子どもたちの
おいしい笑顔のために

山形県学給の
県産物資

一般財団法人 山 形 県 学 校 給 食 会

果実缶詰

CANNED FOOD OF FRUITS

ミックスドフルーツ
（ラミコンカップ）
山形県学校給食会の物資研究委員
会開発物資です。県産のりんご・黄
桃・白桃・ラ・フランスをダイスカッ
トにしてミックスしてあります。シ
ロップもライトシロップにして、糖分
をおさえてあります。フルーツポン
チには最適の物資です。

黄桃 ダイス
（ラミコンカップ）
黄桃の品種は缶桃5号、缶桃14号
で、鮮度落ちが早く、一般的には
缶詰でないとおいしく食べられな
い品種です。食べやすい大きさに
カットし、ほどよい甘さのシロッ
プに仕上げていますので、ヨーグ
ルトなどで和えてもおいしく召し
上がれます。

生鮮果実

FRESH FRUIT

さくらんぼ
【Lサイズ】
フルーツ王国山形県を代表する、
果物の宝石「さくらんぼ」。その中
心品種の佐藤錦が、子どもたちの
大 好きな学 校 給 食の献 立にも、
大いに利用されています。

朝日町和合平りんご
【約250g】
朝日町和合平産りんご（つがる・
ジョナゴールド・王林・ふじ）の供
給を行っています。無化学肥料栽
培で、農薬も必要最小限におさえ
ています。本会入庫時に検査室に
おいて細菌検査をして、各学校に
供給しています。

庄内柿【Ｍサイズ】
庄内たがわ産「庄内柿（平核無・ひら
たねなし）」の供給をしております。
種子はほとんど形成されない不完全
渋柿。果皮色は橙黄色で赤くなく、樹
上で の 汚 損 果は少ないのが 特 徴で
す。糖度は約14度で肉質も微密。き
わめて柔軟多汁な状態で消費され、
食味は非常に優れています。

庄内砂丘メロン（2Ｌサイズ）
酒田市浜中地 区でハウス栽 培及
び露地栽培された庄内砂丘メロ
ンです。生産者3人は、たい肥等
による土づくりと化学肥料・農薬
の低減を一体的に行う農業生産
方式の認定を取得し、栽培してお
ります。学校には食べ頃を調整し
て供給しています。

和梨（幸水、豊水）
【2Lサイズ】
鶴岡市櫛引地区で栽培された和
梨（幸水、豊水）を供給しており
ます。夏から秋にかけて収穫され
る和梨は、サックリした歯ざわり
と、たっぷりと水気を含んだした
たるような口あたりのよさがなん
ともいえない風味をかもし出しま
す。

朝日町産サンプルーン
【30g】
無化学肥 料、必要最小限の農薬
を使用し栽培を行っています。食
物繊維やミネラルを多く含むアル
カリ性の果物です。

デザート・ジャム

DESSERT AND JAM

ラ・フランスゼリー【70g /個】

黄金桃ゼリー
【70g /個】

山形県特産のラ・フランスを贅沢
にすりおろしたピューレをベース
にしたゼリーの中にデザートカッ
トしたラ・フランスの果肉を丸ご
と入れたおいしいゼリーです。上
品な香り、味が楽しめます。

黄桃でありながら完熟白桃のよう
な緻密で果汁の多い新品種の黄
金桃をすりおろして作ったゼリー
ベースの中に果肉を入れたゼリー
です。黄金桃が25％も使われてい
ます。

白桃ゼリー
【70g /個】

りんごゼリー【70g /個】

白桃をすりおろして作ったゼリー
ベースの中に白桃の果実をたっぷ
り入れたデザートです。ゼリーの
滑らかな味わいと白桃そのものの
ジューシーな風味が、子どもたち
に大好評です。

山形県産りんごの代名詞「ふじ」
を使用したゼリーです。すりおろ
した「ふじ」をベースにしたゼリー
の中にカットしたりんごの果肉を
入れました。りんごが25％も入っ
たゼリーです。

ラ・フランスコンポート
【40g /個】

白桃コンポート
【40g /個】

シロップ漬けの完熟したラ・フラン
スのハーフカットを、急 速 凍 結し
て、1個ずつ袋に入れた冷凍果実デ
ザートです。半 解 凍にして食べる
と、滑らかな舌触りと爽やかな味わ
いが、口一杯に広がります。

シロップ漬けの厳 選した白桃 の
ハーフカットを急速凍結した冷凍
果実デザートです。半解凍にして
食べる、子どもたちの大好きな夏
の給食デザートの一品です。

ラ・フランスジャム【10g /個】

冷凍ラ・フランスゼリー【40g /個】

フルーツの女王と言われる山形県産
ラ・フランスを使用して、県内の給食
センターや小学校、中学校、栄養士
の代表の方々で組織する「学校給食
用物資研究委員会」の開発 物資で
す。上品な甘さと香りのラ・フランス
の特徴が生かされた特級JA S規格
のジャムができあがりました。

