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1 受託事業の目的 

 本事業は、「学校給食における県産野菜一次加工流通モデ
ル実証・分析業務」として、宮城県から委託され実施したも
のです。（実施期間：平成28年８月～平成29年３月） 

 昨年度実施された学校給食における県産野菜一次加工流通
モデル実証事業において、大崎市給食施設の皆様からのご要
望のあった野菜を生産者と協議し、多くの施設に提供できる
多品種の一次加工野菜の企画、製造から配送までを一貫して
行い、コスト面や流通上の課題を検証することにより、今後
の学校給食における県産野菜の利用拡大に貢献することを目
的として実施されております。 

 生産者との交渉、加工、流通については大崎市と農商工連
携事業を展開しているマルヒ食品株式会社が事業を遂行しま
した。 1 



2 実施内容概要 
 3月までに供給しました一次加工の野菜は、11品目13アイ
テム合計1813Kgになり、給食センター3件、小学校15件、中
学校7件、支援学校1件、高校1件の合計27施設でご使用いた
だきました。 

【提供された野菜】 

 かぼちゃ(ダイス、ペースト)、枝豆、大豆、人参、チン
ゲン菜、ズッキーニ、さつまいも、きぬさや、蓮根、ブ
ロッコリー(花蕾、茎)、雪菜の花  

  

詳細については、別紙1平成28年度県産加工野菜供給状況報
告書をご覧ください。     
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3 原料供給元 

全農みやぎ 宮果がコーディネートしたルート 

 JAみどりの JA加美よつば 

 JA岩出山 JA仙台 JA南三陸 

 

マルヒ食品独自ルート 

 ダイアファーム、やまもとファーム 

 アグリネット、大崎匠農グループ  

3 



4 使用先アンケート項目 
大崎市教育委員会にご協力を頂き、1月下旬に使用先を中心
に事業で供給した品目について、価格や品質等に関するア
ンケートを実施しました。詳細は、別紙2をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

H28年度県内産加工野菜使用アンケート 集計データ 

当アンケートは，県からマルヒ食品(株)が委託した県産野菜一次加工品供給モデルの実証・分析業務で作成・供給した下記の一次加工野菜について，使用された皆様からのご意見を伺うものです。 

※設問項目の１～５については，これまで使用した施設でご記入ください。６～１０については，今後に向けた取組の参考とさせていただきますので，全ての施設でご記入ください。 

品目 

設問項目 

１．左列の県産加工
野菜を使用しました
か 

２．使用した加工野
菜の品質はどうでし
たか 

３．使用した加工
野菜の価格はどう
でしたか 

４．使用した加工野菜の献立を教え
てください（自由回答） 
例）スープに使用 

５．今年使用した加工野菜に
ついて，来年以降も使用した
いと思いますか 

５－２ 設問５．で３たぶん
使用しない，４使用しない，
を選択した場合，差し支えな
ければその理由をご記入くだ
さい。（例：価格が高い，な

ど複数回答可） 

６．たけのこ、菜の花を加工野
菜として使用したいと思います
か 

７．新たに加工野菜と
して採用したい野菜を
教えてください（複数
回答可） 

８．今回のような事業の実
施について感想を教えてく
ださい 

９．今後，納入業者に期待する
ことは(複数回答可) 

１０．今後，行政に期待するこ
とは(複数回答可) 

回答 使用したものに○を
つけてください。()の
数字は、実際の使用
件数です。 

1 よい 1 高い 1 ぜひ使いたい 1 たけのこ 1 大いに関心がある 1 生野菜の供給 1 情報の提供 
  2 普通 2 やや高い 2 たぶん使用する 2 菜の花 2 一部に関心がある 2 取扱アイテムの増加 2 関係者のコーディネート 
  3 やや悪い 3 普通 3 たぶん使用しない 3 どちらも使用したい 3 あまり関心はない 3 価格の安定 3 その他（具体的に） 

加工形態 4 悪い 4 安い 4 使用しない 4 どちらも使用しない 4 関心がない 4 物量の安定   

大豆 かぼちゃダイス かぼちゃペースト むき枝豆 ブロッコリー ズッキーニ その他の野菜 

品目別使用比率 



5 使用後アンケートによる品質評価 
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かぼちゃペースト かぼちゃダイス 大豆水煮 むき枝豆 ブロッコリー 

供給量上位5品目の品質について 

 

よい 普通 やや悪い 悪い 

（回答数） 
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「かぼちゃ」「大豆水煮」は評価が分かれたものの、それ以外の品目
はおおむね「普通」から「よい」という評価だった 



