
令和元年7月分　　　　＜食材の予定産地の表示＞

共同調理場第二調理室（中学校）
  ○　米について
　  　・　平成30年　山形県産（こしひかり）・富山県（こしひかり）を使用しています。

  ○　パンと麺について
　  　・　パン、麺（蒸し中華麺）は、アメリカ・カナダ産小麦粉を原料としています。
　  　・　冷凍うどんは、北海道産の小麦粉を原料としています。

  ○　牛乳について
　　  ・　原乳は、栃木県那須塩原市産、那須町産を合わせて約93％、八王子市産を約７％使用しています。

№ 食　　品　　名 予定産地 備考

1 じゃがいも（とうや・キタアカリ）　 茨城県・千葉県

2 オクラ　　　 沖縄県・群馬県・鹿児島県

3 キャベツ 群馬県・長野県・茨城県

4 小松菜 茨城県・東京都

5 しょうが 熊本県

6 ズッキーニ 群馬県

7 玉ねぎ 栃木県・茨城県・東京都

8 チンゲン菜 茨城県

9 とうがん 神奈川県・愛知県・茨城県

10 トマト 栃木県・秋田県・千葉県

11 なす 埼玉県・東京都

12 にがうり　　 高知県・茨城県・千葉県・群馬県

13 にら 千葉県

14 にんにく 青森県

15 長葱 茨城県・千葉県

16 万能葱 群馬県・茨城県

17 ピーマン 茨城県・青森県

18 赤ピーマン 山梨県・茨城県

19 大根 青森県・北海道

20 人参 青森県

21 バレンシアオレンジ 和歌山県

22 小玉すいか 茨城県・新潟県・群馬県

２、学校給食用物資（肉類：月契約） 　　　　  　（令和元年7月1日～令和元年7月18日）

№ 食　　品　　名 予定産地 備考

1 豚ロース・スライス
群馬県・埼玉県・山梨県・千葉県・茨城県
青森県

2 豚バラ・千切り
群馬県・埼玉県・山梨県・千葉県・茨城県
青森県

3 豚バラ・スライス 茨城県

4 豚もも・スライス 青森県

5 豚もも・挽き肉
群馬県・埼玉県・山梨県・千葉県・茨城県
青森県

6 鶏ももブツ（皮なし） 山梨県

１、学校給食用物資（野菜）　　　　　　　 　　　　（令和元年7月1日～令和元年7月18日）　　　　　



３、学校給食用物資（その他：月契約）　　　　　（令和元年7月1日～令和元年7月18日）

№ 食　　品　　名 予定産地 備考

1 そうめん（乾） 長崎県

2 ふ・車ふ アメリカ・カナダ

3 米粉パスタ（星型） 群馬県・秋田県・山形県 他

4 黒砂糖 沖縄県

5 あおさ（素干し） 鹿児島県

6 もずく・生 沖縄県

7 シークヮーサー果汁 沖縄県

8 かつお節・だしパック 鹿児島県・高知県・静岡県

４、 学校給食用物資　（課学期契約）　　　　 　（平成31年4月1日～令和元年7月31日）

№ 食　　品　　名 予定産地 備考

1 精白米（こしひかり） 富山県

2 中力粉 北海道 ・群馬県・埼玉県

3 米油（白絞） 西日本

4 バター 北海道

5 カットさつまいも 千葉県

6 カットかぼちゃ
沖縄県・鹿児島県・長崎県・神奈川県・茨城県
栃木県・山形県

7 さやいんげん・冷凍 北海道

8 たけのこ水煮缶 九州（鹿児島県・熊本県・福岡県）

9 ホールコーン・冷凍 北海道

10 いか短冊 北太平洋

11 いか切り身 ペルー

12 たら 北海道

13 メルルーサ アルゼンチン

14 ししゃも　生干し ノルウェー・アイスランド

15 白いんげん豆ピューレ 北海道

16 千草焼き 新潟県・富山県

17 蒸し中華麺 群馬県

５、  学校給食用物資　（課年間契約）　　　　　　（平成31年4月1日～令和2年 3月31日）

№ 食　　品　　名 予定産地 備考

1 澱粉 北海道 十勝

2 ウェーブワンタン アメリカ・カナダ

3 乾燥パン粉 北海道

4 麦（米粒麦） 福井県・富山県・石川県

5 はるさめ（緑豆） 北海道・タイ

6 白洗いごま 中南米

7 豆乳 佐賀県・三重県

8 むき枝豆 北海道



9 裏ごしコーン缶 北海道

10 白菜キムチ 白菜：三重県・長野県・千葉県

11 もやし 栃木県

12 大豆もやし 栃木県

13 みかん缶 和歌山県

14 夏みかん缶 愛媛県・熊本県

15 黄桃缶　ダイス 山形県

16 りんご缶　ダイス 山形県・青森県・秋田県・岩手県・長野県

17 りんごピューレ 長野県・山形県

18 りんごジャム 長野県・山形県・青森県

19 えのき 長野県

20 干ししいたけ・足切り 静岡県

21 干ししいたけ・千切り
長崎県・宮崎県・鹿児島県・徳島県・愛媛県
島根県・岐阜県・群馬県・栃木県

22 しめじ 長野県

23 刻み昆布 北海道

24 杏仁寒天缶 牛乳：愛知県・岐阜県

25 めひじき 長崎県・広島県・山口県・愛媛県

26 カットわかめ 鳴門

27 だし昆布 北海道

28 かつおだしパック 鹿児島県・静岡県

29 ツナ・フレーク 中部太平洋

30 季節のかまぼこ アメリカ・北海道

31 ポークハム
群馬県・茨城県・鹿児島県・宮崎県・千葉県
北海道・埼玉県・栃木県

32 ばらベーコン
群馬県・茨城県・鹿児島県・宮崎県
千葉県・北海道・埼玉県・栃木県

33 ウインナーソーセージ 神奈川県・群馬県・千葉県・栃木県・茨城県

34 うずら卵水煮 愛知県・静岡県

35 ポークしゅうまい 鹿児島県・宮崎県

36 餃子 群馬県・愛知県

37 ハンバーグ 九州・沖縄県 他

38 鶏卵 栃木県

39 殺菌液卵 日本

40 糸こんにゃく 群馬県

41 木綿豆腐 新潟県

42 木綿豆腐 山形県

43 絹豆腐 新潟県

44 生揚げ 新潟県


