県

栃木県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（7.1未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.9未満）

千葉県

栃木県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（7.8未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.4未満）

千葉県

瀬戸内海・長崎県

青森県

新潟県

千葉県

千葉県

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.4未満）



2月17日 りんご

2月17日 チンゲン菜

2月13日 りんご

2月13日 レモン汁

2月13日 人参

2月13日 いか短冊

2月13日 しめじ

2月13日 ごぼう

2月13日 にら

2月13日 白菜

2月13日 パセリ

2月12日 さつまいも

2月12日 小松菜

2月12日 キャベツ

2月12日 冷凍液卵

2月12日 里芋

2月12日 もやし

2月12日 豚もも肉

2月12日 人参

2月12日 玉葱

2月12日 えのき茸

2月12日 牛乳

2月4日 さつまいも

2月4日 小あじドレス

2月4日 金時豆

2月4日 長ねぎ

2月4日 人参

2月4日 小松菜

2月4日 かぶ

2月4日 きゅうり

茨城県

青森県 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県

北海道

茨城県

千葉県

千葉県 検出せず（4.9未満）

千葉県

千葉県

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.7未満）

千葉県

検出せず（7.1未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.7未満）

青森県

瀬戸内産

千葉県

青森県

千葉県

茨城県

長野県

青森県

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（5.1未満）

千葉県

北海道

長野県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（3.6未満）

千葉県

福島県

検出せず（4.8未満）

千葉県

千葉県

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（5.1未満）

千葉県

検出せず（7.3未満）

検出せず（5.8未満）

千葉県

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満）

千葉県

新潟県

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（5.2未満）



2月4日 白菜

2月4日 牛乳

2月3日 菜花

2月3日 白菜

2月3日 いちご

2月3日 人参

2月3日 鶏卵

2月3日 ごぼう

2月3日 さつまいも

2月3日 大根

2月3日 炒り大豆

2月3日 長ねぎ

1月31日 秋鮭切り身

1月31日 片口いわし

1月31日 ちば丸

1月31日 焼きのり

1月31日
いわしっぺ

（みりん干し）

1月31日 塩蔵わかめ

1月31日 れんこん

1月31日 ごぼう

1月31日 生椎茸

1月31日 みかん

1月28日 牛乳

1月27日 炒り大豆

1月27日 鶏もも肉

1月27日 細切り昆布

1月27日 いわしすり身

1月27日 きゅうり

1月27日 冷凍液卵

千葉県

茨城県

千葉県 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.1未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（7.9未満）検出せず（7.2未満）

岩手県

青森県

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（3.2未満）

北海道

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県

静岡県

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.5未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）千葉県

検出せず（3.7未満）

茨城県

検出せず（4.0未満）検出せず（4.4未満）

栃木県

検出せず（4.9未満）北海道

千葉県

岩手県 検出せず（4.7未満）

千葉県

千葉県

千葉県

神奈川県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

青森県

千葉県

千葉県 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.7未満）

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（7.7未満） 検出せず（7.1未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.1未満）



1月27日 せり

1月27日 にら

1月27日 さつまいも

1月21日 ほうれん草

1月21日 キャベツ

1月21日 人参

1月21日 つみれ

1月21日 南部かやきせんべい

1月21日 しめじ

1月21日 白菜

1月21日 長ねぎ

1月21日 ごぼう

1月21日 小松菜

1月21日 牛乳

1月20日 豚小間

1月20日 ボンレスハム

1月20日 ブロッコリー

1月20日 もやし

1月20日 人参

1月20日 りんご

1月20日 豚肉

1月20日 キャベツ

1月20日 長ねぎ

1月16日 里芋

1月16日 小松菜

1月16日 かぶ

1月16日 白菜

1月16日 人参

1月16日 りんご

1月16日 豚もも小間

千葉県 検出せず（4.6未満） 検出せず（3.7未満）

茨城県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.5未満）栃木県

千葉県

千葉県

青森県

千葉県

千葉県

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.7未満）

青森県

千葉県

千葉県・群馬県他

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

埼玉県

栃木県

千葉県

千葉県

青森県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

検出せず（4.1未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.8未満）

茨城県

千葉県

千葉県

岩手県

長野県

千葉県

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（6.9未満）



1月16日 乾燥大豆

1月16日 大根

1月16日 にら

1月15日 チンゲン菜

1月15日 かぶ

1月15日 塩蔵わかめ

1月15日 木綿豆腐

1月15日 玉葱

1月15日 もやし

1月15日 三角こんにゃく

1月15日 大根

1月15日 ごぼう

1月14日 さつまいも

1月14日 里芋

1月14日 ごぼう

1月14日 ほうれん草

1月14日 鶏もも肉

1月14日 白菜

1月14日 人参

1月14日 鶏卵

1月14日 りんご

1月14日 長ねぎ

1月14日 牛乳

1月9日 大根

1月9日 小松菜

1月9日 ごぼう

1月9日 白菜

1月9日 長ねぎ

1月9日 塩蔵わかめ

1月9日 ちりめんじゃこ

茨城県

栃木県

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.8未満）北海道

茨城県

千葉県

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県

群馬県

神奈川県

岩手県

宮城県

北海道

福島県

青森県

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.3未満）

埼玉県

千葉県

千葉県

茨城県

栃木県

茨城県

検出せず（4.3未満）

検出せず（6.8未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（6.8未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.7未満）検出せず（4.4未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満）神奈川県

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.9未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.0未満）

千葉県

岩手県

静岡県

茨城県

茨城県

検出せず（6.5未満）

茨城県

岩手県

千葉県

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.1未満）

茨城県

検出せず（3.5未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（7.7未満） 検出せず（6.5未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.2未満）



1月9日 人参

1月9日 ほうれん草

1月8日 玉葱

1月8日 せり

1月8日 りんご

1月8日 キャベツ

1月8日 生落花生

1月8日 豚肉

1月8日 えのき茸

1月8日 鶏もも肉

1月8日 ピーマン

1月8日 人参

12月27日 秋鮭切り身

12月27日 ヨーグルト

12月27日 澱粉

12月27日 冷凍ホールコーン

12月27日 マッシュルーム水煮

12月27日 干椎茸（ホール）

12月27日 白麦

12月27日 米粒麦

12月27日 れんこん

12月27日 さつまいも

12月16日 キャベツ

12月16日 マッシュルーム水煮

12月16日 長ねぎ

12月16日 れんこん

12月16日 かぶ

12月16日 塩蔵わかめ

12月16日 ごぼう

12月16日 えのき茸

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満）

長野県 検出せず（6.1未満）

千葉県

千葉県

埼玉県

茨城県

千葉県

岩手県

茨城県

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（3.2未満）

千葉県

茨城県

検出せず（4.2未満）

愛媛県・大分県

検出せず（4.7未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.5未満）

新潟県

検出せず（3.8未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（5.1未満）検出せず（4.8未満）

茨城県・神奈川県 検出せず（4.9未満）

新潟県・宮城県

北海道

北海道 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.0未満）

千葉県

青森県

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.2未満）

北海道

千葉県

千葉県

学校栽培（湖北北地区）

茨城県

長野県

岩手県

茨城県

茨城県 検出せず（5.5未満）検出せず（6.0未満）

検出せず（5.4未満）

北海道

千葉県

検出せず（5.3未満）茨城県

検出せず（6.2未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（7.7未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.0未満）



12月16日 セロリ

12月16日 牛乳

12月12日 里芋

12月12日 りんご

12月12日 鶏肉

12月12日 ほうれん草

12月12日 人参

12月12日 じゃがいも

12月12日 豚ひき肉

12月12日 きゅうり

12月12日 ごぼう

12月12日 ピーマン

12月11日 長ねぎ

12月11日 りんごジュース

12月11日 鶏肉

12月11日 里芋乱切り

12月11日 チンゲン菜

12月11日 小松菜

12月11日 鶏卵

12月11日 玉葱

12月11日 りんご

12月10日 ピーマン

12月10日 大根

12月10日 カリフラワー

12月10日 にら

12月10日 ブロッコリー

12月10日 乾燥大豆

12月10日 白菜

12月10日 鶏ひき肉

12月10日 塩蔵わかめ

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（2.9未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県

栃木県

北海道

千葉県

青森県

千葉県

千葉県

茨城県 検出せず（4.2未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県

埼玉県

北海道

茨城県

神奈川県

埼玉県

検出せず（4.2未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（6.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.3未満）

千葉県

岩手県

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.4未満）

青森県

茨城県

検出せず（5.5未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.0未満）

千葉県

茨城県

検出せず（6.6未満）

検出せず（6.6未満）

青森県

茨城県

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.9未満）

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

北海道

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.1未満）

青森県

岩手県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳



12月10日 長ねぎ

12月10日 牛乳

12月3日 舞茸

12月3日 青大豆

12月3日 白菜

12月3日 きざみのり

12月3日 さつまいも

12月3日 きゅうり

12月3日 しめじ

12月3日 人参

12月3日 水菜

12月3日 牛乳

12月2日 にら

12月2日 長ねぎ

12月2日 白菜

12月2日 人参

12月2日 冷凍液卵

12月2日 ごぼう

12月2日 大根

12月2日 小松菜

12月2日 パセリ

12月2日 キャベツ

11月29日 秋鮭切り身

11月29日 さんま筒切り

11月29日 片口いわし

11月29日 小鯵ドレス

11月29日 ちりめんじゃこ

11月29日 乾燥わかめ

11月29日
鶏もも肉切り身

クリスマス用チキン

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.6未満）

長野県

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.8未満）

千葉県

青森県

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.1未満）

静岡県

山形県

茨城県

千葉県

検出せず（5.9未満）検出せず（5.6未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（3.4未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（3.4未満）

検出せず（7.3未満）

検出せず（4.2未満）

静岡県

三陸産

検出せず（2.6未満）

検出せず（6.6未満）

検出せず（3.2未満）千葉県

千葉県

千葉県

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）岩手県

検出せず（4.4未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.4未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県 検出せず（4.7未満）



11月29日 れんこん

11月29日 ごぼう

11月29日 りんご

11月26日 小松菜

11月26日 炒り大豆

11月26日 キャベツ

11月26日 かぶ

11月26日 じゃがいも

11月26日 鶏卵

11月26日 トマト

11月26日 きゅうり

11月26日 かぶの葉

11月26日 牛乳

11月25日 きゅうり

11月25日 にら

11月25日 ほうれん草

11月25日 豚小間

11月25日 もやし

11月25日 里芋

11月25日 ごぼう

11月25日 小松菜

11月25日 鶏肉

11月25日 大根

11月20日 にら

11月20日 生椎茸

11月20日 舞茸

11月20日 レトルトツナ

11月20日 大根

11月20日 小松菜

11月20日 きゅうり

青森県

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.9未満）

千葉県

茨城県 検出せず（5.8未満） 検出せず（6.3未満）

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

静岡県

茨城県

検出せず（3.9未満）

千葉県

青森県

千葉県

千葉県

北海道

栃木県

栃木県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

検出せず（3.9未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.6未満）検出せず（7.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.9未満）

千葉県

神奈川県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.9未満）

千葉県

東京都 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（7.0未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（3.2未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.5未満）千葉県

千葉県

茨城県

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（7.0未満）

静岡県

勝浦

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.7未満）

茨城県

秋田県 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.6未満）



11月20日 菊花

11月20日 白菜

11月19日 りんご

11月19日 水菜

11月19日 大根

11月19日 きゅうり

11月19日 ほうれん草

11月19日 長ねぎ

11月19日 人参

11月19日 鶏卵

11月19日 おかひじき

11月19日 キャベツ

11月19日 牛乳

11月18日 かぶ

11月18日 りんご

11月18日 白菜

11月18日 小松菜

11月18日 さつまいも

11月18日 鶏肉

11月18日 ほうれん草

11月18日 玉葱

11月18日 にら

11月14日 ほうれん草

11月14日 白菜

11月14日 いわしの旨味干し

11月14日 長ねぎ

11月14日 しめじ

11月14日 ごぼう

11月14日 玉葱

11月14日 人参

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.1未満）

長野県

栃木県

茨城県

千葉県

長野県

茨城県

茨城県

千葉県

検出せず（4.6未満）

北海道

検出せず（4.4未満）

北海道

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.3未満）

千葉県

青森県

検出せず（4.1未満）

千葉県

東京都

検出せず（4.2未満）

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

青森県

茨城県

検出せず（4.0未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.4未満）

栃木県

千葉県

青森県

北海道

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.4未満）

茨城県

茨城県

検出せず（5.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県

神奈川県

長野県

長野県

山形県



11月14日 キャベツ

11月14日 パセリ

11月12日 牛乳

11月11日 豚肉

11月11日 ちりめんじゃこ

11月11日 豚肉

11月11日 れんこん

11月11日 かぶ

11月11日 りんご

11月11日 キャベツ

11月11日 しめじ

11月11日 ブロッコリー

11月7日 ピーナツ

11月7日 春菊

11月7日 りんご

11月7日 にら

11月7日 豚肉

11月7日 人参

11月7日 里芋

11月7日 塩蔵わかめ

11月7日 きゅうり

11月7日 ごぼう

11月5日 牛乳

10月31日 秋鮭切り身

10月31日 さんま筒切り

10月31日 真いわし

10月31日 さば切り身

10月31日 いなだ切り身

10月31日 あさりむき身

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

千葉県 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.2未満）

青森県

愛知県

千葉県 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（3.7未満）

北海道

北海道

千葉県

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満）検出せず（4.5未満）
千葉県・北海道・岩手県

秋田県・宮城県
群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.9未満）

千葉県

群馬県

青森県

茨城県

北海道

埼玉県

北海道

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.6未満）

茨城県

茨城県

岩手県

千葉県

長野県

茨城県

長野県

千葉県

千葉県

国内産

千葉県

茨城県

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（7.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.4未満）



10月31日 れんこん

10月31日 さつまいも

10月31日 里芋

10月31日 落花生

10月30日 しめじ

10月30日 ごぼう

10月30日 かぼちゃ

10月30日 キャベツ

10月30日 小松菜

10月30日 卵

10月30日 無添加ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ

10月30日 里芋

10月30日 トマト

10月29日 大根

10月29日 結び昆布

10月29日 もやし

10月29日 キャベツ

10月29日 キウイフルーツ

10月29日 人参

10月29日 刻み鶏軟骨

10月29日 いか短冊

10月29日 長ねぎ

10月29日 エリンギ

10月29日 牛乳

10月22日 牛乳

10月17日 りんご

10月17日 白菜

10月17日 春菊

10月17日 豚もも肉

検出せず（4.5未満）

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.9未満）

北海道

千葉県

栃木県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（4.8未満）

検出せず（5.8未満）

群馬県

茨城県

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.2未満）

青森県

長野県

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.3未満）

千葉県・群馬県他

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.2未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

