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１　三笠フーズ（株）による不正規流通の概要（中間報告）

三
笠
フ
ー
ズ

(

株

)

うるち（中国・ベトナム・米国産）
９．５トン

うるち（ベトナム産）５９８トン

合　　計　　４５社
米穀販売　１９社
米穀仲介　  ５社
米穀加工　　８社
食材卸　　 １３社

和菓子
米　菓
給　食
米　穀
外　食

カビ米
（アフラトキシン）

残留農薬米
（アセタミプリド）

合　計　４５社
関　東　　１社
北　陸　　１社
近　畿　２１社
中　国　　３社
九　州　１９社

もち（中国産）８００トン

残留農薬米
（メタミドホス）

酒　造　３社
（鹿児島） 酒　造　　２．８トン

酒　造　９社

合　計　９社
東京　　２社
福岡　　１社
熊本　　３社
鹿児島　３社

中間流通業者

主な仕向先

酒　造　４８４トン

※　販売先の提示の拒否

合　　　計　 　３０８社
和菓子製造　１５４社
米菓製造　　　 ３０社
給　　　食　　 １１８社
外　　　食　　 　　５社
米穀販売　　　 　１社

製造・販売業者

合　計　３０８社
関　東　　　２社
北　陸　　　４社
東　海　　　５社
近　畿　１６６社
中　国　　２３社
九　州　１０８社

市場流通　　１３５トン
非食用　　　  　２２トン
在　　　庫　　６４３トン

※　製造・販売業者は、消費者等に対し最終的に販売した者。

米穀仲介　　１社（鹿児島）
肥料会社　　１社（福岡）

米穀仲介　３社

合計　 　３社
大阪　 　１社
福岡　 　１社
鹿児島　１社

調査拒否　８社

※　販売先の提示の拒否

市場流通　　 ２．８トン
非食用　　　　０．４トン
廃棄・焼却　  ０．８トン
在　　　庫　　 ５．５トン

　市場流通　　　４８４トン
   在　　 庫　　　１１４トン

調査継続中

調査終了

概ね調査終了

仕向先

仕向先

５０社 ３２０社



中間流通業者 製造・販売業者 調査拒否 小計 中間流通業者 製造・販売業者 小計 中間流通業者 製造・販売業者 小計

茨城 1 1 0 0 1

千葉 1 1 0 0 1

東京 0 0 2 2 2

静岡 1 1 0 0 1

関東 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 5

富山 1 1 0 0 1

福井 1 3 4 0 0 4

北陸 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 5

愛知 2 1 3 0 0 3

岐阜 3 3 0 0 3

三重 1 1 0 0 1

東海 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 7

滋賀 13 13 0 0 13

京都 1 27 1 29 0 0 29

大阪 8 49 5 62 0 1 1 63

兵庫 7 56 63 0 0 63

奈良 3 17 20 0 0 20

和歌山 2 4 1 7 0 0 7

近畿 21 166 7 194 0 0 0 1 0 1 195

鳥取 1 2 3 0 0 3

島根 2 2 0 0 2

岡山 2 16 18 0 0 18

広島 3 3 0 0 3

中国 3 23 0 26 0 0 0 0 0 0 26

福岡 6 6 1 1 1 1 2 9

佐賀 2 2 0 0 2

熊本 6 32 38 0 3 3 41

宮崎 2 64 66 0 0 66

鹿児島 3 12 15 1 3 4 1 3 4 23

九州 19 108 0 127 2 3 5 2 7 9 141

合計 45 308 9 362 2 3 5 3 9 12 379

注１）販売・製造業者は、消費者に対し最終的に販売した業者とする。

注２）会社数には、４業者の重複が含まれる。

残留農薬米（アセタミプリド）

２　三笠フーズ（株）による事故米穀の不正規流通（都道府県別）〔９月１６日現在〕

都道府県名

調査対象先 単位：会社数

合計
残留農薬米（メタミドホス） カビ米（アフラトキシン）



番号 都道府県 市町村 業者名 業種

1 茨城県 桜川市 藤永製菓有限会社 菓子製造

2 千葉県 習志野市 株式会社織戸 米穀販売

3 東京都 墨田区 アサヒビール株式会社 酒造

4 東京都 中央区 福徳長酒類株式会社 酒造

5 富山県 高岡市 株式会社　麻生圓兵衛商店 食材卸

6 福井県 小浜市 株式会社　幸池商店 米穀販売

7 福井県 小浜市 福井物産株式会社 食材卸

8 福井県 福井市 福穀食糧株式会社 食材卸

9 福井県 福井市 有限会社　前田充商店 食材卸

10 静岡県 静岡市 西田米穀株式会社 米穀販売

11 岐阜県 岐阜市 岐阜米穀卸株式会社 米穀販売

12 岐阜県 岐阜市 タナカ商店 食材卸

13 岐阜県 大垣市 ㈱毛利米穀 米穀販売

14 愛知県 名古屋市 株式会社きよめ餅総本家 和菓子製造

15 愛知県 名古屋市 株式会社きくや 食材卸

16 愛知県 名古屋市 福田商事株式会社 食材卸

17 三重県 四日市市 株式会社ミルズカトウ 食材卸

18 滋賀県 近江八幡市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　水茎の里：給食施設）

給食

19 滋賀県 近江八幡市
日清医療食品株式会社
（八幡青樹会病院：給食施設）

給食

20 滋賀県 大津市
日清医療食品株式会社
（琵琶湖養育院病院：給食施設）

給食

21 滋賀県 大津市
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設　サンビューしが：給食施設）

給食

22 滋賀県 草津市
日清医療食品株式会社
（老人保健施設　草津ケアセンター：給食施設）

