
○  米穀類・牛乳

種　類 備考（収穫年月等）

小麦粉（パン用）

胚芽（パン用）

米粉（パン用） 平成26年度

飲用牛乳 

精白米 平成30年

発芽玄米 平成30年

米粒麦 平成30年

○  野菜・果物類　※産地については、現時点での予定を記載しています。

種　類 備考（収穫年月等）

新じゃが芋 長崎県 熊本県 鹿児島県

赤ピーマン 高知県

えのきたけ 新潟県 長野県

エリンギ 新潟県 長野県

かぼちゃ（県内産） 神奈川県 三浦市 横須賀市

キャベツ 千葉県 銚子市

群馬県 吾妻郡

きゅうり 山形県 埼玉県 深谷市

きゅうり（県内産） 神奈川県 相模原市

きゅうり（市内産） 神奈川県 川崎市

グリーンアスパラガス 北海道 山形県 佐賀県

さやいんげん 福島県 千葉県 旭市

茨城県 行方市 鹿嶋市

しょうが 高知県 熊本県

セロリ 長野県

たまねぎ 香川県 佐賀県

チンゲン菜 静岡県 愛知県 茨城県 行方市

とうがん 愛知県 沖縄県

とうがん（県内産） 神奈川県 三浦市

トマト 山形県

長ねぎ 茨城県 坂東市

なす 高知県 群馬県 伊勢崎市・前橋市

山梨県 甲府市

にら 栃木県 鹿沼市

にんじん 北海道　青森県 千葉県 成田市・山武市

八街市・富里市

にんにく 青森県

パセリ 長野県 千葉県 旭市

産　地

新潟県

神奈川県 千葉県 群馬県 岩手県 栃木県
北海道 宮城県 山形県 静岡県 青森県

山形県 神奈川県

山形県 神奈川県

福井県

                                                             令和元年５月２４日現在
（公財）川崎市学校給食会

東橘・犬蔵・中野島・はるひ野中学校　給食食材の産地について（６月分）

産　地

カナダ アメリカ

カナダ



ピーマン 茨城県 神栖市

わけぎ 千葉県 東金市

メロン（タカミメロン） 茨城県 八千代市

もやし 神奈川県他 工場生産物

つきこんにゃく 群馬県 工場加工物

○  魚介・魚加工品類

種　類 備考（収穫年月等）

なると（冷凍） 

ミニフィッシュ（袋） ごまなし 平成30年7～9月

あじ(冷凍･干物) 平成30年12月

かつお（冷凍・角切） 平成31年3月

塩ざけ（冷凍） 平成30年7～9月

さば（冷凍・切リ身） 平成31年1月

塩さば 平成30年7～9月

さわら（冷凍・切リ身） 平成30年11月～平成31年3月

ししゃも（冷凍・生干し） 平成30年2月

しらす干し(ちりめん) 平成30年8月～平成31年2月

めかじき(冷凍・角切） 平成31年1～4月

けずり節かつお 平成30年10月

○  海藻類

種　類 備考（収穫年月等）

あおさ 平成30年5～6月

こんぶ（だし用） 平成30年7～8月

こんぶ（角切） 平成30年7～9月

生わかめ 平成31年3月

ひじき 平成30年4～7月

もずく（乾燥） 

種　類 備考（収穫年月等）

ベーコン 

とり肉（皮つき） 

とり肉（皮なし） 

豚肉（肩） 

豚肉（もも） 

豚ひき肉（もも） 

千葉県 埼玉県 茨城県 栃木県 神奈川県
東京都 群馬県 沖縄県 鹿児島県 福岡県
北海道 宮崎県 岩手県 長崎県 山形県
新潟県

北海道 青森県 岩手県 秋田県 茨城県
栃木県 群馬県 千葉県 神奈川県 静岡県
福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

北海道 青森県 岩手県 秋田県 茨城県
栃木県 群馬県 千葉県 神奈川県 静岡県
福岡県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