6 使用後アンケートによる価格評価 
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かぼちゃペースト かぼちゃダイス 大豆水煮 むき枝豆 ブロッコリー 

供給量上位5品目の価格について 

 

高い やや高い 普通 安い 
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（回答数） 

「むき枝豆」、ブロッコリーは「高い」との回答があったが、それ以外は、
おおむね「普通」か「やや高い」という評価が多かった。 



7 使用後アンケートによる次年度 
再購入の可能性 
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供給量上位5品目の今後の使用希望について 

 

ぜひ使いたい たぶん使用する たぶん使用しない 使用しない 
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（回答数） 

「使用しない」は、ブロッコリーの１件だけだった。かぼちゃダイス、大豆
水煮の「たぶん使用しない」については、使用品スペックの変更により減少
する可能性あり。むき枝豆についての需要の高さが目立った。 



8 アンケートから見えてくるもの 

・本事業の商品設計については、既存の国産冷凍野菜に準じています。 
 
・次年度の再購入の可能性については、収穫時に天候不順が続き甘味の少な
かったかぼちゃのダイスと、現行の北海道産より柔らかい品質の大豆について
は、一部使用しない旨の回答もありましたが、それ以外の品目では大半が次年
度以降の使用を検討していることが判明しました。 
 
・価格面での評価については、安価な他県産・海外産との価格差が危惧されま
したが、おおむねどの品目においても「高い」の回答が少なく、今後の事業継
続の可能性がひろがる結果となりました。 
 
・品質については、十分改善の余地もあり、大豆につきましては、すでに3月
よりスペックを変更し、現場の声に対応しております。 
 
・アンケートの結果から、県産品へのニーズは高く、品質面がクリアできれ
ば、やや高くても許容できる範囲の価格差であれば、献立に積極的に取り入れ
てみたいという要望がうかがえました。 
 

8 



9 使用順位上位3品目の使用献立 
1  かぼちゃ(ほっとけ栗たん、ダークホース) 
 ペースト180kg  16件でご使用いただきました。 

 使用献立は、蒸しパン、ポタージュ、プリンなど 

 ダイスカット417kg   18件でご使用いただきました。 

 使用献立は、冬至かぼちゃ、カレー、サラダ、スープ、蒸しパン、 

 ポトフ、シチューなど 
 

2  大豆(みやぎシロメ) 
 冷凍水煮大豆 590kg  22件でご使用いただきました。 

 使用献立は、スープ、サラダ、ひじき煮、揚げ物、煮物、金平、 

 レバーと大豆のケチャップ煮、ポークビーンス゛、チリコンカンなど 
 

3  枝豆(湯上り娘) 
 冷凍むき枝豆 159kg  9件でご使用いただきました。 

 使用献立は、スープ、サラダ、ひじき煮、カレー、ソテー、金平など      
 

9 



10 かぼちゃの問題点 
宮城で作られた品種で、7月から8月に収穫されます。
身が厚く主にペーストの原料に使用しています。毎
年、安価に作るため、密植栽培して皿などを敷かずに
生産してもらいますので、皮目が一部変色しておりダ
イスカットにはあまり向いていません。全国的に品質
が良くない中、糖度も高く安定した品質でした。 

秋かぼちゃの代表品種です。黒緑で皮目が美しく身と
皮のバランスもいい為、天ぷら用スライスやダイス
カットに使用しています。今年は、秋の天候不順と台
風を避ける為の早取りがあり、十分澱粉が糖化してい
ない原料が混入し、ご迷惑をお掛けしました。県内で
は冬至かぼちゃに合わせて生産する農家も多いです。 

ほっとけ栗たん 
 

ダークホース 
 

今後の対策 

安定したほっとけ栗たんの買い付けを増やします。小さいサイズのもの
をダイスカット用にまわします。ダークホースは減反用の作付けのもの
はサンプル評価をしてから買い付けを実施します。 

10 



11 大豆の問題点 
JA岩出山のミヤギシロメを100%使用しました。北
海道についで全国2番目の生産量を誇る宮城の代表
品種です。大粒でえぐみがなく、甘いのが特徴で
す。ふくやかな食感が特徴ですが、柔らかい為に長
時間かき混ぜると崩れやすいこともあり、ご利用い
ただいた中では、評価が分かれました。 