甘みと香りが素晴らしい山形県産
「ラ・フランス」の果汁とピューレ
が26％も入ったおいしい冷凍ゼ
リーができました。子どもたちの
ために鉄分とビタミンCを強化し
てあります。自然解凍でお召し上
がり下さい。

山形県産アップルシャーベット
【約40g /個】
なつかしい酸味と真っ赤な色が
特徴の山形県産の紅玉（りんご）
に特製のシロップを浸み込ませて
います。

山形の牛乳をつかった
ミルクデザート
【30g】
山形の豊かな自然で育った乳牛
から絞って作られた牛乳をつかい
より食べやすく、甘みを抑えより
食べやすくしてあります。

農産加工品

PROCESSED FOOD

だだちゃ豆コロッケ
【50g】
山形県鶴岡市特産のだだちゃ豆
を使用したコロッケです。だだち
ゃ豆が10％混入されています。更
にだだちゃ豆パウダーを入れて色
あいと風味を良くしています。

山形県産紅大豆入りコロッケ
【50g】
山形県川西町産紅大豆を使用し
たコロッケです。
他原料産地も国産にしました。

秘伝豆入り厚焼玉子
【50g】
自社農場でとれた新鮮な卵を使
用し山形県産の秘伝豆を入れ、風
味豊かに仕上げました。

山形県産米粉めん（発芽玄米入）
【1kg】
山形県産「はえぬき」を主原料に
発 芽玄米を入れて栄養に配 慮し
た米粉めんです。

山形県産米粉めん
【1kg】
山形県産豚モモかつ
【40g・50g】
山形県 産 豚モモ肉を柔らかくパ
ン粉付けした、赤身使用のとんか
つです。

山形県産「はえぬき」を主原料に
した米粉めんです。
熱のとおりが、良いので短時間で
おいしく仕あげられます。

山形県産米粉めんだだちゃ豆入
【1kg】
山形県産豚肉キャベツメンチかつ
【50g・60g】
山形県 産豚肉と国産のキャベツ
をたっぷり使用したメンチかつで
す。

山形県産豚肉コロッケ
【40g・50g】
山形県 産豚肉とホクホクの男爵
芋で、コロッケを作りました。

山形県産牛肉コロッケ
【40g・50g】
山形県 産牛肉の旨みをたっぷり
加えた北海道産男爵芋の牛肉コ
ロッケです。

山形県産玄米使用
スケソウダラフライ
【40g・50g】
衣には山形県産の玄米粉を使用
し、パン粉には食物繊維を強化し
栄 養 価の向上を図ったフライで
す。

山形県「はえぬき」にだだちゃ豆
を練り込んだ米粉めんです。

山形県産ライスパスタ
【500g】
「無添 加」
「無小麦 」の麺です。
小麦の麺では味わえない「もちも
ち」
「つるつる」とした食感の麺で
す。茹で上がりが早く茹で伸びに
くくなっています。

山形県産米粉ラザニア
【500g】
「無添加」
「無小麦粉」の乾燥麺
です。小麦パスタ・マカロニ風の
料理やシチュー・カレーなどの煮
込み料理の具剤としてそのまま使
用できます。

つや姫パスタ
【500g】
つや姫の米粉と米ぬかを使用し、
さらに川西町産の紅大豆を加え
た、食感と彩りが特徴のパスタで
す。

県産つや姫発芽玄米おこげ
【10g】
県産つや姫発芽玄米・県産もち米
をパーム油と食塩だけで作ってい
ます。

水産加工品

PROCESSED FOOD

昆布巻き
（秋鮭）
【30g・40g】
（10個入真空パック）
山形県内（酒田・遊佐）で捕れた
鮭を使用しています。学校給食用
として塩分・糖分を抑え、手作り
感を出した昆布巻きです。

鯉のことこと煮【40g】
（6切入真空パック）
鯉を秘伝のタレで骨まで柔らかく
じっくり煮上げた逸品です。タン
パク質や脂質に富み、無機質やビ
タミン類も豊富で栄養価の高い
食材です。

野菜

VEGETABLE

庄内だだちゃ豆【1kg】
「かむほどにうまみが舌の上に生
まれる」といわれる、山形県庄内
特産のだだちゃ豆の秘密は、アミ
ノ酸の一種の「アラニン」というう
まみ成分が、普通の枝豆より多く
含まれているからです。だだちゃ
豆ならではの風味が、子どもたち
の味覚を育てます。

山形県産切干大根（銀杏切り）
【500g】
山形県産の大根を収穫当日に洗浄し加工して
いますので、新鮮です。
また、乾燥度合いが一般のものより高めで、
保存性に優れています。
銀杏切りに薄くスライス（約5㎜）して乾燥し
ておりますので、一般の切干大根より早く戻
り、調理の手間も省けます。食物繊維も豊富
で、健康食品の食材としてご利用ください。

