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○お米
種　類 産　地
赤米 岩手県

七分つき米 長野県、北海道
もち米 石川県、佐賀県、千葉県

○牛乳
種　類 産　地

牛乳（低温殺菌牛乳、東毛酪農業
協同組合）

群馬県太田市

○野菜、きのこ、果物
種　類 産　地

アーモンド アメリカ
青大豆 山形県

青ピーマン 茨城県、宮崎県
赤かぶ 小平市

赤ピーマン 高知県、千葉県
赤パプリカ 茨城県、山形県
あさつき 福岡県
あずき 北海道

糸みつば 静岡県、千葉県
いんげん 北海道
うずら卵 愛知県
梅干し 和歌山県

えだまめ 北海道
えのきたけ 長野県
エリンギ 長野県、新潟県
押麦 石川県、富山県、長野県、福井県

オレンジカリフラワー 小平市
かぶ 小平市

かぼちゃ 北海道
カリフラワー 小平市

菊のり 青森県
きくらげ 愛知県、熊本県
きび 岩手県、北海道、長崎県

黄ピーマン 茨城県、山形県

きゃべつ 愛知県、茨城県、神奈川県、群馬県、小平市、千葉県、東京都

きゅうり 秋田県、群馬県、小平市、埼玉県
切干しだいこん 宮崎県

金時豆 北海道
グリンピース 北海道
黒いりごま ミャンマー
コ－ルラビ 小平市

小学校給食物資（11月使用予定分）の産地について

  小学校給食に使用する食材の産地（予定）は次のとおりです。市場の供給量によっては変更になる場
合がありますが、出荷制限になっているものは使用しません。
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高野豆腐 秋田県
こねぎ 福岡県
ごぼう 青森県、小平市

こまつな 神奈川県、小平市、埼玉県
さつまいも 小平市、千葉県、徳島県

さつま揚げ(魚肉) アメリカ、インド、タイ
さといも 小平市、埼玉県、栃木県

さやいんげん 小平市、長崎県、山形県
さやえんどう 青森県、鹿児島県

しいたけ 秋田県、大分県、新潟県
紫蘇 愛知県
しめじ 長野県

じゃがいも 小平市、北海道
じゃがいもはるさめ 九州、北海道

しょうが 高知県、小平市
食用菊 山形県

白いりごま ミャンマー
白いんげん豆 北海道

ずいき 小平市、埼玉県
スナップえんどう 小平市

セロリ 静岡県、長野県、福岡県
ぜんまい水煮 愛媛県、徳島県

だいこん 神奈川県、小平市、北海道、宮崎県
大正金時 北海道
大豆 北海道

だいずもやし 群馬県、栃木県
たくあん 鹿児島県、宮崎県
たけのこ 愛媛県

タピオカパール タイ
たまご 栃木県、宮城県

たまねぎ 小平市、北海道
チンゲン菜 茨城県、静岡県、長野県
とうがん 小平市

とうもろこし 北海道

トマト 静岡県
ながいも 青森県
長ねぎ 茨城県、小平市、山形県
なめこ 長野県、新潟県、山形県

日本かぼちゃ 北海道
にら 茨城県
にら 茨城県、千葉県、栃木県、宮崎県

にんじん 小平市、千葉県、北海道
にんにく 青森県
ねぎ 小平市

根みつば 茨城県、静岡県
ねりごま アフリカ、中南米
はくさい 茨城県、小平市、長野県
白菜キムチ 茨城県、千葉県、長崎県、北海道

パセリ 茨城県、千葉県、長野県、福岡県
はるさめ 九州、北海道
ピーマン 茨城県、小平市
ひよこまめ アメリカ
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ブロッコリー 小平市
ほうれんそう 神奈川県、小平市、栃木県
干ししいたけ 大分県

まいたけ 北海道
マッシュルーム 岡山県

豆もやし 栃木県
水菜 茨城県、埼玉県

ミニトマト 愛知県、山形県
紫さつまいも 千葉県

もちあわ 岩手県、長崎県
もちきび 秋田県、岩手県、長崎県、北海道
もやし 群馬県、栃木県

やつがしら 小平市
緑豆はるさめ タイ

レタス 茨城県、香川県、長野県
れんこん 茨城県、熊本県、佐賀県、新潟県
レンズ豆 カナダ
ロマネスコ 小平市

湯葉 富山県
いちご 栃木県、福岡県
柿 小平市、奈良県、福岡県、和歌山県

キウイフルーツ 神奈川県
梨 小平市

ぶどう 長野県、山梨県
干しぶどう アメリカ

みかん 愛媛県、熊本県、長崎県、広島県、和歌山県

むきぐり 韓国
ゆず 高知県
りんご 青森県、秋田県、小平市、長野県、山形県

レーズン アメリカ
レモン 愛媛県、静岡県、広島県

○魚介、海藻類
種　類 産　地
赤魚 アラスカ
あさり 愛知県

あじ ベトナム

アラスカめぬけ アラスカ
いか ペルー、南太平洋
いわし 北海道

海藻ミックス 岩手県、九州
かつお 宮城県

きびなご 鹿児島県
茎わかめ 岩手県
昆布 北海道

さくらえび 静岡県
さけ 北海道
さば ノルウェー
さわら 東シナ海
さんま 北太平洋

塩吹き昆布 北海道
ししゃも アイスランド、ノルウェー
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シルバー ニュージーランド
するめ 青森県、北海道
たこ 北海道
たら 北海道

ちりめんじゃこ 愛媛県、香川県
とびうお 東京都
はたはた 京都府、兵庫県
ひじき 愛媛県、三重県、山口県、九州

ブラックタイガー インドネシア
ぶり 長崎
ホキ ニュージーランド

干ひじき 九州
ほたて 北海道
まあじ ニュージーランド
豆あじ 島根県、富山県、兵庫県

むきえび インドネシア、ベトナム、ミャンマー

むろあじ 東京都

めかじき 静岡県
めだい ニュージーランド

メルル－サ アルゼンチン
もうかざめ 宮城県
わかさぎ 滋賀県
わかめ 岩手県、北海道

○肉、肉加工品
種類 産地
鶏肉 青森県、岩手県、鳥取県、山梨県
豚肉 青森県、岩手県、群馬県、埼玉県

ウインナー 群馬県、茨城県
ベーコン 群馬県、茨城県、千葉県
ポークハム 群馬県、茨城県

焼き豚 群馬県、茨城県
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