今後の対策 

崩れにくい品種に変えることも解決策ではありますが、皆様から大
豆の甘味が強くおいしかったとの評価も高いことから、加工方法と 

加熱時間において、再検討して3月に商品のリニューアルを行いまし
た。又、薄皮の剥がれについては専用機械の導入を検討していく予
定です。 

11 



12 

 枝豆の問題点 

湯上り娘 
JA岩出山の湯上り娘という品種です。給食用に生
産者に契約栽培していただきました。枝豆は適収穫
期が3日と短く、収穫に手間がかかること、収穫後
の洗浄と予冷設備の整った施設が必要になることが
あり、一度に作付けを増やすことができないのが問
題です。又、生需要が高く原料価格も高値です。 

今後の対策 

本年度は、JA岩出山の生産者の方に増産していただくことが決定して
おりますので、昨年より多くの皆様に商品を供給させていただくこと
が可能になると思われます。価格につきましては、コスト削減方法に
ついて現在協議を続けております。又、JA石巻でも青果で出荷できな
い一粒種があるとの情報を得ておりますので、今後の取り組みについ
て検討していきたいと思います。 
 

12 



13 その他の野菜の今後 
ブロッコリーについては、原料価格が九州の3倍と青
果価格での取引になっていますので、今後業務用の
生産農家を開拓していきます。又、茎のダイスカッ
トをつくり歩留まりを上げ、コストを抑える為、収
穫方法についても取り組みを行います。 

山元町で本格的にさつまいもの生産が始まりまし
た。規模も大きく、長期保管できる倉庫も完成した
ことから、今後はペースト、ダイスカット、皮つき
乱切り、皮なし乱切り、天ぷら用スライスなど用途
にあわせた商品の開発を進めていきます。 

仙台の伝統野菜です。仙台餃子などでも使用されて
いますが、アブラナ科の植物なので春には菜の花を
採ることができます。今後は、葉のカット、菜の花 

ペーストの3品を展開していく予定です。 13 



14 今後望まれる一次加工品 

アンケートより 
玉ねぎみじん切り、大根おろし、大根葉、きぬさや1/2  粒コーン 

ほうれん草カット、パプリカ、トマトダイス、トマトペースト、
大根銀杏切り、小松菜カット、雪菜カット、じゃがいも芽取り、
にんにくみじん切り、ごぼう、インゲン、パセリ、えのき、しめ
じの19アイテム 

すでに開発されているもの 

大根おろし(蔵王地区)雪菜カット(JA仙台)大根銀杏切り(大崎管内) 

  パプリカ(栗原、登米地区)、ほうれん草(加美よつば) 

29年度開発予定品 

     いんげん、カットコーン、玉ねぎ、トマト他 

   

14 



15 生産コストの分析と黒字化に向けた
シミュレーション 

15 

シュミレーション1は、北海道の原料価格と歩留まりで生産した場合の数字です。今年度は、天候不順で青果価格が
高く加工原料の入荷がおくれた為、一部青果原料も使用したことから原価が高くなり、結果赤字となっています。
シュミレーション2は、今後の原料価格の上昇を考え、歩留まりと生産コストを下げた場合の数字です。計画作付け
により、歩留まりのいい品種を使用して生産した場合、農家の手取りも安定し、収支も事業継続ラインに届く可能性
があります。 

① ② ③ ②÷③＝④ ⑤ ⑥ ⑦ 
④+⑤+⑥+⑦

＝⑧ 
⑨ ⑨－⑧＝⑩ ⑩÷⑨＝⑪ 

原料名 品名 
予定価格  平均原価 歩留まり 原料価格 加工コスト 配送コスト 固定費 販売コスト 売 価 利 益 利益率 

  
  円/Kg ％ 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg ％ 

かぼちゃ ペースト 100 155 50% 310  400  52  30  792  650  -142  -21.8% 今年度実績 

かぼちゃシュミレーション1 75 50% 150  400  52  30  632  650  18  2.8% 損益分岐点 

かぼちゃシュミレーション2 100 55% 182  370  52  30  634  680  46  6.8% 事業継続ライン 

かぼちゃ ダイス 100 155 65% 238  400  52  30  720  650  -70  -10.8% 今年度実績 

かぼちゃシュミレーション1 75 65% 115  400  52  30  597  650  53  8.1% 事業継続ライン 

かぼちゃシュミレーション2 100 65% 154  400  52  30  636  650  14  2.2% 損益分岐点 

かぼちゃの場合 

① ② ③ ②÷③＝④ ⑤ ⑥ ⑦ 
④+⑤+⑥+⑦

＝⑧ 
⑨ ⑨－⑧＝⑩ ⑩÷⑨＝⑪ 

原料名 品名 
予定価格  平均原価 歩留まり 原料価格 加工コスト 配送コスト 固定費 販売コスト 売 価 利 益 利益率 

  
  円/Kg ％ 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg ％ 

さつまいも 乱切り 80 80 60% 133  450  52  30  665  650  -15  -2.3% 今年度実績 

さつまいもシュミレーション1 70 60% 117  450  52  30  648  650  2  0.3% 損益分岐点 

さつまいもシュミレーション2 70 65% 108  400  52  30  589  650  61  9.3% 事業継続ライン 

さつまいもの場合 

さつまいもについては、来年度から契約栽培で70円で購入できることになっています。シュミレーション1は原
価の変更のみ、シュミレーション2は原料の品質向上による歩留まりアップを考慮しております。 



