
【朝霞市】給食使用食材　2012年9月～2013年9月

（解説）

赤字 厚生労働省の食材別検査結果※1　（12年9月～13年9月）　及び

東都生協（12年9月～13年9月）※2　で放射性物質が検出された食材

黒字

品目の色付けは上記いずれかが該当する場合

品目
米 埼玉
牛乳 埼玉 北海道 青森 岩手 山形 茨城 栃木 群馬
コーヒー牛乳 埼玉 北海道 宮城 岩手 福島 新潟 栃木 群馬
うどん 埼玉

パン 埼玉
米粉入りナン 埼玉 北海道 兵庫 沖縄 アメリカ カナダ
米粉めん 埼玉 北海道
もち米 埼玉 千葉

中華めん 埼玉 アメリカ カナダ
スパゲッティ カナダ アメリカ
フォカッチャ 埼玉 アメリカ カナダ

豚肉 茨城 青森 宮崎
鶏肉 山梨 青森 宮崎 埼玉 茨城
鶏卵 栃木
鴨肉 京都 愛知

赤ピーマン 熊本 宮崎 茨城
アスパラガス 長崎 青森 長野
おかひじき 千葉

オクラ 沖縄
かぶ 千葉 埼玉
かぼちゃ 北海道 茨城 鹿児島 沖縄
黄パプリカ 熊本 宮崎
黄ピーマン 茨城
キャベツ 群馬 長野 茨城 神奈川 愛知 千葉
きゅうり 千葉 長野 埼玉 福島 茨城 栃木 宮崎 群馬
ゴーヤ 群馬
ごぼう 青森 茨城 群馬

小松菜 埼玉 茨城 群馬
さつまいも 埼玉 茨城 千葉
さといも 宮崎 千葉 愛媛
さやいんげん 青森 茨城 千葉 鹿児島 長崎 沖縄 埼玉 茨城 山梨
さやえんどう 福島 愛知 鹿児島
じゃがいも 北海道 埼玉 茨城 長崎
白いんげん豆 北海道
ズッキーニ 茨城

セロリ 茨城 長野 愛知
そらまめ 鹿児島
大根 北海道 青森 埼玉 茨城 千葉 神奈川
たけのこ 徳島
たまねぎ 北海道 群馬 香川 佐賀
チンゲンサイ 埼玉 茨城 群馬 栃木 千葉 愛知 静岡 長野
とうがん 千葉 沖縄
長ねぎ 青森 茨城 千葉 栃木 埼玉

なす 埼玉 栃木
菜の花 千葉

産地

空間放射線量率が平常時の範囲を超えたことがある17都県（青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川
県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県）

※1（厚生労働省）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001m9tl.html
※2（東都生協）http://www.tohto-coop.or.jp/sanchoku/screening/
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品目 産地

なばな 群馬
にら 茨城 山形 千葉 栃木 群馬 福島

にんじん 北海道 青森 茨城 千葉 埼玉 徳島 宮崎 鹿児島
にんにく 青森
根しょうが 高知 熊本
白菜 茨城 群馬 埼玉 長野
パセリ 長野 千葉 茨城 静岡
葉ねぎ 静岡 埼玉 千葉 茨城
ピーマン 青森 福島 茨城 鹿児島
ふき 群馬

ブロッコリー 愛知 埼玉
ほうれんそう 埼玉 栃木 千葉
ミニトマト 茨城 熊本 大分
みょうが 高知
もやし 福島 埼玉 栃木
れんこん 茨城

えのきたけ 長野 北海道

エリンギ 長野 新潟 福島
しいたけ 埼玉
たもぎ茸 北海道
なめこ 福島
ほんしめじ 長野
まいたけ 新潟 長野
マッシュルーム 山形 千葉

甘夏みかん 熊本
杏仁寒天缶 タイ フィジー アメリカ 南米 地中海沿岸 南アフリカ ブラジル
いちご 静岡
いよかん 愛媛 佐賀
キウイフルーツ 和歌山
巨峰 長野
清見オレンジ 和歌山
栗 熊本 大分 愛媛
さくらんぼ 山形

