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１．別紙　「○月　献立及び材料表」「盛り付け図」

多治見市学校給食

加工食品の原材料明細

令和４年度（年間使用）

学校給食で使用する食材のアレルゲン情報については下記の書類もご確認下さい。



池田小学校 池田小学校調理場

多治見中学校・養正小学校・養正幼稚園・（さわらび学級） 養正小学校近接校対応調理場

多治見市教育委員会事務局　食育推進課　29‐1662

笠原中学校 笠原中学校調理場

笠原小学校・笠原幼稚園 笠原小学校調理場

滝呂小学校 滝呂小学校調理場

陶都中学校・小泉中学校・南姫中学校・精華小学校・共栄小学校・小泉小学校・根本小学校・南姫小学校・
精華愛児幼稚園・明和幼稚園 食育センター

北栄小学校・北陵中学校 北栄・北陵中隣接校対応調理場

平和中学校・南ヶ丘中学校・昭和小学校・脇之島小学校・市之倉小学校・昭和幼稚園 昭和小学校近接校対応調理場

幼稚園・学校名 調理場名

 月ごとに契約する給食物資　　　　　　 パン、麺など 「加工食品の原材料明細　令和４年度（○月使用）」

２）表記についての注意事項　　　　

（幼）・・・幼稚園で使用するものです

（小）・・・小学校で使用するものです

（中）・・・中学校で使用するものです

３）各学校・幼稚園の給食提供調理場一覧

 年間を通して契約する給食物資　　　　 肉、野菜、魚、その他加工品など 「加工食品の原材料明細　令和４年度（年間使用）」

 ４～９月(前期）に契約する給食物資　　 ドレッシング、調味料、ふりかけ

デザート、冷凍食品など

「加工食品の原材料明細　令和４年度（４月～９月使用）前期分」

１０～３月（後期）に契約する給食物資　　 「加工食品の原材料明細　令和４年度（１０月～３月使用）後期分」

内容 主な食品 資料名

必ずご確認下さい
　学校給食で使用する食材について「加工食品の原材料明細　令和４年度（年間使用）を冊子にまとめました。

下記内容をご確認いただき、表紙に記載した資料や、「食物アレルギーに関する調査票」の申請にもとづく資料を参考にアレルゲン等をご確認下さい。

１）給食物資選定の区分と資料

2 ページ



６）表記例

食品名 規格 商品名 メーカー名 原材料名 アレルゲン（２８品目） コンタミネーション（２８品目） 特記事項

卵、乳、えび、かに、鮭、
鯖、いか、牛肉、キウイ、バ
ナナ、りんご、オレンジ

〇〇〇○ 10ｇ ●●●●△△△ しょうゆ、糖類（果糖ぶどう糖
液、砂糖）醸造酢、酒精、玉ね
ぎ、食塩、みそ、調味料（アミ
ノ酸等）食用植物脂、ごま、豆
板醤、ほたてエキス、酸味料、
野菜（生姜、にんにく）レモン
果汁、たん白加水分解物、甘味
料（ステビア）、香料

ごま、小麦、大豆、鶏
肉、豚肉、ゼラチン

５）アレルゲンの表示対象品目(28品目）について

特定原材料７品目 小麦・そば・卵・乳・落花生・えび・かに

特定原材料に準ずる２1品目
ごま・くるみ・カシューナッツ・大豆・やまいも・まつたけ・いくら・さけ・さば・いか

あわび・鶏肉・豚肉・牛肉・ゼラチン・キウイフルーツ・バナナ・もも・りんご・オレンジ・アーモンド

「食物アレルギーに関する調査票」の申請に基づき、学校をとおして文書でお知らせいたします。

４）冊子に記載しているアレルゲン物質について

アレルゲン表示対象品目は、消費者庁の示す特定原材料７品目、特定原材料に準ずる２1品目です。

各メーカーから提出された書類をもとに作成していますが、わからない点がありましたら各メーカー、食育推進課または各調理場へお問い合わせ

下さい。

　原材料の変更が業者より提出された場合は、学校を通じて文書でお知らせします。なお、コンタミネーション変更の場合は提出いただいた

各メーカーから提出された「商品規格書」等の原材料情報をもとに表記しています。

※原材料の起源原材料（由来となる物質）をお知りになりたい場合は、各メーカー、

食育推進課 または各調理場へお問い合わせ下さい。

アレルゲン表示対象品目（２８品目）は、アレルゲンの表示対象品目について、

各メーカーから提出されたアレルギー情報をもとに表記しています。

コンタミネーションとは

原材料としては使用されていないが、アレルゲンを含む他の製品と同じ

製造ラインを使用する又は、同一工場内で製造するなどにより、アレル

ゲン物質が微量混入する可能性が想定されるものです。

漁法などにより、魚などのアレルゲンとなるものが混入する可能性のあ

るものや、魚卵に関することなど、アレルゲン表示対象品目２８品目以外

に、メーカーから提出された情報について記載しています。

「献立及び材料表」に

書かれている食品名です
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食 品 名 規 格 商 品 名 メ ー カ ー 名 原材料 アレルゲン（２８品目）
コンタミネーション（２８品
目）