給食

23 滋賀県 草津市
日清医療食品株式会社
（医療法人よつば会ケアタウン南草津：給食施設）

給食

24 滋賀県 湖南市
日清医療食品株式会社
（ケアハウス　ピスガこうせい：給食施設）

給食

25 滋賀県 長浜市 有限会社親玉本店 和菓子製造

26 滋賀県 東近江市
日清医療食品株式会社
（介護老人福祉施設　もみじ：給食施設）

給食

27 滋賀県 彦根市 粉卯商店 製菓材料卸商

28 滋賀県 彦根市 株式会社大菅製菓 和菓子製造

29 滋賀県 彦根市
日清医療食品株式会社
（特養　近江第二ふるさと園：給食施設）

給食

30 滋賀県 米原市
日清医療食品株式会社
（地域包括ケアセンターいぶき：給食施設）

給食

31 京都府 宇治市
日清医療食品株式会社
（笠取ふれあい福祉センター：給食施設）

給食

32 京都府 亀岡市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　亀岡園：給食施設）

給食

33 京都府 京都市
社会福祉法人上賀茂福祉会
上賀茂保育園

給食

34 京都府 京都市 株式会社関西米穀市場 米穀仲介

35 京都府 京都市 株式会社京山 米穀販売

36 京都府 京都市
日清医療食品株式会社近畿支店

給食

－　1　－ 



番号 都道府県 市町村 業者名 業種

37 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（医療法人財団浜田会　浜田病院：給食施設）

給食

38 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（医療法人親友会　島原病院：給食施設）

給食

39 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（医療法人社団行陵会京都大原記念病院：給食施設）

給食

40 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（ケアハウス　やまびこ：給食施設）

給食

41 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設おおはら雅の郷：給食施設）

給食

42 京都府 乙訓郡大山崎町
日清医療食品株式会社
（洛和ヴィラ大山崎：給食施設）

給食

43 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　京都ライトハウス：給食施設）

給食

44 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（ライフピア八瀬大原Ⅰ番館：給食施設）

給食

45 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　長楽園：給食施設）

給食

46 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　亀岡園：給食施設）

給食

47 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（洛和ヴィライリオス：給食施設）

給食

48 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　行風会　介護老人福祉施設　大原ホーム：給食施設）

給食

49 京都府 京都市
日清医療食品株式会社
（医療法人社団　行陵会　介護老人保健施設　博寿苑：給食施設）

給食

50 京都府 城陽市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人城陽福祉会　ひだまり久世：給食施設）

給食

51 京都府 城陽市
日清医療食品株式会社
（あそかビハーラクリニック：給食施設）

給食

52 京都府 木津川市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人京都南山城会　山城ぬくもりの里：給食施設）

給食

53 京都府 綴喜郡井手町
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　弥勒会　井手町デイサービスセンター：給食施設）

給食

54 京都府 綴喜郡井手町

日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　弥勒会　井手町高齢者総合福祉センターいでの里
ケアハウスいでの里：給食施設）

給食

55 京都府 綴喜郡井手町
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　いでの里：給食施設）

給食

56 京都府 福知山市
日清医療食品株式
（渡辺病院：給食施設）

給食

57 京都府 福知山市
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設さくら苑：給食施設）

給食

58 京都府 舞鶴市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人大樹会　やすらぎ苑：給食施設）

給食

59 京都府 舞鶴市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　大樹会舞鶴市南デイサービスセンター：給食施設）

給食

60 大阪府 池田市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　伏尾荘：給食施設）

給食

61 大阪府 池田市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人大協会　ハートフル神田：給食施設）