岩手県

検出せず（4.3未満）

長野県

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.9未満）

千葉県

学校栽培（湖北北地区）

北海道

千葉県

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.4未満）

青森県

静岡県

千葉県

北海道

栃木県

千葉県

千葉県

検出せず（3.8未満）

長野県

茨城県



10月17日 大根

10月17日 さつまいも

10月17日 ほうれん草

10月17日 梨

10月17日 きゅうり

10月16日 キャベツ

10月16日 春菊

10月16日 ごぼう

10月16日 さつまいも

10月16日 煮干し

10月16日 玉葱

10月16日 豚肉

10月16日 乾燥大豆

10月16日 小松菜

10月16日 鶏こま肉

10月15日 もやし

10月15日 刻み昆布

10月15日 キャベツ

10月15日 鶏もも肉皮なし

10月15日 えのき茸

10月15日 長ねぎ

10月15日 れんこん

10月15日 きゅうり

10月15日 長ねぎ

10月15日 牛乳

10月10日 長ねぎ

10月10日 じゃがいも

10月10日 ほうれん草

10月10日 かぶ

10月10日 豚肉

群馬県

北海道

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.7未満）

茨城県

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.1未満）

栃木県

検出せず（4.8未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）千葉県

千葉県

千葉県

検出せず（4.3未満）

千葉県 検出せず（4.7未満）

北海道

岩手県

北海道 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県

千葉県

検出せず（4.6未満）

群馬県

千葉県

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.2未満）千葉県

千葉県

検出せず（4.9未満）

検出せず（3.7未満）

青森県 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.6未満）

秋田県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

長野県

北海道

群馬県

青森県

栃木県

北海道

群馬県

岩手県

茨城県

千葉県



10月10日 もやし

10月10日 しめじ

10月10日 きゅうり

10月10日 里芋

10月10日 白菜

10月9日 豚レバー

10月9日 チンゲン菜

10月9日 豚肉

10月9日 きゅうり

10月9日 玉葱

10月9日 ピーマン

10月9日 さつまいも

10月9日 大根

10月9日 セロリ

10月8日 きゅうり

10月8日 梨

10月8日 白菜

10月8日 にら

10月8日 板こんにゃく

10月8日 ごぼう

10月8日 長ねぎ

10月8日 鶏肉

10月8日 大根

10月8日 えのき茸

10月8日 牛乳

10月2日 甲斐路

10月2日 生プルーン

10月2日 ごぼう

10月2日 海藻ミックス

10月2日 しめじ

検出せず（4.8未満）

検出せず（3.2未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（7.0未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.0未満） 検出せず（3.1未満）

検出せず（2.3未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（3.6未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（3.8未満）

山梨県

青森県

茨城県

岩手県・宮城県

千葉県

青森県

千葉県

茨城県

茨城県

秋田県

長野県

茨城県

長野県

千葉県

茨城県

茨城県

茨城県

埼玉県

北海道

茨城県

千葉県

長野県

群馬県

長野県

検出せず（2.2未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（2.7未満） 検出せず（2.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県

長野県

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.6未満）

栃木県

長野県

茨城県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.7未満）



10月2日 小松菜

10月2日 里芋

10月2日 人参

10月2日 チンゲン菜

10月1日 キャベツ

10月1日 きゅうり

10月1日 梨

10月1日 小松菜

10月1日 ゆでたまご

10月1日 長ねぎ

10月1日 とうもろこし

10月1日 卵

10月1日 ピーマン

10月1日 にら

10月1日 牛乳

9月30日 秋鮭切り身

9月30日 さんま筒切り

9月30日 本ぶり

9月30日 いわし開き

9月30日 いなだ

9月30日 れんこん

9月30日 さつまいも

9月30日 里芋

9月30日 りんご

9月30日 巨峰

検出せず（4.3未満）検出せず（4.0未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.0未満）

青森県

群馬県

岩手県・福島県、その他

検出せず（3.3未満）

茨城県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

茨城県

東京都

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.6未満）青森県

千葉県

北海道

北海道

青森県

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県

千葉県

青森県

長野県

検出せず（6.0未満）

千葉県

茨城県

北海道

茨城県

栃木県

茨城県

茨城県

新潟県

学校栽培
（湖北南地区）

検出せず（3.3未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（2.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.0未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.7未満）

7.1（4.9未満）

食品衛生法に基づく
飲食物に関する

新基準値
（一般食品100Bq/Kg）

未満ですが、
学校給食や学校行事等には

使用しません。

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.5未満）



9月24日 牛乳

9月19日 生プルーン

9月19日 鶏もも肉

9月19日 おかひじき

9月19日 いか

9月19日 さつまいも

9月19日 ピーマン

9月19日 巨峰

9月19日 小松菜

9月19日 梨

9月18日 キャベツ

9月18日 小松菜

9月18日 ピーマン

9月18日 さつまいも

9月18日 ほうれん草

9月18日 長ねぎ

9月18日 なす

9月18日 なす

9月18日 大根

9月18日 チンゲン菜

9月17日 セロリ

9月17日 もやし

9月17日 里芋

9月17日 えのき茸

9月17日 じゃがいも

9月17日 小松菜

9月17日 トマト

9月17日 キャベツ

9月17日 しめじ

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（4.5未満）検出せず（4.3未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.2未満）

北海道

群馬県

北海道

群馬県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（6.0未満）

長野県

千葉県

群馬県

千葉県

茨城県

山梨県

千葉県

学校栽培（我孫子南地区）

茨城県

青森県

千葉県

千葉県

新潟県

北海道

茨城県

長野県

栃木県

検出せず（5.6未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.9未満）

千葉県

茨城県

岩手県

長野県

岩手県

千葉県

検出せず（5.5未満）

検出せず（7.9未満）

検出せず（5.7未満）青森県

検出せず（3.8未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（3.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（7.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（3.3未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.9未満）



9月17日 牛乳

9月12日 じゃがいも

9月12日 梨

9月12日 かぶ

9月12日 トマト

9月12日 パセリ

9月12日 ピーマン

9月12日 きゅうり

9月12日 長ねぎ

9月12日 豚肉

9月12日 さつまいも

9月11日 鶏肉

9月11日 かんぴょう

9月11日 なす

9月11日 豆腐

9月11日 大根

9月11日 冷凍液卵

9月11日 人参

9月11日 きゅうり

9月11日 キャベツ

9月10日 人参

9月10日 きゅうり

9月10日 キャベツ

9月10日 小松菜

9月10日 なす

9月10日 玉葱

9月10日 ピーマン

9月10日 豚もも肉

9月10日 じゃがいも

9月10日 梨

検出せず（4.0未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（3.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.4未満）

宮城県

検出せず（5.4未満）千葉県

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.9未満）

栃木県

岩手県

北海道

千葉県

群馬県

北海道

北海道

茨城県

群馬県

北海道

茨城県

千葉県

茨城県

茨城県

茨城県

北海道

千葉県

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県

青森県

岐阜県

千葉県

茨城県

茨城県

青森県

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.1未満）茨城県

検出せず（3.6未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

北海道

千葉県

検出せず（5.0未満）



9月10日 牛乳

9月9日 ピーマン

9月9日 塩蔵わかめ

9月9日 チンゲン菜

9月9日 小松菜

9月9日 キャベツ

9月9日 人参

9月9日 にら

9月9日 もやし

9月9日 ごぼう

9月5日 いか

9月5日 ごぼう

9月5日 きゅうり

9月5日 長ねぎ

9月5日 大根

9月5日 もやし

9月5日 えのき茸

9月5日 梨

9月5日 小松菜

9月5日 キャベツ

9月4日 キャベツ

9月4日 ミニトマト

9月4日 にら

9月4日 豚肉

9月4日 パセリ

9月4日 豚肉

9月4日 長ねぎ

9月4日 じゃがいも

9月4日 ピーマン

9月3日 大根

検出せず（4.8未満）
千葉県・北海道・岩手県

秋田県・宮城県
群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.3未満）

北海道

検出せず（5.6未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県+茨城県 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.8未満）

千葉県

茨城県 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（5.3未満）

青森県

青森県

検出せず（5.9未満）

北海道 検出せず（5.5未満）

千葉県

茨城県

検出せず（5.8未満）

茨城県

栃木県

青森県

群馬県

青森県

埼玉県

群馬県

群馬県

群馬県

検出せず（7.2未満）

千葉県

北海道

栃木県

長野県

茨城県

岩手県

茨城県

茨城県

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満）

茨城県

群馬県

千葉県

検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.2未満）



9月3日 キャベツ

9月3日 長ねぎ

9月3日 ひきわり大豆

9月3日 ごぼう

9月3日 なす

9月3日 ほうれん草

9月3日 きゅうり

9月3日 干し椎茸

9月3日 豚肉

9月3日 牛乳

8月29日 秋鮭

8月29日 さんま開き

8月29日 ヨーグルト

8月29日 冷凍ホールコーン

8月29日 うずら卵水煮

8月29日 マッシュルーム水煮

8月29日 米油

8月29日 れんこん

8月29日 さつまいも

8月29日 梨

7月17日 牛乳

7月11日 かぶ

7月11日 刻みうなぎ

7月11日 きゅうり

7月11日 すいか

7月11日 キャベツ

7月11日 アップルシャーベット

7月11日 生揚げ

7月11日 人参

千葉県 検出せず（4.3未満）

北海道 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満）

茨城県

千葉県

茨城県

検出せず（4.8未満）

北海道

茨城県・神奈川県

群馬県

検出せず（4.1未満）

日本各地

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.5未満）

北海道

千葉県

検出せず（6.0未満）千葉県

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.9未満）

青森県

茨城県

茨城県

群馬県

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.3未満）

青森県

愛知県

茨城県

千葉県

群馬県

青森県 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県

国内産

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

新潟県・富山県・カナダの大豆

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.2未満）

茨城県

検出せず（3.7未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.4未満）検出せず（6.0未満）



7月11日 えのき茸

7月10日 卵

7月10日 長ねぎ

7月10日 とうもろこし

7月10日 ピーマン

7月10日 じゃがいも

7月10日 うずら卵水煮

7月10日 小松菜

7月10日 きゅうり

7月10日 さやいんげん

7月10日 ごぼう

7月9日 きゅうり

7月9日 長ねぎ

7月9日 トマト

7月9日 小松菜

7月9日 ピーマン

7月9日 じゃがいも

7月9日 豚肉

7月9日 もやし

7月9日 かぼちゃ

7月9日 牛乳

7月8日 豚肉

7月8日 にら

7月8日 トマト

7月8日 ほうれん草

7月8日 豚肉

7月8日 さやいんげん

7月8日 なす

7月8日 キャベツ

7月8日 小松菜

千葉県

千葉県

群馬県

茨城県

検出せず（6.5未満） 検出せず（4.5未満）

秋田県

茨城県

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.4未満）

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

群馬県

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

群馬県

千葉県+茨城県

栃木県

茨城県

群馬県

神奈川県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

岩手県

千葉県

茨城県

茨城県

新潟県

学校栽培（湖北北地区） 検出せず（4.6未満）

栃木県

福島県



7月8日 りんご

7月2日 人参

7月2日 豚もも肉

7月2日 長芋

7月2日 いか短

7月2日 小松菜

7月2日 キャベツ

7月2日 レタス

7月2日 長ねぎ

7月2日 枝豆

7月2日 牛乳

7月1日 さやいんげん

7月1日 白菜

7月1日 きゅうり

7月1日 もやし

7月1日 小豆

7月1日 チンゲン菜

7月1日 キャベツ

7月1日 小松菜

7月1日 なす

7月1日 ほうれん草

6月28日 秋鮭

6月28日 ヨーグルト

6月28日 乾燥大豆

6月28日 塩蔵わかめ

6月28日 むきあさり

6月28日 白麦

6月28日 米粒麦

6月28日 いなだ

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（7.3未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（7.1未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（7.7未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（4.9未満）

岩手県

検出せず（5.5未満）

検出せず（7.2未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（8.1未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（7.2未満）

茨城県

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.4未満）

宮城県・栃木県・群馬県
長野県・富山県

東京都

千葉県

長野県

岩手県

北海道

検出せず（4.7未満）

愛知県

北海道

千葉県

千葉県

長野県

千葉県

群馬県

北海道

茨城県

検出せず（9.1未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県

茨城県

青森県

青森県

検出せず（6.3未満）

検出せず（6.5未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（6.4未満）

栃木県

茨城県

茨城県

千葉県

検出せず（6.4未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.6未満）検出せず（6.8未満）

検出せず（8.6未満）茨城県

検出せず（6.3未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（6.9未満）

長野県・富山県

検出せず（5.0未満）

検出せず（7.7未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.7未満）青森県



6月28日 むき枝豆

6月28日 冷凍里芋

6月25日 牛乳

6月24日 しめじ

6月24日 キャベツ

6月24日 なす

6月24日 小松菜

6月24日 えのき茸

6月24日 もやし

6月24日 豚肉

6月24日 人参

6月24日 パセリ

6月24日 さくらんぼ

6月19日 ほうれん草

6月19日 レタス

6月19日 ピーマン

6月19日 キャベツ

6月19日 いんげん

6月19日 小玉すいか

6月19日 大根

6月19日 人参

6月19日 きゅうり

6月18日 アスパラガス

6月18日 ちりめんじゃこ

6月18日 しめじ

6月18日 もやし

6月18日 チンゲン菜

6月18日 卵

6月18日 ゆで大豆

6月18日 かぶ

千葉県

千葉県

栃木県

愛媛県

長野県

栃木県

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.4未満）

茨城県

青森県

検出せず（6.6未満）

検出せず（7.4未満）

検出せず（6.6未満）栃木県

北海道 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（7.3未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（7.0未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.8未満）

群馬県

茨城県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（4.2未満）長野県

検出せず（6.7未満） 検出せず（4.4未満）千葉県

千葉県

千葉県

長野県

茨城県

福島県

千葉県

千葉県

千葉県

山形県

検出せず（8.8未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（7.4未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（9.1未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（8.6未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県

千葉県

千葉県

群馬県

北海道

検出せず（5.5未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.9未満）



6月18日 鶏もも肉

6月18日 牛乳

6月17日 人参

6月17日 にんにく

6月17日 キャベツ

6月17日 きぬさや

6月17日 きゅうり

6月17日 豚ひき肉

6月17日 キャベツ

6月17日 長ねぎ

6月17日 糸みつば

6月17日 大根

6月13日 さつまいも

6月13日 きざみのり

6月13日 かぶ

6月13日 キャベツ

6月13日 長ねぎ

6月13日 鶏肉

6月13日 冷凍殺菌卵

6月13日 小松菜

6月13日 皮付き落花生

6月12日 大根

6月12日 メロン

6月12日 人参

6月12日 小松菜

6月12日 切干大根

6月12日 セロリ

6月12日 ほうれん草

6月12日 大豆もやし

6月12日 豚肉

検出せず（6.6未満）

検出せず（6.7未満）

千葉県

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（7.3未満）

千葉県

北海道

千葉県

検出せず（4.6未満）

検出せず（3.6未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（8.0未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（7.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（8.3未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満）

