
○主食・牛乳
種　　　類 産地 加工

米（パン用米粉も含む） 三田 三田

押麦 福井、富山、石川他 神奈川

パン (小麦粉)アメリカ、カナダ他 兵庫

牛乳
北海道、兵庫、岡山、広島、島根、香川、徳島、福岡、
大分、長崎、宮崎、熊本、鹿児島

兵庫

牛乳（調理用） 日本 京都

生クリーム 日本 鳥取

○野菜類

種　　　類 産地 加工

じゃがいも 北海道

しめじ 長野

玉ねぎ 北海道、三田

チンゲン菜 長野、兵庫

人参 北海道

キャベツ 群馬

土しょうが 高知

えのきたけ 長野

さつまいも 徳島

青ねぎ 京都

白菜 長野

にんにく 青森、香川

ニラ 高知

大根 兵庫

大豆もやし 岡山

もやし 岡山

西洋カボチャ 北海道

にんにく 青森

きゅうり 兵庫、三田

小松菜 京都

セロリ 長野

とうがん 岡山

キャベツ 群馬

トマト 兵庫、北海道

なす 兵庫

にがうり 宮崎

白ねぎ 長野

パセリ 長野

ほうれん草 岐阜、長野、和歌山

みつば 愛知、静岡

ピーマン 兵庫、茨城、三田

あらいごぼう 北海道

マッシュルーム 兵庫

ひよこ豆 アメリカ 愛知

大豆（ゆで） 北海道 北海道

たけのこ水煮 日本 鹿児島

大豆(ひきわり) 北海道 愛知

さやいんげん 北海道 北海道

レモン汁 岡山 福島

切り干し大根 愛知 愛知

ホールコーン 日本、北海道 北海道

令和2年9月に使用した学校給食用食材の産地は以下のとおりです。



○肉・卵類
種　　　類 産地 加工

豚肉（角） 鹿児島

豚肉 鹿児島、三田

合ミンチ 岡山、兵庫 兵庫

豚ミンチ 鹿児島、三田 兵庫

鶏肉 宮崎、日本 兵庫

冷凍液卵（鶏卵） （鶏卵）九州 福岡

ベーコン （豚バラ肉）スペイン他 三重

チキンハム（短冊） 兵庫、京都、広島他 兵庫

ポークハム （豚肉）千葉、群馬他 神奈川

○魚介類
種　　　類 産地 加工

さば ノルウェー、アイスランド 大阪

さわら 韓国 兵庫

ししゃも 欧州 東京

ちくわ (魚肉すり身)ベトナム、タイ 愛知

ほっけ 北海道 京都

丸干し 鹿児島 鹿児島

煮干し粉 （カタクチイワシ)日本 京都

あじ ニュージーランド 兵庫

いか短冊 ペルー、チリ 岩手

花かつお 日本 愛媛

けずり節 （さば・ウルメイワシ)熊本 兵庫

○海藻類
種　　　類 産地 加工

だし昆布（煮） 北海道 三重

茎わかめ 三陸 岩手

ひじき 韓国 兵庫

カットわかめ 韓国 兵庫

○その他
種　　　類 産地 加工

スパゲティ カナダ・アメリカ 群馬

ビーフン タイ タイ

緑豆はるさめ タイ タイ

つきんにゃく （こんにゃく粉）群馬、栃木 兵庫

焼き豆腐 （大豆）日本 兵庫

豆腐 （大豆）日本 兵庫

厚揚げ （大豆）北海道 兵庫

油あげ （大豆）北海道 兵庫

チキンブイヨン 日本 愛知

干ししいたけ 日本 大分

八丁みそ 日本、米国、カナダ 兵庫

オニオンソテー 日本 兵庫

いももち 北海道 北海道



松笠いか 東京加工 ガラムマサラ 埼玉加工

（幼40g、小50ｇ、中60ｇ/枚） ブラックペッパー ベトナム他

アカイカ ペルー コリアンダー モロッコ他

さけフライ 香川加工 赤唐辛子 中国他

(幼40ｇ・小50g・中60ｇ/こ) カルダモン ｸﾞｱﾃﾗﾏ他

鮭 北海道 ホワイトペッパー ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾏﾚｰｼｱ他

パン粉（小麦・大豆） クミン インド他

小麦粉 豪州・アメリカ他 クローブ ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ他

でん粉（とうもろこし） シナモン 中国、ベトナム他

食塩 香川 チャツネ 愛知加工

香辛料（こしょう・とうもろこし） 果実(マンゴ)