山形県産ふき水煮
【1kg】
山 形県 産のふきを水 煮にしまし
た。4～5㎝カットになっておりま
すので、煮物・炒め物などにご使
用ください。

山形県産マッシュルーム
【1.6kg 固形量1kg】
山形県舟形町産マッシュルームを
原料として使用しています。

山形県産たけのこ水煮カット
【1kg】
山形県産原料（庄内地方）を使用
しています。

山形県産山菜ミックス
【1.8kg 固形量1kg】
山形県 産の原材料を使用してお
ります。
（わらび・みず・なめこ・細
竹・ふき）

山形県産かぼちゃカット
【500g】
山形県内で収穫されたかぼちゃ
になります。

山形県産小松菜カット
【1kg】
山形県庄内地方で収穫された小
松菜になります。

山形県産南瓜皮ごとペースト
【1kg】
庄内産赤系かぼちゃを使 用して
おります。栄養価の高い部分（表
皮と身の間）も一緒に丸ごとぺー
ストにしました。

肉・加工品

MEAT

牛肉和牛（冷凍）
スライス
【1kg】
県産和牛（黒毛和種）を、JA 組合
総合食品センターと契約を結び、
生育から屠畜まで証明書で確認
できる牛肉を確保し、供給をして
おります。学校給食に使われてい
る献立では、すき焼きや、芋煮、牛
丼、その他に利用されています。

おからハンバーグ（冷凍）
【40g・60g】
原材料に植物性蛋白は使用せず、国産
の牛肉と山形県産の豚肉を使用してお
り、国産大豆から出来た新鮮なおから
を 35％加えた“ ふんわり ”ハンバーグ
です。おからが入っていますので食物
繊維が豊富です。また、淡水のりを加
え鉄分を強化してあります。

山形県産米粉皮餃子
（肉餃子・野菜餃子）
【20g】
餃子の皮の原材料に小麦粉を使
わず、山形県産米
「はえぬき」
を使
用した、モチモチとした食感の餃
子です。

その他

OTHERS

なめこ
（レトルト）
【レトルト1kg】
山形県鮭川村のなめこを作業性
の優れているレトルト袋詰にパッ
クしました。室内にて湿度や温度
を管理した空調栽培で育てたな
めこだけ使用しております。学校
給食においては、なめこ汁等にご
使用していただいております。

山形県産干しいたけスライス
菌床栽培【250g】
山形県産（鮭川村・大蔵村）菌床
しいたけを使用しています。

山形県産きのこ水煮ミックス
【1kg】
山形県産のきのこを使用していま
す。
（なめこ・舞茸・しめじ・えの
き茸）

※山形県学校給食会ではこのパンフレットに記載した副食材料の他に、主食となる米飯は市町村ごとに区分管理した「山形県産米」
を
供給しています。
また、山形県産麦をブレンドしたり、山形県産米粉を使用したパンや麺の供給も行っています。
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私たちの目的
定款の目的
（第3条）

私たちの活動内容
事業
（第4条）

PURPOSE

学校給食法に基づき学校教育活動の一環と

AC T I V ITES

◎学校給食用物資の供給に関する事業

して実施される学校給食において、安全で安

◎学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業

心な物資を安定供給し、学校給食の普及充実

◎学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業

並びに、食育の推進を支援し、もって児童生徒

◎学校給食における地場産物の利用促進（地産地消の推進）
に関する事業

等県民の心身の健全な発達と健康増進に寄与

◎その他この法人の目的を達成するために必要な事業

することを目的としています。

私 たちの 公 益 事 業

S PREAD

１ 学校給食に関する他団体等への支援事業
学校給食に関する諸団体等の行う活動への助成や食育推進活動への支援を積極的に進めてまいります。
●学校給食振興期成会

●山形県学校保健研究大会

●山形県ＰＴＡ連合会

●山形県市町村学校給食共同調理場連絡協議会

●山形県栄養教諭・学校栄養士会

●全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会

●全国学校給食研究協議会

●その他
２ 冷凍庫等学校給食設備無償貸与事業
山形県内の学校給食調理場（学校給食センター、単独調理学校等）の冷凍庫等を無償で貸与する事業であり、各
学校給食調理場等の設備水準の維持向上により食材の安全確保、品質維持、衛生管理の向上、給食調理作業の合
理化等に資するため実施しています。
３ 食品検査事業
本会取扱い物資並びに市町村からの依頼により学校給食調理現場食材の細菌検査、調理従事員の手指清浄度、
調理器具設備、学校給食用食器具の細菌検査及び理化学検査を無償で実施しています。
平成24年度からは、本会食品検査室に放射性物質の検査機器を備えましたので、放射能についても依頼検査を
行っています。
４ 学校給食指導用教材等貸出事業
食育の推進のために偏食・朝食欠食の問題、
食品の機能や役割を指導するための教材として、
食品模型
（魚、肉、果
物、調理見本等）
や年代別献立モデル、朝食指導用食材モデル
（模型）、原寸大の各種魚類の模型やバイキング給食
用食器並びに紙芝居、
ビデオ等の貸出しを行っています。

一般財団法人
安全・安心

山形県学校給食会

990-0051 山形市銅町一丁目2-12 TEL（023）622-0938
http://www.yamagaku.or.jp
参考文献：山形県農林水産部発行「山形のうまいもの」

FAX（023）631-0961
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