ジューシーオレンジ 愛媛
すいか 茨城
セミノール 和歌山 大分

デコポン 佐賀
なし 福島 茨城
ネーブル 愛知 和歌山 佐賀
ピオーネ 山梨
ポンカン 愛媛 佐賀

みかん 静岡 和歌山 佐賀 愛媛 熊本
メロン 茨城
ラズベリー アメリカ
りんご 山形 長野 秋田 福島 青森
冷凍みかん 佐賀 長崎

白菜キムチ 青森 三重 徳島 高知 大分 韓国 千葉 群馬 長野
北海道 長野 鹿児島 静岡 長崎

うずらの卵 埼玉 茨城 群馬 栃木 千葉 愛知 静岡 福島
スイートコーン缶 北海道
クリームコーン缶 北海道
たけのこ缶 福岡 鹿児島 熊本 宮崎 大分
ツナ缶 中西部太平洋（タイ・インド）
トマトケチャップ缶 アメリカ カナダ トルコ 中国 チリ
トマトホール缶 イタリア
黄桃缶 山形 タイ 南アフリカ ブラジル 秋田

パイン缶 沖縄
りんご缶 青森 山形 沖縄 鹿児島
白桃缶 山形 アメリカ
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品目 産地

かつお節 鹿児島
みかん缶 熊本 福岡 佐賀 大分 長崎 宮崎 鹿児島 広島 熊本

静岡 三重 和歌山 愛媛
和梨缶 埼玉 北海道

かんぴょう 栃木
かつお節 鹿児島 静岡
乾燥わかめ 宮城 北海道 岩手 兵庫 徳島
青のり 徳島
きくらげ 岩手 大分

くるみ アメリカ
割り干し大根 宮崎
高野豆腐 長野 大分 愛知 滋賀 長崎
するめいか 北海道 青森
干し椎茸 大分 長崎 宮崎 鹿児島
こんぶ 北海道
千切りこんぶ 北海道
ちりめんじゃこ 兵庫

煮干し 千葉
かえり煮干し 広島 香川 愛媛 兵庫

あさり 中国
あじ タイ ベトナム
あじ一夜干し ノルウェー
アジフライ タイ ベトナム

いか ペルー 青森
いわし アメリカ ドイツ
いわしフライ オランダ フランス
えび インド バングラディシュ ベトナム
かえり煮干し 広島 香川 長崎
かつお 宮城
カレイフライ アラスカ ロシア
カワハギフライ ベトナム インド アメリカ カナダ オーストラリア

きびなごのごまフライ 鹿児島 ミャンマー タイ

さくらえび 静岡
さけ 岩手 チリ 北海道
さば ノルウェー

さわら 中国 韓国 ノルウェー
さんま 北海道 台湾
ししゃも ノルウェー カナダ
ししゃもフライ ノルウェー ロシア アイスランド カナダ
しまがつお 千葉

すずき タンザニア アフリカ
ソイ ロシア近海
たちうお ニュージーランド

ちりめんじゃこ 静岡 兵庫
ツナ タイ インド 宮崎 岩手 群馬 北海道 中西部太平洋 インド洋・インドネシア近海

ぶり 岩手
ホキの磯の香揚げ ニュージーランド 愛知 チリ アルゼンチン アメリカ
ホキのフリッター アルゼンチン チリ

ほたて 青森
ほたて貝柱 北海道 青森
ほっけ アラスカ
ほっけの一夜干し アメリカ ミャンマー ロシア
ホッケフライ 北海道 アメリカ
むきえび インド バングラディシュ ベトナム
めだい ニュージーランド

メヌケ アメリカ

マカロニ カナダ アメリカ
野菜入りマカロニ アメリカ
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品目 産地