青森県

茨城県

検出せず（5.5未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（9.2未満）

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

栃木県

茨城県

千葉県

長野県

群馬県

東京都

千葉県

青森県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県

千葉県

茨城県

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県

青森県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

青森県

千葉県

福島県

茨城県 検出せず（6.9未満）

検出せず（6.9未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（6.2未満）



6月12日 いわしすり身

6月11日 牛乳

6月7日 おかひじき

6月7日 鶏肉

6月7日 青大豆

6月7日 いか短冊

6月7日 なす

6月7日 長ねぎ

6月7日 しめじ

6月7日 もやし

6月7日 エリンギ

6月6日 メロン

6月6日 スナップえんどう

6月6日 チンゲン菜

6月6日 ひきわり大豆

6月6日 パセリ

6月6日 長ねぎ

6月6日 豚もも肉

6月6日 鶏肉

6月6日 にんにく

6月6日 きゅうり

6月4日 大根

6月4日 かぶ

6月4日 冷凍殺菌卵

6月4日 豆腐

6月4日 人参

6月4日 豚肉

6月4日 ピーマン

6月4日 きゅうり

6月4日 小松菜

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（7.0未満）

検出せず（6.7未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.7未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（7.8未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（8.2未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（4.6未満）

福島県

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（7.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.7未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.9未満）

千葉県

千葉県

検出せず（8.6未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.0未満）

千葉県

岩手県

茨城県

茨城県

長野県

青森県

長野県

栃木県

岩手県

茨城県

青森県

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

宮城県

千葉県

茨城県

茨城県

検出せず（6.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（8.9未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（7.2未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（6.8未満） 検出せず（5.2未満）

青森県

千葉県

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（3.8未満）

山形県

青森県

群馬県



6月4日 牛乳

6月3日 ごぼう

6月3日 白菜

6月3日 メロン

6月3日 にら

6月3日 人参

6月3日 キャベツ

6月3日 押豆腐

6月3日 もやし

6月3日 長ねぎ

6月3日 ピーマン

5月31日 秋鮭切身

5月31日 ヨーグルトプレーン

5月31日 小鯵ドレス

5月31日 真鰯開き

5月31日 冷凍いんげん

5月31日 殻付き落花生

5月31日 いわしすり身

5月31日 乾燥大豆

5月31日 塩蔵わかめ

5月31日 アップルシャーベット

5月28日 牛乳

5月27日 チンゲン菜

5月27日 ひじき

5月27日 さんまの筒切

5月27日 液卵

5月27日 ピーマン

5月27日 豚肉

5月27日 パセリ

検出せず（6.2未満）

茨城県

検出せず（3.4未満）

検出せず（5.3未満）

千葉県

千葉県

検出せず（7.4未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.3未満）

千葉県

新潟県

栃木県

検出せず（7.2未満）

検出せず（8.5未満）

岩手県

検出せず（5.3未満）

青森県

青森県

茨城県

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.4未満）

北海道

茨城県・神奈川県

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（7.2未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（7.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.1未満）

北海道

千葉県

千葉県

検出せず（8.4未満）

北海道

茨城県 検出せず（8.8未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.2未満）

北海道 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（3.6未満）

茨城県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.6未満）

茨城県 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（8.5未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.0未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.6未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（7.4未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（7.5未満） 検出せず（6.7未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（8.9未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.1未満）



5月27日 小松菜

5月27日 にら

5月24日 キャベツ

5月24日 豚肉

5月24日 そら豆

5月24日 さやいんげん

5月24日 秋鮭

5月24日 刻み大豆

5月24日 冷凍よもぎ

5月24日 チンゲン菜

5月24日 人参

5月24日 長ねぎ

5月21日 キャベツ

5月21日 きゅうり

5月21日 えのき茸

5月21日 押豆腐

5月21日 小松菜

5月21日 炒り大豆

5月21日 豚肉

5月21日 もやし

5月21日 糸みつば

5月21日 牛乳

5月20日 大根

5月20日 エリンギ

5月20日 スナップえんどう

5月20日 えのき茸

5月20日 きゅうり

5月20日 にら

5月20日 きゅうり

5月20日 白菜

千葉県 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（8.4未満） 検出せず（5.2未満）

新潟県 検出せず（8.0未満） 検出せず（4.9未満）

宮城県 検出せず（5.1未満） 検出せず（3.1未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

青森県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.4未満）

栃木県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.8未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（7.6未満） 検出せず（5.2未満）

長野県 検出せず（8.9未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.4未満）

長野県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（7.4未満） 検出せず（4.9未満）

茨城県 検出せず（8.0未満） 検出せず（5.8未満）

茨城県 検出せず（7.0未満） 検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.1未満）

千葉県 検出せず（5.6未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.8未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（9.2未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（5.2未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.0未満）

山形県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.2未満）

青森県 検出せず（6.3未満）

千葉県 検出せず（9.2未満） 検出せず（5.5未満）

北海道 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（7.1未満） 検出せず（6.2未満）

茨城県 検出せず（8.1未満）



5月20日 レタス

5月20日 小松菜

5月16日 小松菜

5月16日 きゅうり

5月16日 アスパラガス

5月16日 鶏もも肉

5月16日 大根

5月16日 塩蔵わかめ

5月16日 ごぼう

5月16日 白菜

5月16日 さやえんどう

5月15日 きゅうり

5月15日 大根

5月15日 しめじ

5月15日 メロン

5月15日 いちご

5月15日 長ねぎ

5月15日 ほうれん草

5月15日 小松菜

5月15日 キャベツ

5月15日 セロリ

5月14日 牛乳

5月9日 しめじ

5月9日 小松菜

5月9日 豚レバー

5月9日 小鯵ドレス

5月9日 もやし

5月9日 鶏ひき肉

5月9日 ピーマン

5月9日 にら

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.6未満）

茨城県 検出せず（7.4未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（5.6未満） 検出せず（4.9未満）

学校栽培（湖北北地区） 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.9未満）

長野県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（6.9未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.6未満）

岩手県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.2未満）

栃木県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.0未満）

岩手県 検出せず（5.1未満） 検出せず（3.8未満）

東京都 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（7.0未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（8.3未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

栃木県 検出せず（5.7未満） 検出せず（5.0未満）

岩手県 検出せず（5.7未満） 検出せず（3.7未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（4.5未満）

長野県 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.1未満）

東京都 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.0未満） 検出せず（5.0未満）

長野県 検出せず（5.6未満） 検出せず（4.4未満）

東京都 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.6未満）



5月9日 ごぼう

5月7日 牛乳

5月1日 玉葱

5月1日 塩蔵わかめ

5月1日 もやし

5月1日 大根

5月1日 ふき

5月1日 ごぼう

5月1日 おかひじき

5月1日 鶏肉

5月1日 糸みつば

5月1日 きゅうり

4月30日 ヨーグルト

4月30日 でんぷん

4月30日
マッシュルーム水煮

（スライス）

4月30日 みかん（缶詰）

4月30日 ホールコーン(冷凍)

4月30日 うずら卵水煮

4月30日 かつお切身

4月30日 かつお角切

4月30日 柏もち

4月30日 醤油

4月30日 大豆

4月30日 牛乳

4月23日 しめじ

4月23日 豚もも肉

4月23日 青大豆

4月23日 チンゲン菜

茨城県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（7.6未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（6.8未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（4.9未満）

茨城県

検出せず（4.0未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（8.8未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（3.8未満）

茨城県

検出せず（5.8未満）

学校栽培（湖北北地区）

検出せず（5.1未満）

検出せず（6.3未満）

青森県

北海道

岩手県

栃木県

茨城県

千葉県

千葉県

検出せず（6.1未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

国産うるち米
小豆（北海道）

千葉県

検出せず（4.3未満）

北海道

千葉県

検出せず（4.6未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.1未満）

検出せず（4.3未満）

千葉県

静岡県

検出せず（4.6未満）北海道

検出せず（3.3未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.3未満）

北海道 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.0未満）

静岡県

静岡県

検出せず（3.8未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（7.3未満）

検出せず（7.3未満）

長野県

千葉県

山形県

茨城県



4月23日 小松菜

4月23日 にら

4月23日 大豆

4月23日 さつまいも

4月23日 鶏もも肉

4月23日 牛乳

4月22日 キャベツ

4月22日 かぶ

4月22日 りんご

4月22日 パセリ

4月22日 ごぼう

4月22日 長ねぎ

4月22日 大根

4月22日 鶏肉

4月22日 もやし

4月22日 白菜

4月18日 豚肉

4月18日 キャベツ

4月18日 鮭

4月18日 木綿豆腐

4月18日 焼きちくわ

4月18日 小松菜

4月18日 エリンギ

4月18日 えのき茸

4月18日 にら

4月17日 長ねぎ

検出せず（5.1未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（6.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.7未満）

6.5（4.4未満）

検出せず（5.7未満）

青森県

千葉県

検出せず（6.6未満）

検出せず（7.4未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（7.9未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.0未満）

茨城県

岩手県

検出せず（7.3未満）

検出せず（7.8未満）

青森県

埼玉県

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

千葉県

栃木県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

食品衛生法に基づく
飲食物に関する

新基準値
（一般食品　100Bq/ｋｇ）未満

ですが、しばらくの間
学校給食には
使用しません。

千葉県

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.2未満）千葉県

検出せず（9.0未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（6.6未満）

千葉県

検出せず（4.6未満）

検出せず（7.0未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（6.3未満）

千葉県

検出せず（7.6未満）

長野県

神奈川県

検出せず（4.1未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（6.6未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.2未満）

北海道

宮城県

北海道

千葉県

長野県



4月17日 アスパラ

4月17日 小松菜

4月17日 ごぼう

4月17日 煮干し

4月17日 炒り大豆

4月17日 小松菜

4月17日 パセリ

4月17日 えのき茸

4月17日 にら

4月16日 じゃがいも

4月16日 きゅうり

4月16日 りんご

4月16日 長ねぎ

4月16日 もやし

4月16日 ピーマン

4月16日 いんげん

4月16日 にんにく

4月16日 たまねぎ

4月16日 牛乳

4月15日 豚肉

4月15日 きゅうり

4月15日 キャベツ

4月15日 たまねぎ

4月15日 茎わかめ

4月15日 鶏肉

4月15日 豚もも肉

4月15日 レバーそぼろ

4月15日 大根

4月15日 ほうれん草

4月11日 小松菜

検出せず（5.6未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.5未満）

新潟県 検出せず（8.1未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（7.5未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.7未満）

千葉県船橋市

茨城県

瀬戸内海

青森県

検出せず（6.9未満）

検出せず（7.3未満）

検出せず（6.2未満）

茨城県

千葉県

茨城県

検出せず（5.9未満）

検出せず（6.7未満）

検出せず（4.6未満）千葉県柏市

千葉県

茨城県

神奈川県

北海道

検出せず（5.9未満）

検出せず（4.1未満）

岩手県

検出せず（6.7未満）

千葉県

千葉県

検出せず（7.7未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.1未満）群馬県

検出せず（4.5未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（6.4未満）

検出せず（5.2未満）

茨城県

千葉県

青森県

検出せず（6.9未満）

検出せず（6.3未満）

千葉県

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.9未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

千葉県

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.7未満）

青森県

検出せず（6.5未満）

検出せず（5.2未満）

北海道

茨城県

青森県

千葉県

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（7.1未満）

北海道 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（6.7未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（3.8未満）検出せず（5.7未満）栃木県



4月11日 さつまいも

4月11日 大根

4月11日 きゅうり

4月11日 パセリ

4月11日 ごぼう

4月11日 冷凍液卵

4月11日 菜花

4月11日 長ねぎ

4月10日 小松菜

4月10日 チンゲン菜

4月10日 きゅうり

4月10日 白菜

4月10日 長ねぎ

4月10日 卵

4月10日 ウインナー

4月10日 乾燥わかめ

4月10日 ピーマン

4月10日 大根

4月9日 大根

4月9日 かぶ

4月9日 もやし

4月9日 ツナ

4月9日 ごぼう

4月9日 キャベツ

4月9日 こんにゃく

4月9日 長ねぎ

4月9日 小松菜

4月8日 えのき茸

4月8日 小松菜

4月8日 いちご

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.1未満）

千葉県 検出せず(6.3未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.5未満）

青森県 検出せず（7.5未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（8.5未満） 検出せず（5.6未満）

茨城県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県

千葉県 検出せず（5.7未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（5.6未満） 検出せず（4.4未満）

長野県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県

東京都

検出せず（3.7未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（6.9未満）

神奈川県 検出せず（4.2未満）

群馬県

検出せず（4.9未満）千葉県

栃木県

千葉県

静岡県

青森県

千葉県

検出せず（6.2未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.3未満）

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

岩手県

北海道

検出せず（6.2未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（6.0未満）

栃木県

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（7.1未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（8.1未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.5未満）



4月8日 長ねぎ

4月8日 にら

4月8日 豚肉

4月8日 ごぼう

4月8日 塩蔵わかめ

4月8日 かぶ

4月8日 キャベツ

3月25日 秋鮭

3月25日 サワラ切り身

3月25日 でんぷん

3月25日 冷凍ホールコーン

3月25日 うずら卵水煮

3月25日 マッシュルーム水煮

3月25日 みかん（缶詰）

3月25日 ヨーグルト

3月25日 醤油

3月25日 米油

3月14日 小松菜

3月14日 白菜

3月14日 キャベツ

3月14日 いちご

3月14日 ほうれん草

3月14日 かぶ

3月14日 長ねぎ

3月14日 小松菜

3月14日 鶏肉

3月13日 玉ねぎ

3月13日 キャベツ

3月13日 エリンギ

3月13日 大根

茨城県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.2未満）

岩手県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず(5.2未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（3.9未満）

茨城県 検出せず（4.8未満） 検出せず（3.5未満）

千葉県 検出せず（5.4未満） 検出せず（3.7未満）

アメリカ・埼玉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（5.4未満）

東北・北海道 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.0未満）

静岡県 検出せず（8.2未満） 検出せず（4.9未満）

茨城県・神奈川県 検出せず（7.1未満） 検出せず（6.0未満）

愛知県・静岡県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.8未満）

北海道 検出せず（9.2未満） 検出せず（5.9未満）

北海道 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.6未満）

北海道 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.6未満）

韓国 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.2未満）

長野県 検出せず（7.0未満） 検出せず（5.4未満）

岩手県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.3未満）

北海道 検出せず（8.5未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（8.5未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（6.7未満）

検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.3未満）

千葉県 検出せず（6.9未満） 検出せず（6.0未満）

埼玉県 検出せず（7.0未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（7.9未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）



3月13日 水菜

3月13日 しめじ

3月13日 大納言

3月13日 里芋

3月13日 ごぼう

3月13日 長ねぎ

3月12日 小松菜

3月12日 ぶなしめじ

3月12日 キャベツ

3月12日 人参

3月12日 塩蔵わかめ

3月12日 豚もも肉

3月12日 冷凍液卵

3月12日 玉ねぎ

3月12日 ごぼう

3月12日 えのき茸

3月12日 もやし

3月12日 菜花

3月12日 牛乳

3月7日 ほうれん草

3月7日 大根

3月7日 もやし

3月7日 長ねぎ

3月7日 小豆

3月7日 にら

3月7日 チンゲン菜

3月5日 鶏もも肉

3月5日 大根

3月5日 小松菜

3月5日 鶏肉

千葉県 検出せず（6.9未満） 検出せず（4.6未満）

埼玉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県 検出せず（6.2未満） 検出せず（6.0未満）

長野県 検出せず（7.6未満） 検出せず（4.5未満）

北海道 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（7.4未満） 検出せず（5.8未満）

長野県 検出せず（9.5未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.4未満） 検出せず（4.5未満）