給食

62 大阪府 泉大津市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　オズ：給食施設）

給食

63 大阪府 泉佐野市 大阪ランド株式会社（紺谷米穀） 米穀販売

64 大阪府 泉佐野市 株式会社サガン商会 米穀販売

65 大阪府 泉佐野市
日清医療食品株式会社
（医療法人仙寿会西田病院：給食施設）

給食

66 大阪府 和泉市
日清医療食品株式会社
（医療法人育生会奥村病院：給食施設）

給食

67 大阪府 茨木市
日清医療食品株式会社
（財団法人北大阪警察病院：給食施設）

給食

68 大阪府 茨木市
日清医療食品株式会社
（医療法人恒昭会藍野病院：給食施設）

給食

69 大阪府 茨木市
日清医療食品株式会社
（医療法人恒昭会藍野花園病院：給食施設）

給食

70 大阪府 大阪市 大豆油糧株式会社大阪支店 米穀販売

71 大阪府 大阪市 株式会社アワジヤ 製菓材卸

－　2　－ 



番号 都道府県 市町村 業者名 業種

72 大阪府 大阪市 株式会社上野忠 食材卸

73 大阪府 大阪市 株式会社タンバヤ 製菓材卸

74 大阪府 大阪市 辰之巳株式会社 米穀販売

75 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（医療法人浩治会　大今里ケアホーム：給食施設）

給食

76 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（株式会社互恵会　大阪回生病院：給食施設）

給食

77 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（医療法人山紀会山本第三病院：給食施設）

給食

78 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（財団法人中山報恩会カルチェ住吉川：給食施設）

給食

79 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（中山製鋼所附属病院：給食施設）

給食

80 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（金城外科脳神経外科：給食施設）

給食

81 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（大阪府立急性期・総合医療センター内　外来・職員食堂：給食施設）

給食

82 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（東住吉森本リハビリテーション病院：給食施設）

給食

83 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　森の宮福祉会ハミングベル中道：給食施設）

給食

84 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（多根第二病院：給食施設）

給食

85 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（山本第一病院：給食施設）

給食

86 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（老人保健施設ユーアイ：給食施設）

給食

87 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（成仁会病院：給食施設）

給食

88 大阪府 大阪市
日清医療食品株式会社
（医療法人　きつこう会　多根老人保健施設　てんぽーざん：給食施設）

給食

89 大阪府 貝塚市 有限会社ツジヒサ 米穀販売

90 大阪府 貝塚市
日清医療食品株式会社
（医療法人　河崎病院：給食施設）

給食

91 大阪府 柏原市
日清医療食品株式会社
（特養　大阪好意の庭：給食施設）

給食

92 大阪府 柏原市
日清医療食品株式会社
（特養　第二好意の庭：給食施設）

給食

93 大阪府 門真市
日清医療食品株式会社
（特養ナーシングホーム智鳥：給食施設）

給食

94 大阪府 南河内郡太子町
日清医療食品株式会社
（特養　美野の里：給食施設）

給食

95 大阪府 岸和田市 藤原穀粉株式会社 食材卸

96 大阪府 堺市 マツウラ 製菓材卸

97 大阪府 堺市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人マーヤ　マーヤの家：給食施設）

給食

98 大阪府 堺市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人稲穂会　やすらぎの園：給食施設）

給食

99 大阪府 堺市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人稲穂会　やすらぎの園津久野：給食施設）

給食

100 大阪府 堺市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　槙塚荘：給食施設）

給食

101 大阪府 堺市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　上神谷福祉会　ケアハウス逆瀬川：給食施設）

給食

102 大阪府 吹田市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　あすーる吹田：給食施設）

給食

103 大阪府 吹田市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　青藍荘：給食施設）

給食

104 大阪府 摂津市 株式会社大和商会大阪北営業所 食料品卸

105 大阪府 豊中市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　豊中あいわ苑：給食施設）

給食

106 大阪府 豊中市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人豊中愛和会　ケアハウス花みずき：給食施設）

給食
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107 大阪府 寝屋川市
日清医療食品株式会社
（老人保健施設　ハーモニィー：給食施設）

給食

108 大阪府 東大阪市 ウメダ商事株式会社 米穀販売

109 大阪府 東大阪市 大東米穀株式会社 米穀販売

110 大阪府 東大阪市 株式会社播彦 和菓子製造

111 大阪府 東大阪市
日清医療食品株式会社
（老人保健施設　ベルフラワー：給食施設）

給食

112 大阪府 東大阪市

日清医療食品株式会社
（社会福祉法人サンタマリア会　特別養護老人ホーム　恵の里：給食
施設）

給食

113 大阪府 枚方市
日清医療食品株式会社
（介護老人保険施設　老健ふじさか：給食施設）

給食

114 大阪府 枚方市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人大潤　特養御殿山カーム：給食施設）

給食

115 大阪府 枚方市
日清医療食品株式会社
（香里ヶ丘有恵会病院：給食施設）

給食

116 大阪府 藤井寺市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム第２ひかり：給食施設）

給食

117 大阪府 藤井寺市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホームひかり：給食施設）

給食

118 大阪府 松原市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　聖徳会まつばら駅前おおぞら保育園：給食施設）