15 生産コストの分析と黒字化に向けた
シミュレーション2 

15-2 

枝豆については、北海道産の価格が1200円/Kgに対して、現行価格は1500円/Kgと300円/Kg高となっているが今回
のアンケートでも満足度が高いこと、北海道の原料価格100円/Kgは機械化の進まない宮城では難しいことから、ま
ず作付けの拡大と供給量の拡大が優先事項と考えコストシュミレーションは行っておりません。 

枝豆の場合 

大豆の場合 

大豆については、減反の転作作物であり原価のコントロールが野菜と違い自由にできない状況があります。使用数量
の拡大による若干の原価の軽減と販売価格の上乗せが事業継続の為の早道かと思われます。 

① ② ③ ②÷③＝④ ⑤ ⑥ ⑦ 
④+⑤+⑥+⑦

＝⑧ 
⑨ ⑨－⑧＝⑩ ⑩÷⑨＝⑪ 

原料名 品名 
予定価格  平均原価 歩留まり 原料価格 加工コスト 配送コスト 固定費 販売コスト 売 価 利 益 利益率 

  
  円/Kg ％ 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg ％ 

枝豆 むき枝豆 300 300 40% 750  550  52  30  1382  1500  118  7.9% 今年度実績 

えだについては、昨年の反省を含め、機械導入によるコスト削減で黒字化したばかりなので、来年度は作付け面積拡大が優先 

① ② ③ ②÷③＝④ ⑤ ⑥ ⑦ 
④+⑤+⑥+⑦

＝⑧ 
⑨ ⑨－⑧＝⑩ ⑩÷⑨＝⑪ 

原料名 品名 
予定価格  平均原価 歩留まり 原料価格 加工コスト 配送コスト 固定費 販売コスト 売 価 利 益 利益率 

  
  円/Kg ％ 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg 円/Kg ％ 

大豆 水煮   267 150% 178  280  52  30  540  550  10  1.8% 今年度実績 

大豆シュミレーション1 250 150% 167  280  52  30  529  570  41  7.3% 事業継続ライン 

ブロッコリーその他の作物 

ブロッコリーその他の野菜については、まだ原料調達方法が決まっていないこと、生産量が少なくて加工コストの算
出が難しいことから次年度以降の課題とします。 



16 地域による配送コストの分析 

大崎市の配送コストは仙台市、石巻市と比べ割高になっています。これ
は、単独校が多いこと、エリアが広いこと、弊社の保育所などの取引が少
ないことなど配送効率の悪さが影響しています。特に市内中心部において
は、渋滞により時間に追われる毎日です。同じく単独校が多い仙台市で
は、一般物資の配送をブロック分けし10時以降15時までの1回/週の配送に
まとめています。冷凍品も基本前日納品です。配送効率をあげることが結
果としてお互いのコストの抑制になります。 

28年10月データによる 

① ② ③ ④ ⑤ 
③＋④＋⑤

＝⑥ 
⑦ ⑥÷②＝⑧ ⑥÷①＝⑨ 

エリア 
納品重量 配達件数 人件費 燃料費 車両経費 配送経費 配送台数 配送コスト 配送コスト 

/Kg /月 円/月 円/月 円/月 円/月 台/月 円/件 円/Kg 

大崎市 23,500 956 597,332 158,628 460,000 1,215,960 80 1,272 52 

石巻市 23,136 852 414,324 82,281 488,000 984,605 76 1,156 43 

仙台市 30,984 1,504 896,000 104,928 520,000 1,520,928 120 1,011 49 
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17 次年度にむけた取り組み提案 
 生産者との取り組み強化と情報共有 

・給食の献立作成は、２ヶ月前に決定することが多いものの、その時期に、
県内産で供給可能な農作物があるかどうか、調理現場では把握できていない
のが現状です。また、近年の天候不順などで、供給不能になった場合のバッ
クアップ体制も確立されていません。 

・まずは、地域で生産される農産物の供給状況を関係者間で情報共有すると
ともに、調理現場からの要望を生産者に提供することで、作付け計画を策定
し、作物別の供給可能量、供給時期、供給価格を把握することが重要です。
あわせて、策定した供給計画を教育委員会等を通じて学校給食担当者へ発信
することが必要と考えられます。 

