
3月12日 絹ごし豆腐

3月12日 福神漬

3月12日 もやし

3月12日 卵

3月12日 しめじ

3月12日 かぶ

3月12日 小松菜

3月9日 人参

3月9日 大根

3月9日 玉ねぎ

3月9日 青梗菜

3月8日 じゃがいも

3月8日 ほうれんそう

3月8日 いちご

3月8日 アップルソース

3月8日 いなだ

3月8日 小豆

3月8日 きゅうり

3月8日 乾燥マッシュポテト

2月12日 長ねぎ

2月12日 エリンギ

2月12日 ぶなしめじ

2月12日 煎り大豆

2月12日 人参

2月12日 小松菜

2月12日 玉ねぎ

2月12日 押麦

2月12日 いか短冊

宮城県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.1未満）

給食食材の放射性物質の検査結果について

測定結果（ベクレル毎キログラム）

検査日 品　名 生産地 放射性セシウム
１３７

放射性セシウム
１３４

長野県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.8未満）

長野県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4未満）

新潟県 検出せず（8.1未満） 検出せず（7.2未満）

富山県 検出せず（5.9未満） 検出せず（7.0未満）

青森県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.7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（5.2未満） 検出せず（6.6未満）

北海道 検出せず（5.2未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（5.0未満） 検出せず（6.2未満）

北海道 検出せず（4.0未満） 検出せず（5.0未満）

茨城県

北海道

大分県

長野県

静岡県

茨城県

北海道

静岡県

北海道

千葉県

北海道

千葉県

千葉県

長野県

千葉県

栃木県

静岡県

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（3.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（5.7未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（3.1未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.9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（5.2未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.9未満）

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（5.5未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.7未満）



2月12日 ごぼう

2月12日 青梗菜

2月12日 じゃがいも（メークイン）

2月9日 つきこんにゃく

2月9日 きゅうり

2月9日 米粒麦

2月9日 白菜

2月9日 干ししいたけ

2月9日 セロリ

2月9日 卵

1月18日 玉ねぎ

1月18日 長ねぎ

1月18日 ブロッコリー

1月15日 板こんにゃく

1月15日 ほうれん草

1月15日 りんご（缶詰）

1月15日 高野豆腐細切

1月15日 ごぼう

1月15日 大根

1月15日 昆布

1月15日 千切ごぼう

1月15日 りんご

1月15日 くきわかめ

1月15日 海草ミックス

1月12日 かつお角切り

1月12日 まいわし開き

1月12日 はたはた

1月12日 鮭角切り

1月12日 帆立貝フレーク

12月11日 かぶ

12月8日 絹ごし豆腐

石川県 検出せず（4.8未満） 検出せず（6.4未満）

青森県 検出せず（4.1未満） 検出せず（4.7未満）

岩手県 検出せず（4.9未満） 検出せず（6.1未満）

宮城県

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.0未満）

北海道 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.8未満）

青森県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.1未満）

秋田県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

宮城県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.5未満）

青森県 検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）

茨城県

検出せず（5.1未満）

群馬県 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（4.7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）

長野県 検出せず（4.0未満） 検出せず（5.7未満）

青森県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.8未満）

愛知県 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.7未満）

宮城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.5未満）

北海道 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県

北海道 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.6未満）

茨城県 検出せず（5.5未満） 検出せず（6.4未満）

茨城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.9未満）

福井県 検出せず（4.7未満）

岩手県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.3未満）

北海道 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.1未満）

群馬県 検出せず（6.0未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県

検出せず（5.8未満）



12月8日 切干大根

12月8日 ごぼう

12月8日 白菜

12月8日 大根

12月8日 青梗菜

12月8日 キャベツ

12月8日 かえり煮干し

12月8日 舞茸

12月8日 ブロッコリー

12月8日 生里芋乱切り

12月7日 れんこん

12月7日 ます切身

12月7日 いわしボール

12月7日 たら切り身

11月13日 きなこ

11月13日 さつま芋

11月13日 かぶ

11月13日 落花生

11月13日 りんご

11月13日 大豆もやし

11月13日 長ねぎ

11月10日 白菜

11月10日 ピーマン

11月10日 キャベツ

11月10日 れんこん

11月10日 ほうれん草

11月10日 大根

11月10日 きゅうり

11月10日 人参

11月10日 里芋

11月10日 玉ねぎ

千葉県 検出せず（5.0未満） 検出せず（5.7未満）

瀬戸内海 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.2未満）

千葉県

茨城県

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（7.6未満）

長野県 検出せず（5.0未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.6未満）

愛知県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（4.8未満） 検出せず（4.7未満）

北海道 検出せず（6.5未満） 検出せず（7.8未満）

北海道

北海道 検出せず（4.1未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県

検出せず（4.3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（4.8未満） 検出せず（6.2未満）

青森県

埼玉県

北海道

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（7.8未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（6.9未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（6.2未満）

千葉県

千葉県

千葉県

岩手県

福島県

秋田県

茨城県

茨城県

検出せず（5.1未満）

長野県

茨城県

千葉県

千葉県

群馬県 検出せず（4.2未満）



11月9日 プレーンヨーグルト

10月16日 さつまいも

10月16日 ごぼう

10月16日 玉ねぎ

10月16日 白菜

10月16日 えのきたけ

10月16日 なめこ水煮

10月16日 舞茸

10月16日 さつま芋ペースト

10月16日 セロリー

10月16日 じゃがいも

10月16日 人参

10月13日 長ねぎ

10月13日 いわしすり身

10月13日 大根

10月13日 きゅうり

10月13日 青梗菜

10月13日 小松菜

10月13日 トマト

10月13日 卵

9月8日 冷凍枝豆

9月8日 かぶ

9月8日 エリンギ

9月8日 大根

9月8日 おかひじき

9月8日 生プルーン

9月8日 白菜

9月8日 長ねぎ

9月8日 キャベツ

9月8日 さんま開き

9月8日 豊水

検出せず（4.2未満）

検出せず（4.2未満）

青森県

長野県

北海道

千葉県

長野県

長野県

検出せず（5.0未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（5.1未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（4.5未満）

検出せず（5.5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（5.2未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.1未満）

青森県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.9未満）

長野県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.0未満）

台湾

長野県

北海道 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（5.8未満）

栃木県 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県

新潟県 検出せず（4.0未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県 検出せず（4.8未満） 検出せず（6.2未満）

千葉県 検出せず（4.5未満） 検出せず（6.0未満）

山形県

茨城県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.8未満）

北海道 検出せず（4.8未満） 検出せず（4.9未満）

長野県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.5未満）

長野県 検出せず（6.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（6.2未満）

埼玉県 検出せず（5.0未満） 検出せず（5.0未満）

北海道 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（6.1未満）

北海道 検出せず（5.2未満） 検出せず（4.6未満）

北海道 検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

静岡県 検出せず（3.2未満） 検出せず（5.5未満）

長野県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）千葉県他



9月8日 ほうれん草

9月8日 いか短冊

9月7日 りんご

9月7日 れんこん

9月7日 卵

9月7日 トマト

9月7日 里芋

9月7日 青梗菜

7月7日 長ねぎ

7月7日 キャベツ

7月7日 ズッキーニ

7月7日 ぶなしめじ

7月7日 大根

7月7日 ピーマン

7月7日 絹ごし豆腐

7月7日 うずら卵

7月7日 サラダこんにゃく

7月7日 かぶ

7月7日 冬瓜

7月7日 さつまいも

7月6日 トマト

7月6日 きゅうり

7月6日 さんま筒切

7月6日 白菜

7月6日 小松菜

7月6日 じゃがいも

7月6日 人参

6月11日 冷凍サイコロ豆腐

6月10日 大豆水煮

6月9日 キャベツ

6月9日 小松菜

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.5未満）

青森県

茨城県

千葉県

検出せず（4.0未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（5.0未満）

日本 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（5.2未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県