給食

119 大阪府 箕面市
日清医療食品株式会社
（清順堂　ためなが温泉病院：給食施設）

給食

120 大阪府 八尾市 株式会社モリモト 食材卸

121 大阪府 八尾市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　ホーム太子堂：給食施設）

給食

122 大阪府 八尾市
日清医療食品株式会社
（医療法人厚生医学会　厚生会第一病院：給食施設）

給食

123 兵庫県 明石市
日清医療食品株式会社
（養護老人ホーム高岡園：給食施設）

給食

124 兵庫県 明石市
日清医療食品株式会社
（西江井島ディサービスセンター：給食施設）

給食

125 兵庫県 朝来市
日清医療食品株式会社
（重度身体障害者授産施設恵生園：給食施設）

給食

126 兵庫県 芦屋市
日清医療食品株式会社
（養護老人ホーム和風園：給食施設）

給食

127 兵庫県 淡路市
日清医療食品株式会社
（株式会社ナーブＮＡＲＶサザンクロス：給食施設）

給食

128 兵庫県 小野市
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設　シルバーランド：給食施設）

給食

129 兵庫県 加古川市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　万亀園：給食施設）

給食

130 兵庫県 加古川市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人鶴林園　特別養護老人ホーム：給食施設）

給食

131 兵庫県 加古川市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人鶴林園　デイ・センター：給食施設）

給食

132 兵庫県 神戸市 高田穀粉株式会社 米穀加工

133 兵庫県 神戸市 朝日屋商店 小売

134 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（エリーネス須磨：給食施設）

給食

135 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（白鷺サナトリューム：給食施設）

給食

136 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（老人保健施設いきいきの郷：給食施設）

給食

137 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（特別養護老人ホーム　萬寿園：給食施設）

給食

138 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設　風と緑：給食施設）

給食

139 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人　神戸自興会ケアハウスかんで：給食施設）

給食

140 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（医療法人社団倫生会　みどり病院：給食施設）

給食

141 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（知的障害者更正施設　ひふみ園：給食施設）

給食
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142 兵庫県 神戸市
日清医療食品株式会社
（特定医療法人慈恵会　新須磨リハビリテーション病院：給食施設）

給食

143 兵庫県 佐用郡佐用町
日清医療食品株式会社
（医療法人社団一葉会　佐用共立病院：給食施設）

給食

144 兵庫県 姫路市 五百城ニュートリイ株式会社 米穀加工

145 兵庫県 姫路市
日清医療食品株式会社
（社会福祉法人徳宗会福祉　香照苑：給食施設）

給食

146 兵庫県 美方郡新温泉町
日清医療食品株式会社
（浜坂町介護老人保健施設ささゆり：給食施設）

給食

147 兵庫県 美方郡新温泉町
日清医療食品株式会社
（公立浜坂病院：給食施設）

給食

148 兵庫県 南あわじ市
日清医療食品株式会社
（南あわじ市養護老人ホーム　さくら苑：給食施設）

給食

149 兵庫県 養父市
日清医療食品株式会社
（公立八鹿病院老人保健施設：給食施設）

給食

150 兵庫県 明石市 有限会社 明植堂 菓子製造

151 兵庫県 赤穂市 播磨屋 菓子製造

152 兵庫県 赤穂市 三島製菓株式会社 菓子製造

153 兵庫県 赤穂市 株式会社 かん川本舗 菓子製造

154 兵庫県 赤穂市 合資会社　総本家かん川 菓子製造

155 兵庫県 赤穂市 宮崎蜜月堂 菓子製造

156 兵庫県 赤穂市 有限会社 巴屋 菓子製造

157 兵庫県 加古川市 株式会社 春光堂 菓子製造

158 兵庫県 川辺郡猪名川町有限会社 大穀 米穀仲介

159 兵庫県 神戸市 株式会社 コムズジャパン 米穀加工

160 兵庫県 神戸市 大阪屋商事株式会社 食材卸

161 兵庫県 神戸市 有限会社　延命寺商店 食材卸

162 兵庫県 神戸市 栄和飯店 外食

163 兵庫県 神戸市 香港点心菜館 外食

164 兵庫県 神戸市 株式会社 松永製餡 菓子製造

165 兵庫県 神戸市 広島屋菓子舗 菓子製造

166 兵庫県 神戸市 御菓子司京香堂 菓子製造

167 兵庫県 神戸市 日乃出庵 菓子製造

168 兵庫県 神戸市 ミツヤ本舗 菓子製造

169 兵庫県 神戸市 株式会社 恵記商行 菓子製造

170 兵庫県 佐用郡佐用町 中和堂製菓 菓子製造

171 兵庫県 豊岡市 株式会社 小谷商店 食材卸

172 兵庫県 豊岡市 力餅 外食

173 兵庫県 西宮市 カネトミ商店 食材卸

174 兵庫県 西宮市 桔梗堂 菓子製造

175 兵庫県 姫路市 株式会社 白鷺陣屋 菓子製造

176 兵庫県 姫路市 株式会社 杵屋 菓子製造
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177 兵庫県 姫路市 有限会社 アワジヤ商店 食材卸