・また、事業者が、生野菜の供給と加工野菜の供給を同時に行うことで、端
境期でも安定して使用できる体制と、生供給が不能の際のバックアップとし
ての役割を担うことができる在庫体制を構築することが望ましいと考えられ
ます。 

・さらに、共通献立の作成を行うことで配送コストの低減を図るとともに、
より身近に県内産野菜を感じてもらうためには、別紙3のようなリーフレット
等でPR活動をを行っていくことが重要と考えられます。 
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18 28年実績まとめと今後の予定 
 

 

品目 形態 
供給価
格 

他県産価格 供給件数 供給数量Kg 今年度利益率 次作供給見込 今後の見込みと対策 

かぼちゃ 
ダイス 650 600 18 417 ×(赤字) ⤴（供給増） 原料コストの圧縮と収穫指導。機

械化によるコスト削減 ペースト 650 600 16 180 × ⤴ 

枝豆 むき枝豆 1,500 1,200 9 159 〇(採算ライン) ⤴ 作付け面積拡大と新規生産者確保 

大豆 冷凍大豆 550 450 22 590 ◎(事業化決定) ⤴ 製品のリニューアル(作業終了) 

ブロッコリー 
花蕾 1,500 1,100 7 162 × ⤴ 作付け面積拡大と新規生産者確保 

茎 1,500 700 2 13 △(要再構築) ⤴ 機械化によるコスト削減 

人参 ペースト 450 450 4 55 〇 ⤴ 作付け面積拡大と新アイテム製造 

チンゲン菜 カット 730 580 3 10 〇 ⤴ 洗浄機の機械化によるコスト削減 

さつまいも 

乱切り 650 600 3 53 × ⤴ 

原料コストの圧縮と収穫指導。機
械化によるコスト削減 

銀杏切り 未定 - - - - ⤴ 

ペースト 未定 600 - - - ⤴ 

蓮根 水煮 2,430 1,500 4 77 〇 ⤴ 現状通り 

絹さや バラ冷凍 2,400 2,100 3 14 〇 ⤴ 作付け面積拡大と播種時期の変更 

ズッキーニ ダイス 410 600 4 47 △ ⤴ 生産量拡大と価格の見直し 

雪菜 
カット 800 - - - - ⤴ 伝統野菜として新規アイテム追加 

菜の花 980 - 3 36 ◎ ⤴ 生産量拡大と価格の見直し 

筍 水煮 未定 1,600 - - - ⤴ 産地の確保 

パプリカ 細切り 未定 2,000 - - - ⤴ 要望により新アイテム追加 

18 



19 今後の県産野菜の利用拡大にむけて 
・農地の集約化により、県内では野菜を生産できる農地が増えており、業務用
野菜の生産に取り組みたいという生産者団体も出てきております。 
 

・一方で、県内では収穫した野菜を一時貯蔵できるような施設を所有している
組織が少なく、出荷時期と出荷量が限定されていることが問題です。 
 

・生産規模の拡大とあわせて、収穫した野菜を保管できる設備があれば、計画
的な出荷が可能となり、ひいては価格面でも安定的な取引につながると考えら
れます。 
 

・また、給食調理現場でも、食材の前日納品や、調理に使うまでの間のストッ
クヤードの整備が可能となれば、さらに県産野菜の使用が進むものと推測され
ます。 
 

・酪農では、以前から学校給食で使用する牛乳が日々の生産者の安定収入とな
り日本の酪農を支えて来ています。同じように、県内の学校給食で安定して県
産野菜の使用が見込めれば、生産者も設備投資を安心して行うことができ、結
果として品質の良い野菜が低コストで購入できることにつながります。 

19 



20 別紙資料一覧 

別紙1 平成28年度県産加工野菜供給実績報告書 

 

別紙2 平成28年度県産加工野菜使用アンケート 

 

