
品名
あ 赤ピーマン 高知 熊本 オランダﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ静岡 山形 茨城 韓国

アスパラ 佐賀 群馬

梅 群馬
江戸菜 千葉
えだまめ 北海道 タイ 国産 インドネシア

えのきだけ 新潟 長野

エリンギ 国産（給） 新潟 長野
大葉 茨城

か かぶ 千葉 東京元気

かぼちゃ 北海道 茨城 神奈川 ニュージーランド山形 鹿児島 メキシコ元気農場ＪＡ東京石川
キムチ漬け 国産（給） 茨城 神奈川 長野

キャベツ 北海道 岩手 秋田 茨城 群馬 千葉 神奈川東京 愛知 長野 ＪＡ東京

きゅうり 岩手 山形 群馬 埼玉 千葉 高知 宮崎 秋田

切干大根 宮崎 他九州 国産

グリンピース ニュージーランド
小ねぎ 福岡 埼玉 静岡

ごぼう 青森 茨城 宮崎 群馬

小松菜 埼玉 東京 茨城 群馬 千葉 ＪＡ東京

ゴーヤ 熊本
さ さつまいも 埼玉 千葉 東京元気茨城 徳島

さといも 埼玉 東京元気新潟 宮崎 鹿児島 愛媛 茨城 千葉

さやいんげん 北海道 青森 茨城 千葉 和歌山 長崎 沖縄 静岡 栃木 埼玉 岩手 秋田 鹿児島山梨

しめじ 国産（給）新潟 長野

じゃがいも 北海道 青森 長崎 鹿児島 静岡 東京元気農場 千葉 茨城 石川 練馬

生姜 高知 岩手

ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ千葉 秋田 熊本 山形

ズッキーニ 長野 群馬 茨城

セロリ 長野 静岡 香川 茨城 長崎 山形 北海道愛知 長野

た 大根 北海道 青森 千葉 東京元気神奈川 東京 徳島

大豆もやし 群馬 栃木

高菜 熊本
たくあん 九州
たけのこ 国産（給）福岡 鹿児島 九州 熊本 愛媛 静岡 島根 徳島 栃木 島根 原産中国→国内加工

玉葱 北海道 兵庫 徳島 佐賀 熊本 和歌山 香川 東京元気農場群馬 茨城 栃木 埼玉

チンゲンサイ 茨城 静岡 千葉

とうもろこし 北海道 ニュージーランド タイ アメリカ国産

トマト及び加工品北海道 栃木 愛知 長崎 大分 秋田 千葉 イタリアアメリカトルコ

冬瓜 愛知 東京元気農場

な なす 栃木 群馬
なめこ 山形 群馬
にら 栃木 茨城 千葉 北海道

人参 北海道 青森 埼玉 千葉 東京元気愛知 鹿児島徳島 茨城 熊本 静岡 和歌山

にんにく 青森 香川

長いも 青森
長ねぎ 青森 秋田 山形 茨城 群馬 埼玉 長野 千葉 栃木 東京

野沢菜 国産
は 白菜 茨城 東京 長野 和歌山 群馬 兵庫 長崎

バジル 愛知
パセリ 千葉 長野 香川 茨城 国産 米国

ピーマン 岩手 茨城 高知 宮崎 茨城

ふき 愛知
ブロッコリー 北海道 青森 長野 愛知 埼玉 群馬

干し椎茸 岩手 秋田 愛媛 大分 宮崎 九州 北海道

ほうれん草 北海道 栃木 群馬 埼玉 茨城 岩手 千葉 東京

ま まいたけ 栃木 新潟

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 茨城 千葉 岡山 国産（給）

豆もやし 栃木 長野 千葉 徳島

ﾐｯｸｽ野菜 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄア゙メリカ

おもな給食食材産地　　　　　　２０２０年度　10月分
　色つけた県が食材の産地です。



みょうが 東京 群馬

もやし 栃木 長野 千葉 徳島 群馬

や 山芋 千葉
ゆず 高知 多国籍 韓国

よもぎ 山形
ら レタス 長野

れんこん 茨城

くだもの ジュース含む
いちご 福岡 長崎 栃木 栃木 佐賀 群馬

きよみ 愛媛

甘平 愛媛

不知火（しらぬい）愛媛

ジューシーフルーツ 熊本

セミノール 和歌山

デコポン 佐賀

はるか 愛媛 熊本 鹿児島

早香グリーンポンカン 熊本

みかん 静岡 和歌山 愛媛 神奈川 熊本 海外 缶詰国産

オレンジ 米国 オーストラリア多国籍

スイートスプリング鹿児島

なし 栃木 長野

パイン 沖縄 フィリピンインドネシアタイ

フルーツ缶 米国 ギリシャ 南アフリカオーストラリアスペイン

りんご 青森 長野 山形 秋田 多国籍 伊那市より送っていただきました。

グレープ 多国籍
レーズン カリフォルニア

他 レモン 広島 愛媛 多国籍 国産

冷凍ミカン 和歌山
河内晩柑 高知 愛媛

ナタデココ フィリピンタイ
小玉スイカ 熊本 新潟 群馬 茨城

メロン 茨城 熊本

ポンカン 愛媛

さかな
あ あおさ（ひとえぐさ）大分

青のり 国産 愛知

赤魚 アラスカ

あさり 国産加工 熊本 愛知

あじ 長崎 タイ

あなご 宮城 ペルー

油かれい アラスカ

いか 北海道 ペルー 青森 国産 岩手

いなだ 岩手
えび ベトナム ミャンマーインド タイ インドネシア瀬戸内海

か 昆布 北海道 岩手

かじきまぐろ宮崎 ベトナム

かつお 愛媛 高知 九州

かつお節 鹿児島 宮崎 高知 愛媛

かまぼこ 神奈川 アメリカ

きびなご 愛知 九州

小えび 兵庫 岩手 瀬戸内海



小魚（しらすちりめんじゃこ）香川 国産 愛媛 広島 愛知 瀬戸内海兵庫

さ さごし 韓国
さわら 韓国
桜えび 台湾

鮭 北海道 チリ

さば ノルウェーカナダ
さんま 北海道
ししゃも カナダ ノルウェー

シルバー ニュージーランド
白身魚 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

た 鯛 愛知 大分

たこ 北海道 モロッコ モーリタニア大分

たら 北海道
ツナ 北西太平洋
とびうお 東京

な 長メバル アメリカ
な にぎす 富山 石川 福井

練り製品 小田原 タイ アメリカ インド 東京（八丈島）

海苔 国産 兵庫 愛知 韓国　 九州 熊本

は バサ ベトナム
ひじき 広島 山口 長崎 熊本 愛媛 九州

ぶり 青森 大分

ほき ニュージーランド
ほたて 北海道

ほっけ 北海道

ま めかじき 静岡

真鯛 ニュージーランド

メルルーサ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄガナダ

もずく 沖縄

わ わかめ 三陸 徳島 国産 韓国　 宮城 岩手 三重

わかさぎ 国産 北海道

わらさ 青森

肉
鶏肉 岩手 宮崎 鹿児島 茨城 栃木 九州 岩手

豚肉 茨城 群馬 神奈川 静岡 宮崎 栃木 岩手 千葉 埼玉

米
米 秋田 新潟 高遠 茨城

もち米 山形　 岩手

きび 岩手
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