
平成２６年８月２９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（９月分）

○ 米穀類について 

・ 米は、平成２５年産、山形県産を使用しています。

・ 麦は、平成２５年産、福井県産を使用しています。

・ 発芽米は、平成２５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。

・ 胚芽パンの胚芽は、カナダ産を使用しています。

・ 米粉パンの米粉は、平成２３年産、新潟県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。

○ 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 北海道

たまねぎ 北海道

じゃが芋 北海道

キャベツ 群馬県嬬恋村

しょうが 熊本県・高知県

パセリ 千葉県旭市・長野県

にんにく 青森県

長ねぎ 青森県・山形県

きゅうり 山形県・群馬県沼田市

レタス 長野県

ごぼう 群馬県太田市

ピーマン 茨城県神栖市

しめじ 長野県・新潟県

にら 栃木県上都賀郡、芳賀郡、真岡市

トマト 北海道・青森県

チンゲン菜 静岡県・愛知県・茨城県坂東市、行方市



えのきたけ 長野県・新潟県

エリンギ 長野県・新潟県

とうがん 神奈川県三浦市

なし（豊水） 茨城県石岡市、下妻市

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

つきこんにゃく 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

冷凍まぐろ角切 南太平洋（インドネシア） 平成 26年 4月
冷凍さば切身 北東太平洋（ノルウェー・アイル

ランド）

平成 25年 10月

冷凍塩ざけ切身 チリ 平成 26年 3～5月
焼きちくわ イトヨリダイ（シャム湾・マレー

シア沿岸・アンダマン海）

ホッケ（北海道沖日本海）

スケソウダラ（アラスカ湾）

平成 26年 5月

平成 25年 12月
平成 26年 2月

けずり節 中西部太平洋沖 平成 26年 5月
しらす干し（ちりめん） 愛媛県・香川県・広島県 平成 26年 4～5月
けずり節（だし用） 中西部太平洋 平成 26年 1～2月
ホキフライ ニュージーランド 平成 26年 1月

○ 海藻類について 

種 類 産 地 備 考

生わかめ 鳴門海域 平成 26年 3～4月
こんぶ（だし用） 北海道 平成 25年 7～8月
きざみこんぶ 北海道 平成 24・25年度産
ひじき 神奈川県

長崎県・大分県

平成 25年 3～5月
平成 26年 5～6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） 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

豚肉（肩）

豚肉（肩ロース・角）

宮崎県



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） 岩手県

とり肉（皮つき） 宮崎県・鹿児島県・熊本県・大分県

ベーコン 千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・新

潟県

○ 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 25年産
冷凍ほうれん草 愛媛県 平成 25年 3～4月
冷凍いんげん 北海道 平成 24年産
冷凍むきえだ豆 北海道 平成 25年 8～9月
冷凍みかん 長崎県・佐賀県 平成 25年 12月～26年 2月
冷凍月見だんご 上新粉（栃木県・静岡県） 平成 24年度産
冷凍中華めん 小麦粉（オーストラリア・アメ

リカ・カナダ・北海道）

○ 乾物について 

○ 缶詰について 

種 類 産 地 備 考

みかん缶詰 和歌山県・徳島県・大阪府 平成 25年 12月～平成 26年 3月
りんご缶詰 山形県・青森県 平成 25年 11～12月
トマト水煮缶詰 イタリア

種 類 産 地 備 考

赤みそ・白みそ 大豆（長野県） 平成 25年度産
凍り豆腐 大豆（長野県・秋田県） 平成 25年度産
白いりごま 中南米・アフリカ

片栗粉 北海道

切り干し大根 宮崎県 平成 26年 1～2月
きな粉 大豆（愛知県・岐阜県・三重県・

滋賀県・北海道）

平成 24・25年度産

白いんげん豆 北海道 平成 25年度産
乾燥きくらげ 熊本県・鹿児島県 平成 26年 4～8月



○ 乳製品について 

種 類 産 地 備 考 

調理用牛乳 東京都  

チーズ オーストラリア・ニュージーランド・

北海道・アメリカ 

粉チーズ オランダ  

生クリーム 北海道・岩手県・千葉県・栃木県・神

奈川県・福岡県・佐賀県・長崎県・大

分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 

○ その他 

種 類 産 地 備 考

卵 青森県・岩手県・静岡県

うずら卵水煮 愛知県・静岡県・熊本県

大豆 北海道 平成 25年度産
ゆで大豆 北海道 平成 25年度産
豆腐 新潟県（川崎区・中原区・高津区・

宮前区・多摩区・麻生区）

佐賀県（幸区）

平成 25年度産

ハンバーグ 豚肉（神奈川県・静岡県・千葉県・

長野県・群馬県）

とり肉（岩手県・青森県・宮城県・

宮崎県）

玉ねぎ（北海道）

きざみかんぴょう 栃木県 平成 26年 7～8月
たけのこ水煮 鹿児島県・熊本県・福岡県 平成 25年産
ワンタンの皮 小麦粉（カナダ・アメリカ）

春雨 さつま芋（鹿児島県・宮崎県）

じゃが芋（北海道）

平成 25年産

みかんジャム 三重県・和歌山県・岐阜県・静岡県 平成 25年 12月～26年 3月
ダイスゼリー りんご（青森県・山形県）

もも（長野県・山形県）

大豆（アメリカ）

トマトケチャップ

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

スパゲッティ・マカロニ

ペンネマカロニ

パン粉

小麦粉（カナダ・アメリカ）



白ワイン ぶどう（アルゼンチン・チリ・スペ

イン・オーストラリア・フラン

ス・イタリア・セルビア）

赤ワイン ぶどう（アルゼンチン・チリ・スペ

イン・オーストラリア・イタリ

ア・ブラジル・フランス）