栃木県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県

北海道 検出せず（7.6未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.2未満）

茨城県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（6.9未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.4未満）

岩手県 検出せず（7.9未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（7.4未満） 検出せず（5.6未満）

長野県 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.7未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（9.5未満） 検出せず（5.9未満）

北海道 検出せず（6.9未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（7.4未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（8.2未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（8.1未満）

検出せず（6.8未満） 検出せず（6.0未満）

岩手県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県

栃木県

茨城県

千葉県

神奈川県 検出せず（6.3未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（6.1未満）岩手県

千葉県



3月5日 玉ねぎ

3月5日 ごぼう

3月5日 牛乳

3月4日 炒り大豆

3月4日 長ねぎ

3月4日 チンゲン菜

3月4日 長ねぎ

3月4日 もやし

3月4日 玉ねぎ

3月4日 小松菜

3月4日 豚もも肉

3月4日 ごぼう

3月4日 えのき茸

3月4日 白菜

3月4日 ほうれん草

3月4日 乾燥青大豆

2月28日 秋鮭

2月28日 冷凍ホールコーン

2月28日 うずら卵水煮

2月28日 マッシュルーム水煮

2月28日 でんぷん

2月28日 みかん（缶詰）

2月28日 みかん（缶詰）

2月28日 ヨーグルト

2月28日 醤油

2月28日 白絞油

2月27日 大根

2月27日 もやし

2月27日 玉ねぎ

青森県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.0未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.8未満）

新潟県 検出せず（7.5未満）

検出せず（6.2未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（6.6未満）

茨城県 検出せず（4.6未満）

青森県 検出せず（7.4未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.6未満）

茨城県 検出せず（7.1未満）

北海道

神奈川県 検出せず（5.3未満） 検出せず（3.4未満）

栃木県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（7.0未満）

茨城県・神奈川県 検出せず（6.4未満）

愛知県・静岡県
神奈川県・和歌山県

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.6未満）東北・北海道 検出せず（7.3未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満）

北海道

検出せず（5.7未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.4未満）

静岡県

アメリカ・埼玉県 検出せず（5.2未満）

北海道 検出せず（6.9未満）

検出せず（6.5未満）

千葉県

北海道 検出せず（8.3未満）

検出せず（6.0未満）千葉県

検出せず（6.6未満）

検出せず（7.7未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（8.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（6.3未満）

北海道

栃木県

北海道

千葉県

山形県

青森県

千葉県

検出せず（7.7未満）



2月27日 たら

2月27日 セロリ

2月27日 ツナ

2月27日 水菜

2月27日 長ねぎ

2月27日 白菜

2月26日 長ねぎ

2月26日 いか

2月26日 大根

2月26日 きゅうり

2月26日 小松菜

2月26日 人参

2月26日 鶏ひき肉

2月26日 乾燥大豆

2月26日 ほうれん草

2月26日 牛乳

2月21日 わかめ

2月21日 にんにく

2月21日 れんこん

2月21日 白菜

2月21日 豚肉

2月21日 人参

2月21日 パセリ

2月21日 ほうれん草

2月21日 小松菜

2月20日 きゅうり

2月20日 いか

2月20日 ごぼう

2月20日 白菜

2月20日 玉ねぎ

青森県

千葉県 検出せず（6.6未満）

岩手県

北海道 検出せず（5.0未満）検出せず（7.3未満）

茨城県 検出せず（6.1未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満）

青森県 検出せず（8.3未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（6.5未満） 検出せず（6.1未満）

千葉県 検出せず（7.1未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（7.8未満） 検出せず（6.7未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.0未満）

青森県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（7.0未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.9未満）

勝浦 検出せず（6.0未満）

検出せず（3.8未満）岩手県 検出せず（5.0未満）

検出せず（7.5未満） 検出せず（4.9未満）

アラスカ 検出せず（5.0未満） 検出せず（4.6未満）

神奈川県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.2未満）

群馬県 検出せず（9.2未満）

検出せず（6.6未満）

検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県

検出せず（7.0未満）

検出せず（6.9未満）

静岡県 検出せず（6.8未満）

検出せず（7.4未満）

茨城県 検出せず（7.8未満）

千葉県 検出せず（6.6未満）

検出せず（5.8未満）検出せず（6.9未満）

千葉県

青森県 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満）

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.9未満） 検出せず（4.3未満）

北海道 検出せず（7.2未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（7.8未満）



2月20日 煮干し

2月20日 豚ロース

2月20日 きゅうり

2月20日 人参

2月20日 大根

2月19日 白菜

2月19日 ショルダーベーコン

2月19日 人参

2月19日 長ねぎ

2月19日 玉ねぎ

2月19日 にら

2月19日 えのき茸

2月19日 れんこん

2月19日 豚肉

2月19日 牛乳

2月18日 ほうれん草

2月18日 きゅうり

2月18日 ごぼう

2月18日 かぶ

2月18日 乾燥大豆

2月18日 豚肉

2月18日 さんま

2月18日 チンゲン菜

2月18日 細切茎わかめ

2月18日 さつまいも

2月12日 牛乳

2月7日 しめじ

2月7日 青大豆

2月7日 水菜

検出せず（7.5未満）千葉県 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.4未満）千葉県 検出せず（6.7未満）

長崎県 検出せず（6.4未満） 検出せず（6.2未満）

神奈川県 検出せず（6.5未満） 検出せず（4.6未満）

群馬県 検出せず（6.1未満）

検出せず（5.8未満）検出せず（7.1未満）

検出せず（5.3未満）

山形県 検出せず（7.2未満） 検出せず（5.9未満）

長野県 検出せず（6.6未満）

茨城県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.4未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（6.5未満） 検出せず（6.1未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.6未満）

北海道 検出せず（6.2未満）

茨城県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.3未満）

千葉県 検出せず（8.5未満） 検出せず（6.7未満）

検出せず（9.1未満） 検出せず（5.8未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.6未満）

北海道

検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県・群馬県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.8未満）

北海道

検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（6.2未満）

千葉県 検出せず（9.8未満） 検出せず（5.8未満）

茨城県 検出せず（5.1未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.4未満） 検出せず（6.6未満）

新潟県 検出せず（7.6未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（6.9未満）



2月7日 卵

2月7日 大根

2月7日 鶏肉

2月7日 小松菜

2月7日 にら

2月7日 玉ねぎ

2月6日 エリンギ

2月6日 ごぼう

2月6日 ほうれん草

2月6日 人参

2月6日 豚肉

2月6日 液卵

2月6日 鶏もも肉

2月6日 白菜

2月6日 ホタテ貝柱

2月6日 長ねぎ

2月5日 牛乳

1月31日 秋鮭

1月31日 冷凍ホールコーン

1月31日 でんぷん

1月31日 マッシュルーム水煮

1月31日 マッシュルーム水煮

1月31日 うずら卵（缶詰）

1月31日 みかん（缶詰）

1月31日 ヨーグルト

1月31日 醤油

1月31日 米油

1月30日 ほうれん草

1月30日 パセリ

1月30日 豚肉

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.0未満）

栃木県 検出せず（6.6未満） 検出せず（6.5未満）

検出せず（6.7未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県

千葉県

北海道 検出せず（6.0未満）

検出せず（8.5未満）

愛知県・静岡県 検出せず（9.2未満）

東北・北海道 検出せず（6.1未満）

北海道

検出せず（7.3未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（7.0未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.4未満）

静岡県

千葉県

検出せず（5.8未満）山形県 検出せず（6.7未満）

検出せず（9.2未満）

検出せず（5.2未満）

千葉県

神奈川県 検出せず（6.2未満）

北海道 検出せず（5.2未満）

北海道 検出せず（7.0未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（7.0未満）

千葉県

検出せず（6.9未満）

茨城県・神奈川県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

検出せず（9.1未満）

我孫子市

検出せず（5.4未満）北海道

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.5未満）岩手県・宮城県 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（7.0未満）

千葉県

検出せず（4.0未満）

検出せず（6.8未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県・埼玉県 検出せず（5.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.8未満）

茨城県 検出せず（7.9未満）

茨城県

千葉県 検出せず（9.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（5.7未満）

長野県 検出せず（6.3未満）

検出せず（6.4未満）

千葉県 検出せず（5.5未満）



1月30日 しめじ

1月30日 玉ねぎ

1月30日 小松菜

1月30日 チンゲン菜

1月30日 長ねぎ

1月30日 卵

1月29日 人参

1月29日 大根

1月29日 マッシュルーム

1月29日 ほうれん草

1月29日 長ねぎ

1月29日 小松菜

1月29日 いわしすり身

1月29日 ごぼう

1月29日 大豆

1月29日 白菜

1月29日 牛乳

1月22日 パセリ

1月22日 にら

1月22日 いわしすり身

1月22日 白菜

1月22日 じゃがいも

1月22日 人参

1月22日 ひじき

1月22日 小松菜

1月22日 チンゲン菜

1月22日 牛乳

1月21日 人参

1月21日 にら

茨城県

検出せず（5.2未満）

検出せず（7.8未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（4.3未満）

青森県 検出せず（9.3未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（8.7未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（8.5未満）

青森県 検出せず（6.2未満）

千葉県

検出せず（6.8未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（6.3未満）

千葉県 検出せず（5.6未満）

神奈川県 検出せず（5.8未満）

長野県

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（6.2未満）茨城県

北海道 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.7未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（8.2未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（7.6未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（7.5未満） 検出せず（5.4未満）

北海道 検出せず（6.8未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（9.2未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（8.1未満） 検出せず（5.6未満）

茨城県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.6未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（9.2未満） 検出せず（5.5未満）



1月21日 せり

1月21日 豚もも肉

1月21日 煮干し

1月21日 大根

1月21日 落花生

1月21日 長ねぎ

1月21日 かぶ

1月21日 きゅうり

1月16日 人参

1月16日 かぶ

1月16日 おかひじき

1月16日 卵

1月16日 小松菜

1月16日 大根

1月16日 ごぼう

1月16日 白菜

1月16日 玉ねぎ

1月15日 えのき茸

1月15日 ごぼう

1月15日 りんご

1月15日 キャベツ

1月15日 細切茎わかめ

1月15日 豚肉

1月15日 ゆで卵

1月15日 鶏もも肉

1月15日 もやし

1月15日 大根

1月15日 牛乳

1月10日 白菜

茨城県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.5未満）

埼玉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県

神奈川県 検出せず（7.7未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（7.4未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.1未満）

栃木県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（6.7未満）

千葉県

千葉県

検出せず（5.2未満）

神奈川県 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.1未満）

栃木県

千葉県

検出せず（9.8未満） 検出せず（7.5未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（7.6未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（7.4未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（7.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（3.1未満）

北海道 検出せず（9.1未満） 検出せず（5.2未満）

青森県

茨城県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.9未満）

新潟県 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.2未満）

茨城県

我孫子市

福島県・千葉県
茨城県・栃木県

検出せず（3.8未満）

検出せず（3.6未満）

千葉県 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.2未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（3.4未満）

三陸

千葉県

千葉県 検出せず（4.2未満） 検出せず（3.4未満）

茨城県 検出せず（6.1未満）

青森県 検出せず（4.2未満） 検出せず（3.7未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（3.5未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（3.9未満）

栃木県

検出せず（3.3未満）

茨城県 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.2未満）

検出せず（2.8未満）

検出せず（3.4未満）

検出せず（3.6未満）



1月10日 小豆

1月10日 かえり煮干し

1月10日 豚もも肉

1月10日 大根

1月10日 わかめ

1月10日 里芋

1月10日 しめじ

1月10日 人参

1月9日 ほうれん草

1月9日 長ねぎ

1月9日 ごぼう

1月9日 キャベツ

1月9日 豚肉

1月9日 豆腐

1月9日 パセリ

1月9日 卵

1月9日 れんこん

1月8日 牛乳

12月27日 秋鮭

12月27日 ホールコーン

12月27日 うずら卵

12月27日 マッシュルーム

12月27日 マッシュルーム

12月27日 でんぷん

12月27日 みかん（缶詰）

12月27日 ヨーグルト

12月27日 醤油

12月27日 米サラダ油

12月18日 ブロッコリー

12月18日 人参

瀬戸内海

茨城県

神奈川県 検出せず（5.4未満）

検出せず（7.7未満）

千葉県 検出せず（6.3未満）

岩手県

千葉県 検出せず（6.4未満）

長野県

千葉県

東北・北海道 検出せず（6.1未満）

北海道 検出せず（6.6未満）

中国地方・北海道 検出せず（6.7未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.8未満）検出せず（5.8未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（8.0未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.6未満）

山形県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.9未満）

千葉県

検出せず（5.9未満）

愛知県・静岡県

検出せず（6.4未満）

千葉県 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.6未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.0未満）

北海道

群馬県 検出せず（7.4未満） 検出せず（6.1未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（8.2未満）

検出せず（5.3未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.2未満） 検出せず（4.3未満）

千葉県

検出せず（5.4未満）

千葉県

検出せず（6.6未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.2未満）検出せず（6.7未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（7.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.6未満）

栃木県

茨城県 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.1未満）

新潟県 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.8未満）検出せず（7.2未満）

検出せず（4.0未満）

千葉県

検出せず（4.1未満）

検出せず（6.6未満）

北海道 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.8未満）

検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（5.2未満）



12月18日 ホタテ貝柱

12月18日 大根

12月18日 白菜

12月18日 パセリ

12月18日 白菜

12月18日 人参

12月18日 牛乳

12月17日 玉ねぎ

12月17日 小松菜

12月17日 キャベツ

12月17日 いか

12月17日 骨付鶏肉

12月17日 りんご

12月17日 ほうれん草

12月17日 えのき茸

12月17日 じゃがいも

12月17日 人参

12月17日 小松菜

12月13日 ブロッコリー

12月13日 ハム

12月13日 わかめ

12月13日 小松菜

12月13日 キャベツ

12月13日 さつまいも

12月13日 ひじき

12月13日 じゃがいも

12月13日 ほうれん草

12月12日 人参

12月12日 にら

12月12日 里芋

岩手県

検出せず（8.0未満）

千葉県 検出せず（8.4未満） 検出せず（5.1未満）

長野県 検出せず（7.3未満） 検出せず（5.4未満）

北海道 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.7未満）

青森県 検出せず（5.2未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（6.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（8.9未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.4未満）

青森県

検出せず（7.3未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（4.5未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県

検出せず（4.3未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県

検出せず（6.0未満） 検出せず（3.9未満）

北海道 検出せず（5.2未満）

検出せず（8.1未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満）

茨城県

千葉県

千葉県 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.9未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.4未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（6.0未満）

岩手県

検出せず（6.2未満）

千葉県

埼玉県 検出せず（8.3未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県・群馬県 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（7.2未満） 検出せず（5.5未満）