千葉県

長野県

岩手県

茨城県

千葉県

千葉県

群馬県

静岡県

国内

岩手県

青森県

千葉県

茨城県

検出せず（5.6未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（3.5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（4.4未満）

検出せず（4.4未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.2未満）

検出せず（5.6未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.3未満）

検出せず（5.4未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（6.1未満）

検出せず（5.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（6.5未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（5.2未満）

長野県 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.2未満）

検出せず（6.0未満）

長野県

長野県

検出せず（5.0未満）

茨城県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県

茨城県

検出せず（5.0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）

長野県 検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.3未満）

検出せず（5.1未満）

群馬県

青森県

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（4.7未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.7未満）

栃木県

青森県

茨城県



6月9日 大根

6月9日 えのきたけ

6月9日 白花豆ぺースト

6月9日 板こんにゃく

6月9日 ぜんまい（水煮）

6月9日 セロリー

6月9日 チンゲン菜

6月9日 白菜

6月8日 マス

6月8日 トマト

6月8日 きゅうり

6月8日 ピーマン

6月8日 大豆もやし

6月8日 アスパラガス

6月8日 りんご

2月5日 にんじん

2月5日 みずな

2月5日 だいこん

2月5日 ごぼう

2月5日 はくさい

2月5日 豚ひき肉

2月5日 かぶ

2月4日 だいこん

2月4日 こまつな

2月4日 はくさい

2月4日 チンゲンサイ

2月4日 もやし

2月4日 鶏卵

2月4日 きゅうり

2月4日 じゃがいも

検出せず（5.8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（4.9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（5.2未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（5.5未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.7未満）

茨城県

茨城県

栃木県

青森県

長野県

北海道

長野県

検出せず（3.7未満）

茨城県

茨城県

群馬県

山形県

長野県

青森県

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（5.6未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（6.8未満）

北海道・ロシア

青森県

検出せず（5.2未満）

福島県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

北海道 検出せず（5.2未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（5.2未満）

栃木県 検出せず（4.1未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（4.8未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.6未満）

検出せず（4.3未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（5.4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）

茨城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.7未満）

神奈川県 検出せず（3.8未満） 検出せず（5.0未満）



2月4日 にんじん

2月4日 さといも

2月4日 牛乳

1月29日 ます切り身

1月29日 鰆切り身

1月29日 たら切り身

1月29日 煎り大豆

1月29日 鶏卵

1月29日 ほししいたけ

1月29日 りんご

1月29日 れんこん

1月22日 長ねぎ

1月22日 押し豆腐

1月22日 さつまいも

1月22日 ひきわり納豆

1月22日 さといも

1月22日 えのきたけ

1月22日 きゅうり

1月21日 豚レバー

1月22日 ごぼう

1月21日 豚もも肉小間切れ

1月21日 にんじん

1月21日 こまつな

1月21日 きゅうり

1月21日 ごぼう

1月21日 キャベツ

1月21日 たまねぎ

1月21日 だいこん

1月21日 鶏卵

1月21日 はくさい

千葉県 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県 検出せず（3.7未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

神奈川県 検出せず（3.6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）

千葉県 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.7未満）

北海道 検出せず（5.0未満） 検出せず（3.8未満）

千葉県 検出せず（3.4未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県

茨城県 検出せず（3.4未満） 検出せず（3.5未満）

長野県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.0未満）

茨城県 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.2未満）

栃木県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.5未満）

宮城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（3.9未満）

学校栽培（布佐南地区） 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

埼玉県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.7未満）

北海道・岩手県 検出せず（4.7未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

青森県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（3.8未満）

岩手県・山形県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.1未満）

北海道・ロシア 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.2未満）

韓国 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

北海道 検出せず（4.7未満） 検出せず（4.1未満）

新潟県 検出せず（5.0未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.5未満） 検出せず（4.6未満）

埼玉県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.6未満）



1月21日 牛乳

1月8日 ます切り身

1月8日 たら切り身

1月8日 白麦

1月8日 米粒麦

1月8日 乾燥大豆

1月8日
ヨーグルト               （プ

レーン）

1月8日 ほししいたけ

1月8日 れんこん

1月8日 牛乳

12月11日 だいこん

12月11日 豚もも肉

12月11日 にんじん

12月11日 こまつな

12月11日 ごぼう

12月11日 たまねぎ

12月11日 長ねぎ

12月11日 みずな

12月11日 ほうれんそう

12月10日 ピーマン

12月10日 にんじん

12月10日 だいこん

12月10日 キャベツ

12月10日 はくさい

12月10日 しめじ

12月10日 長ねぎ

12月10日 りんご

12月10日 きゅうり

12月10日 ほうれんそう

12月10日 牛乳

アメリカ・ロシア 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.1未満）

福井県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

北海道 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.0未満）

福井県 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県・千葉県・栃木県
宮城県・北海道

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

岩手県・山形県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.8未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（3.2未満） 検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.0未満）

茨城県 検出せず（5.2未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（3.7未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

北海道 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

学校栽培（湖北南地区） 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（4.5未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（6.3未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.6未満）

長野県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.2未満）

埼玉県 検出せず（4.8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（4.9未満）

茨城県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県 検出せず（4.0未満） 検出せず（5.0未満）

山形県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.9未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.9未満） 検出せず（3.7未満）



11月27日 ます切り身

11月27日 小麦粉

11月27日 乾燥大豆

11月27日 鶏卵

11月27日 煎り大豆

11月27日 ほししいたけ

11月27日 れんこん

11月27日 りんご

11月20日 キャベツ

11月20日 むすびこんぶ

11月20日 豚ひき肉

11月20日 三角こんにゃく

11月20日 かぶ

11月20日 だいこん

11月20日 こまつな

11月20日 りんご

11月19日 きりぼしだいこん

11月19日 冷凍さやいんげん

11月19日 にんじん

11月19日 セロリ

11月19日 豚レバー

11月19日 キウイフルーツ

11月19日 じゃがいも

11月19日 ごぼう

11月19日 だいこん

11月19日 冷凍大豆水煮

11月19日 まいたけ

11月19日 牛乳

11月6日 冷凍殺菌液卵

11月6日 豚もも肉

千葉県 検出せず（5.6未満） 検出せず（5.9未満）

千葉県 検出せず（3.4未満） 検出せず（3.3未満）

北海道・ロシア 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.4未満）

埼玉県 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.5未満）

新潟県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.8未満）

岩手県・山形県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.3未満）

山形県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.9未満）

茨城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.4未満）

長野県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

群馬県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.4未満）

北海道 検出せず（6.4未満） 検出せず（5.5未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）

青森県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.6未満）

愛知県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

北海道 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.6未満）

北海道 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

青森県 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（3.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.1未満）

学校栽培（湖北北地区） 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.7未満）

茨城県 検出せず（3.8未満） 検出せず（3.7未満）

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.2未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（4.1未満） 検出せず（5.0未満）

静岡県



11月6日 にんじん

11月6日 チンゲンサイ

11月6日 もやし

10月29日 さつまいも

11月6日 こまつな

11月6日 カットさといも（生）

11月6日 鶏もも肉

11月6日 きゅうり

11月6日 はくさい

11月6日 えのきたけ

10月29日 さつまいも

11月5日 みかん

11月5日 じゃがいも

11月5日 さつまいも

11月5日 たまねぎ

11月6日 長ねぎ

11月6日 牛乳

10月29日 ます切り身

10月29日 さんま開き

10月29日 乾燥大豆

10月29日 鶏卵

10月29日 煎り大豆

10月29日 ピーナッツダイス

10月29日 れんこん

10月29日 さつまいも

10月16日 キャベツ

10月16日 さつまいも

10月17日 かぶ

10月17日 もやし

10月17日 だいこん

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.6未満）

北海道・ロシア 検出せず（3.9未満） 検出せず（3.9未満）

岩手県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.7未満）

新潟県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（5.0未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（5.0未満） 検出せず（3.9未満）

学校栽培（我孫子北地区） 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.3未満）

群馬県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.5未満）

栃木県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.1未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.7未満） 検出せず（4.7未満）