178 兵庫県 姫路市 村井製菓株式会社 菓子製造

179 兵庫県 姫路市 小川堂安芸国 菓子製造

180 兵庫県 姫路市 株式会社 福壽堂 菓子製造

181 兵庫県 姫路市 ゑびす屋 菓子製造

182 兵庫県 美方郡新温泉町泉屋菓子店 菓子製造

183 兵庫県 美方郡新温泉町松岡月見堂 菓子製造

184 兵庫県 美方郡新温泉町栃泉（本社工場） 菓子製造

185 兵庫県 養父市 谷常製菓株式会社 菓子製造

186 奈良県 生駒市
日清医療食品株式会社
（近畿大学医学部奈良病院：給食施設）

給食

187 奈良県 香芝市
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設　オークピア鹿芝：給食施設）

給食

188 奈良県 橿原市 御菓子司いろは 和菓子製造

189 奈良県 橿原市 寿堂 和菓子製造

190 奈良県 橿原市
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設　ケアステージみみなし：給食施設）

給食

191 奈良県 葛城市 おのえ製菓 和菓子製造

192 奈良県 北葛城郡河合町
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設奈良ベテルホーム：給食施設）

給食

193 奈良県 北葛城郡広陵町小原製菓 米菓製造

194 奈良県 五條市 指月堂 和菓子製造

195 奈良県 五條市 西尾菓舗 和菓子製造

196 奈良県 五條市 金時堂 和菓子製造

197 奈良県 御所市 葛城食品産業株式会社 米穀加工

198 奈良県 高市郡高取町 たかまつ 和菓子製造

199 奈良県 天理市 小川一歩堂 米菓製造

200 奈良県 大和高田市 前田商店 食材卸

201 奈良県 大和高田市 白井梅花堂 和菓子製造

202 奈良県 吉野郡大淀町
日清医療食品株式会社
（綜合施設　美吉野園：給食施設）

給食

203 奈良県 吉野郡大淀町
日清医療食品株式会社
（大淀授産所：給食施設）

給食

204 奈良県 吉野郡吉野町
日清医療食品株式会社
（老人福祉施設さくら苑：給食施設）

給食

205 奈良県 北葛城郡広陵町株式会社ナカガワ 米穀販売

206 和歌山 伊都郡かつらぎ町農事組合法人　遊農 農事組合法人

207 和歌山 東牟婁郡那智勝浦町
日清医療食品株式会社
（介護老人保健施設　ルピナス：給食施設）

給食

208 和歌山 和歌山市 天巳大神神路本部 給食

209 和歌山 和歌山市 有限会社米定商店 米穀販売

210 和歌山 和歌山市 株式会社きたの 菓子製造

211 和歌山 和歌山市
日清医療食品株式会社
（医療法人浜之宮病院：給食施設）

給食
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212 和歌山 和歌山市
日清医療食品株式会社
（医療法人福慈会　福外科病院：給食施設）

給食

213 鳥取県 倉吉市 お菓子処かわしま 和菓子製造

214 鳥取県 米子市 有限会社　田口彦商店 食材卸

215 鳥取県 米子市 ㈲　つるだや 和菓子製造

216 島根県 江津市 山根甘泉堂 和菓子製造

217 島根県 益田市 かめや菓子本町店 和菓子製造

218 岡山県 井原市 和菓子　たむら 和菓子製造

219 岡山県 岡山市 株式会社　コウリョー 食材卸

220 岡山県 岡山市 株式会社　大月 食材卸

221 岡山県 岡山市 有限会社　菊花堂 和菓子製造

222 岡山県 岡山市 みづゑ菓子店 和菓子製造

223 岡山県 岡山市 株式会社　白十字ファクトリー 和菓子製造

224 岡山県 岡山市 栄太楼菓子司 和菓子製造

225 岡山県 岡山市 西楽庵 和菓子製造

226 岡山県 小田郡矢掛町 御菓子処清邦庵 和菓子製造

227 岡山県 久米郡美咲町 有限会社　昭和堂 和菓子製造

228 岡山県 倉敷市 株式会社　天龍庵 和菓子製造

229 岡山県 倉敷市 ㈲甘月堂 和菓子製造

230 岡山県 倉敷市 風美堂 和菓子製造

231 岡山県 倉敷市 おふく 和菓子製造

232 岡山県 総社市 有限会社　平川本店　雪舟庵 和菓子製造

233 岡山県 高梁市 西平光月堂 和菓子製造

234 岡山県 玉野市 株式会社　ファリーヌ 和菓子製造

235 岡山県 新見市 ㈲頌山堂 和菓子製造

236 広島県 尾道市 有限会社　多津美家 和菓子製造

237 広島県 庄原市 小田風美堂 和菓子製造

238 広島県 福山市 協業組合　浜だんな製菓 和菓子製造

239 福岡県 うきは市 株式会社浮羽物産 食材卸

240 福岡県 うきは市 株式会社山本商店 肥料製造

241 福岡県 北九州市 河商株式会社 食材卸

242 福岡県 福岡市 株式会社サン商事 食材卸

243 福岡県 久留米市 株式会社山川食糧 米穀販売

244 福岡県 久留米市 株式会社馬場物産 食材卸

245 福岡県 糟屋郡粕屋町 光酒造株式会社 酒造

246 福岡県 朝倉市 J－アグリ株式会社 食材卸
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247 佐賀県 唐津市 株式会社マルモ商事 米穀仲介

