
令和 2 年 2 月に藤沢市学校給食で提供した食材の産地は次のとおりです。 

１ 青果 

品  名 産  地 品  名 産  地 

じゃがいも 北海道、長崎 さといも 埼玉、千葉、神奈川 

新じゃがいも 鹿児島 もやし 藤沢 

にんじん 
千葉、鹿児島、長崎、藤

沢 
にら 栃木 

たまねぎ 北海道 えのきだけ 長野 

キャベツ 
神奈川、愛知、千葉、藤

沢、三浦 
しめじ 長野 

あおな 
藤沢、神奈川、茨城、群

馬 
さやいんげん 沖縄、鹿児島 

ほうれん草  
藤沢、神奈川、茨城、群

馬 
かぼちゃ 鹿児島、沖縄 

こまつな 
藤沢、神奈川、茨城、群

馬 
チンゲンサイ 茨城 

パセリ 千葉、茨城 ブロッコリー 
愛知、香川、熊本、神奈

川、藤沢 

しょうが 高知 エリンギ 長野 

にんにく 青森 小ねぎ 静岡、高知 

セロリ 愛知、福岡、静岡、香川 赤ピーマン 茨城、高知 

はくさい 茨城、兵庫 なす 高知 

ながねぎ 藤沢、茨城、千葉  かぶ 千葉、埼玉 

だいこん 
神奈川、千葉、徳島、三

浦 
カリフラワー 

熊本、愛知、福岡、茨

城、兵庫、神奈川 

ごぼう 青森 トマト 熊本、愛知、神奈川 

ピーマン 茨城、高知、鹿児島 糸みつば 茨城、千葉 

さつまいも 千葉、茨城、徳島  マッシュルーム 岡山、茨城、千葉 

 

２ 果実類 

品  名 産  地 品  名 産  地 

バナナ（有機） ペルー いよかん 愛媛、熊本  



バナナ エクアドル、フィリピン ぽんかん 愛媛  

りんご(ふじ) 青森、山形、秋田  しらぬひ 熊本、愛媛  

レモン 愛媛、広島、和歌山  清見 和歌山、愛媛、佐賀、熊本  

みかん 和歌山、静岡  せとか 愛媛  

ネーブル 和歌山、広島、静岡  ゆず 徳島、高知  

はるみ 和歌山  デコポン 愛媛、熊本  

 

３ 魚介類 

品  名 原料産地 品  名 原料産地ﾞ 

いわしフィレー 

 

日本(千葉、青森、北海

道) 
あさりむき身 日本(福岡、熊本他) 

いわしひらき 千葉 ほたて貝柱 北海道 

かじき 
日本（静岡、神奈川） 

韓国、台湾他 
むきえび ミャンマ― 

ししゃも干物  欧州 金目鯛 
ニュージーランド 

他 

メルルーサ ニュージーランド他  鮭 宮城 

さば 
アイスランド、ノルウェー

他 
さわら 韓国他 

かつお 静岡 
さばの干物 (50

ｇ) 
ﾉﾙｳｪｰ、ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ 

 

４ 肉類 

肉類の入荷は、直前の市場の状況により入荷先が変わります。また、同日でも学校

により入荷先が異なることがあります。  

品  名 産  地 

豚 
北海道、青森、岩手、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神

奈川、静岡、愛知、徳島、熊本、宮崎、鹿児島  

鶏 
北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新

潟、山梨、長野、鳥取、徳島、宮崎、鹿児島  

牛 
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、千

葉、神奈川、新潟、山梨、静岡、愛知、三重、埼玉、宮崎、鹿児島  



 

５ 鶏卵 

品  名 産  地 

鶏卵 青森、秋田、岩手、茨城、神奈川  

 

６ 豆腐(大豆） 

品  名 産  地 

大豆 アメリカ、カナダ、九州、青森、秋田、山形  

 

７ 牛乳 

品  名 産  地 

飲用牛乳 

（２００ｍｌ） 

神奈川（藤沢・平塚・茅ヶ崎・川崎・伊勢原）・山形・宮城・群馬・埼玉・

山梨・栃木・岩手・北海道  

調理用牛乳 
山形・宮城・群馬・埼玉・山梨・栃木・岩手・北海道・神奈川（藤沢・平

塚・茅ヶ崎・川崎・伊勢原） 

調理用 

ヨーグルト 

北海道、青森、岩手、宮城、山形、福島、栃木、群馬、埼玉、千葉、茨

城、神奈川、静岡、愛知、三重  

生クリーム 北海道 

 

