
○  米穀類・牛乳

種　類 備考（収穫年月等）

ロールパン

飲用牛乳 

精白米 平成30年

米粒麦 平成30年

もち玄米（ｱﾙﾌｧ化） 

○  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。
南部学校給食センター
種　類 備考（収穫年月等）

じゃがいも
鹿児島県 長崎県
熊本県

千葉県 千葉市

茨城県
猿島郡 古河市
結城市 下妻市

千葉県 銚子市 旭市 匝瑳市

群馬県 二本松市 伊達市

群馬県
伊勢崎市 館林市
太田市 前橋市

埼玉県 深谷市　本庄市　加須市

福島県

きゅうり（市内産） 神奈川県 川崎市

ごぼう 青森県

しょうが 高知県

ズッキーニ 宮崎県 長崎県 群馬県 吾妻市　高山村　嬬恋村

栃木県 日光市　宇都宮市

千葉県 銚子市　旭市

セロリ 長野県 茨城県 坂東市

茨城県 筑西市

栃木県 宇都宮市

千葉県 白子町　長生郡

湘南レッド（市内産） 神奈川県 川崎市

チンゲン菜 茨城県 行方市

茨城県 坂東市

栃木県 大田原市

千葉県 横芝光町

なす 高知県 群馬県 前橋市 伊勢崎市

茨城県 小美玉市

栃木県 宇都宮市

千葉県 山武市 横芝光町

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

学校給食センター　給食食材の産地について（６月分）

産　地

強力粉 - カナダ アメリカ

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

長ネギ

にら 山形県

山形県 神奈川県

福井県

産　地

きゅうり

キャベツ

玉ねぎ
佐賀県 兵庫県
香川県



にんじん 北海道 青森県 千葉県
山武市　富里市
成田市　香取市

ニンニク 青森県 香川県

ピーマン 高知県 茨城県 神栖市

もやし 神奈川県他 工場生産物

中部・北部学校給食センター

種　類 備考（収穫年月等）

じゃがいも 鹿児島県 長崎県

茨城県 坂東市

千葉県 銚子市

群馬県 吾妻郡

神奈川県 相模原市

埼玉県 深谷市

群馬県 沼田市

きゅうり（市内産） 神奈川県 川崎市

ごぼう 青森県 群馬県 太田市

しょうが 高知県 熊本県

ズッキーニ 長野県 群馬県 前橋市

栃木県 日光市

千葉県 旭市

セロリ 長野県

玉ねぎ 香川県 佐賀県

湘南レッド（市内産） 神奈川県 川崎市

チンゲン菜 静岡県 愛知県

長ネギ 茨城県 坂東市

なす 山梨県 高知県 群馬県 伊勢崎市 前橋市

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

ニンニク 香川県

ピーマン 茨城県 神栖市

もやし 神奈川県他 工場生産物

【南部・中部・北部学校給食センター　共通】

○  魚介・魚加工品類
種　類 備考（収穫年月等）

上けずり節 平成30年3月

ミニフィッシュ（袋） ごまなし 平成29年7～9月

焼きちくわ　冷凍（カット） 平成30年10月～12月

いか短冊（冷凍） 平成30年6～7月

まぐろフレーク
平成30年9月～
　　　　平成31年3月3

ぶり竜田揚（冷凍）
平成29年10月～
　　　平成30年10月

塩さば 平成30年10月

けずり節かつお 平成30年10月

産　地

キャベツ

北部太平洋

太平洋

たら・ほっけ・さんま（すり身） - 北海道
いとより・きんめ・えそ - タイ

きゅうり 山形県

産　地

ノルウェー

中西部太平洋

かたくちいわし - 愛媛県 香川県 広島県 長崎県

中西部太平洋

青森県



○  海藻類
種　類 備考（収穫年月等）

こんぶ（だし用） 平成30年7～8月

ひじき 平成30年3～4月

細切り茎付きわかめ（冷凍） 

茎付きわかめ（冷凍） 平成30年2～4月

塩昆布（きざみ） 

種　類 備考（収穫年月等）

ベーコン

ポークハム

とり肉（皮つき）

とり肉（皮なし） 

とり肉胸（皮つき）

豚肉（肩） 

豚肉（肩ロース 角切） 

豚肉（もも） 

豚ひき肉（もも） 

○  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12月～平成31年3月

えのきたけ（冷凍） 平成31年4月～令和１年5月

エリンギ（冷凍） 平成30年5～6月

しめじ（冷凍） 平成30年5～6月

白玉もち（冷凍）

しゅうまい（冷凍トレー入り）

コーンピューレ 平成30年7～8月

ホールコーン（冷凍） 平成30年8月

ほうれん草（冷凍・カット） 
平成30年12月～
　　平成31年4月

ホキフライ（冷凍） 平成30年9～10月

ハンバーグ（冷凍）

つくね20g（冷凍）

はるまき（冷凍） 