248 佐賀県 佐賀市 有限会社村岡商店 米穀販売

249 熊本県 阿蘇市 田野製菓  和菓子製造

250 熊本県 宇土市 田崎製菓 和菓子製造

251 熊本県 下益城郡城南町美少年酒造株式会社 酒造

252 熊本県 菊池郡大津町 合資会社塚本製粉 米穀加工

253 熊本県 球磨郡錦町 六調子酒造株式会社 酒造

254 熊本県 球磨郡多良木町抜群酒造合資会社 酒造

255 熊本県 玉名市 霜上製菓 和菓子製造

256 熊本県 熊本市 株式会社森本商店 米穀販売

257 熊本県 熊本市 株式会社久保商事（熊本支店） 食材卸

258 熊本県 熊本市 熊本菓房 和菓子製造

259 熊本県 熊本市 司屋菓舗 和菓子製造

260 熊本県 熊本市 招美堂菓舗 和菓子製造

261 熊本県 熊本市 菓舗梅園 和菓子製造

262 熊本県 合志市 株式会社大西商事（熊本営業所） 食材卸

263 熊本県 山鹿市 阿部永和堂 和菓子製造

264 熊本県 上天草市 梅田屋製菓 和菓子製造

265 熊本県 上天草市 田口製菓 和菓子製造

266 熊本県 上天草市 菓舗木村屋 和菓子製造

267 熊本県 天草市 天草食糧株式会社 米穀販売

268 熊本県 天草市 深田製菓 和菓子製造

269 熊本県 天草市 橋本製菓 和菓子製造

270 熊本県 天草市 野村製菓 和菓子製造

271 熊本県 八代郡氷川町 園田製菓舗･（園田製菓店） 和菓子製造

272 熊本県 八代市 上野商店製餡部 和菓子製造

273 熊本県 八代市 おざや製菓 和菓子製造

274 熊本県 八代市 合資会社菓子の末広　 和菓子製造

275 熊本県 八代市 菓心梅山 和菓子製造

276 熊本県 八代市 園田菓子舗 和菓子製造

277 熊本県 八代市 株式会社彦一製菓（彦一本舗駅前本店） 和菓子製造

278 熊本県 八代市 松永製菓 和菓子製造

279 熊本県 八代市 橋本製菓 和菓子製造

280 熊本県 八代市 伊藤製菓店 和菓子製造

281 熊本県 八代市 肥後ふるさと万頭 和菓子製造

－　8　－ 



番号 都道府県 市町村 業者名 業種

282 熊本県 八代市 菓子工房MOMO太郎 和菓子製造

283 熊本県 八代市 お菓子のふくさ屋 和菓子製造

284 熊本県 八代市 内田福寿製菓 和菓子製造

285 熊本県 八代市 山本商店 和菓子製造

286 熊本県 八代市 豊田宝月堂 和菓子製造

287 熊本県 八代市 岩田商店（饅頭屋） 和菓子製造

288 熊本県 八代市 園田製菓店 和菓子製造

289 熊本県 八代市 宮本菓子店 和菓子製造

290 宮崎県 えびの市 香菊 和菓子製造

291 宮崎県 児湯郡新富町 岩切 和菓子製造

292 宮崎県 西都市 ベルグレフィン 和菓子製造

293 宮崎県 西都市 水野屋 和菓子製造

294 宮崎県 日南市 井上松味堂 和菓子製造

295 宮崎県 延岡市 石渕屋 和菓子製造

296 宮崎県 延岡市 ハタ花月堂 和菓子製造

297 宮崎県 東臼杵郡美郷町服部巷製菓 和菓子製造

298 宮崎県 都城市 井之上製粉 米穀加工

299 宮崎県 宮崎市 有限会社ささりん堂本舗 和菓子製造

300 宮崎県 宮崎市 株式会社西岡商店 食材卸

301 宮崎県 宮崎市 深水 和菓子製造

302 宮崎県 宮崎市 上野静華堂 和菓子製造

303 宮崎県 宮崎市 お菓子のさとう 和菓子製造

304 宮崎県 宮崎市 岩崎 和菓子製造

305 宮崎県 宮崎市 309 和菓子製造

306 宮崎県 東臼杵郡美郷町日向庵 和菓子製造

307 宮崎県 延岡市 つるや菓子舗 和菓子製造

308 宮崎県 延岡市 弁天堂 和菓子製造

309 宮崎県 延岡市 大福堂菓子舗 和菓子製造

310 宮崎県 延岡市 工藤菓子店 和菓子製造

311 宮崎県 宮崎市 わにつか堂 和菓子製造

312 宮崎県 宮崎市 石川菓子店 和菓子製造

313 宮崎県 宮崎市 しょうき庵市場店 和菓子製造

314 宮崎県 宮崎市 浩屋 和菓子製造

315 宮崎県 宮崎市 中武菓子店 和菓子製造

316 宮崎県 宮崎市 かしわ樹 和菓子製造
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番号 都道府県 市町村 業者名 業種