北海道

検出せず（7.3未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（6.2未満）

千葉県 検出せず（6.6未満）

埼玉県 検出せず（6.4未満）

茨城県



12月12日 りんご

12月12日 もやし

12月12日 大根

12月12日 長ねぎ

12月12日 鶏もも肉

12月12日 鶏もも肉

12月12日 にら

12月11日 牛乳

12月6日 かぶ

12月6日 パセリ

12月6日 りんご

12月6日 長ねぎ

12月6日 ごぼう

12月6日 れんこん

12月6日 しめじ

12月6日 小松菜

12月6日 さつまいも

12月5日 じゃがいも

12月5日 チンゲン菜

12月5日 りんご

12月5日 液卵

12月5日 鶏もも肉

12月5日 みかん

12月5日 人参

12月5日 白菜

12月5日 さつまいも

12月5日 長ねぎ

12月4日 牛乳

11月29日 鶏肉

我孫子市 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.9未満）

茨城県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.1未満）

学校栽培
（布佐北地区）

検出せず（8.9未満） 検出せず（6.1未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.5未満）

岩手県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県 検出せず（6.7未満） 検出せず（4.7未満）

山形県 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.8未満）

長野県 検出せず（6.7未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（8.8未満） 検出せず（6.2未満）

青森県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

宮城県・岩手県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.0未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳

神奈川県 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（8.5未満） 検出せず（4.8未満）

岩手県 検出せず（6.7未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.6未満）千葉県

新潟県

検出せず（4.3未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満）

青森県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.8未満）

栃木県



11月29日 秋鮭

11月29日 ホールコーン

11月29日 うずら卵

11月29日 マッシュルーム

11月29日 マッシュルーム

11月29日 でんぷん

11月29日 みかん（缶詰）

11月29日 ヨーグルト

11月29日 こめ油

11月28日 にら

11月28日 小松菜

11月28日 キャベツ

11月28日 里芋

11月28日 じゃがいも

11月28日 鶏むね肉

11月28日 小ねぎ

11月28日 ピーマン

11月28日 かぶ

11月27日 ほうれん草

11月27日 マッシュルーム

11月27日 きゅうり

11月27日 りんご

11月27日 しめじ

11月27日 落花生

11月27日 長ねぎ

11月27日 白菜

11月27日 いか

11月27日 さつまいも

11月27日 玉ねぎ 北海道 検出せず（8.0未満） 検出せず（5.3未満）

青森県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（5.6未満） 検出せず（4.7未満）

青森県 検出せず（7.2未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県 検出せず（7.4未満） 検出せず（4.8未満）

長野県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

学校栽培
（布佐北地区）

検出せず（6.9未満） 検出せず（5.8未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

青森県 検出せず（5.6未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（9.9未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.0未満）

北海道 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.4未満）

愛知県・静岡県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

山形県 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（7.9未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（5.4未満）

茨城県・神奈川県 検出せず（5.7未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（7.0未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（7.6未満） 検出せず（5.4未満）

北海道

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（4.9未満）

岩手県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県

千葉県 検出せず（8.7未満）

和歌山県 検出せず（6.6未満）

静岡県 検出せず（6.3未満）

静岡県

検出せず（7.5未満） 検出せず（6.4未満）

千葉県 検出せず（5.5未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（6.7未満） 検出せず（4.9未満）



11月27日 牛乳

11月21日 白菜

11月21日 チンゲン菜

11月21日 人参

11月21日 キャベツ

11月21日 卵

11月21日 里芋

11月21日 きゅうり

11月21日 小松菜

11月20日 しめじ

11月20日 キャベツ

11月20日 白菜

11月20日 にら

11月20日 大豆

11月20日 液卵

11月20日 豚肉

11月20日 りんご

11月20日 きゅうり

11月20日 ごぼう

11月20日 牛乳

11月19日 里芋

11月19日 水菜

11月19日 豚肉

11月19日 鶏ひき肉

11月19日 きゅうり

11月19日 長ねぎ

11月19日 もやし

11月19日 小松菜

11月19日 大根

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（7.3未満） 検出せず（4.7未満）

栃木県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（8.0未満） 検出せず（5.9未満）

茨城県 検出せず（6.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（7.8未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.1未満）

栃木県 検出せず（9.4未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.4未満）栃木県

検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（6.1未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（4.5未満）

青森県 検出せず（7.2未満）

岩手県 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.0未満）

長野県 検出せず（6.5未満）

検出せず（6.7未満）茨城県

千葉県

茨城県 検出せず（6.1未満）

千葉県

検出せず（5.3未満）

検出せず（6.9未満）

千葉県

千葉県 検出せず（8.2未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.6未満）

青森県 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.2未満）

茨城県

検出せず（6.2未満）

検出せず（6.8未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.1未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.1未満） 検出せず（5.0未満）

茨城県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.2未満）

青森県 検出せず（5.5未満） 検出せず（5.1未満）



11月15日 じゃがいも

11月15日 さつまいも

11月15日 キャベツ

11月15日 玉ねぎ

11月15日 鶏もも肉

11月15日 りんご

11月15日 刻みのり

11月15日 さつまいも

11月15日 ピーナツダイス

11月15日 さつまいも

11月14日 かぶ

11月14日 切干大根

11月14日 細切昆布

11月14日 いわしすり身

11月14日 豚肉

11月14日 いか

11月14日 ベーコン

11月14日 しめじ

11月14日 長ねぎ

11月13日 牛乳

11月8日 人参

11月8日 小松菜

11月8日 ほうれん草

11月8日 れんこん

11月8日 ごぼう

11月8日 刻み大豆

11月8日 里芋

11月8日 大根

11月8日 さんま

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

学校栽培
（我孫子南地区）

検出せず（9.7未満） 検出せず（8.3未満）

千葉県 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（8.4未満） 検出せず（5.5未満）

青森県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.4未満）

青森県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.1未満）

学校栽培
（我孫子南地区）

検出せず（7.5未満） 検出せず（6.5未満）

北海道 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.4未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.1未満）

学校栽培
（我孫子北地区）

検出せず（6.7未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県

千葉県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.5未満）

北海道 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.6未満）

岩手県 検出せず（7.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（8.2未満） 検出せず（5.4未満）

青森県 検出せず（7.4未満） 検出せず（5.5未満）

学校栽培
（我孫子南地区）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（9.9未満） 検出せず（8.7未満）

学校栽培
（湖北南地区）

千葉県 検出せず（8.0未満） 検出せず（6.3未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（7.7未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（4.3未満）

北海道 検出せず（6.1未満） 検出せず（6.3未満）

千葉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（5.8未満）

千葉県・群馬県 検出せず（7.1未満） 検出せず（4.4未満）

長野県 検出せず（7.2未満） 検出せず（5.0未満）

青森県 検出せず（7.5未満）

青森県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県



11月8日 白菜

11月7日 ごぼう

11月7日 豚肉

11月7日 水菜

11月7日 さつまいも

11月7日 わかめ

11月7日 さつまいも

11月7日 えのき茸

11月7日 人参

11月6日 牛乳

11月1日 水菜

11月1日 米

11月1日 小松菜

11月1日 パセリ

11月1日 さつまいも

11月1日 ごぼう

11月1日 しめじ

11月1日 チンゲン菜

11月1日 人参

11月1日 ほうれん草

11月1日 れんこん

10月31日 秋鮭

10月31日 ホールコーン

10月31日 うずら卵

10月31日 うずら卵

10月31日 マッシュルーム

10月31日 でんぷん

10月31日 みかん（缶詰）

10月31日 ヨーグルト

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

茨城県 検出せず（8.5未満） 検出せず（5.3未満）

学校栽培
（我孫子北地区）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満）

愛知県・静岡県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.9未満）

山形県 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（6.0未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（3.9未満）

北海道 検出せず（7.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.5未満）

北海道 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.4未満）

北海道

愛知県・静岡県
神奈川県・和歌山県

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.6未満）

茨城県・神奈川県 検出せず（7.9未満）

長野県 検出せず（7.3未満） 検出せず（6.3未満）

我孫子市 検出せず（8.1未満） 検出せず（5.6未満）

長野県 検出せず（5.6未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（7.4未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（7.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（8.9未満） 検出せず（6.4未満）

千葉県 検出せず（6.5未満）

北海道 検出せず（8.6未満） 検出せず（6.2未満）

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.9未満）

青森県

茨城県 検出せず（8.0未満） 検出せず（5.4未満）

我孫子市 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（5.8未満） 検出せず（3.1未満）

青森県 検出せず（6.4未満） 検出せず（3.9未満）

茨城県 検出せず（5.0未満） 検出せず（3.4未満）

千葉県 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.1未満）

岩手県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.7未満）

北海道 検出せず（8.0未満） 検出せず（4.5未満）

我孫子市 検出せず（6.8未満） 検出せず（4.4未満）

新潟県 検出せず（7.5未満） 検出せず（6.4未満）



10月31日 醤油

10月31日 米白絞油

10月30日 チンゲン菜

10月30日 長ねぎ

10月30日 鮭角切り

10月30日 玉ねぎ

10月30日 鶏肉

10月30日 きゅうり

10月30日 大根

10月30日 かぼちゃ

10月30日 キャベツ

10月30日 牛乳

10月29日 ブロッコリー

10月29日 マッシュルーム

10月29日 大根

10月29日 落花生

10月29日 長ねぎ

10月29日 キャベツ

10月29日 大豆

10月29日 卵

10月29日 ほうれん草

10月26日 れんこん

10月23日 トマト

10月23日 にんにく

10月23日 りんご

10月23日 いか

茨城県
（現在は使用見合わせ中）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

埼玉県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.0未満）

茨城県

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.0未満）

青森県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.9未満）

青森県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.4未満）

静岡県 検出せず（7.0未満） 検出せず（4.6未満）

青森県 検出せず（8.1未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.7未満）

北海道 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.0未満）

栃木県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.4未満）

北海道 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.8未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.0未満）

学校栽培
（湖北北地区）

検出せず（7.7未満） 検出せず（4.4未満）

青森県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（8.1未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（6.5未満）

千葉県 検出せず（6.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.0未満）

北海道 検出せず（6.1未満） 検出せず（3.7未満）

千葉県・埼玉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（7.0未満）

検出せず（5.9未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.6未満） 検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.7未満）

岩手県 検出せず（6.6未満）

アメリカ・埼玉県

日本 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（7.6未満） 検出せず（3.9未満）



10月23日 れんこん

10月23日 かぶ

10月23日 舞茸

10月23日 じゃがいも

10月23日 さつまいも

10月23日 牛乳

10月17日 米

10月17日 にら

10月17日 ごぼう

10月17日 ほうれん草

10月17日 玄米

10月17日 豚肉

10月17日 もち米

10月17日 もやし

10月17日 昆布

10月17日 きゅうり

10月16日 長ねぎ

10月16日 かぶ

10月16日 ごぼう

10月16日 しめじ

10月16日 人参

10月16日 チンゲン菜

10月16日 さつまいも

10月16日 玉ねぎ

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県

食品衛生法に基づく
飲食物に関する

新基準値
（一般食品　100Bq/ｋｇ）未満

ですが、しばらくの間
学校給食には
使用しません。

検出せず（8.9未満） 8.2（6.2未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.7未満） 検出せず（4.8未満）

静岡県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県

学校栽培
（我孫子北地区）

検出せず（6.2未満） 検出せず（3.9未満）

北海道 検出せず（9.1未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

青森県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.7未満）

長野県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.0未満）

山形県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（6.9未満） 検出せず（4.9未満）

学校栽培
（我孫子南地区）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（5.0未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県 検出せず（7.1未満） 検出せず（6.3未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.3未満）

山形県 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.2未満）

学校栽培
（湖北南地区）

検出せず（7.8未満） 検出せず（5.7未満）

栃木県 検出せず（5.4未満） 検出せず（3.7未満）

北海道 検出せず（6.9未満） 検出せず（6.1未満）

学校栽培
（湖北北地区）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.3未満）



10月16日 牛乳

10月15日 パセリ

10月15日 さつまいも

10月15日 ピーマン

10月15日 キャベツ

10月15日 キウイフルーツ

10月15日 人参

10月15日 うるち米

10月15日 りんご

10月15日 キャベツ

10月15日 里芋

10月10日 大根

10月10日 わかめ

10月10日 鶏ささみ

10月10日 あぶらあげ

10月10日 ぶどう

10月10日 さつまいも

10月10日 里芋

10月10日 長ねぎ

10月10日 小松菜

10月9日 トマト

10月9日 キャベツ

10月9日 かぶ

10月9日 人参

10月9日 もやし

10月9日 りんご

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

群馬県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.8未満）

我孫子市 検出せず（5.7未満） 検出せず（5.0未満）

学校栽培
（湖北南地区）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.0未満）

青森県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.3未満）

学校栽培
（湖北北地区）

食品衛生法に基づく
飲食物に関する

新基準値
（一般食品　100Bq/ｋｇ）未満

ですが、学校給食や
学校行事等には
使用しません。

検出せず（7.4未満） 13.2（5.6未満）

北海道 検出せず（8.7未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（8.4未満） 検出せず（6.9未満）

群馬県 検出せず（6.5未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.2未満）

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.4未満）

北海道 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.7未満）

岩手県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（4.4未満）

岩手県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.5未満）

山梨県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.1未満）

千葉県 検出せず（5.7未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（4.4未満）

青森県 検出せず（7.2未満） 検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（9.3未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

群馬県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.0未満）

北海道 検出せず（8.1未満） 検出せず（5.2未満）

栃木県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.0未満）

長野県 検出せず（7.2未満） 検出せず（5.4未満）



10月9日 青大豆

10月9日 鶏もも肉

10月9日 小松菜

10月9日 ごぼう

10月9日 牛乳

10月4日 ピーマン

10月4日 きゅうり

10月4日 しめじ

10月4日 きざみのり

10月4日 いんげん

10月4日 豚肉

10月4日 液卵

10月4日 さつまいも

10月4日 長ねぎ

10月2日 牛乳

10月1日 じゃがいも

10月1日 梨

10月1日 長ねぎ

10月1日 白菜

10月1日 さつまいも

10月1日 とうもろこし

10月1日 人参

10月1日 きゅうり

10月1日 プルーン

10月1日 キャベツ

9月27日 秋鮭切り身

9月27日 こめ油

9月26日 人参
学校栽培

（湖北南地区）
検出せず（3.6未満） 検出せず（3.2未満）

北海道 検出せず（5.3未満） 検出せず（3.8未満）

日本 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.6未満）

北海道 検出せず（6.5未満） 検出せず（4.7未満）

栃木県 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（7.3未満） 検出せず（5.5未満）

長野県 検出せず（5.6未満） 検出せず（4.1未満）

群馬県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.2未満）

北海道 検出せず（8.2未満） 検出せず（5.4未満）

秋田県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.8未満） 検出せず（4.7未満）

長野県 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.1未満）

学校栽培
（湖北北地区）

検出せず（5.5未満） 検出せず（4.9未満）

学校栽培
（布佐北地区）

茨城県 検出せず（7.2未満） 検出せず（6.2未満）

岩手県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.8未満）

長野県 検出せず（7.3未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（9.5未満） 検出せず（8.0未満）

