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○米・穀類
種　類 産　地

七分つき米 長野県、北海道
もち米 佐賀県

いろいろ米 栃木県
押し麦 北陸、長野県

もちきび 佐賀県、北海道

○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、小平市
赤えんどう 北海道
赤ピーマン 宮城県、高知県、熊本県

あずき 北海道
アスパラガス 小平市

打ち豆 新潟県
えだまめ（生） 小平市

えのきたけ 長野県
エリンギ 長野県
おくら 小平市、高知県、鹿児島県
かぶ 青森県

かぼちゃ 小平市、神奈川県
かんぴょう 栃木県
きくらげ 熊本県、愛知県
キャベツ 小平市、岩手県、茨城県、群馬県、東京都
きゅうり 小平市、群馬県、山形県

クリームコーン 北海道
グリンピース(冷凍) 北海道

ゴーヤ 群馬県、熊本県
こねぎ 福岡県
ごぼう 群馬県、青森県

黄ピーマン 北海道
切干しだいこん 宮崎県

ごま 中南米、ミャンマー、パラグアイ
こまつな 小平市、栃木県、神奈川県
さつまいも 千葉県、高知県

さやいんげん 小平市

小学校給食物資（７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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さやえんどう 岩手県
しいたけ 山形県、長野県
しそ葉 愛知県、茨城県
しめじ 長野県

じゃがいも 小平市、長崎県、静岡県
しょうが 高知県

白いんげん豆 北海道
ズッキーニ 小平市、群馬県、千葉県、栃木県、長野県

セロリ 長野県、山形県、静岡県、福岡県
ぜんまい水煮 高知県、徳島県

だいこん 北海道、青森県
大豆 北海道

だいずもやし 群馬県、栃木県
たけのこ（水煮） 九州

たまねぎ 小平市、佐賀県、兵庫県
チンゲン菜 静岡県、茨城県、長野県
とうがん 小平市、愛知県、神奈川県

とうもろこし 小平市
とうもろこし（冷凍） 北海道

トマト 小平市、北海道、愛知県
トマト缶詰 愛知県

なす 小平市、埼玉県、山梨県
なめこ 長野県

にがうり 群馬県、茨城県、宮崎県、熊本県、沖縄県
にら 栃木県

にんじん 小平市、青森県、千葉県
にんにく 小平市、青森県
ねぎ 小平市、青森県、茨城県、千葉県

万能ねぎ 福岡県
はくさい 長野県
パセリ 長野県、千葉県

ビーフン タイ
ピーマン 小平市、茨城県
ひよこまめ アメリカ

ブロッコリー 北海道、長野県
ほうれんそう 栃木県

干し椎茸 大分県、静岡県
マッシュルーム（生） 岡山県、千葉県、山形県

マッシュルーム（水煮） 千葉県
水菜 茨城県、埼玉県

糸みつば 静岡県
ミニトマト 小平市、千葉県、愛知県
みょうが 高知県

むきえだまめ(冷凍) 北海道
もやし 群馬県、栃木県

モロッコいんげん 小平市
モロヘイヤ 小平市

ヤングコーン 小平市
冷凍ホールコーン 北海道

緑豆はるさめ タイ
レタス 長野県、群馬県

レンズまめ カナダ
アンデスメロン 茨城県、山形県
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黄桃缶 山形県
オレンジジュース 熊本県、和歌山県、愛媛県ほか

河内晩柑 愛媛県
小玉すいか 小平市、千葉県、新潟県、群馬県、栃木県

シークワサー果汁 沖縄県
すいか 茨城県、千葉県

夏みかん 熊本県、鹿児島県
パイナップル 沖縄県

パイン缶 沖縄県
バレンシアオレンジ 和歌山県

ブルーベリー 小平市
プラム 山梨県、和歌山県

干しぶどう アメリカ
みかん缶 和歌山県

みかんシャーベット 山梨県、和歌山県
みかんジュース 愛媛県

美生柑 愛媛県
りんご 青森県、長野県

りんご缶 山形県、青森県
りんごジュース 長野県

ルピアレッドメロン 千葉県
冷凍みかん 神奈川県、和歌山県、九州

レモン 愛媛県、広島県
レモン汁 広島県、アメリカ、メキシコ

○魚介、海藻類
種　類 産地

あさりむきみ 熊本県
あじ ベトナム
いか ペルー、南太平洋
いわし 北海道
かえり 香川県

乾燥海藻ミックス 岩手県、九州
きびなご 九州
くきわかめ 三陸

昆布 北海道、青森県
さけ 北海道
さば ノルウェー

さわら 東シナ海
さんま 台湾

ししゃも アイスランド
しらす 宮崎県
するめ 北海道、青森県
たこ 北海道
たら アラスカ

ちりめんじゃこ 香川県
にぎす 北陸

はたはた 兵庫県
ホキ ニュージーランド

干しだら 北海道
ほたて貝柱 北海道

豆あじ 京都府
むきえび インド、パキスタン、インドネシア、ミャンマー
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メルルーサ アルゼンチン
芽ひじき 九州、愛媛県、山口県、三重県
もうかさめ 三陸

もずく 沖縄県
やりいか ベトナム
わかさぎ カナダ、北海道
わかめ 九州、岩手県

○肉、肉加工品
種類 産地
鶏肉 青森県、岩手県、鳥取県、山梨県、鹿児島県
豚肉 青森県、岩手県、群馬県、埼玉県
焼き豚 群馬県、茨城県

ウインナー 千葉県、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、千葉県

○卵類
種　類 産　地
たまご 宮城県、栃木県

うずら卵 愛知県、群馬県、栃木県

○その他
種　類 産　地
梅干し 和歌山県

押し豆腐 佐賀県
沖縄豆腐 佐賀県
キムチ 三重県、茨城県、千葉県、長野県、北海道
米粉 埼玉県

米粉めん タイ
島豆腐 佐賀県

しらたき 群馬県
たかな漬 佐賀県、長崎県

たくあん干し大根漬 宮崎県
なめらかコーンペースト 北海道

なると アメリカ、ベトナム
ゆかり 静岡県、三重県

ゆずレモンシャーベット 徳島県、高知県
はちみつ 大分県
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