317 宮崎県 宮崎市 田園 和菓子製造

318 宮崎県 宮崎市 よし田菓子舗 和菓子製造

319 宮崎県 宮崎市 川崎菓子店 和菓子製造

320 宮崎県 宮崎市 あかり茶屋 和菓子製造

321 宮崎県 宮崎市 香久堂 和菓子製造

322 宮崎県 宮崎市 まるや菓子店 和菓子製造

323 宮崎県 宮崎市 いなはる菓子舗 和菓子製造

324 宮崎県 宮崎市 天ヶ城茶屋 外食

325 宮崎県 児湯郡都農町 きくや菓子舗 和菓子製造

326 宮崎県 児湯郡高鍋町 谷口菓子舗 和菓子製造

327 宮崎県 児湯郡高鍋町 黒木製菓 和菓子製造

328 宮崎県 児湯郡新富町 斉藤菓子店 和菓子製造

329 宮崎県 児湯郡新富町 深町 和菓子製造

330 宮崎県 児湯郡新富町 雀おどり 和菓子製造

331 宮崎県 児湯郡川南町 天竜庵 和菓子製造

332 宮崎県 児湯郡都農町 ことぶきや 和菓子製造

333 宮崎県 東臼杵郡門川町松月堂 和菓子製造

334 宮崎県 東臼杵郡門川町さくら庵 和菓子製造

335 宮崎県 小林市 南国屋今門 和菓子製造

336 宮崎県 小林市 山ろく路 和菓子製造

337 宮崎県 西諸県郡高原町まきひら 和菓子製造

338 宮崎県 西諸県郡高原町河野製菓（高原） 和菓子製造

339 宮崎県 西諸県郡野尻町奈良屋菓子店 和菓子製造

340 宮崎県 西諸県郡野尻町のじり茶屋 外食

341 宮崎県 西都市 おぐらや 和菓子製造

342 宮崎県 西都市 川村製菓 和菓子製造

343 宮崎県 西都市 大黒屋菓子店 和菓子製造

344 宮崎県 西都市 おかし花月 和菓子製造

345 宮崎県 都城市 長倉菓子舗 和菓子製造

346 宮崎県 東諸県郡綾町 三原菓子店 和菓子製造

347 宮崎県 東諸県郡綾町 伊井菓子店 和菓子製造

348 宮崎県 東諸県郡綾町 紅葉堂 和菓子製造

349 宮崎県 児湯郡高鍋町 亮栄 和菓子製造

350 宮崎県 東諸県郡国富町柚木崎菓子舗 和菓子製造

351 宮崎県 日向市 秋田屋 和菓子製造
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番号 都道府県 市町村 業者名 業種

352 宮崎県 日向市 桃乃屋 和菓子製造

353 宮崎県 日南市 志津屋 和菓子製造

354 宮崎県 日南市 はとや 和菓子製造

355 宮崎県 日南市 くろき菓子店 和菓子製造

356 鹿児島県 奄美市 株式会社西平本家 酒造

357 鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島酒造株式会社 酒造

358 鹿児島県 鹿児島市 ㈲馬場園商店 食材卸

359 鹿児島県 鹿児島市春山町しのはら食品 食材卸

360 鹿児島県 鹿児島市田上台味覚屋 和菓子製造

361 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島酒造株式会社 酒造

362 鹿児島県 鹿屋市串良町 若松産業株式会社 食材卸

363 鹿児島県 鹿屋市高須町 おかしの冨士屋 和菓子製造

364 鹿児島県 鹿屋市 ㈲冨久屋 和菓子製造

365 鹿児島県 鹿屋市串良町 長崎屋 和菓子製造

366 鹿児島県 鹿屋市串良町下小原 東京屋菓子店 和菓子製造

367 鹿児島県 肝属郡東串良町吉川菓子店 和菓子製造

368 鹿児島県 肝属郡東串良町桃太郎屋菓子店 和菓子製造

369 鹿児島県 肝属郡肝付町 佐伯菓子店 和菓子製造

370 鹿児島県 肝属郡肝付町 田代製菓 和菓子製造

371 鹿児島県 肝属郡肝付町 ぎんじ堂 和菓子製造

372 鹿児島県 曽於郡大崎町 中鶴菓子店 和菓子製造

373 鹿児島県 曽於郡大崎町 末野菓子店 和菓子製造

374 鹿児島県 日置市 株式会社ウエストコーポレーション 米穀仲介

375 鹿児島県 日置市 西酒造株式会社 酒造
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 基準値以下 基準値超 備考