群馬県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.9未満）

茨城県 検出せず（6.7未満） 検出せず（4.1未満）

千葉県 検出せず（7.2未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.9未満）

山形県 検出せず（7.4未満） 検出せず（5.5未満）

岩手県 検出せず（5.1未満） 検出せず（3.8未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

我孫子市 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.8未満） 検出せず（4.6未満）



9月25日 さつまあげ

9月25日 牛乳

9月25日 さんま開き

9月25日 銀鮭切り身

9月25日 マッシュルーム

9月25日 マッシュルーム

9月25日 ホールコーン

9月25日 うずら卵

9月25日 でんぷん

9月25日 ヨーグルト

9月25日 みかん（缶詰）

9月25日 混合けずり節

9月24日 サラダ菜

9月24日 小松菜

9月24日 大根

9月20日 小松菜

9月20日 大根

9月20日 キャベツ

9月19日 パセリ

9月19日 チンゲン菜

9月19日 小松菜

9月19日 トマト

9月19日 じゃがいも

9月19日 液卵

9月19日 長ねぎ

9月19日 さつまいも

9月19日 きゅうり

9月19日 いんげん

中国地方・北海道 検出せず（5.6未満） 検出せず（4.3未満）

神奈川県 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.8未満）

山形県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.5未満）

北海道 検出せず（7.9未満） 検出せず（5.6未満）

チリ 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.3未満）

アメリカ・タイ・インド・北海道 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.1未満）

北海道 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（5.8未満） 検出せず（3.8未満）

北海道 検出せず（7.0未満） 検出せず（4.6未満）

さば
（静岡県・鹿児島県・

熊本県・宮崎県・愛媛県）
いわし

(長崎県・熊本県・静岡県・愛媛県）

検出せず（9.5未満） 検出せず（7.3未満）

千葉県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.0未満）

群馬県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.3未満）

長野県 検出せず（7.0未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（7.1未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.1未満）

秋田県 検出せず（8.4未満） 検出せず（4.2未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.4未満）

福島県 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）



9月19日 キャベツ

9月19日 梨

9月18日 鶏もも肉

9月18日 キャベツ

9月18日 サンプルーン

9月18日 冷凍むき枝豆

9月18日 ひじき

9月18日 生わかめ

9月18日 きゅうり

9月18日 豚レバー

9月18日 ごぼう

9月18日 糸三つ葉

9月18日 えのき茸

9月18日 じゃがいも

9月18日 牛乳

9月13日 小松菜

9月13日 玉ねぎ

9月13日 きゅうり

9月12日 人参

9月12日 しめじ

9月12日 いんげん

9月12日 ほうれん草

9月11日 れんこん

9月11日 ごぼう

9月11日 いわし開き

9月11日 液卵

9月11日 豚肉

9月11日 人参

9月11日 小ねぎ

9月11日 小松菜

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.0未満） 検出せず（4.8未満）

新潟県 検出せず（6.2未満） 検出せず（6.1未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（6.7未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（7.2未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.5未満）

北海道 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（6.5未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.0未満）

岩手県 検出せず（5.8未満） 検出せず（3.9未満）

長野県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（8.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（5.2未満） 検出せず（3.9未満）

群馬県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.7未満）

長野県 検出せず（7.8未満） 検出せず（4.2未満）

福島県 検出せず（6.8未満） 検出せず（4.3未満）

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

静岡県 検出せず（7.8未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県

千葉県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.6未満）

青森県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.2未満）

群馬県 検出せず（6.9未満） 検出せず（4.8未満）



9月11日 卵

9月11日 牛乳

9月10日 玉ねぎ

9月10日 小松菜

9月10日 なす

9月10日 きゅうり

9月10日 とうもろこし

9月10日 豚肉

9月10日 シーチキン

9月10日 チンゲン菜

9月10日 ほうれん草

9月10日 なす

9月6日 きゅうり

9月6日 長ねぎ

9月6日 おかひじき

9月6日 大豆

9月6日 トマト

9月6日 鶏肉

9月6日 水菜大豆きざみ

9月6日 にんにく

9月6日 きゅうり

9月5日 キャベツ

9月5日 ゴーヤ

9月5日 にら

9月5日 人参

9月5日 煮干し

9月5日 じゃがいも

9月5日 しめじ

9月5日 卵

我孫子市 検出せず（7.1未満） 検出せず（5.9未満）

茨城県 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.9未満）

栃木県 検出せず（7.3未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（7.9未満） 検出せず（5.5未満）

学校栽培
（湖北北地区）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.3未満）

千葉県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.2未満）

埼玉県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（6.3未満） 検出せず（5.0未満）

北海道 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

群馬県 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.4未満）

埼玉県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.6未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.0未満）

北海道 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（8.3未満） 検出せず（6.2未満）

北海道 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.4未満）

長野県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.1未満）

栃木県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（5.5未満） 検出せず（3.9未満）

青森県 検出せず（8.4未満） 検出せず（6.8未満）

千葉県 検出せず（7.1未満） 検出せず（6.1未満）

千葉県 検出せず（7.3未満） 検出せず（6.0未満）

青森県 検出せず（6.7未満） 検出せず（4.9未満）

岩手県 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.6未満）

青森県 検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

青森県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.0未満）



9月5日 もやし

9月5日 えのき茸

9月4日 きゅうり

9月4日 パセリ

9月4日 いんげん

9月4日 キャベツ

9月4日 にら

9月4日 ごぼう

9月4日 豆腐

9月4日 豚ひき肉

9月4日 ピーマン

9月4日 じゃがいも

9月4日 玉ねぎ

9月4日 梨

9月4日 なす

9月4日 牛乳

9月3日 海藻ミックス

9月3日 ピーマン

9月3日 いか

9月3日 きゅうり

9月3日 白菜

9月3日 小松菜

8月30日 さんま筒切り

8月30日 秋鮭切り身

8月30日 ヨーグルト

8月30日 ホールコーン

8月30日 うずら卵

8月30日 マッシュルーム

8月30日 みかん（缶詰）

8月30日 米白絞油

北海道・中国地方

千葉県 検出せず（6.5未満） 検出せず（4.8未満）

日本 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.3未満）

愛知県・静岡県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.8未満）

北海道 検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）

北海道 検出せず（5.1未満） 検出せず（4.3未満）

愛知県・静岡県 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（7.9未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.4未満）

北海道 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.9未満）

群馬県・千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（4.2未満）

青森県 検出せず（5.0未満） 検出せず（3.9未満）

岩手県・青森県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（5.9未満） 検出せず（4.3未満）

長野県 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.6未満）

群馬県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.6未満）

福島県

茨城県 検出せず（6.8未満） 検出せず（5.8未満）

茨城県 検出せず（8.4未満） 検出せず（5.0未満）

宮城県の大豆 検出せず（7.4未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（4.9未満） 検出せず（3.4未満）

茨城県 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.8未満）

北海道 検出せず（7.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.6未満）

千葉県

茨城県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（5.5未満）

北海道 検出せず（5.5未満）

千葉県・北海道・岩手県
秋田県・宮城県

群馬県・栃木県の原乳
検出せず（7.2未満） 検出せず（4.9未満）

長野県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.0未満）

三陸 検出せず（6.6未満） 検出せず（5.8未満）

茨城県

栃木県 検出せず（8.4未満） 検出せず（5.3未満）

新潟県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.0未満）



8月30日 米サラダ油

8月30日 醤油

7月18日 米

7月17日 牛乳

7月17日 きゅうり

7月17日 さやいんげん

7月12日 ごぼう

7月12日 ピーマン

7月12日 小松菜

7月11日 もやし

7月11日 にら

7月11日 いんげん

7月11日 ピーマン

7月11日 チーズ

7月11日 鶏ささみ

7月11日 シーチキン

7月11日 キャベツ

7月11日 きゅうり

7月10日 じゃがいも

7月10日 人参

7月10日 枝豆

7月10日 長ねぎ

7月10日 長ねぎ

7月10日 液卵

7月10日 キャベツ

7月10日 鶏もも肉

7月10日 ミニトマト

7月10日 人参

7月10日 牛乳

7月9日 とうもろこし

7月9日 水菜

7月9日 キャベツ

日本 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.1未満）

アメリカ・埼玉県 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.5未満）

学校栽培
（湖北北地区)

検出せず（6.0未満） 検出せず（6.1未満）

千葉県 検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（5.6未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県 検出せず（7.0未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県

群馬県 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.2未満）

岩手県 検出せず（4.7未満） 検出せず（4.8未満）

学校栽培 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.4未満）

青森県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.9未満）

茨城県 検出せず（6.6未満） 検出せず（6.6未満）

茨城県 検出せず（7.3未満） 検出せず（4.9未満）

群馬県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（9.0未満） 検出せず（7.7未満）

茨城県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.6未満）

埼玉県 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（6.9未満） 検出せず（6.1未満）

栃木県

北海道

群馬県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県 検出せず（6.9未満） 検出せず（7.0未満）

青森県

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.4未満）

勝浦 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.9未満）

群馬県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず（7.7未満） 検出せず（5.8未満）

福島県 検出せず（6.3未満） 検出せず（6.3未満）

福島県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.3未満）

我孫子市 検出せず（3.8未満） 検出せず（5.0未満）



7月9日 きゅうり

7月9日 なす

7月9日 豚肉

7月9日 もやし

7月9日 豚もも肉

7月9日 キャベツ

7月5日 大豆

7月5日 大根

7月5日 じゃがいも

7月5日 にんにく

7月5日 えのき茸

7月5日 いんげん

7月5日 かいわれ大根

7月5日 人参

7月5日 豚肉

7月5日 なす

7月4日 なめこ

7月4日 卵

7月4日 鶏もも肉

7月3日 キャベツ

7月3日 水菜

7月3日 わかめ

7月3日 牛乳

7月2日 きゅうり

7月2日 小松菜

7月2日 人参

7月2日 ごぼう

7月2日 じゃがいも

7月2日 いか

7月2日 きゅうり

7月2日 豚ひき肉

7月2日 パセリ

7月2日 長ねぎ

群馬県 検出せず（5.1未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県

検出せず（6.7未満）

新潟県 検出せず（6.7未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.9未満）

埼玉県 検出せず（7.0未満）

学校栽培 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.6未満）

青森県 検出せず（5.5未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（8.3未満） 検出せず（5.4未満）

青森県 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.7未満）

福島県 検出せず（6.9未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.1未満）

学校栽培 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.6未満）

群馬県 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県

青森県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.5未満）

栃木県 検出せず（5.2未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（7.2未満） 検出せず（7.2未満）

茨城県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.2未満）

群馬県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.4未満）

岩手県

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.5未満）

新潟県 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.3未満）

栃木県 検出せず（6.1未満） 検出せず（4.7未満）

北海道 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（7.1未満） 検出せず（3.9未満）

千葉県

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.8未満）

栃木県 検出せず（5.1未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（5.2未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県



6月28日 秋鮭切り身

6月28日 ホールコーン

6月28日 納豆

6月28日 マッシュルーム

6月28日 マッシュルーム

6月28日 みかん（缶詰）

6月28日 うずら卵

6月28日 うずら卵

6月28日 でんぷん

6月28日 でんぷん

6月27日 小鯵

6月27日 にら

6月27日 かぶ

6月27日 かんぴょう

6月27日 大豆

6月27日 ほたて貝柱

6月27日 にら

6月27日 なす

6月27日 にんにく

6月27日 さやいんげん

6月27日 卵

6月25日 メロン

6月26日 長ねぎ

6月26日 じゃがいも

6月26日 牛乳

6月25日 ほうれん草

6月25日 水菜

6月25日 いか

6月25日 人参

6月21日 きぬさや

6月21日 水菜

6月21日 のり

6月21日 パセリ

群馬県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.5未満）

青森県 検出せず（6.4未満） 検出せず（4.9未満）

茨城県 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.3未満）

青森県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.0未満）

茨城県 検出せず（7.1未満） 検出せず（6.1未満）

栃木県 検出せず（5.6未満） 検出せず（5.6未満）

北海道 検出せず（5.9未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（5.9未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（6.8未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（4.5未満） 検出せず（6.0未満）

愛知県・静岡県・群馬県 検出せず（6.7未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（6.5未満） 検出せず（6.6未満）

静岡県 検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（7.5未満） 検出せず（6.2未満）

山形県 検出せず（6.2未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県の大豆

千葉県 検出せず（7.6未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（5.9未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（6.3未満）

茨城県 検出せず（5.5未満） 検出せず（4.8未満）

北海道 検出せず（9.7未満） 検出せず（7.5未満）

北海道 検出せず（5.4未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.1未満）

学校栽培 検出せず（8.5未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（7.3未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県 検出せず（7.3未満）

青森県 検出せず（5.1未満）

検出せず（8.4未満）

福島県 検出せず（5.8未満）

検出せず（8.0未満）

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県

検出せず（4.6未満）

埼玉県 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.8未満）



6月21日 小松菜

6月21日 鶏もも肉

6月21日
小女子

（こうなご）

6月21日 万能ねぎ

6月21日 キャベツ

6月20日 えのき

6月20日 キャベツ

6月20日 さやいんげん

6月20日 きゅうり

6月20日 ごぼう

6月20日 煮干し

6月20日 きな粉

6月20日 大根

6月20日 なす

6月19日 紫キャベツ

6月19日 メロン

6月19日 豚ひき肉

6月19日 牛乳

6月18日 人参

6月18日 水菜

6月18日 キャベツ

6月14日 こんにゃく

6月14日 キャベツ

6月14日 豆腐

6月14日 さつまいも

6月14日 セロリ

6月14日 長ねぎ

6月14日 さくらんぼ

6月14日 昆布

6月14日 人参

6月14日 玉ねぎ

6月13日 卵

検出せず（5.3未満）
千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず（6.1未満）

新潟県 検出せず（6.2未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.8未満）

茨城県 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.7未満）

長野県

宮崎県

検出せず（5.5未満）

検出せず（6.0未満）

千葉県 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.4未満）

茨城県

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.1未満）栃木県

検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（6.9未満）

千葉県

千葉県

千葉県

北海道

検出せず（4.9未満）
我孫子市

（湖北北地区）

検出せず（6.5未満）

検出せず（8.1未満）

検出せず（3.4未満）

山形県

北海道

千葉県

我孫子市
（湖北北地区）

検出せず（5.3未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.6未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.9未満）

群馬県のこんにゃく芋

千葉県

検出せず（5.4未満）

茨城県

検出せず（5.2未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（3.4未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.0未満）

青森県 検出せず（5.4未満）

長野県

千葉県

宮城県の大豆 検出せず（6.4未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（4.3未満）

栃木県 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（5.0未満） 検出せず（4.7未満）

兵庫県 検出せず（7.7未満） 検出せず（6.3未満）

福岡県 検出せず（7.0未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.1未満）



6月13日 いわしすり身

6月13日 米粉

6月13日 たらすり身

6月13日 きゅうり

6月13日 いわし開き

6月13日 長ねぎ

6月13日 れんこん

6月13日 長ねぎ

6月13日 大根

6月13日 じゃがいも

6月12日 小松菜

6月12日 生落花生

6月12日 ピーマン

6月12日 牛乳

6月11日 キャベツ

6月11日 キャベツ

6月11日 白菜キムチ

6月7日 マッシュルーム

6月7日 長ねぎ

6月7日 大根

6月7日 しめじ

6月7日 マッシュルーム

6月7日 ゆでだこ

6月7日 ピーマン

6月7日 豚もも肉

6月7日 白菜

6月7日 人参

6月6日 小松菜

6月6日 人参

6月6日 れんこん

6月6日 こんにゃく

6月6日 トマト

6月6日 さんま

茨城県

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.9未満）

茨城県

千葉県 検出せず（4.7未満）

検出せず（6.9未満）

検出せず（6.9未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（7.3未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（7.0未満）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず（5.9未満）