青森県 検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5未満）

学校栽培（我孫子南地区） 検出せず（5.4未満） 検出せず（7.2未満）

北海道 検出せず（5.2未満） 検出せず（6.5未満）

北海道 検出せず（5.0未満） 検出せず（6.7未満）

長野県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.1未満）

学校栽培（湖北北地区） 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.7未満）

学校栽培（布佐北地区） 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.9未満）

長野県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.8未満）

千葉県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（4.4未満）

茨城県 検出せず（5.4未満） 検出せず（3.7未満）

福島県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.5未満）

学校栽培（湖北南地区）

北海道 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.2未満）



10月16日 こまつな

10月17日 豚こま肉

10月17日 鶏もも肉皮付き

10月17日 なめこ水煮

10月16日 長ねぎ

10月16日 にんじん

10月16日 ごぼう

10月16日 乾燥ひじき

10月17日 鶏むね肉

10月16日 じゃがいも

10月16日 きゅうり

10月16日 だいこん

10月16日 えのきたけ

10月16日 りんご

10月16日 牛乳

10月2日 はくさい

10月2日 こまつな

10月2日 きゅうり

10月2日 豚もも肉

10月2日 さやいんげん

10月2日 たまねぎ

10月2日 さつまいも

10月2日 豚ひき肉

10月2日 キャベツ

10月1日 こまつな

10月1日 えのきたけ

10月1日 きゅうり

10月1日 豚もも肉

10月1日 もやし

10月1日 ピーマン

長野県 検出せず（3.8未満） 検出せず（3.9未満）

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.2未満）

青森県 検出せず（5.4未満） 検出せず（6.2未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.2未満）

埼玉県 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.0未満）

茨城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

北海道 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.2未満）

埼玉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

群馬県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.4未満）

千葉県 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.3未満）

長野県 検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

茨城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8未満）

青森県 検出せず（3.4未満） 検出せず（3.5未満）

福島県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

長野県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.4未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.8未満） 検出せず（4.8未満）

青森県 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.5未満）

岩手県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

北海道 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（4.3未満）

北海道 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.5未満）

埼玉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（3.9未満）

千葉県 検出せず（5.2未満）

茨城県 検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

新潟県 検出せず（3.6未満） 検出せず（5.2未満）

青森県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.9未満）

北海道

青森県 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.5未満）

宮崎県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）



10月1日 にんじん

10月1日 キャベツ

10月1日 れんこん

10月1日 ごぼう

10月1日 牛乳

9月25日 精白米

9月25日 精白米

9月25日 精白米

9月26日 精白米

9月26日 精白米

9月26日 精白米

9月26日 精白米

9月26日 精白米

9月26日 精白米

9月26日 精白米

9月25日 さんま筒切り

9月25日 ます切り身

9月25日
国産生むき栗　　　　1/4

カット

9月25日 巨峰

9月25日 乾燥大豆

9月25日 さつまいも

9月25日 れんこん

9月18日 にんじん

9月18日 きゅうり

9月18日 もやし

9月18日 かぼちゃ

9月17日 さやいんげん

9月18日 クラッシュ大豆

9月18日 豚もも肉

9月17日 チンゲンサイ

北海道 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.1未満）

群馬県 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.0未満）

茨城県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.4未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.9未満） 検出せず（5.1未満）

青森県 検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

我孫子市産
（我孫子北地区）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.5未満）

我孫子市産
（我孫子北地区）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.7未満）

我孫子市産
（湖北南地区）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.7未満）

我孫子市産
（我孫子北地区）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.3未満）

我孫子市産
（布佐南地区）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.7未満）

我孫子市産
（湖北南地区）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.7未満）

我孫子市産
（我孫子北地区）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.0未満）

我孫子市産
（天王台北地区）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.6未満）

我孫子市産
（我孫子北地区）

検出せず（3.2未満） 検出せず（4.5未満）

我孫子市産
（湖北南地区）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.9未満）

九州 検出せず（3.9未満） 検出せず（3.6未満）

長野県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.7未満）

岩手県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.0未満）

北海道・ロシア 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（6.2未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

茨城県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

茨城県 検出せず（4.0未満） 検出せず（5.4未満）

福島県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（4.7未満） 検出せず（3.8未満）

岩手県 検出せず（5.4未満） 検出せず（5.4未満）

岩手県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

福島県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4未満）

北海道 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.7未満）



9月18日 なす

9月17日 キャベツ

9月17日 こまつな

9月17日 ごぼう

9月18日 チンゲンサイ

9月17日 れんこん

9月17日 きゅうり

9月18日 長ねぎ

9月17日 えのきたけ

9月17日 にんじん

9月17日 豚もも肉

9月17日 牛乳

9月2日 トマト

9月4日 鶏むね肉皮つき

9月4日 ごぼう

9月4日 冷凍むき枝豆

9月4日 はくさい

9月4日 きゅうり

9月4日 梨

9月4日 こねぎ

9月4日 じゃがいも

9月3日 梨

9月3日 もやし

9月3日 長ねぎ

9月3日 とうがん

9月3日 しめじ

9月3日 なす

9月3日 キャベツ

9月3日 じゃがいも

9月3日 さつまいも

学校栽培（湖北北地区） 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.9未満）

茨城県

岩手県

千葉県 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.0未満）

北海道 検出せず（3.1未満）

静岡県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.7未満）長野県

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.0未満）

群馬県 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.7未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（4.7未満）

北海道 検出せず（4.7未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（3.7未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4未満）

長野県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.8未満）

福島県

群馬県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.0未満）

秋田県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

茨城県 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

群馬県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

北海道 検出せず（3.9未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.8未満）

長野県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.5未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

北海道 検出せず（3.9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（5.1未満）

千葉県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.7未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.7未満）

岩手県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.0未満）

群馬県 検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（3.8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（5.1未満）

群馬県



9月3日 さやいんげん

9月3日 牛乳

9月2日 ます切り身

9月2日 さんま背開き

9月2日
ヨーグルト
（プレーン）

9月2日 冷凍ホールコーン

9月2日 白麦

9月2日 米粒麦

9月2日 乾燥大豆

9月2日 たら切り身

7月3日 きゅうり

7月3日 絹ごし豆腐

7月3日 にんじん

7月3日 じゃがいも

7月3日 はくさい

7月3日 キャベツ

7月3日 大豆もやし

7月3日 いか切り身

7月3日 さやいんげん

7月2日 トマト

7月2日 チンゲンサイ

6月27日 じゃがいも

7月2日 キャベツ

7月2日 にんじん

7月2日 豚こま肉

7月2日 きゅうり

7月2日 じゃがいも

7月2日 ごぼう

7月2日 なす

7月2日 牛乳

検出せず（5.4未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.2未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.3未満） 検出せず（3.8未満）

青森県 検出せず（4.3未満）

北海道 検出せず（3.2未満） 検出せず（4.0未満）

北海道・ロシア 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

千葉県・北海道 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.8未満）

北海道・オランダ
ニュージーランド

検出せず（4.9未満）

千葉県 検出せず（4.2未満） 検出せず（5.3未満）

富山県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.5未満）

長野県・新潟県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.4未満）

群馬県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.4未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（5.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.9未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

岩手県 検出せず（3.4未満） 検出せず（4.0未満）

群馬県 検出せず（3.6未満）

学校栽培（我孫子北地区） 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（5.3未満）

茨城県

青森県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県 検出せず（4.2未満） 検出せず（3.9未満）

