
平成２５年１２月１２日現在

（公財）川崎市学校給食会

給食の物資の産地について（１２月分）

○ 米穀類について 

・ 米は、平成２５年産、神奈川県産を使用しています。

・ 麦は、平成２４年産、福井県産を使用しています。

・ 発芽米は、平成２４年産、北海道産を使用しています。

・ パン用の小麦粉は、カナダ産・アメリカ産を使用しています。

・ 調理用の小麦粉は、アメリカ産を使用しています。

・ 胚芽パンの胚芽は、カナダ産を使用しています。

○ 牛乳について 

・ 原乳は、神奈川県産を主としています。他に千葉県・栃木県・群馬県・宮城県・

山形県・岩手県・青森県・北海道・新潟県・秋田県産の原乳を使用する場合があ

ります。

○ 野菜・果物類について 

・ 出荷制限となったものは、市場に出回らない（出荷されたものは回収）ため、使

用することはありません。※産地については、現時点での予定を記載しています。

種 類 産 地 備 考

にんじん 千葉県山武市、八街市、成田市、多古町

玉ねぎ 北海道

じゃが芋 北海道

キャベツ 神奈川県

しょうが 熊本県・高知県

パセリ 千葉県旭市・静岡県

にんにく 青森県

長ねぎ 千葉県山武市・埼玉県上里町・茨城県坂東市

ごぼう 青森県

白菜 茨城県結城郡八千代町、坂東市

大根 神奈川県

ほうれん草 神奈川県、東京都、群馬県、埼玉県 12/6追加
小松菜 神奈川県、東京都

かぶ（葉付き） 千葉県東庄町

里芋 埼玉県川越市・栃木県上都賀郡、鹿沼市

ブロッコリー 埼玉県深谷市

えのきたけ 長野県・新潟県

みかん 愛媛県

りんご 青森県 平成 25年度産



もやし 神奈川県他 工場生産物

こんにゃく 群馬県 工場加工物

○ 魚介・魚加工品類について 

種 類 産 地 備 考

冷凍いか（いかの吉野揚げ用） 北太平洋 平成 25年 6～7月
冷凍いか（中華丼用） 北太平洋 平成 25年 4月
冷凍めかじき角切 南太平洋 平成 25年 8月
冷凍塩ざけ切身 チリ 平成 24年 11月
さつま揚げ たちうお（インドネシア）、

イトヨリダイ（タイ）、

エソ（インドネシア）

平成 25年 3月

なると すけそうだら（オホーツク海） 平成 24年 2・3月
けずり節 高知県 平成 23年 8・9月
けずり節（だし用） 中西部太平洋 平成 25年 1月
しらす干し（ちりめん） 兵庫県 平成 25年 8～9月

○ 海藻類について 

種 類 産 地 備 考

ひじき 神奈川県

長崎県

平成 24年 3～5月
平成 25年 3～4月

生わかめ 三陸 平成 25年 3～4月
こんぶ（角切） 北海道 平成 25年 8～9月
こんぶ（だし用） 北海道 平成 24年 7～8月

○ 肉・肉加工品について（牛肉及びエキスは使用していません） 

種 類 産 地 備 考

豚肉（もも） 宮崎県

豚肉（肩） 沖縄県・宮崎県・栃木県・埼玉県・茨城県・

群馬県・千葉県・神奈川県・宮城県・山梨

県・山形県・鹿児島県

豚ひき肉 秋田県・宮崎県・群馬県・茨城県・鹿児島

県・千葉県・静岡県・神奈川県・岩手県・

北海道・埼玉県・青森県

とり肉（皮なし）、とり肉（皮つき） 岩手県

とり肉（もも皮なし切身） 宮崎県・静岡県・鳥取県・岩手県・青森県・

北海道・山梨県・鹿児島県

ベーコン 千葉県・群馬県・栃木県



○ 冷凍食品について 

種 類 産 地 備 考

冷凍ホールコーン 北海道 平成 24年度産
冷凍マッシュルーム 岡山県 平成 25年 10～11月
冷凍むきえだ豆 北海道 平成 25年 8～9月
冷凍パンプキンペースト 北海道 平成 25年 7～9月
冷凍ゆでうどん 小麦粉（北海道・福岡県）

○ 乾物について 

○ 缶詰について 

種 類 産 地 備 考

まぐろ缶詰 中西部太平洋 平成 25年 6月
トマト水煮缶詰 イタリア

種 類 産 地 備 考

干ししいたけ 岩手県 平成 22年 7～12月
赤みそ、白みそ 大豆（青森県） 平成 23年度産
みそ 大豆（神奈川県） 平成 24年度産
白いりごま パラグアイ・ボリビア 平成 24年 11月

片栗粉 北海道

パン粉 小麦粉（カナダ・アメリカ）

米粉 群馬県

群馬県・秋田県・石川県・山形県・新潟県

平成 23年度産
平成 24年度産

春雨 さつま芋（鹿児島県・宮崎県）

じゃが芋（北海道）

平成 24年 9～11月

切り干し大根 宮崎県 平成 25年 1～2月
乾燥きくらげ 熊本県 平成 25年 5～10月
ゆかり粉 しそ（静岡県・三重県・徳島県・愛知県・

愛媛県・広島県・福岡県・熊本県・長崎

県・佐賀県）



○ 乳製品について 

種 類 産 地 備 考 

調理用牛乳 神奈川県・千葉県・栃木県・群馬県・

宮城県・山形県・秋田県・岩手県・

北海道 

チーズ オーストラリア・ニュージーラン

ド・北海道・カナダ・アメリカ 

粉チーズ オランダ・ニュージーランド  

スライスチーズ オーストラリア・ニュージーランド

北海道 

平成 24年 6・10月 
平成 24年 12月 

生クリーム 北海道  

はっこう乳 脱脂粉乳（北海道・オーストラリ

ア・ニュージーランド） 

○ その他 

種 類 産 地 備 考

卵 青森県・岩手県・静岡県

大豆 北海道 平成 23・24年度産
豆腐、油揚げ （川崎区・幸区・高津区・宮前区・多摩区・

麻生区）新潟県

（川崎区・中原区）岐阜県

平成 24年度産
12/2変更

凍り豆腐 大豆（秋田県）

大豆（茨城県）

平成 24年度産
平成 21年度産

うずら卵（水煮） 愛知県・静岡県

たけのこ（水煮） 熊本県 平成 25年 4～5月
コロッケ じゃが芋（北海道）

豚肉（静岡県・愛知県・青森県・北海道）

とり肉（北海道・静岡県・三重県・愛知県）

玉ねぎ（兵庫県・北海道）

ハンバーグ 豚肉（山形県・栃木県・群馬県・千葉県・

茨城県、静岡県・秋田県・宮城県・岩手

県・愛知県・岐阜県・三重県・新潟県）

玉ねぎ（北海道）

12/12追加

ピーチゼリー もも（山梨県・長野県・山形県・岩手県・

秋田県）

平成 24年 7～8月

いちごジャム 静岡県 平成 25年 4月
トマトケチャップ 長野県

トマトピューレ 栃木県・茨城県・新潟県・長野県・山形県・

秋田県

ホイールマカロニ 小麦粉（カナダ他）

白ワイン、赤ワイン ぶどう（欧州・南米他）