マカロ二ファルファーレアメリカ カナダ
トック 埼玉

魚めん アメリカ
ワンタン アメリカ カナダ

油揚げ 秋田 栃木 埼玉 アメリカ 愛知
さつま揚げ 北海道 タイ
がんもどき アメリカ カナダ オーストラリア 北海道 青森 愛知 岐阜 兵庫 徳島

長崎 鹿児島
里芋包子 埼玉 茨城 長野 愛知 鹿児島 宮崎

ローストハム 埼玉
鶏あさりだんご 北海道 青森 秋田 静岡 宮崎 鹿児島 熊本 大分 ブラジル

ベトナム アメリカ カナダ
ペジャメルソース ニュージーランド

ウェーブワンタン アメリカ カナダ
ちらしかまぼこ 北海道 アメリカ
糸かまぼこ 北海道 アメリカ タイ インド
生ちくわ 北海道 アメリカ インド 三重 タイ

ちくわ 北海道 アメリカ タイ インド
焼きちくわ 北海道 ベトナム マレーシア カナダ オーストラリア

竹輪ぶ カナダ アメリカ
なると 北海道 アメリカ 愛媛
祝いなると アメリカ タイ
沖あみ入りなると アメリカ 北海道
かまぼこ タイ アメリカ 北海道 ミャンマー
きりたんぽ 秋田 岡山

笹かまぼこ アメリカ ミャンマー 北海道
すいとん 埼玉 北海道
牛乳入りすいとん 埼玉 栃木 北海道
ぜんまい 青森 新潟 徳島 高知
いわしはんぺん 北海道 静岡
はんぺん 北海道 千葉
つみれ 北海道 青森 千葉 鹿児島
がんもどき アメリカ カナダ オーストラリア

カツ煮 デンマーク アメリカ カナダ
ボンレスハム 埼玉
ウインナー 埼玉 茨城 群馬 千葉

ポークメンチカツ 北海道 愛知 アメリカ
黒豚メンチ 埼玉 北海道
フランクフルト 埼玉 茨城 群馬
串つきフランクフルト 群馬 千葉
レバーフランク 埼玉 茨城 群馬

レバーウインナー 埼玉 茨城 群馬
ベーコン 埼玉
豚レバー 北海道 中国
焼き豚 茨城
ロースハム 埼玉

プレーンオムレツ 新潟 北海道
短冊切り卵 ４７都道府県

錦糸たまご ４７都道府県

すだれ麩 アメリカ カナダ
韓国のり 韓国
ひじき 山口 長崎 熊本
長ひじき 山口 長崎 熊本
もずく 沖縄
かんぴょう 栃木

切干大根 宮崎
ごま ボリビア パラグアイ スーダン エチオピア ナイジェリア ミャンマー タイ 中国
白練りごま パラグアイ メキシコ
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品目 産地

しらたき 群馬

こんにゃく 群馬 埼玉
糸こんにゃく 群馬
三角こんにゃく 群馬
玉こんにゃく 群馬
はるさめ 北海道 鹿児島 宮崎 アメリカ

かぼちゃひき肉フライ 北海道 新潟 群馬 佐賀 長崎
小松菜入りしゅうまい 埼玉 北海道 青森 新潟 群馬 アメリカ 栃木 佐賀

ほうれんそうしゅうまい 新潟 北海道 群馬 埼玉
肉まん 埼玉 北海道 中国
おやき 長野 静岡
ニラまんじゅう 埼玉 愛知 長野 青森 高知 宮崎
餃子 北海道 群馬 青森 栃木 愛知 佐賀 アメリカ
えびミニ餃子 北海道 千葉
海鮮パオズ 埼玉 茨城 高知 ベトナム フィリピン
油揚げの肉詰め 北海道 千葉 群馬 茨城 愛知 カナダ
枝豆とじゃこ入り揚げボール北海道 千葉 茨城 兵庫 アメリカ タイ インドネシア

