
平成28年9月
保護者各位

国立市立学校給食センター

学校給食食材等の放射性物質の測定検査および産地について（お知らせ）

　日頃、学校給食へのご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。

1.給食センターでの放射性物質の測定結果について

  されませんでした。

2.株式会社同位体研究所による放射性物質の測定結果について
測定結果

品目 産地 報告日

7月12日飲用牛乳
群馬県太田市
（東毛酪農業） 7月13日

7月12日小学校
提供給食

― 7月13日
7月12日中学校
提供給食

― 7月13日

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

3.給食物資（平成28年8・9月使用分）の産地について

種類 産地 種類 産地 種類 産地 種類 産地 種類 産地
精白米 長野県 白味噌 北海道・宮城県 赤味噌 北海道・宮城県 七分搗米 庄内産 小麦粉 長野県

青森県 牛乳 群馬県 生クリーム 北海道 ごま油 ナイジェリア・タンザニア他 北海道
里芋 鹿児島県 じゃがいも 北海道 キャベツ 群馬県 ごぼう 青森県 小松菜 埼玉県

宮崎県 生姜 高知県 大根 北海道 玉ねぎ 北海道 北海道
トマト 青森県 なす 埼玉県 (葉なし)青森県 人参 北海道 にんにく 青森県
長ねぎ 青森県 葉ねぎ 高知県 パセリ 長野県 赤ピーマン 高知県 水菜 茨城県
洗いごぼう 青森県 小女子佃煮 三重県 さわら切身 韓国 ソイ切身 米国 カットさつま芋 鹿児島県
納豆 北海道 愛知県 切干大根 宮崎県 ドライバジル エジプト 焼きかま ベーリング海

千草焼き 新潟県 ほうれん草 新潟県 いかナゲット ペルー スコッチ 秋田県 チーズロール タイ
富山県 チーズオムレツ 富山県 カットゼリーぶどう 長野県 エッグ 岩手県 カットゼリーりんご 山形県

えのき茸 長野県 ぶなしめじ 長野県 まいたけ 長野県 青森県 エリンギ 長野県
生なめこ 長野県 白ぶなしめじ 長野県 鶏むね肉 山梨県 さつまいも 静岡県 じゃがいも 静岡県
さやいんげん 埼玉県 かぶ 青森県 きゅうり 青森県 千葉県 千葉県

青森県 埼玉県 千葉県 セロリ― 長野県 青森県
茨城県 チンゲン菜 茨城県 にら 茨城県 白菜 長野県 ピーマン 青森県

ブロッコリー 長野県 静岡県 群馬県 ほうれん草 東京都 岩手県
北海道 鶏むね肉 山梨県 豚肩肉 秋田県 埼玉県 おかひじき 山形県

焼き豚角切 埼玉県 鶏もも肉 長野県 豚ロース 小松菜春巻 茨城県 千葉県
ベーコン 静岡県 豚バラ ポークハム 埼玉県 秋田県
ソフトサラミスライス さけ角切 北海道 いか切身 南太平洋 月見だんご 愛知県 ミルメークいちご液体 長野県
高菜漬け 和歌山県 デラウエア 山梨県 カット梨 栃木県 飛び魚竜田揚げ 石川県 さば切身 ノルウエー

あさりむき身 熊本県 山形県 秋田県 京都府 さんまフィレ 北海道
愛知県 大阪府 青森県他 月見ちらし蒲鉾 米国 豆乳ゼリー 愛知県
千葉県 島根県 ホキ切身 ニュージーランド 北海道 ハンバーグ 群馬県

えびしゅうまい 北海道 錦糸卵 北海道他 かぼちゃのコロッケ 北海道 甘えび グリーンランド ポーク＆チキン 鹿児島県
インドネシア グラタンカップ 北海道 パンプキンアンサンブルエッグ 北海道 から揚げ カナダ 北海道

じゃがもちボール 北海道 生むき栗 茨城県 味付のり 有明海 さわら切身 韓国 さんま三枚おろし 北海道
巨峰 長野県 赤魚粕漬 米国 唐辛子輪切り 熊本県 チキン 青森県 枝豆コロッケ 北海道
ちりめんじゃこ 淡路島 チキンカツ 岩手県 ポークハンバーグ 愛知県 ミートボール 岩手県 エビカツ ベトナム

福岡県 青森県 豆乳 新潟県 北海道 北海道
山口県 宮城県 カットフランクフルト 埼玉県他 ロングソーセージ 埼玉県他 カットウインナー 埼玉県他
愛媛県 群馬県他 粒マスタード カナダ
徳島県

4.地場野菜（8・9月使用分：種類、使用予定日）

じゃがいも9/2、14、はちみつ9/14、小松菜9/7、12、15、30

  7月1日から7月19日までの飲用牛乳、小学校提供給食、中学校提供給食は検出限界値未満で放射性物質は検出

放射性物質の濃度（Ｂq/ｋｇ）

ND（＜0.7）

　学校給食に使用する主な食材の産地は次のとおりです。

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

ND（＜0.8） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.7） ND（＜0.6） ND（＜0.9）

ND（＜0.7） ND（＜0.7）