豚肉 - 九州

北海道

神奈川県 群馬県 千葉県 静岡県

鹿児島県 宮崎県 熊本県 大分県 福岡県

鹿児島県 宮崎県 熊本県 大分県 福岡県

神奈川県 群馬県 千葉県 静岡県

もち米 - 千葉県 栃木県 秋田県

千葉県 群馬県 栃木県 茨城県

長崎県

北海道

宮崎県

産　地

福岡県

新潟県 長野県 香川県

北海道 宮城県 新潟県 富山県 長野県
静岡県 広島県 香川県 高知県 福岡県

岩手県

岩手県

鳥取県 島根県 広島県 岡山県 三重県
兵庫県 京都県 茨城県 千葉県

ニュージーランド

豚肉 - 九州 茨城県 千葉県 沖縄県
たまねぎ - 北海道 兵庫県 大阪府 和歌山県
　　　　  京都府 愛知県 香川県
鶏肉 - 宮崎県 鹿児島県 熊本県 大分県

鶏肉 - 宮崎県 鹿児島県
たまねぎ - 兵庫県 北海道　　　澱粉 - 北海道
青ネギ - 愛知県　　しょうが - 高知県

たまねぎ - 北海道 愛知 群馬
豚肉 - 神奈川県 静岡県 新潟県
キャベツ - 群馬県 茨城県 愛知県  鶏肉 - 岩手県
にんじん - 北海道 千葉県 徳島県 切干大根 - 宮崎県

三陸

北海道

産　地

北海道

愛媛県

岩手県

○  肉・肉加工品類（牛肉及びエキスは使用していません）
産  地

千葉県 群馬県 栃木県 茨城県



○  乾物類
種　類 備考（収穫年月等）

片栗粉 

春雨（カット） 

きざみかんぴょう 平成30年7～8月

切り干し大根 平成30年1～6月

小麦粉 

ローストフラワー 

ペンネマカロニ 

○  乳製品類

種　類 備考（収穫年月等）

粉チーズ

プロセスチーズ

脱脂粉乳 

調理用牛乳 

アシドミルク 

ヨーグルト（カルシウム強化）

ヨーグルト（Ｃa・鉄）

○  豆・豆加工品類

種　類 備考（収穫年月等）

赤みそ 平成29年産

油揚げ（冷凍・カット） 平成30年産

豆乳 平成29年産

白みそ 平成29年産

豆腐（冷凍・カット） 平成28年産

生揚げ（冷凍）カット 平成29年産

大豆ミート 平成29年産

ミックスビーンズ 平成29・30年産

脱脂粉乳 - 北海道

脱脂粉乳 - 北海道 オーストラリア

アメリカ

国内産

大豆 - 長野剣

大豆 - 岐阜県 愛知県 三重県

大豆 - 富山県

北海道

産　地

北海道

栃木県

熊本県

かんしょ澱粉 - 鹿児島県 宮崎県
ばれいしょ澱粉 - 北海道

パルメザンチーズ - アメリカ

オーストラリア ニュージーランド 北海道

加糖練乳 - 静岡県 熊本県 オセアニア
脱脂粉乳 - 北海道 オーストラリア
　　　　ニュージーランド ヨーロッパ アメリカ

産　地

大豆 - 長野県

大豆 - 福岡県 佐賀県 熊本県

大豆 - 富山県

大豆 - 富山県 新潟県 滋賀県

大豆 - 北海道 山形県
いんげん豆 - 北海道

小麦 - 北米

産　地

カナダ アメリカ



〇 その他
種　類 備考（収穫年月等）

カットこんにゃく

こんにゃく寒天（耐熱）

野菜ふりかけ

たけのこ（水煮） 平成30年31年産

たけのこ水煮（細切・短冊） 平成30年31年産

トマトダイスカット

ミックスドフルーツ 平成30年11～12月

平成30年8～9月

平成30年7～8月

平成30年10月

白いりごま 平成29年産

すりごま（白） 平成29年産

アップルソース（缶） 平成30年11月

赤ワイン 

一味唐辛子 平成29年10月～

トマトケチャップ 

かぼちゃコロッケ

うずら卵（水煮） 

冷蔵液卵 

ダイスゼリー（梨･Ca･冷凍） 平成28年7～10月

りんご - 青森県

島根県

かぼちゃ - 北海道
じゃが芋 - 北海道 熊本県

香川県 愛媛県 鹿児島県 静岡県 福岡県 宮崎県
熊本県
イタリア

エチオピア パラグアイ グァテマラ モザンビーク

エチオピア パラグアイ グァテマラ モザンビーク

産　地

こんにゃく芋 - 群馬県

青菜 - 徳島県 広島県　 鰹削り節 - 鹿児島県
赤しそ - 静岡県 三重県
かぼちゃ・にんじん - 北海道

九州（主に鹿児島県）

アルゼンチン チリ スペイン ブラジル
アメリカ 日本 フランス

愛知県 静岡県

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

岩手県 宮城県 福島県 新潟県 茨城県
栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 神奈川県
静岡県 岐阜県 広島県

梨 - 栃木県 長野県

りんご - 山形県

黄桃 - 山形県

白桃 - 山形県

ラ・フランス - 山形県

寒天 - 南米 地中海沿岸 東アジア
こんにゃく芋 - 日本