ハンバーグ 北海道 青森 岩手 栃木 愛知 佐賀 大分 福岡 宮崎
鹿児島 群馬 新潟 アメリカ 秋田 千葉 三重 和歌山 京都
大阪 愛媛 香川 徳島 高知 長崎 熊本 沖縄

ひじき入り鶏つくね 北海道 兵庫 大分 宮崎 鹿児島 韓国
肉入りワンタン 青森 秋田 岩手 宮城 兵庫 島根 鳥取 岡山 熊本

宮崎 鹿児島 中国 北海道 アメリカ オーストラリア

肉団子のもち米蒸し 北海道 神戸 佐賀 長崎 宮崎 鹿児島 アメリカ ニュージーランド 高知

野菜入り餃子 北海道 青森 秋田 高知 鹿児島 熊本
春巻き 北海道 群馬 栃木 長野 埼玉 愛媛 鹿児島 愛知 徳島

青森 秋田 岩手
豆腐ハンバーグ 北海道 青森 岩手 愛知 大阪 和歌山 京都 沖縄 アメリカ

カナダ
チキンマカロニグラタン北海道 青森 岩手 宮城 兵庫 静岡 アメリカ カナダ オーストラリア

ほうれんそうグラタン 静岡 インドネシア アメリカ カナダ オーストラリア

野菜コロッケ 北海道 アメリカ タイ 新潟

絹厚揚げ アメリカ カナダ 北海道 新潟 富山
冷凍焼きとうふ 北海道
糸引き豆腐 埼玉 群馬 タイ カナダ アメリカ

納豆 埼玉
糸引き納豆 埼玉
冷凍とうふ 埼玉 岐阜
ゆば 愛知 栃木
高野豆腐 福井 大分 愛知 滋賀 長野

白インゲン 北海道
枝豆 埼玉
冷凍ゆで大豆 宮城
打ち豆 北海道
ビーンズミックス 北海道
大豆 北海道 栃木
レンズ豆 イタリア
ひよこ豆 カナダ アメリカ

アーモンド アメリカ
生クリーム 北海道
ヨーグルト 北海道 栃木
いちごヨーグルト 北海道 シンガポール チリ ポーランド アメリカ
プチヨーグルト 埼玉 北海道 群馬 栃木 茨城
ヨーグルトドリンク 北海道 オーストラリア ニュージーランド

カイザーロール アメリカ カナダ トルコ

梅ペースト 和歌山
粉チーズ オーストラリア
のりの佃煮 愛知 韓国
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瀬戸風味ふりかけ 愛知 熊本 宮崎 鹿児島 グアテマラ
甘夏みかんゼリー 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

りんごゼリー 山形
いよかんゼリー 愛媛
オレンジゼリー 熊本 ブラジル
いちごジャム 鹿児島 アメリカ
三色ゼリー 青森 秋田 岩手 山形 宮城 静岡 愛知
七夕ゼリー 長野 静岡 広島
ブルーベリーゼリー ポーランド アメリカ タイ
シークワーサーゼリー 愛知 沖縄

お月見ゼリー 山形 長野 愛知
ピーチカップ 北海道 和歌山 アメリカ オーストラリア

アプリコットジャム スペイン 北海道 鹿児島 沖縄 アメリカ
ピタパン アメリカ カナダ
りんごタルト 青森 山形 アメリカ
柏もち 北海道
ベビーチーズ オセアニア

芋ようかん 千葉
スイートポテト 鹿児島
プチパフェ（いちご） 宮崎 ガーナ 南アフリカ アメリカ 中国 ブラジル
プチパフェ（チョコ） 宮崎 ガーナ 南アフリカ アメリカ インドネシア ブラジル
チョコロールケーキ 北海道 鹿児島 アメリカ マレーシア カナダ フィリピン アメリカ フランス デンマーク
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