特記事項

麦ごはん

６６ｇ
７７ｇ
９９ｇ

１１０ｇ
１２１ｇ

麦ごはん
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

米、麦 無 大豆

食パン
コッペパン
丸パン
小型コッぺパン

３０ｇ
４５ｇ
５５ｇ
６５ｇ
７５ｇ
８５ｇ

普通パン
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

小麦粉、ショートニング（食用精
製加工油脂、食用植物油脂)、砂
糖、脱脂粉乳、イースト、イース
トフード、食塩

乳、小麦、大豆 卵、くるみ

黒食パン
黒コッペパン
小型黒コッぺパン

３０ｇ
４５ｇ
５５ｇ
６５ｇ
７５ｇ
８５ｇ

黒パン
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

小麦粉、ショートニング（食用精
製加工油脂、食用植物油脂）、砂
糖、脱脂粉乳、イースト、イース
トフード、食塩、黒糖、カラメル

乳、小麦、大豆 卵、くるみ

お茶コッぺパン

３０ｇ
４５ｇ
５５ｇ
６５ｇ
７５ｇ
８５ｇ

お茶パン
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

小麦粉、ショートニング（食用精
製加工油脂、食用植物油脂）、砂
糖、脱脂粉乳、お茶、イースト、
イーストフード、食塩

乳、小麦、大豆 卵、くるみ

米粉食パン
米粉コッペパン

３０ｇ
４５ｇ
５５ｇ
６５ｇ
７５ｇ
８５ｇ

米粉パン
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

小麦粉、グルテン、米粉、ショー
トニング（食用精製加工油脂、食
用植物油脂）、砂糖、脱脂粉乳、
イースト、イーストフード、食塩

乳、小麦、大豆 卵、くるみ

加工品の原材料明細

1.年間契約物資（主食・飲用緑茶・牛乳）
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食 品 名 規 格 商 品 名 メ ー カ ー 名 原材料 アレルゲン（２８品目）
コンタミネーション（２８品
目）

特記事項

レーズンコッペパン
小型レーズンコッペパ
ン

３０ｇ
４５ｇ
５５ｇ
６５ｇ
７５ｇ
８５ｇ

レーズンパン
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

小麦粉、ショートニング（食用精
製加工油脂、食用植物油脂）、砂
糖、脱脂粉乳、イースト、イース
トフード、食塩、レーズン

乳、小麦、大豆 卵、くるみ

バター食パン
バターコッペパン

３０ｇ
４５ｇ
５５ｇ
６５ｇ
７５ｇ
８５ｇ

バターロールパン
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

小麦粉、ショートニング（食用精
製加工油脂、食用植物油脂）、砂
糖、脱脂粉乳、イースト、イース
トフード、食塩、バター

乳、小麦、大豆 卵、くるみ

胚芽食パン
胚芽コッペパン

３０ｇ
４５ｇ
５５ｇ
６５ｇ
７５ｇ
８５ｇ

胚芽パン
東濃学校給食炊飯センター
（岐阜県学校給食会）

小麦粉、ショートニング（食用精
製加工油脂、食用植物油脂）、砂
糖、脱脂粉乳、イースト、イース
トフード、食塩、マーガリン、は
いが

乳、小麦、大豆 卵、くるみ

ソフトめん

６０ｇ
８０ｇ
９０ｇ

１００ｇ
１２５ｇ

ソフト麺

（小・中）おきなや
（岐阜県学校給食会）
　
（幼）おきなや

小麦粉、小麦たん白、食塩 小麦 卵、乳、そば、大豆

一食うどん

６０ｇ
７０ｇ
８０ｇ
９０ｇ

１１０ｇ

ゆでうどん

（小・中）おきなや
（岐阜県学校給食会）
　
（幼）おきなや

小麦粉、小麦たん白、食塩 小麦 卵、乳、そば、大豆

一食ラーメン

１４０ｇ
１６０ｇ
２００ｇ
２２０ｇ
２４０ｇ

ゆでラーメン

（小・中）おきなや
（岐阜県学校給食会）
　
（幼）おきなや

小麦粉、食塩、かんすい、クチナ
シ黄色素

小麦 卵、乳、そば、大豆
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食 品 名 規 格 商 品 名 メ ー カ ー 名 原材料 アレルゲン（２８品目）
コンタミネーション（２８品
目）

特記事項

飲用緑茶 250ml
紙お～いお茶緑茶
250ml

伊藤園 緑茶、ビタミンＣ 無 無

食 品 名 規 格 商 品 名 メ ー カ ー 名 原材料 アレルゲン（２８品目）
コンタミネーション（２８品
目）

特記事項

牛乳（小・中学校用） 200ｍｌ
ひるがの牛乳２０
０（学校給食）

美濃酪農農業協同組合連合
会

生乳 乳 無

牛乳（幼・小・中学校
用）

1000ｍｌ
ひるがの牛乳
(酪農家限定）

美濃酪農農業協同組合連合
会

生乳 乳 無

牛乳（幼稚園用） 180ｍｌ 明治牛乳（ビン） 明治 生乳 乳 無

飲用緑茶

牛乳
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お問い合わせ先

幼稚園・小学校・中学校 調理場名 電話番号

陶都中学校・小泉中学校・南姫中学校・精華小学校・共栄小学校・小泉小学校・根本小学校・南姫小学校・

精華愛児幼稚園・明和幼稚園
食育センター 29-1663

北栄小学校・北陵中学校 北栄・北陵中隣接校対応調理場 27-8400

平和中学校・南ヶ丘中学校・昭和小学校・脇之島小学校・市之倉小学校・昭和幼稚園 昭和小学校近接校対応調理場 22-6111

笠原中学校 笠原中学校調理場 43-4165

笠原小学校・笠原幼稚園 笠原小学校調理場 43-3541

滝呂小学校 滝呂小学校調理場 22-0657

池田小学校 池田小学校調理場 22-0883

多治見中学校・養正小学校・養正幼稚園・（さわらび学級） 養正小学校近接校対応調理場 28-1590

多治見市教育委員会事務局　食育推進課　29‐1662