千葉県 群馬県 栃木県 茨城県

岩手県

岩手県

徳島県

愛媛県

○  肉・肉加工品（牛肉及びエキスは使用していません）

産地

鹿児島県

産　地

北海道

愛知県

北海道

沖縄県

漁獲地等

神奈川県

アイスランド

兵庫県 鹿児島県 広島県 熊本県

インドネシア

静岡県

ノルウェー

静岡県

北海道 アメリカ

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 長崎県

アイスランド

アイスランド



○ 冷凍野菜・冷凍食品類
種　類 備考（収穫年月等）

みかん（冷凍） 平成30年10～12月
白菜刻みキムチ（冷凍） 平成31年2月

マッシュルーム（冷凍） 平成31年1～3月

中華めん（冷凍） 平成29年6月～平成30年9月

しゅうまい（冷凍トレー入り）

ホキフライ（冷凍） 平成30年9～10月

豆腐ハンバーグ（冷凍）

ホールコーン（冷凍） 平成29・30年産

むきえだ豆（冷凍） 平成29・30年産

○  乾物類
種　類 備考（収穫年月等）

片栗粉 

きくらげ（乾燥） 平成31年4月～令和1年6月

きざみかんぴょう 平成30年度産

切り干し大根 

小麦粉 

スパゲッティ 

パン粉 

マカロニ 

米粉 平成27年産

○  乳製品類
種　類 備考（収穫年月等）

粉チーズ（エダム） 

チーズ（角）

プロセスチーズ 

脱脂粉乳 

アシドミルク 

調理用牛乳 

生クリーム 

ヨーグルト（カルシウム強化）

○  豆・豆加工品類

種　類 備考（収穫年月等）

赤みそ 

豆腐 

生揚げ（冷凍）

アメリカ カナダ

カナダ アメリカ

新潟県

オーストラリア ニュージーランド

産　地

米 - 岐阜県 三重県 愛知県 滋賀県

米 - 岐阜県 三重県 愛知県 滋賀県

後日記載

大豆 - 長野県 滋賀県 北海道 青森県 秋田県

産　地

北海道

愛媛県
白菜 - 三重県 長野県

岡山県

北海道

産　地

ニュージーランド

北海道

白みそ 
大豆 - 長野県 滋賀県 北海道 青森県 秋田県

富山県 新潟県 滋賀県

豚肉 - 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県
　　　　　熊本県 宮崎県 鹿児島県

オーストラリア アメリカ

とり肉 - 茨城県 千葉県 宮城県
玉ねぎ - 北海道 佐賀県 愛知県 群馬県
豆腐 - 茨城県

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

乳製品 - 北海道 オランダ　 寒天 - 長野県

静岡県 新潟県

栃木県

宮崎県

アメリカ

カナダ アメリカ

産　地

オランダ オーストラリア

ニュージーランド

北海道 オーストラリア

東京都



大豆ミート 平成29年産

大豆 平成30年産

大豆（蒸し） 平成30年9～11月

〇 その他
種　類 備考（収穫年月等）

たくあんづけ 平成30年12月～平成31年2月

たけのこ（水煮） 平成30年4～5月

トマト水煮（缶詰） ホール

みかん(缶詰) 平成30年11月～

パインアップル(缶詰) 

りんご(缶詰) 平成30年11月

黒いりごま 平成30年産

白いりごま 平成29年産

赤ワイン 

白ワイン 

唐辛子

トマトケチャップ 

うずら卵（水煮） 

鶏卵 

ダイスゼリー（冷凍・杏仁豆腐） 

チリ アルゼンチン スペイン ブラジル アメリカ フランス

北海道 青森県 秋田県 岩手県 宮城県
山形県 群馬県 栃木県 茨城県 千葉県
埼玉県 長野県 新潟県

愛知県 静岡県

青森県 岩手県 静岡県

大豆 - アメリカ

愛知県 神奈川県 和歌山県 静岡県

沖縄県

青森県

ミャンマー パラグアイ メキシコ ベトナム

パラグアイ グアテマラ エチオピア モザンビーク

チリ アルゼンチン スペイン ブラジル アメリカ フランス

産　地

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
宮崎県 鹿児島県 徳島県 香川県 愛媛県
高知県

イタリア

宮崎県

富山県 新潟県 滋賀県

島根県

北海道

北海道