栃木県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

長野県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.4未満）

宮城県 検出せず（2.8未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（5.7未満）

千葉県 検出せず（3.5未満） 検出せず（3.5未満）

学校栽培（我孫子南地区） 検出せず（4.5未満） 検出せず（5.1未満）

北海道 検出せず（4.0未満）



6月26日 ます切り身

6月26日 たら角切り

6月26日 煎り大豆

6月26日 乾燥こんぶ

6月26日 うずら卵水煮

6月26日 乾燥大豆

6月26日 鶏卵

6月19日 キャベツ

6月19日 いか短冊

6月19日 にんじん

6月19日 豚もも肉

6月19日 はくさい

6月19日 長ねぎ

6月19日 じゃがいも

6月19日 乾燥大豆

6月19日 きゅうり

6月18日 だいこん

6月18日 こまつな

6月18日 パセリ

6月18日 乾燥ひじき

6月18日 チンゲンサイ

6月18日 刻み大豆

6月18日 もやし

6月18日 にんじん

6月18日 焼きのり

6月18日 さやいんげん

6月18日 牛乳

6月5日 きゅうり

6月5日 鶏ひき肉

6月5日 こまつな

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（3.5未満） 検出せず（3.9未満）

千葉県 検出せず（4.0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（5.1未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.5未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.4未満）

青森県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.6未満）

福島県 検出せず（5.1未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（4.8未満）

長野県 検出せず（5.5未満） 検出せず（5.6未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.1未満）

青森県 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.0未満）

茨城県

千葉県 検出せず（4.6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（5.6未満）

学校栽培（湖北南地区） 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）

長野県 検出せず（4.4未満） 検出せず（3.5未満）

岩手県 検出せず（3.4未満） 検出せず（4.0未満）

千葉県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.6未満）

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（4.3未満）

千葉県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.3未満）

岩手県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（4.6未満） 検出せず（3.7未満）

新潟県 検出せず（5.0未満） 検出せず（6.1未満）

北海道・ロシア 検出せず（3.8未満） 検出せず（3.5未満）

北海道 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.8未満）



6月5日 煮干し

6月5日 じゃがいも

6月5日 もやし

6月5日 ほうれんそう

6月5日 鶏卵

6月5日 はくさい

6月4日 鶏もも肉

6月4日 ごぼう

6月4日 長ねぎ

6月4日 こまつな

6月4日 鶏むね肉

6月4日 えのきたけ

6月4日 にんじん

6月4日 キャベツ

6月4日 冷凍液卵

6月4日 かつお角切

6月4日 牛乳

5月29日 ます切り身

5月29日 煎り大豆

5月29日 ピーナッツダイス

5月29日 メヒカリドレス

5月29日 乾燥大豆

5月29日 冷凍白玉

5月29日 メロン

5月22日 長ねぎ

5月22日 小松菜

5月22日 もやし

5月22日 大根

5月22日 キャベツ

5月22日 きゅうり

千葉県 検出せず（8.0未満） 検出せず（7.7未満）

学校栽培（湖北北地区） 検出せず（3.2未満） 検出せず（2.8未満）

千葉県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.7未満）

福島県 検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

群馬県 検出せず（5.7未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.9未満）

茨城県 検出せず（3.4未満） 検出せず（3.8未満）

千葉県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.0未満）

青森県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.6未満）

長野県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（3.8未満） 検出せず（5.0未満）

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（3.3未満）

岩手県 検出せず（3.2未満） 検出せず（3.7未満）

静岡県 検出せず（5.0未満） 検出せず（3.9未満）

千葉県 検出せず（3.4未満） 検出せず（3.8未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.4未満） 検出せず（4.2未満）

宮城県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.1未満）

千葉県 検出せず（4.8未満） 検出せず（5.9未満）

北海道 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

新潟県 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.9未満）

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

茨城県 検出せず（3.3未満） 検出せず（3.6未満）

千葉県産もち米使用 検出せず（3.1未満） 検出せず（3.6未満）

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.4未満）

愛知県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.0未満）

茨城県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

福島県 検出せず（5.1未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.4未満）



5月22日 冷凍液卵

5月22日 豚ひき肉

5月22日 アスパラガス

5月21日 キャベツ

5月21日 えのき茸

5月21日 ピーマン

5月21日 きゅうり

5月21日 ごぼう

5月21日 卵

5月21日 小松菜

5月21日 もやし

5月21日 ベーコン

5月21日 鶏むね肉

5月21日 牛乳

5月8日 キャベツ

5月8日 大根

5月8日 さつまいも

5月8日 冷凍ゆで大豆

5月8日 小松菜

5月8日 ピーマン

5月8日 ほうれん草

5月8日 アスパラガス

5月8日 千切ごぼう

5月7日 白菜

5月7日 長ねぎ

5月7日 セロリー

5月7日 大根

5月7日 キャベツ

5月7日 いか短冊

茨城県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.3未満）

長野県 検出せず（3.2未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.4未満）

山形県 検出せず（3.8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（3.5未満）

栃木県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県 検出せず（3.4未満） 検出せず（3.4未満）

青森県 検出せず（3.8未満） 検出せず（3.6未満）

栃木県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県・群馬県 検出せず（3.4未満） 検出せず（4.1未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.4未満） 検出せず（3.6未満）

岩手県 検出せず（2.9未満） 検出せず（3.9未満）

千葉県 検出せず（4.3未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.8未満）

千葉県 検出せず（4.0未満） 検出せず（4.1未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.4未満）

茨城県 検出せず（4.5未満） 検出せず（4.9未満）

茨城県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.6未満）

青森県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

栃木県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.6未満）

茨城県 検出せず（5.1未満） 検出せず（3.7未満）

茨城県 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（4.7未満） 検出せず（6.1未満）

岩手県 検出せず（3.2未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県 検出せず（4.9未満） 検出せず（3.5未満）

神奈川県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.0未満）



5月7日 きゅうり

5月7日 チンゲン菜

5月7日 生あげ

5月7日 かぶ

5月7日 牛乳

4月24日 ます切り身

4月24日 かつお切り身

4月24日 ヨーグルト

4月24日 うずら卵水煮卵

4月24日 冷凍ホールコーン

4月24日 シーチキンフレーク

4月24日 乾燥大豆

4月24日 小麦粉

4月24日 牛乳

4月17日 長ねぎ

4月17日 豚もも肉

4月17日 チンゲン菜

4月17日 大根

4月17日 おかひじき

4月17日 殺菌液卵

4月17日 ほうれん草

4月17日 小松菜

4月17日 キャベツ

4月16日 鶏モモ肉

4月16日 きゅうり

4月16日 白菜

4月16日 豚ひき肉

4月16日 小松菜

4月16日 セロリー

4月16日 もやし

茨城県 検出せず（4.0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（4.4未満）

宮城県 検出せず（3.4未満） 検出せず（4.1未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

千葉県 検出せず（4.5未満） 検出せず（4.2未満）

北海道 検出せず（3.7未満） 検出せず（4.2未満）

千葉県 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.0未満）

北海道 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.2未満）

宮城県 検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

栃木県 検出せず（3.9未満） 検出せず（3.0未満）

埼玉県 検出せず（4.1未満） 検出せず（4.6未満）

静岡県 検出せず（3.4未満） 検出せず（3.8未満）

千葉県 検出せず（3.9未満） 検出せず（5.1未満）

茨城県

検出せず（4.8未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（4.6未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（7.3未満）

千葉県 検出せず（4.1未満）

静岡県 検出せず（4.0未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.8未満）

茨城県 検出せず（3.5未満） 検出せず（3.9未満）

茨城県 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（3.9未満）

茨城県 検出せず（3.4未満）

栃木県 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.7未満）

愛知県 検出せず（4.2未満） 検出せず（6.2未満）

茨城県 検出せず（4.1未満） 検出せず（5.4未満）

茨城県 検出せず（3.3未満） 検出せず（5.3未満）

千葉県 検出せず（3.5未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県 検出せず（3.6未満） 検出せず（4.7未満）