茨城県

千葉県・長野県・茨城県 検出せず（5.2未満）

千葉県

検出せず（7.8未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.4未満）

茨城県

検出せず（5.3未満）

千葉県

検出せず（6.3未満）

検出せず（6.1未満）

千葉県

検出せず（7.1未満）
我孫子市

（我孫子北地区）

千葉県

検出せず（6.1未満）

長野県

茨城県

北海道

千葉県

検出せず（6.4未満）

埼玉県

千葉県 検出せず（6.1未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（7.7未満）

茨城県 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県

群馬県のこんにゃく芋

栃木県

宮城県

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満）検出せず（4.8未満）

検出せず（5.1未満）検出せず（5.1未満）

検出せず（6.2未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（7.1未満） 検出せず（7.2未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（7.0未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（7.1未満）

千葉県

千葉県

北海道

愛知県

検出せず（5.4未満）

千葉県

我孫子市
（湖北北地区）

埼玉県

検出せず（5.3未満）

茨城県

我孫子市

茨城県



6月6日 チンゲン菜

6月6日 もやし

6月6日 豚ひき肉

6月5日 キャベツ

6月5日 豚肉

6月5日 大根

6月5日 牛乳

6月4日 キャベツ

6月4日 小松菜

6月4日 セロリ

6月4日 小松菜

5月31日
ヨーグルト

（プレーンタイプ）

5月31日 秋鮭切り身

5月31日 干し椎茸

5月31日 マッシュルーム

5月31日 マッシュルーム

5月31日 ホールコーン

5月31日 うずら卵

5月31日 うずら卵

5月31日 みかん（缶詰）

5月31日 醤油

5月28日 キャベツ

5月28日 白麦

5月28日 山芋

5月28日 卵

5月28日 さやいんげん

5月28日 チンゲン菜

5月28日 きな粉

5月28日 里芋

5月28日 にんじん

5月24日 キャベツ

5月24日 メロン

5月24日 ねぎ

北海道・中国地方

千葉県

検出せず（4.6未満）

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

千葉県

茨城県

千葉県

青森県

北海道

愛媛県・大分県

茨城県

北海道

千葉県

山形県

富山県

熊本県

千葉県

栃木県

埼玉県

北海道

千葉県

愛媛県・静岡県・群馬県

静岡県

日本・アメリカの大豆

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（7.3未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

茨城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（10未満）

茨城県

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（10未満）

千葉県

福島県

検出せず（5.4未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（4.2未満）



5月24日 しょうが

5月24日 大豆

5月24日 じゃがいも

5月24日 ごぼう

5月24日 キウイ

5月24日 アップルシャーベット

5月24日 トマト

5月23日 ほうれん草

5月23日 チンゲン菜

5月23日 アスパラ

5月23日 トマト

5月23日 ごぼう

5月23日 卵

5月23日 あさり

5月23日 きゅうり

5月23日 スナックエンドウ

5月22日 牛乳

5月17日 食パン

5月17日 じゃがいも

5月17日 きゅうり

5月17日 ごぼう

5月17日 もち米

5月17日 エリンギ

5月17日 鶏もも肉

5月17日 キャベツ

5月17日 なると

5月17日 もやし

5月16日 玉ねぎ

5月16日 ちりめんじゃこ

5月16日 粉末アーモンド

5月16日 パセリ

千葉県

青森県

長崎県

青森県

茨城県

我孫子市
（我孫子南地区）

愛知県

栃木県

栃木県

熊本県

ニュージーランド

熊本県

青森県

愛知県・熊本県

茨城県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

千葉県

北海道・千葉県・栃木県
群馬県・埼玉県の小麦粉

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

熊本県

検出せず（10未満）

茨城県

検出せず（10未満）

千葉県

検出せず（10未満）愛媛県

千葉県

新潟県

栃木県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）アメリカ

アメリカ 検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

神奈川県

佐賀県

検出せず（10未満）

岩手県

鹿児島県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）



5月16日
液卵

(鶏卵の中身だけを
集めたもの)

5月16日 大豆

5月16日 山菜ミックス

5月16日 白菜

5月16日 さやえんどう

5月15日 じゃがいも

5月15日 豚レバー

5月15日 絹さや

5月15日 きゅうり

5月15日 煮干し

5月15日 いか

5月15日 グリンピース

5月15日 ロースハム

5月15日 こんにゃく

5月15日 木綿豆腐

5月15日 牛乳

5月9日 ごぼう

5月9日 きくらげ

5月9日 よもぎペースト

5月9日 鶏もも肉

5月9日 メロン

5月9日 グリンピース

5月9日 かぶ

5月9日 にんじん

5月9日 紫キャベツ

5月8日
河内晩柑
(デコポン)

5月8日 キャベツ

5月8日 ひじき

5月8日 セロリ

5月8日 ふき

5月8日 里芋

5月8日 豚もも肉

千葉県

検出せず（10未満）山形県・秋田県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）千葉県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

香川県

茨城県 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

カナダ産の豚肉

青森県

検出せず（10未満）

鹿児島県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

群馬県のこんにゃく芋

長野県・アメリカの大豆

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

千葉県

千葉県

静岡県

鹿児島県

千葉県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

熊本県

検出せず（10未満）

学校栽培

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

徳島県

学校栽培

埼玉県

検出せず（10未満）

千葉県

愛媛県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

長崎県・福岡県

山形県

宮崎県

熊本県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

長崎県

茨城県

千葉県 検出せず（10未満）

茨城県

茨城県 検出せず（10未満）



5月8日 煮干し

5月8日 にら

5月8日 じゃがいも

5月8日 牛乳

5月1日 かつお角切り

5月1日 さば切り身

5月1日
ホキ切り身

（魚）

5月1日
ヨーグルト

(プレーンタイプ)

5月1日 冷凍ホールコーン

5月1日 うずら卵

5月1日 子持ちししゃも

5月1日 納豆

5月1日 みかん(缶詰)

5月1日 でんぷん

5月1日 牛乳

4月24日 いか

4月24日 落花生

4月24日 オレンジ

4月24日 大根

4月24日 わかめ

4月24日 さつまいも

4月24日 切干だいこん

4月24日 キウイフルーツ

4月24日 にら

4月24日 さやいんげん

4月23日 ハム

4月23日 豚もも肉

4月23日 豆腐

4月23日 たまご

4月17日 牛乳

香川県

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

愛知県・静岡県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

北海道

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

千葉県

ノルウェー

北海道

千葉県

検出せず（10未満）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

デンマーク

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

北海道

千葉県

アメリカ

千葉県

千葉県

沖縄県

茨城県

岩手県

群馬県

千葉県

茨城県

栃木県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

カナダ・アメリカの大豆

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

ニュージーランド

ノルウェー

静岡県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

北海道・中国地方

茨城県

検出せず（10未満）鹿児島県

検出せず（10未満）



4月10日 ねぎ

4月10日 えのき茸

4月10日 米

4月10日 みそ

4月10日 甘夏

4月10日 ほうれん草

4月10日 たまねぎ

4月10日 白菜

4月10日 削り節

4月10日 おかひじき

4月10日 ごぼう

4月10日 筍（水煮）

4月9日 かんぴょう

4月9日 冷凍大豆

4月9日 しらす干し

4月9日 キャベツ

4月9日 小松菜

4月9日
しらぬい

（デコポン）

4月3日 牛乳

4月3日 醤油

4月3日 干し椎茸

4月3日 うずら卵水煮

4月3日 マッシュルーム

4月3日 米油

4月3日 にんじん

4月3日 じゃがいも

4月3日 豚肉

4月3日 鶏肉

4月3日 鯵のフィーレ

4月3日 ひじき

4月2日 秋鮭

4月2日 さわら

4月2日 子持ちししゃも

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

我孫子市
(我孫子北地区・湖北北地区

布佐南地区)

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

愛媛県 検出せず（10未満）

栃木県

熊本県

埼玉県

検出せず（10未満）

神奈川県 検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

栃木県

検出せず（10未満）

愛媛県

カナダ

青森県

千葉県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

千葉県

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

福岡県

検出せず（10未満）

タイ

千葉県

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

青森県

長崎県

千葉県

北海道

新潟県

鹿児島県

茨城県

韓国

アメリカ産大豆

徳島県

愛媛県・大分県

千葉県

北海道

東北地方・北海道・新潟県米ぬか

千葉県

韓国

埼玉県



4月2日 ヨーグルト

4月2日 カップ納豆

4月2日 かしわ餅

3月13日
皮むきえび

（パン粉付き）

3月13日 キウイフルーツ

3月13日 にんじん

3月13日 せとか

3月13日 まいたけ

3月13日 　豚　肉

3月13日 じゃがいも

3月13日 ゆ　ず

3月13日 冷凍あさりむき身

3月13日 チンゲン菜

3月12日 に　ら

3月12日 か　ぶ

3月12日 大納言小豆

3月12日 キャベツ

3月12日 湯通し塩蔵わかめ

3月7日 けずりぶし（厚削り）

3月6日 牛　乳

3月6日 きゅうり

3月5日 子持ちししゃも

3月5日 ヨーグルト

3月5日 さ　ば

3月5日 ぶ　り

3月5日 揚げ出し豆腐

3月5日 秋　鮭

3月5日 混合けずり節

3月5日 みりん

3月5日 白ワイン

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検査日 品　名 生産地

測定結果（ベクレル /ｋｇ）

放射性ヨウ素
１３１

放射性セシウム
１３４

放射性セシウム
１３7

インドネシア 検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず（10未満） 検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず（10未満）

検出せず(10未満）愛媛県

千葉県

群馬県

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満）検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

静岡県

高知県

北海道

我孫子市（我孫子南地区）

茨城県

茨城県

愛知県・千葉県
静岡県・熊本県

茨城県

鹿児島県

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

岩手県

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

静岡県

北海道・中国地方

北海道

韓　国

さば（熊本県・静岡県）
いわし(熊本県・静岡県）

長崎県

千葉県

アメリカ・カナダ 検出せず(10未満）

カナダ

アルゼンチン

ノルウェー

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

愛知県

日本(餅)・中国(葉)

北海道・中国地方

千葉県

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

15.09
※国の示す基準値以
下ですが、学校給食
には使用しません。

検出せず(10未満）



3月5日 赤ワイン

3月5日 こまつな

3月5日 しらす干し

2月28日 小ねぎ

2月28日 いわしの角煮

2月28日 えのき茸

2月28日 大　根

2月28日 しめじ

2月28日 大　豆

2月28日 豚ひき肉

2月28日 れんこん

2月28日 こまつな

2月28日 りんご

2月28日 すけそうたら

2月27日 ごぼう

2月27日 ほうれん草

2月27日 もやし

2月27日 たまご

2月27日 豚レバー

2月21日 牛　乳

2月21日 にんじん

2月21日 鶏むね肉

2月21日 むきえび

2月21日 豆　腐

2月14日 ブロッコリー

2月14日 じゃがいも

2月14日 キャベツ

2月14日 ごぼう

2月14日 キウイフルーツ

2月14日 チンゲン菜

2月14日 きゅうり

2月14日 はくさい　

2月14日 豚　肉

2月14日 きくらげ

検出せず(10未満）

神奈川県

北海道

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

茨城県

茨城県

青森県

千葉県

福島県

千葉県

茨城県

検出せず(10未満）

長野県

ロシア

千葉県

青森県

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

長崎県

愛知県 検出せず(20未満）

ベトナム

検出せず(10未満）宮崎県

千葉県

アメリカ・富山県・長野県産の大豆

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(10未満）

茨城県

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

千葉県

検出せず(20未満）千葉県

静岡県

千葉県

検出せず(20未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

青森県

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(10未満）

検出せず（20未満）

検出せず(10未満）

検出せず（20未満）

茨城県

愛媛県

検出せず（20未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満） 検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