別紙3 平成28年度県産食材リーフレット 
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単位：Kg

施設名 枝豆 大豆 人参 青梗菜 さつま芋 蓮根 絹さや ｽﾞｯｷｰﾆ 雪菜花

ダイス ペースト むき枝豆 冷凍大豆 カット 茎ダイス ペースト カット 乱切り 水煮 バラ凍 ダイス カット

供給価格 650 650 1500 550 1500 1500 450 730 650 2430 2400 410 980

岩出山センター 108 13 18 42 20

田尻センター 64 11 29 39 12 2 2 35

大崎南センター 31 142

古川第一小学校 10 23 16 10

古川第二小学校 56 22 26 10

古川第三小学校 17 97 16

古川第四小学校 67 51 10 48

古川第五小学校 30 30 19

古川中学校 8 30 9

古川東中学校 28 44 7 53 11

古川西中学校 5 3 6 2

古川南中学校 18

古川北中学校

富永小学校 10 1

長岡小学校

清滝小学校

宮沢小学校 2 4 2 12 2 3  1

西古川小学校 1 1 3 3

東大崎小学校 5

川渡小学校 18 1 36

鳴子小学校 4 3 0 2

鳴子中学校 3 3 4 5

鬼首小学校 5 2 32 1 2

下伊場小学校 2

敷玉小学校 8 3 2

松山小学校

松山中学校 12 6 2 16

鹿島台小学校 10 6 4 1 42

鹿島台中学校 36 49 4

古川支援学校 18 8 40 15 1

古川工業高等学校 3 4

合計数量 417 180 159 590 162 13 55 10 53 77 14 47 36 1813

販売金額 271050 117000 238500 324500 243000 19500 24750 7300 34450 187110 33600 19270 35280 1555310

平成２８年度県産加工野菜供給状況報告書

かぼちゃ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ



設問項目

１．左列の県産加
工野菜を使用しま
したか

２．使用した加工
野菜の品質はど
うでしたか

３．使用した加
工野菜の価格
はどうでしたか

５．今年使用した加工野
菜について，来年以降も
使用したいと思いますか

６．たけのこ、菜の花を加
工野菜として使用したいと
思いますか

８．今回のような事業の
実施について感想を教
えてください

９．今後，納入業者に期
待することは(複数回答
可)

１０．今後，行政に期待する
ことは(複数回答可)

回答 1　よい 1　高い 1 ぜひ使いたい 1 たけのこ 1 大いに関心がある 1 生野菜の供給 1 情報の提供
2　普通 2　やや高い 2 たぶん使用する 2 菜の花 2 一部に関心がある 2 取扱アイテムの増加 2 関係者のコーディネート
3　やや悪い 3　普通 3 たぶん使用しない 3　どちらも使用したい 3 あまり関心はない 3 価格の安定 3 その他（具体的に）

加工形態 4　悪い 4　安い 4 使用しない 4 どちらも使用しない 4 関心がない 4 物量の安定

ペースト
176K

16
よい　　　 　10件
普通　　 　　 5件
やや悪い　　1件

やや高い　4件
普通　　　12件

ポタージュ　蒸しパン　プリン
ぜひ使いたい　　 6件
たぶん使う  　　   9件
たぶん使わない　1件

解凍時だまになった 1 たけのこ　　　　14件 玉ねぎみじん切り 1 大いに関心がある14件1 生野菜の供給　　2件 1 情報の提供  全件

ダイス
429K

18(21件)

よい　　　  　3件
普通　　 　   7件
やや悪い　　7件
悪い　         1件

やや高い　7件
普通　　　11件

冬至かぼちゃ　カレー　サラダ
スープ　蒸しパン　ポトフ　シ
チュー

ぜひ使いたい　　 2件
たぶん使う  　　 10件
たぶん使わない　6件

繊維っぽい　時期により
おいしくない　甘さが足り
ない　固い

2 菜の花　　　　　2件 大根おろし、大根葉 2 一部に関心がある13件2 アイテムの増加　11件 2 関係者のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ13件

枝豆
むき枝豆
150K

10
よい　　　  　5件
普通　　 　   5件

高い　　    1件
やや高い　6件
普通　　  　3件

スープ　サラダ　ひじき煮　カ
レー　ソテー　きんぴら

ぜひ使いたい　　 6件
たぶん使う  　　   4件

3　どちらも使用したい11件 きぬさや1/2 3 あまり関心はない1件 3 価格の安定　　　　23件

大豆
水煮冷凍
524K

20
よい　　　 　 5件
普通　　 　　 8件
やや悪い　　5件

やや高い　3件
普通　　　12件
安い　　　  3件

スープ　サラダ　揚げ物　煮物
ひじき煮　レバーと大豆のケ
チャップ煮　金平ポークビーン
ズ　ドライカレー チリコンカン

ぜひ使いたい　　 7件
たぶん使う  　　   7件
たぶん使わない　4件

荷崩れ
柔らかく扱いづらい

4 どちらも使用しない2件 粒コーン 4 関心がない　　　　1件 4 物量の安定　　　　16件

ペースト18K 2(3件) よい　　　  　2件 普通　　 　2件
カップケース　ポタージュ　魚
のソース

ぜひ使いたい　　 2件 ほうれん草カット

ダイス パプリカ

乱切り トマトダイス

チンゲン菜 カット    12K 5(3件)
普通　　 　　 3件
やや悪い　　2件

やや高い　1件
普通　　　  4件

スープ
たぶん使う  　　   3件
たぶん使わない　2件

バラ冷凍でない　傷んで
いた(使用実績なし)