千葉県

千葉県 検出せず（4.9未満） 検出せず（6.8未満）

茨城県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.8未満）



4月16日
生マッシュルーム　　　ス

ライス

4月16日 冷凍むき枝豆

4月16日 キャベツ

4月16日 牛乳

3月27日 ます切り身

3月27日 いわし開き

3月27日 ヨーグルト

3月27日 うずら卵水煮

3月27日 白麦

3月27日 米粒麦

3月27日 乾燥大豆

3月27日 れんこん

3月27日 煎り大豆

3月13日 かぶ

3月13日 大根

3月13日 もやし

3月13日 大根

3月13日 春菊

3月13日 玉葱

3月13日 人参

3月13日 しめじ

3月13日 ごぼう

3月12日 冷凍カットわかめ

3月12日 きゅうり

3月12日 鶏卵

3月12日 水菜

3月12日 大根

3月12日 豚こま肉

3月12日 玉葱

3月12日 りんごペースト

3月12日 鶏肉

検出せず（4.3未満）

北海道 検出せず（3.0未満） 検出せず（3.6未満）

神奈川県 検出せず（2.9未満） 検出せず（4.2未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県
検出せず（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

山形県 検出せず（3.7未満）

栃木県 検出せず（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県 検出せず（4.7未満） 検出せず（5.1未満）

神奈川県 検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

茨城県 検出せず（5.3未満） 検出せず（4.2未満）

北海道 検出せず（3.9未満） 検出せず（3.9未満）

青森県他 検出せず（3.3未満） 検出せず（4.0未満）

青森県 検出せず（4.2未満） 検出せず（3.3未満）

検出せず（4.9未満）

検出せず（3.7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（4.0未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（3.9未満）

検出せず（5.0未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.4未満）

千葉県

神奈川県

栃木県

学校栽培（我孫子南地区）

千葉県

北海道

検出せず（3.7未満）千葉県

長野県

青森県

三陸産

埼玉県

検出せず（4.0未満）

検出せず（6.4未満） 検出せず（6.9未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

茨城県

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.5未満）

新潟県

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.3未満）

ロシア

千葉県

栃木県

千葉県

国産

国産

千葉県



3月12日 りんご

3月6日 大根

3月6日 鶏もも皮なし

3月6日 きゅうり

3月6日 きな粉

3月6日 ほうれん草

3月6日 人参

3月6日 白菜

3月6日 玉葱

3月6日 ピーマン

3月5日 チンゲン菜

3月5日 玉葱

3月5日 鶏ひき肉

3月5日 キャベツ

3月5日 さつまいも

3月5日 しめじ

3月5日 小松菜

3月5日 ひきわり納豆

3月5日 トマト

3月5日 甘夏

3月5日 牛乳

2月26日 ます切り身

2月26日 いなだ切り身

2月26日 たら切り身

2月26日 れんこん

2月26日 いちご

2月26日 鰆切り身

2月26日 乾燥大豆

2月26日
乾燥かんぴょう

カット

2月26日 煎り大豆

青森県 検出せず（5.1未満） 検出せず（4.1未満）

熊本県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

千葉県

千葉県

長野県

千葉県

国産

栃木県

茨城県

北海道

茨城県

茨城県

北海道

岩手県

千葉県

岩手県

埼玉県

北海道

千葉県

千葉県

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.1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） 検出せず（4.8未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.9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（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.4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（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（4.5未満） 検出せず（3.0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（5.6未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.9未満）

栃木県

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（6.0未満）

新潟県

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.6未満）

北海道・ロシア

千葉県

北海道

茨城県

千葉県

韓国

千葉県



2月20日 キャベツ

2月20日 鶏もも肉

2月20日 大根

2月20日 人参

2月20日 れんこん

2月20日 小松菜

2月20日 白菜

2月20日 キャベツ

2月20日 もやし

2月19日 小松菜

2月19日 玉葱

2月19日 かぶ

2月19日 エリンギ

2月19日 大根

2月19日 きゅうり

2月19日 小松菜

2月19日 さつまいも

2月19日 冷凍むき枝豆

2月19日 ほうれん草

2月19日 牛乳

2月13日 大根

2月13日 キャベツ

2月13日 きゅうり

2月13日 冷凍ホールコーン

2月13日 人参

2月13日 もやし

2月13日 かぶ

2月13日 長ねぎ

2月13日 小松菜

2月12日 豚もも肉

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

神奈川県

愛知県

埼玉県

北海道

千葉県

栃木県

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.2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（4.7未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.2未満）

検出せず（3.3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（4.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.3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（4.2未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.2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（5.5未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.6未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

神奈川県

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

愛知県

栃木県

千葉県

北海道

北海道

千葉県

愛知県

青森県

千葉県

長野県

千葉県

埼玉県

千葉県

千葉県



2月12日 りんご

2月12日 鶏もも肉

2月12日 きゅうり

2月12日 ごぼう

2月12日 玉葱

2月12日 もやし

2月12日 豚こま肉

2月12日 冷凍液卵

2月12日 白菜

2月6日 かぶ

2月6日 チンゲン菜

2月6日 しめじ

2月6日 えのき茸

2月6日 小松菜

2月6日 人参

2月6日 きゅうり

2月6日 じゃがいも

2月6日 キャベツ

2月5日 きゅうり

2月5日 もやし

2月5日 キャベツ

2月5日 白菜

2月5日 かぶ

2月5日 長ねぎ

2月5日 玉葱

2月5日 ピーナッツ

2月5日 豚ひき肉

2月5日 小松菜

2月5日 牛乳

1月29日 ます切り身

茨城県

茨城県

茨城県

北海道

福島県

茨城県

千葉県

青森県

千葉県

検出せず（2.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.9未満）北海道

検出せず（3.6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（3.8未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.1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） 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（3.2未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.8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（4.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.0未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.8未満）

千葉県

茨城県

長野県

長野県

千葉県

千葉県

茨城県

長崎県

千葉県

茨城県

福島県

茨城県

千葉県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

茨城県

千葉県

千葉県

北海道

千葉県

茨城県



1月29日 鰆切り身

1月29日 たら切り身

1月29日 ぶり切り身

1月29日 乾燥大豆

1月29日 鶏卵

1月29日
手巻き寿司用

焼きのり

1月29日 煎り大豆

1月29日 れんこん

1月29日 りんご

1月23日 白菜

1月23日 キャベツ

1月23日 人参

1月23日 きりたんぽ

1月23日 小松菜

1月23日 長ねぎ

1月23日 もやし

1月23日 しめじ

1月23日 きゅうり

1月22日 トマト

1月22日 白菜

1月22日 豚肉

1月22日 豚レバー

1月22日 チンゲン菜

1月22日 人参

1月22日 豚ひき肉

1月22日 里芋

1月22日 冷凍液卵

1月22日 長ねぎ

1月22日 牛乳

1月16日 キャベツ 検出せず（4.4未満） 検出せず（5.5未満）千葉県

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.3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） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.1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）

長野県

茨城県

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（2.8未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.8未満）

茨城県

千葉県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

茨城県

愛知県

千葉県

秋田県

千葉県

栃木県

栃木県

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

千葉県

埼玉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

茨城県

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.2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（4.8未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.1未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（6.0未満）

韓国

北海道

鳥取県

千葉県

千葉県

千葉県

国産

茨城県

青森県

検出せず（5.9未満） 検出せず（6.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）



1月16日 小松菜

1月16日 かぶ

1月16日 人参

1月16日 白菜

1月16日 チンゲン菜

1月16日 りんご

1月16日 ピーマン

1月16日 大根

1月15日 きゅうり

1月15日 人参

1月15日 大根

1月15日 ごぼう

1月15日 かぶ

1月15日 もやし

1月15日 長ねぎ

1月15日 冷凍むき枝豆

1月15日 玉葱

1月15日 小松菜

12月19日 ます切り身

12月19日 たら切り身

12月19日
ヨーグルト
（プレーン）

12月19日 冷凍ホールコーン

12月19日 うずら卵水煮

12月19日 白麦

12月19日 米粒麦

12月19日 乾燥大豆

12月19日 れんこん

12月19日 りんご

12月12日 長ねぎ

12月12日 えのき茸

12月12日 さつまいも

青森県

長野県

千葉県

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.0未満） 検出せず（4.2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（4.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.2未満）

アメリカ・ロシア

北海道

北海道・オランダ
ニュージーランド

北海道

千葉県

富山県

宮城県

千葉県

茨城県

山形県

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（5.4未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（3.5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（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（5.2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）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.4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（4.9未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.5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（5.5未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.7未満）