メタミドホス
（中国産もち精米）

16 4（全て0.02ppm）

アフラトキシン
（ベトナム産うるち精米、
中国産うるち精米）

4（検出せず） 0
もろみ１点を含む

アセタミプリド
（ベトナム産うるち精米）

2 0
もろみ１点を含む

備考

メタミドホス

アフラトキシン

アセタミプリド

1　米穀･米粉

２　加工製品

（注）　１　米の食品衛生法上の基準値は、メタミドホスについては玄米の暫定基準として0.01ppm、
          また、アセタミプリドについては一律基準として0.01ppmとされている。
　　　　　　アフラトキシンは食品衛生法上、有毒な物質なので含まれていたり、若しくは付着し又は
　　　　　これらの疑いがあってはならないとされている。
　　　　２　基準値を超えたメタミドホスが検出された米穀については、全て流通凍結されている。
　　　　３　分析は（財）日本穀物検定協会。

焼酎　２検体   　：　検出せず
日本酒　１検体　：　検出せず

（注）　１　加工製品については、食品衛生法上において残留農薬の基準値は設定されていない。
　　　　　米の食品衛生法上の基準値は、メタミドホスについては玄米の暫定基準として0.01ppm、
          また、アセタミプリドについては一律基準として0.01ppmとされている。
　　　　２　加工製品について、アフラトキシンは食品衛生法上、有毒な物質なので含まれていたり、
　　　　　若しくは付着し又はこれらの疑いがあってはならないとされている。
　　　　３　分析は（独）農林水産消費安全技術センター。

3         事故米穀（三笠ルート）に係る分析について
（９月１５日現在）

分析値

あられ　２検体  ：　 検出せず

焼酎　４検体   　：　検出せず



４ 全国一斉点検対象業者の立入調査の実施結果について

（中間報告）

１ 実施時期

平成２０年９月８日～９月１４日までに調査した結果です。

２ 調査対象業者数及び調査対象数量

① 調査対象業者 １９業者（政府売却先１６業者、商社販売先３業者）

② 調査対象数量 ５，７７４トン

（うち メタミドホス２，６６９トン、アセタミプリド５９８トン）

３ 調査結果の概要

① 食用に転用された疑いのある業者は３業者です。

業者名：㈱浅井、太田産業㈱、島田化学工業㈱ （別紙参照）

② このほかの業者については、現在、確認のための調査を継続しています。



（株）浅井による事故米穀の流通経路

（570トン）

(注） １．政府から（株）浅井に売却された事故米穀の売却数量は、平成15年度から19年度までの合計である。
２．政府販売数量と各販売先との数量の違いは、調整による欠減のため。

政
府
政
府

合計
1,297㌧

（
株
）
浅
井
【
愛
知
県

名
古
屋
市
】

（
株
）
浅
井
【
愛
知
県

名
古
屋
市
】

1,297㌧

事故
米穀

残留農薬米
（ﾒﾀﾐドﾎｽ）

もち
（中国産）

（727トン）

カビ、
水濡れ

（株）浅井
で保管（ 0.6㌧）

在庫在庫

愛知県下２社
（434㌧）

○竹新製菓(株) 
菓子製造（愛知県知多市）

○岐阜米穀卸(株)
米穀仲介（岐阜県岐阜市）

○(株)関西米穀市場
米穀仲介（京都府京都市）

○前川商店
米穀仲介（三重県四日市市）

４社 （558トン）

転売転売

うるち

(有)ノノガキ
穀販
【三重県四日市市】

転売転売

（292㌧）

工業用糊製品
として販売

平成20年９月16日現在

（有）ノノガキ
穀販
【三重県四日市市】

別紙１



太田産業（株）による事故米穀の流通経路
平成２０年９月１６日作成

太
田
産
業
（
株
）
【
愛
知
県

宝
飯
郡
】

太
田
産
業
（
株
）
【
愛
知
県

宝
飯
郡
】

無償譲渡
(2.4トン）
肥飼料製造
（千葉県長生郡
長南町）

（有）藤平由治商店
【精査中】

1,136㌧

政
府
政
府

合計 1,136トン

事故米穀

(注） 政府から太田産業（株）に売却された事故米穀の売却数量は、平成15年度から19年度までの合計である。

・残留農薬米（ﾒﾀﾐドﾎｽ）

・カビ、水濡れ

自社で肥料を製造
して製品として販売
（1,000トン）
【精査中】

自社で肥料を製造
して製品として販売
（1,000トン）
【精査中】

もち（中国産）

（７１８トン）

（４１８トン）

【不明】
（134トン）
【調査中】

【不明】
（134トン）
【調査中】

別紙２



島田化学工業（株）による事故米穀の流通経路

政
府
政
府

合計 ２３６トン

島
田
化
学
工
業
（
株
）

【
で
ん
粉
製
造
業

新
潟
県
長
岡
市
】

島
田
化
学
工
業
（
株
）

【
で
ん
粉
製
造
業

新
潟
県
長
岡
市
】

工業用のり

３トン

２３３トンを用
途を特定せず販
売

調査中

事故米穀

(工業用（糊原料）

（２３６トン）

現在、販売数量、
販売先等を調査中

１５～１９年度売却

カビ・汚損
国内産：２３１トン
外国産：５トン

一般米

平成２０年９月１６日作成
別紙３