トマトペースト

ズッキーニ ダイス  47K 3(4件) 普通　　 　　 3件
やや高い　1件
普通　　　  2件

カレー　スープ
ぜひ使いたい　　 2件
たぶん使う  　　   1件

大根銀杏切

ダイス 　 小松菜カット

乱切り
48K

2
よい　　　  　1件
普通　　      1件

普通　　 　2件 汁物 　キャラメルポテト
ぜひ使いたい　　 1件
たぶん使う  　　   1件

雪菜カット

ペースト じゃがいも芽取り

きぬさや
IQF(バラ凍)
15K

2
よい　　　  　1件
普通　　      1件

高い　　    1件
やや高い　1件

煮物 たぶん使う  　　   2件 にんにくみじん切り

レンコン 水煮　　  4K 2 普通　　 　　2件 普通　　 　2件 たぶん使う  　　   2件 ごぼう

ブロッコリー
花蕾（ﾌﾛｰ
ﾚｯﾄ）125K

11
よい　　　  　3件
普通　　      8件

高い　　    3件
やや高い　2件
普通　　  　6件

サラダ　カレー　スープ　炒め
物

ぜひ使いたい　　 2件
たぶん使う  　　   7件
たぶん使わない　1件
使わない　　　　　1件

いんげん、パセリ

ブロッコリー 茎ﾀﾞｲｽ10K 5
よい　　　  　1件
普通　　    　4件

高い　　    1件
普通　　  　4件

サラダ　カレー　スープ　炒め
物

たぶん使う  　　   5件 えのき、しめじ

その他のご意見ご要望があればご記入ください。

　

品目

人参

かぼちゃ

さつまいも

H28年度県内産加工野菜使用アンケート　集計データ

当アンケートは，県からマルヒ食品(株)が委託した県産野菜一次加工品供給モデルの実証・分析業務で作成・供給した下記の一次加工野菜について，使用された皆様からのご意見を伺うものです。

５－２　設問５．で３たぶ
ん使用しない，４使用しな
い，を選択した場合，差し
支えなければその理由を
ご記入ください。（例：価格

が高い，など複数回答
可）

４．使用した加工野菜の献立
を教えてください（自由回答）
例）スープに使用

７．新たに加工野
菜として採用したい
野菜を教えてくださ
い（複数回答可）

※設問項目の１～５については，これまで使用した施設でご記入ください。６～１０については，今後に向けた取組の参考とさせていただきますので，全ての施設でご記入ください。

使用したものに○
をつけてください。
()の数字は、実際
の使用件数です。



〒989-4102 

宮城県大崎市鹿島台木間塚字西沢172-1 

マルヒ食品株式会社 
 

宮城県産食材のご案内 

こころとからだを満たす食の提供 

アメリカの大手外食チェーンのコマー

シャルに子供が必ず起用されているのに

は、大きな理由があるそうです。それ

は、子供の頃に食べたおいしい思い出

は、その人が生きている限り記憶として

残るからだそうです。 

 私たちの暮らす宮城県は、海の幸、山

の幸に恵まれた豊かな土地です。しか

し、この豊かな土地も暮らす私たちが

しっかり守っていかなければ、次の世代

に残すことはできないのです。「森は海

の恋人」という運動をしている方たちが

います。気仙沼湾の水質が悪化しカキの

養殖に被害が出たときに、豊かな海は、

豊かな森から作られると悟り近隣の山に

植林を行って水質改善の取組をはじめた

方たちです。小さな運動も、たくさんの

人達の想いで大きな結果を残します。私

たちが郷土を愛し、地元の食材を慈しむ

ことで将来大人になるこどもたちの舌に

おいしい記憶をひとつでも多く残してい

きたいと、私たちは今日も宮城の食材を

作り続けています。 

伊豆沼のれんこんがとれるまで 

母なる海と金華山 

マルヒ食品株式会社 
電話 0229-57-1330 

FAX 0229-57-1333 

Email: info@azi-sai.com 

http://www.azi-sai.com 

 



オキアミともろへいやのかきあげ 
女川産のおきあみと大郷産のもろへいやを

使用したかきあげです。 

 

 

角田産大豆使用小粒納豆 
角田産の大豆を使用してつくった納豆で

す。 

 

 