水 果実(パイナップル)

わらび餅（20ｇ×2/こ） 愛知加工 果実(バナナ)

砂糖 北海道 砂糖 　　　　タイ

きな粉（大豆） 愛知、岐阜他 醸造酢（サトウキビ）

わらび粉 鹿児島、宮崎他 食塩

加工でん粉（キャッサバ、馬鈴薯） 香辛料[社外秘] ｲﾝﾄﾞ他

トレハロース（とうもろこし、キャッサバ、馬鈴薯） キャベツ入りつくね 兵庫加工

酵素（大豆） (幼40ｇ・小50g・中60ｇ/こ)

水 キャベツ 兵庫他

ナン 東京加工 鶏肉 兵庫・京都・広島他

(幼50g・小70g･中100g/枚) 豚脂（豚肉） 鹿児島・宮崎・熊本他

小麦粉 神奈川 でん粉（タピオカ・馬鈴薯）

植物油脂(大豆・菜種) 神奈川・スペイン えんどう豆たんぱく

植物性ショートニング 神奈川 砂糖

　（大豆・菜種） 発酵調味料（サトウキビ）

砂糖 千葉 食塩

食塩 兵庫 鰹節 鹿児島他

イースト しょうが 鹿児島・熊本・宮崎他

　(ビタミンC) 酵母エキス（甘薯）

麦芽粉末 香辛料（ガーリック）

グァーガム(増粘剤)

水



スティックウインナー（レバー入り） 兵庫加工 白菜キムチ　 大阪加工

         （幼小40g・中50g/本） 白菜 日本

鶏肉 兵庫、京都、広島他 大根 日本

でん粉（タピオカ・馬鈴薯） タイ、日本他 ニラ 日本

粉末状大豆たん白（大豆） 人参 日本

発酵調味料（さとうきび） ＜漬け原材料＞

鶏肝（鶏肉） 北海道、鹿児島、宮崎他 トマト

砂糖 りんご果汁

食塩 糖類（砂糖・水あめ）

香辛料 アメリカ他 唐辛子
（オニオンパウダー・ペパー・ガーリック・コリアンダー） にんにく

酵母エキス（トラル酵母） しょうが

しょうが 鹿児島、熊本、宮崎他 いりこ（片口いわし）

ケチャップ＆ソース　（10ｇ/袋） 福岡加工 昆布

野菜・果実 トレハロース

　トマト たまねぎ りんご 日本、中国他 いわしの澱粉付き 兵庫加工

　にんじん セロリ 米国他 (幼30g・小40g・中50g/こ)

糖類 まいわし 北海道

　砂糖　ぶどう糖果糖液糖 でん粉（馬鈴薯） 北海道

醸造酢（とうもろこし） 赤魚の西京漬け 静岡加工

食塩 日本、ｶﾅﾀﾞ他          （幼40g・小50g・中60g/切）

香辛料（ﾎﾜｲﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ・ﾏｽﾀｰﾄﾞ） アラスカメヌケ アメリカ