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

青森県

宮崎県

神奈川県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県

福島県

千葉県

北海道

北海道



12月12日 ごぼう

12月12日 小松菜

12月12日 りんご

12月12日 冷凍液卵

12月12日 ほうれん草

12月12日 大根

12月11日 人参

12月11日 小松菜

12月11日 ごぼう

12月11日 白菜

12月11日 しめじ

12月11日 ピーマン

12月11日 大根

12月11日 鶏卵

12月11日 きゅうり

12月11日 キャベツ

12月11日 牛乳

12月5日 きゅうり

12月5日 鶏もも皮付き

12月5日 白菜

12月5日
じゃがいも
メークイン

12月5日 大根

12月5日 もやし

12月5日 かぶ

12月5日 小松菜

12月5日 人参

12月4日 豚肉

12月4日 玉葱

12月4日 ほうれん草

12月4日 キャベツ

神奈川県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

茨城県

長野県

茨城県

神奈川県

栃木県

宮城県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

青森県

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.4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（4.8未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.1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（5.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.8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（5.2未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3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（5.7未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.8未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満）

茨城県

千葉県

茨城県

北海道

神奈川県

福島県

千葉県

千葉県

茨城県

北海道

千葉県

千葉県

千葉県



12月4日 キウイフルーツ

12月4日 きゅうり

12月4日 じゃがいも

12月4日 ピーナッツ

12月4日 三角こんにゃく

12月4日 ラディッシュ

11月28日 ます切り身

11月28日 小麦粉

11月28日 煎り大豆

11月28日 ハタハタドレス

11月28日 乾燥大豆

11月28日 鶏卵

11月28日 乾燥わかめ

11月28日 れんこん

11月28日 さつまいも

11月28日 りんご

11月28日 牛乳

11月27日 さつまいも

11月27日 刻みのり

11月27日 小松菜

11月27日 じゃがいも

11月27日 かぶ

11月27日 きゅうり

11月27日 かぼちゃ

11月27日 長ねぎ

11月27日 かぶの葉

11月20日 ピーマン

11月20日 もやし

11月20日 エリンギ

11月20日 大根

千葉県

青森県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

千葉県

岩手県

千葉県

千葉県

千葉県

北海道

千葉県

茨城県

北海道

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.2未満）

ロシア

埼玉県

青森県

兵庫県

千葉県

千葉県

三陸産

茨城県

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（6.2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（5.2未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（3.5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（6.9未満）

検出せず（5.2未満） 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（4.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.4未満）

茨城県

福島県

長野県

茨城県

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.1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）

検出せず（5.1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（4.8未満）

検出せず（6.0未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.1未満）

検出せず（6.1未満）

学校栽培（湖北南地区）

学校栽培（我孫子南地区）

茨城県

北海道

学校栽培（我孫子南地区）

群馬県



11月20日 ほうれん草

11月20日 まいたけ

11月20日 玉葱

11月20日 いわし開き

11月20日 しめじ

11月20日 キャベツ

11月20日 牛乳

11月14日 ごぼう

11月14日 冷凍液卵

11月14日 チンゲン菜

11月14日 冷凍なめこ

11月14日 さつまいも

11月14日 小松菜

11月14日 大根

11月14日 りんご

11月14日 きゅうり

11月13日 キャベツ

11月13日 人参

11月13日 豚ひき肉

11月13日 ほうれん草

11月13日 大根

11月13日 きゅうり

11月13日 れんこん

11月13日 鶏もも肉

11月13日 もやし

11月13日 白菜

11月7日 キャベツ

11月7日 豚もも肉

11月7日 豚もも肉

11月7日 小松菜

11月7日 大根

静岡県

北海道

千葉県

検出せず（4.5未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（5.3未満）千葉県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

千葉県

長野県

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.7未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.8未満）

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県 検出せず（4.6未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.2未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.2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（5.5未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

青森県

千葉県

茨城県

長野県

千葉県

千葉県

学校栽培（湖北南地区）

長野県

茨城県

青森県

北海道

茨城県

長野県

千葉県

千葉県

茨城県

茨城県

千葉県

栃木県



11月7日 長ねぎ

11月7日 玉葱

11月7日 じゃがいも

11月7日 チンゲン菜

11月6日 冷凍わかめ

11月6日 白菜

11月6日 大根

11月6日 長ねぎ

11月6日 きゅうり

11月6日 じゃがいも

11月6日 人参

11月6日 生マッシュルーム

11月6日 ごぼう

11月6日 小松菜

11月6日 牛乳

10月24日 さんま筒切り

10月24日 ます切り身

10月24日 乾燥大豆

10月24日 鶏卵

10月24日 煎り大豆

10月24日 ピーナッツダイス

10月24日 れんこん

10月24日 りんご

10月24日 里芋

10月24日 さつまいも

10月17日 じゃがいも

10月17日 冷凍液卵

10月17日 きゅうり

10月17日 さつまいも

10月17日 キャベツ

千葉県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

青森県

茨城県

北海道

北海道

山形県

茨城県

北海道

北海道

茨城県

三陸産

長野県

千葉県

秋田県

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.2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（4.9未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.2未満）

茨城県

青森県

千葉県

千葉県

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.8未満）

北海道

ロシア

千葉県

千葉県

国産

千葉県

検出せず（6.9未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（3.6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（3.8未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.2未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（3.9未満）

北海道

千葉県

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（4.1未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.3未満）



10月17日 小松菜

10月17日 もやし

10月17日 ほうれん草

10月16日 鶏もも肉

10月16日 白菜

10月16日 ごぼう

10月16日 ピーマン

10月16日 里芋

10月16日 みかん

10月16日 人参

10月16日 豚こま肉

10月16日 えのき茸

10月16日 パセリ

10月16日 牛乳

10月10日 大根

10月10日 小松菜

10月10日 もやし

10月10日 ごぼう

10月10日 れんこん

10月10日 里芋

10月10日 セロリー

10月10日 人参

10月10日 柿

10月9日 チンゲン菜

10月9日 ピーマン

10月9日 えのき茸

10月9日 大根

10月9日 キャベツ

10月9日 しめじ

10月9日 玉葱

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

千葉県

学校栽培（布佐北地区）

北海道

茨城県

長野県

長野県

栃木県

千葉県

千葉県

長野県

茨城県

茨城県

検出せず（4.3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）

千葉県

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（4.7未満） 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（3.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.8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（3.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.3未満）

長野県

北海道

群馬県

長野県

北海道

埼玉県

長野県

北海道

和歌山県

茨城県

茨城県

北海道

千葉県

栃木県

茨城県

茨城県

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（3.8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（4.9未満）

検出せず（6.6未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.7未満） 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（4.3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）



10月9日 ピーナツ

10月9日 いか

10月9日 きゅうり

10月3日 人参

10月3日 かぶ

10月3日 りんご

10月3日 キャベツ

10月3日 きゅうり

10月3日 もやし

10月3日 れんこん

10月3日 白菜

10月3日 なす

10月2日 豚ひき肉

10月2日 長ねぎ

10月2日 鶏卵

10月2日 きゅうり

10月2日 さつまいも

10月2日 ごぼう

10月2日 じゃがいも

10月2日 つきこんにゃく

10月2日 もやし

10月2日 小松菜

10月2日 牛乳

9月26日 さんま筒切り

9月26日 れんこん

9月26日 さつまいも

9月26日 りんご

9月26日 巨峰

9月26日 乾燥大豆

9月26日 ムラサキイカ

北海道

千葉県 検出せず（5.1未満） 検出せず（6.5未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.5未満）

岩手県 検出せず（4.4未満） 検出せず（4.9未満）

北海道

群馬県

栃木県

千葉県

茨城県

岩手県

栃木県

岩手県

学校栽培（湖北北地区）

茨城県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

北海道

青森県

青森県

群馬県

埼玉県

福島県

茨城県

北海道

群馬県

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（4.4未満） 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（6.2未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.5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（5.8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（3.5未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.1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）