伊達なかぼちゃコロッケ 
栗原地区と大崎地区のかぼちゃをたっぷり

使用したコロッケです。 

 

 

伊達なポークコロッケ 
中田、東和、蔵王地区のじゃがいもをたっ

ぷり使用したコロッケです。 

 

 

白菜餃子   1～3月限定品 
岩出山産の甘い白菜をたっぷり入れた餃子

です。植物蛋白等は使用していません。 

 

 

宮城県産ねぎ入り厚焼き玉子 
宮城県各地のご指定のねぎを入れて厚焼き

玉子をおつくりします。 

 

 

宮城県産大豆使用きぬごし豆腐 
宮城県北部の大豆を原料に天然にがりを使

用して丁寧につくったこくのある豆腐で

 

宮城県産さんま甘露煮 
石巻、気仙沼に水揚げされた鮮度抜群のさ

んまを直火でじっくり炊き上げました。 

 

 

宮城県産とろかつお生姜煮 
石巻、気仙沼に水揚げされたとろかつおを

じっくり炊き上げました。 

 

 

金華さばおろし煮 
金華山沖の脂ののった鯖をさっぱりと大根

おこしのたれにあわせました。 

 

 

さんま一夜干し 
気仙沼に水揚げされたさんまをシンプルに

一夜干にしました。 

 

 

さんまきび糖みりん干し 
気仙沼に水揚げされたさんまをきび砂糖で

味付けし、じっくり干しあげました。 

 

 

さんま唐揚げ 
気仙沼の鮮度抜群のさんまを開いて澱粉を

まぶしました。 

 

 

さばごま揚げ 
金華山沖の脂ののった鯖に白ごまをたっぶ

りまぶしました。 

 

 

伊達の銀旨味付け 
宮城県産の養殖銀鮭をじっくり仙台味噌に

漬け込み、味噌を落として仕上げました。 

 

もうかざめ照焼味付け 
気仙沼産のもうかざめです。たべてびっく

りかじきよりおいしいお魚です。 

 

 

宮城県産くきわかめ 
旬のわかめの茎を千切りにして冷凍しまし

た。脱塩してあります。 

 

宮城県産たけのこ水煮 
愛島、松島地区のたけのこをフレッシュパックに

仕上げました。 

 

 

宮城県産冷凍かぼちゃ   
栗駒地区と大崎市のかぼちゃを乱切りにして冷凍

しました。ペースト、ダイスカットもあります。 

  

宮城県産冷凍ほうれん草 
色麻地区で秋に栽培した甘いほうれん草です。 

使いやすく、カットしてあります。 

 

伊豆沼れんこん      10～2月限定品 
伊豆沼周辺で転作事業として栽培されているレン

コンです。カット、ホール、乱切り各種 

 

宮城県産冷凍さつまいも   
宮城県産のさつま芋を乱切りにカットして冷凍し

ました。ペーストもあります。 

 

宮城県産冷凍大豆 
大崎市の元気な土壌で作ったみやぎシロメです。

農薬を極力おさえて栽培しました。 

 

宮城県産冷凍枝豆      
宮城県産の枝豆を新鮮ふなまま、ゆでて冷凍しま

した。むき枝豆もあります。 

 

宮城県産冷凍大根おろし 
宮城県産のフレッシュな大根をすりおろして冷凍

しました。。 

 

宮城県産冷凍人参ペースト 
宮城県産のフレッシュな大根をすりおろして冷凍

しました 

 

宮城県産冷凍人参ペースト 
宮城県産のブロッコリーをカットにして冷凍しま

した。茎のダイスもあります。 

 

マルヒ食品自慢の主な水産加工商品 
宮城には、気仙沼、女川、石巻、塩釜と前浜が四つもありま

す。金華山沖は、親潮【冷たい海流】と黒潮【暖か

い海流】がぶつかる世界でも有数の漁場です。豊

富なプランクトンを求めて、いろいろな魚が漁場に

集まります。 

使いやすい農産素材品 
宮城県内のこだわりの野菜を学校給食で使いやすいように、加工しまし

た。生産までのプロセスも、食べていただく皆様に公表していくことで身近

な食材に親しみをもってもらえるようにしています。 

調理加工品 
ご注文にあわせて、宮城県内の食材を使用した

調理品の製造を行っています。小ロットから対応

可能な工場をそろえましたので、お気軽にご相

談ください。 

あなたのわがま

ま形にします! 
県内産の食材で使用

したいものは、何で

もご相談に乗りま

す。できないとあき

らめる前に声をかけ

てください。この他

にも、かまぼこ、

シュウマイなどに加

工ができますよ。 
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