水 白みそ（大豆） カナダ

黒砂糖 大阪加工 砂糖

原料糖 沖縄 みりん風調味料

糖蜜　　　　　　さとうきび 沖縄 酒

黒糖 沖縄 水

水酸化カルシウム おつゆ麩 岐阜加工

赤いんげん豆 福島加工 小麦粉 ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ・豪州

レッドキドニー（赤インゲン豆） アメリカ 小麦たんぱく ｱﾒﾘｶ・ｶﾅﾀﾞ・豪州

塩 ビタミンE

おきなわもずく 栃木加工

もずく 沖縄



味付けのり(小袋) 三重加工 カレー粉 埼玉加工

（12切5枚/こ） コリアンダー モロッコ他

乾のり 有明海・三重・愛知 陳皮 日本・中国他

砂糖 タイ・南アフリカ ターメリック インド

醤油（大豆）（小麦) 日本・アメリカ・豪州 クミン インド・イラン他

風味だし（えび、昆布、鰹、鯖） 日本 フェネグリーク インド他

食塩 スターアニス 中国他

水あめ（コーンスターチ・馬鈴薯・甘しょ） アメリカ・日本 唐辛子 中国

水 フェンネル 中国他

甘草 中国

糸かまぼこ 茨城加工 ローレル トルコ他

魚肉（タラすり身） 米国他 マスタード カナダ

魚介エキス（かつお、昆布） 日本 かまぼこ 滋賀加工

でん粉（米） 日本、米国他 魚肉（ｽｹｿｳﾀﾗ） 米国

みりん（もち米、米こうじ） タイ、日本、ベトナム 加工でん粉(タピオカ）

食塩 馬鈴薯でん粉（じゃがいも） 北海道

砂糖 砂糖

酵母エキス 発酵調味料（じゃがいも、とうもろこし）

加工でん粉（タピオカ） 食塩

ホワイトルウ 埼玉加工 味りん（もち米、米麹、とうもろこし）

日本他 小丸天 和歌山加工

いとより無リン（いとよりだい） タイ・ベトナム・インド等

粉末植物油脂（乳） 日本 発酵調味料(米、さとうきび、とうもろこし） 日本・ブラジル・アメリカ

小麦粉 日本 砂糖（さとうきび、甜菜）

たん白加水分解物（小麦・大豆） 食塩

小麦たん白発酵調味料（小麦） 植物性油脂（菜種）

砂糖 加工デンプン（タピオカ）

デキストリン(乳・大豆） わかめごはんの素 島根加工

食塩 わかめ 韓国

酵母エキスパウダー 食塩

オニオンパウダー 砂糖（さとうきび・甜菜）

ほたてエキスパウダー かつお節調味料

乳製品(脱脂粉乳・ホエイパウダー・全粉
乳・チーズ・バター)



えびシューマイ・（大） 香川加工 トウバンジャン　　　　 栃木加工

（幼：18g/こ）・（小中（大）：30g/こ） 唐辛子 中国

えび ミャンマー、ベトナム他 そら豆 オーストラリア

たまねぎ 日本 食塩

たら 北海道 酒精

食用精製加工油脂 酸化防止剤（ビタミンＣ）

　（食用植物油脂、レシチン、酸化防止剤） テンメンジャン　　　　 長野加工

パン粉（小麦） 日本 みそ（大豆） ｶﾅﾀﾞ･日本他

でん粉（ばれいしょ） 北海道 砂糖(さとうきび・てんさい）

デキストリン 植物油脂（ごま・菜種）

調味料（砂糖、食塩、ほたてｴｷｽ、えびｴｷｽ しょう油（大豆・小麦）

還元水あめ、たん白加水分解物(小麦、とうもろこし） ドレッシング・和風（小袋） 千葉加工

酵母エキス、香辛料（白こしょう、コーンパウダー） （8ml/こ）

ピロリン酸鉄 砂糖類（さとうきび、甜菜、果糖ぶどう糖液糖） 豪州・タイ・日本

水 なたね油

皮 　 小麦粉 醸造酢（米、米酢） 日本他

　　　 還元水あめ たまねぎ エジプト・日本他

　　　 水 食塩

豆腐入りハンバーグ 静岡加工 酵母エキス

（40ｇ、50g、60g/こ） でん粉(ワキシーコーンスターチ、とうもろこし）

植物性たん白（大豆） アメリカ カツオエキス（鰹粉） 静岡

玉ねぎ 北海道 赤ピーマン チリ他

鶏肉 北海道、岡山他 香辛料（ホワイトペッパー）

豆腐 大豆：岐阜 水

豚脂（豚肉） 日本 プレーンオムレツ 徳島加工

でん粉（とうもろこし） （40g、50g、60g、70g/こ）

みりん 鶏卵 香川･愛媛･徳島･高知

砂糖 とうもろこし澱粉 奈良

食塩 砂糖

酵母エキス 醸造酢

香辛料（ホワイトペパー） 食塩

水 水

加工デンプン（ばれいしょ）

セルロース

炭酸カルシウム

ピロリン酸鉄
豆腐用凝固剤（硫酸ｶﾙｼｳﾑ）