北太平洋

北海道

茨城県

千葉県

青森県

長野県

山形県

検出せず（3.0未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（6.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.0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（4.5未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.2未満）



9月26日 真いわし丸干し

9月26日 いわしつみれ

9月26日
国産生むき栗

1/4カット

9月19日 ピーマン

9月19日 冷凍液卵

9月19日 しめじ

9月19日 枝豆ペースト

9月19日 なす

9月19日 きゅうり

9月19日 豚こま肉

9月19日 もやし

9月19日 じゃがいも

9月18日 小松菜

9月18日 ごぼう

9月18日 キャベツ

9月18日 人参

9月18日 里芋

9月18日 チンゲン菜

9月18日 玉葱

9月18日 梨

9月18日 いか短冊

9月18日 ピーマン

9月18日 牛乳

9月12日 大根

9月12日 えのき茸

9月12日 ピーマン

9月12日 おはぎ

9月12日 キャベツ

9月12日 ごぼう

9月12日 もやし

千葉県

千葉県

茨城県

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.7未満）

北海道

千葉県

青森県

茨城県

千葉県

茨城県

群馬県

北海道

千葉県

茨城県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

岩手県

千葉県

長野県

北海道

千葉県

茨城県

埼玉県

栃木県

北海道

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（4.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.6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） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.0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（5.0未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.5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（4.2未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.3未満）

栃木県

青森県

長野県

岩手県

北海道・新潟県

群馬県

茨城県

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.6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（5.1未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.1未満） 検出せず（3.9未満）



9月12日 さつまいも

9月12日 きゅうり

9月11日 キャベツ

9月11日 小松菜

9月11日 鶏むね肉

9月11日 冬瓜

9月11日 さやいんげん

9月11日 きゅうり

9月11日 じゃがいも

9月11日 長芋

9月11日 メロン

9月11日 ゴーヤ

9月5日 長ねぎ

9月5日 もやし

9月5日 なす

9月5日 干し椎茸

9月5日 きゅうり

9月5日 チンゲン菜

9月5日 キャベツ

9月5日 じゃがいも

9月5日 人参

9月4日 大根

9月4日 じゃがいも

9月4日 なす

9月4日 白菜

9月4日 ゴーヤ

9月4日 豚ひき肉

9月4日 ごぼう

9月4日 きゅうり

9月4日 もやし

9月4日 チンゲン菜

学校栽培（湖北南地区）

茨城県

青森県

岩手県

北海道

青森県

北海道

千葉県

茨城県

青森県

茨城県

青森県

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.6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（5.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.0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（4.6未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.9未満） 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（3.6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（4.1未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（3.3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（4.8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（3.5未満） 検出せず（5.9未満）

秋田県

栃木県

岩手県

国産

岩手県

茨城県

群馬県

北海道

北海道

青森県

北海道

栃木県

茨城県

長野県

学校栽培（湖北北地区）

茨城県

茨城県

岩手県

栃木県



8月29日 ます切り身

8月29日 さんま開き

8月29日
ヨーグルト
（プレーン）

8月29日 うずら卵水煮

8月29日 冷凍ホールコーン

8月29日 白麦

8月29日 米粒麦

8月29日 乾燥大豆

8月29日 れんこん

8月29日 梨

7月11日 小松菜

7月11日 もやし

7月11日 冬瓜

7月11日 おかひじき

7月11日 きゅうり

7月11日 かぼちゃ

7月11日 人参

7月11日 ごぼう

7月11日 トマト

7月10日 キャベツ

7月10日 なす

7月10日 えのき茸

7月10日 ほうれん草

7月10日 小松菜

7月10日 ピーマン

7月10日 きゅうり

7月10日 ひきわり納豆

7月10日 もやし

7月10日 長ねぎ

7月4日 パセリ

7月4日 豚もも肉

茨城県

栃木県

千葉県

茨城県

岩手県

国産

栃木県

千葉県

群馬県

青森県

群馬県

千葉県

長野県

検出せず（3.4未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県

栃木県

神奈川県

千葉県

岩手県

栃木県

検出せず（4.0未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（6.3未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（5.4未満） 検出せず（4.0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（4.0未満）

検出せず（6.5未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.9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（5.5未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）

長野県

茨城県

検出せず（3.1未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（3.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.2未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（3.0未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

ロシア

北海道

北海道・オランダ
ニュージーランド

千葉県

北海道

富山県

長野県・新潟県

山形県

茨城県

千葉県

検出せず（5.1未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（3.2未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.5未満）



7月4日 きゅうり

7月4日 人参

7月4日 大根

7月4日 長ねぎ

7月4日 チンゲン菜

7月4日 キャベツ

7月4日 ピーマン

7月3日 さやいんげん

7月3日 キャベツ

7月3日 しめじ

7月3日 レタス

7月3日 人参

7月3日 じゃがいも

7月3日 じゃがいも

7月3日 冷凍むき枝豆

7月3日 きゅうり

7月3日 トマト

7月3日 牛乳

6月27日 ます切り身

6月27日 たら角切り

6月27日 うずら卵水煮

6月27日 なす

6月27日 小玉すいか

6月27日 トマト

6月27日 サラダこんぶ

6月27日 乾燥大豆

6月27日 鶏卵

6月27日 煎り大豆

6月20日 きゅうり

6月20日 豚もも角切

岩手県

千葉県

千葉県

青森県

検出せず（6.2未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（3.8未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（6.1未満）

ロシア

北海道

千葉県

群馬県

群馬県

福島県

検出せず（3.0未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.9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（3.9未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.2未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.2未満）

群馬県

茨城県

検出せず（5.4未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.1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（4.7未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8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（4.8未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4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（4.6未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.9未満）

岩手県

千葉県

青森県

茨城県

茨城県

群馬県

茨城県

千葉県

群馬県

長野県

学校栽培（湖北南地区）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

長野県

千葉県

千葉県

学校栽培（湖北南地区）

北海道

岩手県



6月20日 ほうれん草

6月20日 じゃがいも

6月20日 チンゲン菜

6月20日 セロリー

6月20日 キャベツ

6月20日 なす

6月20日 大根

6月19日 鶏卵

6月19日 長ねぎ

6月19日 小松菜

6月19日 きゅうり

6月19日
真いわしソフト

みりん干し

6月19日 人参

6月19日 もやし

6月19日 じゃがいも

6月19日 豚肉

6月19日 きゅうり

6月19日 牛乳

6月13日 長ねぎ

6月13日 かぶ

6月13日 人参

6月13日 小松菜

6月13日 大根

6月13日 キャベツ

6月13日 もやし

6月13日 白菜

6月13日 ほうれん草

6月12日 小松菜

6月12日 メロン

6月12日 キャベツ

学校栽培（湖北南地区）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

岩手県

千葉県

千葉県

栃木県

学校栽培（我孫子南地区）

千葉県

千葉県

群馬県

青森県

栃木県

茨城県

茨城県

栃木県

学校栽培（我孫子南地区）

茨城県

茨城県

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.0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（3.7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（6.3未満）

検出せず（4.7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（3.8未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.7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（4.2未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（4.8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（4.8未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

千葉県

青森県

千葉県

茨城県

青森県

茨城県

栃木県

長野県

千葉県

千葉県

茨城県

千葉県



6月12日 長ねぎ

6月12日 きゅうり

6月12日 えのき茸

6月12日 大根

6月12日 冷凍枝豆

6月12日 冷凍液卵

6月12日 さつまいも

6月6日 キャベツ

6月6日 木綿豆腐

6月6日 長ねぎ

6月6日 ほうれん草

6月6日 人参

6月6日 トマト

6月6日 冷凍液卵

6月6日 ごぼう

6月6日 きゅうり

6月5日 ピーマン

6月5日 長ねぎ

6月5日 豚ひき肉

6月5日 キャベツ

6月5日 しめじ

6月5日 きゅうり

6月5日 小松菜

6月5日 切干大根

6月5日 人参

6月5日 大根

6月5日 牛乳

5月29日 秋鮭切り身

5月29日 たら角切り

5月29日 小玉すいか

北海道・三陸

北海道

千葉県

検出せず（4.1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（3.3未満） 検出せず（3.5未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.2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（5.8未満）