長野県

千葉県

アルゼンチン・チリ

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

静岡県

千葉県

福岡県 検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）

検出せず(10未満）



2月14日 ほうれん草

2月14日 ミニトマト

2月14日 鶏もも肉

2月14日 にんにく

2月14日 切干だいこん

2月7日 ね　ぎ

2月7日 ミニトマト

2月7日 しょうゆ１．８ℓ

2月7日 しょうゆ１０ℓ

2月7日 米白絞油

2月7日 米サラダ油

2月7日 牛　乳

2月7日 さ　ば

2月7日 子持ちししゃも

2月7日 ヨーグルト

2月7日 冷凍ホールコーン

1月31日 ちくわ

1月31日 だいこん

1月31日 ね　ぎ

1月31日 いわしの旨み干し

1月31日 ごぼう

1月31日 じゃがいも

1月31日 豚　肉

1月31日 い　か

1月31日 ウィンナー

1月31日 干しひじき

1月31日 にんじん

1月31日 ほうれん草

1月31日 たまねぎ

1月31日 米

1月31日 こまつな

1月31日 紫キャベツ

1月24日 牛　乳

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

北海道

熊本県

千葉県

検出せず(20未満）

千葉県 検出せず(20未満）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

検出せず(20未満）

千葉県

北海道

青森県

千葉県

北海道・中国地方・九州地方

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず(20未満）青森県

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市（我孫子南地区）

千葉県・北海道・岩手県
群馬県・秋田県・埼玉県
山形県・栃木県の原乳

千葉県 検出せず(20未満）

千葉県

検出せず（20未満）北海道・アメリカ・タイ 検出せず(20未満）

千葉県

我孫子市（我孫子北地区）

アメリカ・カナダ・日本

千葉県

北海道

神奈川

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）ノルウェー

カナダ

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

アメリカ産大豆

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

千葉県

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）愛知県

近畿地方

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

アメリカ産大豆

モニタリング検査済の
国産玄米使用

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

宮崎県

検出せず（20未満）

宮崎県

青森県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）



1月24日 あじすり身

1月24日 らっかせい

1月24日 かぶ

1月24日 いわしすり身

1月24日 秋鮭

1月24日 すけそうだら

1月17日 ね　ぎ

1月17日 だいこん

1月17日 ほうれん草

1月17日 菜　花

1月17日 ごぼう

1月17日 鶏もも肉

1月17日 じゃがいも

1月17日 はくさい

1月17日 あずき

1月17日 さといも

1月17日 たけのこ水煮

1月17日 りんご

1月17日 きゅうり

1月17日 もやし

1月17日 キャベツ

1月17日 ブロッコリー

1月10日 牛乳

1月10日 ししゃも

1月10日 ヨーグルト

1月10日 削り節

1月10日 うずら卵水煮

1月10日 すけそうだら

1月10日 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮

1月10日 でんぷん

1月10日 干ししいたけ

1月10日 清　酒

1月10日 白　菜

1月10日 小松菜

12月20日 秋　鮭

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

千葉県

千葉県

アラスカ

神奈川県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

千葉県

北海道

千葉県

北海道

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

青森県

宮崎県

長崎県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

茨城県

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）埼玉県

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

福岡県・熊本県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

香川県

千葉県

栃木県

青森県

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

カナダ

鹿児島県・静岡県 検出せず(20未満）

千葉県・北海道・岩手県・
群馬県・秋田県の原乳

北海道・中国地方 検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

愛知県・静岡県

検出せず(20未満）

千葉県 検出せず(20未満）

北海道

愛媛県・大分県

検出せず(20未満）

茨城県

茨城県・千葉県・埼玉県 検出せず(20未満）

ロシア 検出せず(20未満）

千葉県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

北海道

検出せず(20未満）



12月20日 エリンギ

12月20日 トマト

12月20日 干しひじき

12月20日 にんじん

12月20日 い　か

12月20日 さつまいも

12月20日 もやし

12月20日 水　菜

12月20日 ミニトマト

12月20日 小松菜

12月13日 牛乳

12月13日 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ水煮

12月13日 冷凍あさりむき身

12月13日 ね　ぎ

12月13日 豚もも肉

12月13日 さつまいも

12月13日 卵

12月13日 キャベツ

12月13日 ピーマン

12月13日 パセリ

12月13日 ね　ぎ

12月13日 もずく

12月13日 糸みつば

12月13日 じゃがいも

12月6日 えのき茸

12月6日 いちご

12月6日 マッシュルーム（生）

12月6日 水　菜

12月6日 さといも

12月6日 ごぼう

12月6日 蓮　根

12月6日 ほうれん草

12月6日 大　根

12月6日 白　麦

12月6日 たけのこ水煮

12月6日 さつまいも

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

静岡県

長野県

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

宮城県・長野県・群馬県

愛媛県

青森県 検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）我孫子市（湖北南地区）

茨城県

我孫子市（我孫子南地区）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）千葉県

福岡県

茨城県

青森県

栃木県

茨城県

千葉県・北海道・岩手県・
群馬県・秋田県の原乳

愛知県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

新潟県

佐賀県

北海道

沖縄県

茨城県

千葉県

熊本県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

千葉県

検出せず(20未満）

我孫子市（布佐北地区）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）栃木県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

千葉県

青森県

千葉県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）



11月29日 牛乳

11月29日 ホキ（白身魚）

11月29日 みかん缶

11月29日 うずら卵水煮缶

11月29日 ﾖｰｸﾞﾙﾄ（ﾌﾟﾚｰﾝ）

11月29日 秋鮭

11月29日 冷凍ﾎｰﾙｺｰﾝ

11月29日 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

11月29日 けずり節

11月29日 酢

11月29日 マヨネーズ

11月29日 にんじん

11月29日 えのき茸

11月22日 ごぼう

11月22日 にんじん

11月22日 舞　茸

11月22日 小松菜

11月22日 冷凍液卵

11月22日 かえり煮干し

11月22日 栗

11月22日 ほうれん草

11月22日 玉ねぎ

11月22日 かぶ

11月22日 パセリ

11月22日 ２３年度米（玄米）

11月22日 ２３年度米（玄米）

11月22日 ２３年度米（玄米）

11月15日 キャベツ

11月15日 きゅうり

11月15日 卵

11月15日 りんご

11月15日 生わかめ

11月15日 白　菜

11月15日 さやいんげん

11月15日 柿

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

千葉県・北海道・岩手県・
群馬県・秋田県の原乳

検出せず(20未満）

ニュージーランド

検出せず（20未満）

愛媛県・静岡県・群馬県

茨城県の原乳

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市（我孫子南地区）

我孫子市（我孫子北地区Ⅳ）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

千葉県

長野県

岩手県

検出せず(20未満）

千葉県

我孫子市（我孫子南地区）

千葉県

茨城県

栃木県

検出せず(20未満）

岐阜県

長野県

北海道

茨城県

青森県

我孫子市（我孫子北地区Ⅲ）

千葉県

アメリカ・カナダ・日本

アメリカ・カナダ・日本

山形県

長野県

佐賀県

千葉県

千葉県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

長崎県

北海道

千葉県

北海道

鹿児島県・静岡県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

佐賀県・長崎県・熊本県・愛媛県

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

青森県

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）



11月15日 もやし

11月15日 柿

11月15日 牛 乳

11月15日 ２３年度米（玄米）

11月15日 ２３年度米（玄米）

11月15日 ２３年度米（玄米）

11月8日 稲もみ

11月8日 ごぼう

11月8日 もち米

11月8日 さつまいも

11月8日 さといも

11月8日 白　菜
11月8日 ハ　ム
11月8日 キャベツ

11月8日 しめじ

11月8日 えのき茸

11月8日 もち米

11月8日 ２３年度米（玄米）

11月8日 ２３年度米（玄米）

11月8日 ２３年度米（玄米）

11月8日 みりん

11月8日 みかん缶

11月1日 牛　乳

11月1日 さんま

11月1日 鮭

11月1日 ヨーグルト

11月1日 ホールコーン

11月1日 酒

11月1日 トマトケチャップ

11月1日 でんぷん

11月1日 さつまいも

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

37.45

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

広島県・島根県・長崎県・熊本県
北海道の原乳を使用

北海道

北海道

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市（我孫子北地区）

11月1日 削り節
ｲﾜｼ：熊本・長崎・高知・愛媛・宮崎

ｻﾊﾞ：静岡・和歌山・愛媛・高知
　　　　　熊本・長崎・鹿児島

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

北海道

検出せず(20未満）

日本産米使用

我孫子市（我孫子北地区Ⅲ）

カナダ産豚肉 検出せず（20未満）

検出せず
(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市（我孫子北地区Ⅰ）

もち米：タイ産　　　米：日本産

長野県

愛知県・静岡県・神奈川県

アメリカ・中国・チリ・日本

検出せず(20未満）

北海道

千葉県を主に、一部、群馬県
秋田県の原乳を使用

我孫子市（布佐南地区）

我孫子市（我孫子北地区）

我孫子市（我孫子北地区Ⅱ）

千葉県、北海道、岩手県、
群馬県、秋田県の原乳

我孫子市（我孫子北地区Ⅲ）

我孫子市（我孫子北地区）

埼玉県

青森県

我孫子市（我孫子南地区）

千葉県

我孫子市（我孫子北地区Ⅳ）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市(我孫子南地区）

長野県

長野県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市（湖北南地区）
※国の示す基準値以下ですが
学校給食には使用しません。

栃木県



11月1日 さつまいも

11月1日 ２３年度米（玄米）

11月1日 ２３年度米（玄米）

11月1日 ２３年度米（玄米）

11月1日 ２３年度米（玄米）

10月25日 長ねぎ

10月25日 本しめじ

10月25日 にんじん

10月25日 小松菜

10月25日 さといも

10月25日 白菜

10月25日 きゅうり

10月25日 さつまいも

10月25日 チンゲン菜

10月25日 さつまいも

10月25日 さといも

10月18日 牛　乳

10月18日 キャベツ

10月18日 もやし

10月18日 さつまいも

10月18日 さつまいも

10月18日 青大豆

10月18日 水菜

10月18日 キャベツ

10月18日 さつまいも

10月18日 豚　肉

10月18日 鶏　肉

10月11日 ほうれん草

10月11日 白　菜

10月11日 キャベツ

10月11日 ブロッコリー

茨城県

我孫子市（我孫子北地区Ⅲ）

我孫子市（湖北南地区）

長野県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

北海道

検出せず(20未満）

茨城県

千葉県

北海道

長野県

検出せず(20未満）

北海道

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

我孫子市(湖北北地区） 検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）千葉県

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

茨城県

検出せず(20未満）我孫子市（湖北南地区）

山形県

検出せず(20未満）

我孫子市（我孫子南地区）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

千葉県

我孫子市（布佐北地区）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

福島県

千葉県

千葉県を主に、一部
群馬県・秋田県の原乳を使用

茨城県

検出せず(20未満）

千葉県

我孫子市（我孫子北地区）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

21.72

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

茨城県

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市（我孫子北地区Ⅱ）

北海道

我孫子市（我孫子南地区）

埼玉県 検出せず(20未満）

愛媛県

検出せず（20未満）

※　学校敷地内で子ども達が栽培
　　したものです。国の示す基準値

　 以下ではありますが、学校
   給食や学校行事等では、使用し

   ません。



10月11日 さつまいも

10月11日 大　根

10月11日 さといも

10月11日 チンゲン菜

10月11日 とうもろこし

10月11日 さつまいも

10月11日 さつまいも

10月11日 鶏　肉

10月11日
米：コシヒカリ

もち米：ふさのもち
※　２：１で混合

10月4日 牛　乳

10月4日 さんま

10月4日 鮭

10月4日 ヨーグルト

10月4日
うずら卵

水煮

10月4日
揚げ出し

豆腐

10月4日
マッシュ

ルーム水煮

10月4日 醤　油

10月4日 干し椎茸

10月4日 米白絞油

10月4日 きゅうり

10月4日 みかん

※食品衛生法に基づく飲食物に関する新基準値

飲料水

放射性セシウム 10

※放射性ヨウ素については、半減期が短く、既にに食品からの検出報告がないことから、

国は規制値を設けていません。したがって、本市は現在、セシウム（１３４）と同（１３７）の

２種を検査対象としています。

注　）ベクレル：放射能の強さを表す単位で、単位時間（1秒間）内に原子核が崩壊する数を表します。

検出せず(20未満）

茨城県 検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

北海道

千葉県

中国地方・九州・北海道の
原乳を使用

検出せず(20未満）

我孫子市（我孫子北地区）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

千葉県

我孫子市（我孫子南地区）

千葉県を主に、一部
群馬県・秋田県の原乳を使用

検出せず(20未満）

北海道

千葉県

千葉県

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

（単位：ベクレル／ｋｇ）

検出せず（20未満）

熊本県

茨城県

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

アメリカ産の大豆を使用

アメリカ・カナダ産の大豆を使用

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

牛乳 乳幼児食品

宮崎県・愛媛県・熊本県

検出せず（20未満）

検出せず(20未満）

検出せず(20未満）

我孫子市（湖北南地区） 検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

千葉県

検出せず(20未満）

検出せず（20未満）

50

検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

ＬＢ２０４５）

一般食品

100

検出せず(20未満）

50

ＮａＩ（Ｔ１）シンチレーションスぺクトロメーター (ベルトールドテクノロジー社（ドイツ国）製、ガンマ線スぺクトロメーター

●検査機器

モニタリング検査実施済みの
国産玄米を使用

我孫子市（我孫子南地区）

検出せず(20未満） 検出せず（20未満）

検出せず（20未満）

我孫子市（我孫子北地区）

検出せず(20未満）



●放射性濃度測定感度

〈平成２４年６月１日以降〉

：１～１２時間程度のバックグラウンド測定を行い、１検体につき４２０ｍｌの試料を３０分以上かけて測定を行っています。

※「検出せず」とは、放射性セシウム（１３４）、放射性セシウム（１３７）それぞれについて、

存在しないか又は検出限界値未満であることを示します。

括弧内の数字は検出限界値です。検出限界値はサンプルの種類によって異なります。

（平成２４年２月１５日以降）

： ４２０ｍｌの試料を用いて３０分間測定した場合、放射性ヨウ素（１３１）、放射性セシウム（１３４）、放射性セシウム

（１３７）それぞれについて、１０ベクレル／ｋｇで、定量測定することが可能です。（確率は、２σ ・９５％で、１～１２時間

程度のバックグラウンドデータを取得して測定した場合。）

（平成２４年２月１４日以前）

： ４２０ｍｌの試料を用いて１５分間測定した場合、放射性ヨウ素１３１を２０ベクレル／ｋｇ、　放射性セシウム134・

１３７の合算値を２０ベクレル／ｋｇで定量測定することが可能です。（確率は２σ ・９５％で、１～１２時間程度の

●検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「NaⅠ（T１）機器分析法」、科学技術庁

測定法シリーズ２４「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。

9月21日 鶏　肉

9月21日 きゅうり

9月21日 ピーマン

　エネルギー分解能 ：７．５％ Cs137(662keV)

※「検出せず」とは、放射性ヨウ素（１３１）と放射性セシウム（１３４）、放射性セシウム（１３７）それぞれについて

　エネルギー分解能 ：７．５％ Cs137(662keV)

品　名 生産地 放射性セシウム
（１３４と１３７の合計）

※「検出せず」とは、放射性ヨウ素１３１と放射性セシウム１３４・１３７の合計それぞれについて存在しないか、または

または２０ベクレル／ｋｇ未満であることを示します。

検査機関
放射性ヨウ素

１３１

測定結果（Bq /ｋｇ）

バックグラウンドデータを取得して測定した場合。）

検出せず
(10以内）

給食食材の放射性物質の検査結果について

　エネルギー分解能 ：７．５％ Cs137(662keV)

検査日

検出せず
(10以内）

岩手県

我孫子市
検出せず
(10以内）

検出せず(10以内）

(財)千葉県
 薬剤師会
  検査
 センター

検出せず(10以内）我孫子市

検出せず(10以内）

存在しないか、または１０ベクレル／ｋｇ未満であることを示します。



9月16日 豚　肉

9月16日 ね ぎ

9月2日 さんま

9月2日 鮭

9月2日 な　す

9月2日
新米

コシヒカリ

(株）つくば
  分析
 センター

8月24日 牛　乳

8月24日 コッペパン

8月24日 じゃがいも

8月24日 たまねぎ

8月23日
新米

ふさおとめ

(財）日本
食品分析
センター

多摩研究所

※「検出せず」とは、(財）千葉県薬剤師会検査センター：検出限界値（10Bq/kg）以内であることを示します。　
　　　　　　　　　　　　 （株）つくば分析センター  ：検出下限値（２0Bq/kg）未満であることを示します。　
　　　　　　　　　　　　 （財）日本食品分析センター多摩研究所　：検出下限値（２0Bq/kg）未満であることを示します。　　　　　　　

(財)千葉県
 薬剤師会
  検査
 センター

北海道

我孫子市
検出せず
(10以内）

検出せず(10以内）

検出せず(10以内）
検出せず
(10以内）

北海道 検出せず(10以内）

検出せず（20未満）我孫子市
検出せず
(20未満）

検出せず
(20未満）

千葉県

検出せず
(10以内）

我孫子市
検出せず
(20未満）

千葉県を主に、一部
群馬県・秋田県の原乳を

使用

検出せず(10以内）我孫子市
検出せず
(10以内）

検出せず(10以内）

検出せず
(10以内）

検出せず(10以内）

検出せず（20未満）

検出せず(10以内）

我孫子市
検出せず
(10以内）

我孫子市

北海道を主に、千葉
県、北関東（埼玉県・
群馬県・茨城県）の

小麦粉を使用

検出せず
(10以内）

(財)千葉県
 薬剤師会
  検査
 センター

(財)千葉県
 薬剤師会
  検査
 センター検出せず（20未満）

検出せず（20未満）


