
平成28年10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

秋刀魚 北海道 8月26日

あさり
熊本・愛知
・千葉県 8月26日

舞茸 長野県 8月26日

白ぶなしめじ 長野県 8月26日

鰯粉 千葉県 8月26日

生むき栗 茨城県 8月26日
冷凍ミックス

ビーンズ
北海道

・秋田・山形県 8月26日

調理用牛乳 埼玉
・栃木・岩手県 8月26日

9月2日飲用牛乳
群馬県太田市
(東毛酪農業) 9月 5日

さつまいも 千葉県 9月 5日

野菜つみれ
千葉県

ベーリング海 9月 5日

チキンボール
青森・

岩手・北海道 9月 5日

9月26日飲用牛乳
群馬県太田市
(東毛酪農業) 9月27日

さつまいも 茨城県 9月27日

蓮根 茨城県 9月27日

いわしフィレ 千葉県 9月27日
秋刀魚
甘露煮

千葉・北海道 9月27日

パセリ 茨城県 9月28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　

※さつまいも（千葉県）、蓮根（茨城県）は、放射性セシウム137を微量検出したため、

さつまいも（千葉県）は徳島県に産地を変更し、蓮根（茨城県）は使用を中止しました。

3.給食物資（平成28年10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
じゃがいも 北海道 さやいんげん 茨城県 きゅうり 群馬県 大根 北海道 玉ねぎ 北海道
キャベツ 群馬県 千葉県 小松菜 埼玉県 青森県 レタス 長野県

茨城県 青森県 東京都 千葉県 茨城県
人参 北海道 長ねぎ 埼玉県 葉ねぎ 高知県 赤ピーマン 高知県 ほうれん草 埼玉県
白菜 長野県 茨城県 静岡県 根みつば 茨城県 東京都
ポークハム 茨城県 生むき栗 茨城県 かぼちゃ 北海道 里芋 埼玉県 春菊 千葉県
カットウインナー 群馬県 さつまいも 茨城県 生姜 高知県 東京都 岩手県
チンゲン菜 茨城県 にら 群馬県 パセリ 茨城県 ピーマン 青森県 ブロッコリー 埼玉県

群馬県 茨城県 洗いごぼう 青森県 茨城県 香川県
にんにく 青森県 栃木県 ちりめんじゃこ 和歌山県 岩手県 愛知県
さけ切り身 北海道 刻み麩 アメリカ カップ納豆 北海道 菜めし 広島県 バジル エジプト
冷)カットじゃがいも 北海道 カナダ 納豆 北海道 徳島県 ナンプラー タイ
きなこ 北海道 オーストラリア いもがら(ずいき) 徳島県 ﾌﾟﾚｰﾝｵﾑﾚﾂ 秋田県 星形ﾊｯｼｭﾄﾞﾎﾟﾃﾄ 北海道

ND（＜0.9） ND（＜1.0） ND（＜1.0）

　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（＜1.0） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜1.0） ND（＜0.9） ND（＜0.9）

ND（＜0.5） ND（＜0.5）

ND（＜0.8）

  8月31日から9月30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（＜0.5）

ND（＜0.9） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.9） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.6） ND（＜0.7） ND（＜1.0）

ND（＜0.8） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.8） ND（＜1.0）

ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0）

ND（＜0.5） ND（＜0.4） ND（＜0.6）

ND（＜0.8） ND（＜1.0） 　（2.2＞1.0）

ND（＜0.7） ND（＜0.9） ND（＜1.0）

ND（＜0.7） ND（＜0.8） ND（＜1.0）

ND（＜0.7） ND（＜0.7） ND（＜1.0）

ND（＜0.8） ND（＜0.8） ND（＜1.0）

ND（＜0.8） ND（＜0.8） 　（1.4＞1.1）

ND（＜0.9） ND（＜0.9） ND（＜1.0）



ほうれん草ﾁｰｽﾞｵﾑﾚﾂ 新潟県 豚ヒレカツ 茨城県他 鶏むね肉 山梨県 鶏もも肉 山梨県 さけ角切 北海道
富山県 ぶなしめじ 長野県 長野県 長野県 いか切身 南太平洋
宮崎県 エリンギ 長野県 静岡県 静岡県 冷凍きしめん 豪州
福岡県 生なめこ 長野県 ｶｯﾄｾﾞﾘｰ(りんご) 山形県 ベーコン 埼玉県 月見だんご 愛知県
熊本県 白ぶなしめじ 長野県 セロリー 長野県 ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝ じゃがいも(ﾒｰｸｲﾝ) 北海道

ト音記号パン アメリカ 白玉ｺﾝﾆｬｸﾐｯｸｽｾﾞﾘｰ 群馬県 ｶｯﾄさつま芋 鹿児島県 冷)紅芋ﾍﾟｰｽﾄ 鹿児島県 国産はちみつ 多摩
カナダ ﾊﾛｳｨﾝこんにゃく 群馬県 みかん早生 愛媛県 みかん1号缶 和歌山県 ﾐﾙﾒｰｸｺｺｱ液体 愛知県

白桃ﾐﾆｾﾞﾘｰ 山梨県 あじﾌｨﾚ ベトナム さんま甘露煮 千葉県 月見ちらし蒲鉾 米国 あおさのり 愛知県
青森県 さば切り身 ノルウェー 北海道 北海道 ﾊﾛｳｨﾝちらし蒲鉾 米国

ﾎﾟｰｸﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 群馬県 ﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ 北海道 厚焼卵 群馬県 じゃがもちﾎﾞｰﾙ 北海道 北海道
ぎょうざ 愛知県 えびしゅうまい インドネシア 栃木県 国立産梨ｾﾞﾘｰ 国立 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 栃木県

北海道 北海道 茨城県 蒸し黒豆 北海道 青森県
群馬県 短冊卵 北海道 新潟県 さんま 北海道 岩手県

煮干し 山口県 山菜ﾐｯｸｽ水煮 山形県 いわし 千葉県 国産大豆のおから 新潟県 巨峰 長野県
切干大根 宮崎県 秋田県 ごぼうﾒﾝﾁｶﾂ 愛知県 ﾎｷのﾊﾞｼﾞﾙﾌﾗｲ チリ いもがら(ずいき) 神奈川県
えのき茸 長野県 長野県 静岡県 ニュージーランド

4.地場野菜（10月使用分：種類、使用予定日）

小松菜10/11、18、長ネギ10/3、5、12、13、14、17、19、20、24、27、キャベツ10/12、17、19、25、26、28、31
はちみつ10/13、28、人参10/31、なしゼリー10/28