検出せず（3.7未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（5.3未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.9未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.2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（4.1未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（3.4未満）

千葉県

宮城県

茨城県

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

熊本県

茨城県

茨城県

埼玉県

茨城県

青森県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

千葉県

長野県

茨城県

千葉県

千葉県

千葉県

検出せず（4.3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（4.9未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

千葉県

茨城県

茨城県

長野県

青森県

北海道

千葉県



5月29日 メロン

5月29日 真いわし開き

5月29日 乾燥大豆

5月29日 冷凍白玉もち

5月29日 煎り大豆

5月29日 ピーナツダイス

5月29日 メヒカリドレス

5月23日 大根

5月23日 キャベツ

5月23日 小松菜

5月23日 日高昆布

5月23日 じゃがいも

5月23日 長ねぎ

5月23日 チンゲン菜

5月23日 乾燥ひじき

5月23日 茎わかめ

5月22日 パセリ

5月22日 ピーマン

5月22日 えのき茸

5月22日 アスパラガス

5月22日 大根

5月22日 しめじ

5月22日 きゅうり

5月22日 生マッシュルーム

5月22日 小松菜

5月22日 キャベツ

5月22日 牛乳

5月16日 きゅうり

5月16日 鶏むね肉皮付き

5月16日 えのき茸

千葉県産もち米使用

青森県

千葉県

千葉県

検出せず（5.4未満） 検出せず（6.6未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.4未満）

茨城県

千葉県

千葉県

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（6.1未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.1未満） 検出せず（3.4未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（5.1未満）

千葉県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

栃木県

千葉県

長野県

茨城県

山形県

茨城県

茨城県

千葉県

三陸産

千葉県

茨城県

長野県

千葉県

神奈川県

千葉県

北海道

学校栽培（湖北南地区）

茨城県

検出せず（4.7未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.2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（4.0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）

検出せず（4.8未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.0未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.9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（3.6未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（4.5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（5.5未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.1未満）

茨城県

千葉県

長野県

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.4未満）



5月16日 人参

5月16日 豚こま肉

5月16日 グリンピース

5月16日 さつまいも

5月16日 れんこん

5月16日 糸みつば

5月15日 豚もも肉

5月15日 チンゲン菜

5月15日 大根

5月15日 玉葱

5月15日 冷凍液卵

5月15日 トマト

5月15日 小松菜

5月15日 豚肉

5月15日 かぶ

5月15日 赤かぶ

5月9日 パセリ

5月9日 鶏卵

5月9日 きゅうり

5月9日 豚もも肉

5月9日 長ねぎ

5月9日 もやし

5月9日 小松菜

5月9日 さつまいも

5月9日 キャベツ

5月8日 山菜ミックス

5月8日 小松菜

5月8日 もやし

5月8日 長ねぎ

5月8日 えのき茸

学校栽培（湖北南地区）

北海道

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

茨城県

静岡県

茨城県

茨城県

茨城県

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.0未満）

千葉県

千葉県・茨城県

千葉県

検出せず（3.2未満） 検出せず（4.0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（5.1未満）

検出せず（6.0未満） 検出せず（5.8未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.8未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（6.4未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（6.1未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.5未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.2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（4.2未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.8未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（5.7未満）

検出せず（4.4未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（5.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（4.5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（4.5未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（4.7未満） 検出せず（6.3未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（4.6未満）

静岡県

千葉県

茨城県

群馬県

千葉県

福島県

千葉県

千葉県

千葉県

山形県

千葉県

栃木県

千葉県

長野県



5月8日 豚こま肉

5月8日 ほうれん草

5月8日 大手亡豆

5月8日 小ねぎ

5月8日 大根

5月8日 牛乳

4月27日 かつお切り身

4月27日 秋鮭切り身

4月27日 たら角切り

4月27日 乾燥大豆

4月27日 花細工わかめ

4月27日
マッシュルーム水煮

（スライス）

4月27日 シーチキンフレーク

4月27日 冷凍ホールコーン

4月27日 しいら切り身

4月27日 ごぼう

4月25日 水菜

4月25日 鶏卵

4月25日 きゅうり

4月25日 えのき茸

4月25日 豚肉

4月25日 小松菜

4月25日 長ねぎ

4月25日 里芋

4月25日 さつまいも

4月24日 大根

4月24日 ごぼう

4月24日 長ねぎ

4月24日 きゅうり

4月24日 もやし

千葉県

青森県

千葉県

茨城県

栃木県

茨城県

千葉県

埼玉県

長野県

茨城県

千葉県

千葉県

埼玉県

千葉県

検出せず（4.3未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（5.2未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.1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（3.7未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（5.0未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（6.2未満）

検出せず（5.8未満） 検出せず（5.9未満）

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（5.1未満）

検出せず（5.6未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.8未満）

千葉県

検出せず（4.7未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（3.2未満）

検出せず（3.7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（2.4未満） 検出せず（3.9未満）

検出せず（3.8未満） 検出せず（4.6未満）

宮城県

検出せず（5.0未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.1未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.1未満）

青森県 検出せず（5.8未満） 検出せず（5.9未満）

宮城県

北海道・三陸

北海道

千葉県

岩手県

千葉県

北海道

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（3.5未満） 検出せず（3.6未満）

検出せず（5.5未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（3.9未満） 検出せず（4.3未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（6.0未満）

検出せず（4.6未満） 検出せず（4.9未満）

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

千葉県

北海道

福岡県

茨城県

茨城県



4月24日 人参

4月24日 玉葱

4月24日 鶏卵

4月24日 ピーマン

4月24日 小松菜

4月24日 牛乳

4月18日 ブロッコリー

4月18日 豚肉

4月18日 冷凍液卵

4月18日 冷凍ホールコーン

4月18日 もやし

4月18日 キャベツ

4月18日 きゅうり

4月18日 白菜

4月18日 小松菜

4月17日 白菜

4月17日 おかひじき

4月17日 小松菜

4月17日 チンゲン菜

4月17日 玉葱

4月17日 キャベツ

4月17日 大根

4月17日 いか短冊

4月17日 パセリ

4月17日 きゅうり

※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。

北海道

栃木県

茨城県

千葉県

徳島県

北海道・青森県・秋田県・岩手
県

山形県・宮城県・群馬県

検出せず（3.6未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.5未満）

検出せず（5.7未満） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.8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（3.6未満） 検出せず（4.2未満）

牛乳 乳幼児食品

（単位：ベクレル毎キログラム）

一般食品

100 5050

注意・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（4.3未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（4.3未満） 検出せず（4.7未満）

検出せず（3.1未満） 検出せず（4.6未満）

検出せず（3.4未満） 検出せず（4.1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（4.8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） 検出せず（5.4未満）

検出せず（4.1未満） 検出せず（4.4未満）

検出せず（5.8未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.6未満）

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.2未満） 検出せず（4.2未満）

検出せず（5.3未満） 検出せず（6.1未満）

茨城県

検出せず（4.9未満） 検出せず（4.9未満）

検出せず（4.5未満） 検出せず（5.2未満）

検出せず（3.3未満） 検出せず（4.0未満）

検出せず（5.1未満） 検出せず（5.1未満）

検出せず（4.8未満）

青森県

検出せず（5.0未満） 検出せず（5.6未満）

埼玉県

茨城県

千葉県

北海道

福島県

千葉県

茨城県

千葉県

茨城県

千葉県

千葉県

埼玉県

茨城県

北海道

神奈川県

千葉県

千葉県



●放射性濃度測定感度
〈平成２４年６月１日以降〉
１から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４２０ミリリットルの試料を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。
●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。

エネルギー分解能 ：７．５パーセント セシウム１３７(662キロ電子ボルト)

●検査機器

ＬＢ２０４５）
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