８ その他調味料、缶詰、乾物類など 

品  名 原料産地 品  名 原料産地ﾞ 

小麦粉 岩手 ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ 日本、中国、豪  

マカロニ カナダ等 ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ 日本 

マカロニ (アルファ

ベット) 
カナダ他 しょうゆ(10Ｌ) 日本 

マカロニ(スモール

シェル) 
カナダ等 ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(650ｇ) 

中国、ﾄﾙｺ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ

等 

マカロニ(シェル) カナダ、アメリカ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(1K、3K) 日本 

スパゲッティ ｶﾅﾀﾞ､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘ ﾄﾏ ﾄｹﾁｬｯﾌ ﾟ (300ｇ、 ｱﾒﾘｶ、ｲﾀﾘｱ、ｵｰｽﾄﾗ



ｱ 800ｇ) ﾘｱ等 

ぎょうざの皮 アメリカ、カナダ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(1K、3K) 日本 

はるまきの皮 
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、米国、北

海道 
マヨネーズ(300ｇ１ｋ) 日本他 

パン粉 米国、ｶﾅﾀﾞ みそ(白)  新潟他 

上新粉 国内 みそ(赤) 新潟他 

ハードビスケット 北アメリカ等 みそ(八丁) 愛知 

小麦粉（1K、薄力

粉） 
福岡、佐賀 ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ(3ｋ) 日本他 

小町麩 ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ他 辛子 ｶﾅﾀﾞ 

でんぷん(1ｋ) 北海道 カレー粉 ｲﾝﾄﾞ等 

はるさめ タイ ｶﾞﾗﾑﾏｻﾗ ｲﾝﾄﾞ、ﾄﾙｺ等  

小豆 北海道 こしょう ﾏﾚｰｼｱ、ｲﾝﾄﾞ 

金時豆 北海道 シナモン 中国 

ささげ 茨城 タイム ﾄﾙｺ 

大豆 北海道 チャツネ 
ﾘﾝｺ ﾞ加工：日本 (長

野等) 

青大豆(ひたし豆 ) 山形 唐辛子(一味) 中国 

いり大豆(10ｇ) 日本 バジル ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｱﾒﾘｶ等  

いり大豆 北海道 パプリカ ｽﾍﾟｲﾝ 

高野豆腐 (細切

り、ﾀﾞｲｽ) 
日本(長野、秋田等 ) ローズマリー ﾄﾙｺ他  

納豆 30ｇ(醤油な

し) 
岩手 ベーキングパウダー ﾖｰﾛｯﾊﾟ、中国他  

おから(粉末) 佐賀、福岡 チリパウダー ｽﾍﾟｲﾝ等 



ｱｰﾓﾝﾄﾞ(八割り) ｱﾒﾘｶ ココア(110ｇ) ｱﾌﾘｶ 

むし栗 愛媛、熊本 はちみつ(1ｋ) ｶﾅﾀﾞ 

いりごま(白) 

ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、

ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ｸﾞｧﾃﾏﾗ、ｽ

ｰﾀﾞﾝ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾆｶﾗｸﾞ

ｱ、ｱﾌﾘｶ、他中南米 

苺ジャム(1ｋ) ｴｼﾞﾌﾟﾄ、中国  

いりごま(黒) 
ﾐｬﾝﾏｰ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾒｷｼ

ｺ 
クリームチーズ(Ｎ) 北海道他 

すりごま(白) ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ等 ささがきチーズ(Ｎ) ｵｾｱﾆｱ、欧州等 

すりごま(黒) ﾐｬﾝﾏｰ等 粉チーズ 日本 

ねりごま(白) ﾒｷｼｺ、ｸﾞｧﾃﾏﾗ 粉チーズ(ｴﾀﾞﾑ) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ｵﾗﾝﾀﾞ 

切り干し大根  神奈川 バター(150ｇ) 北海道 

乾燥青じそ 愛知 バター(Ｐ) 日本 

乾燥赤しそ 日本(静岡、三重他 ) ﾏｰｶﾞﾘﾝ(植物性) ﾏﾚｰｼｱ、ｶﾅﾀﾞ他 

梅干し 小田原 
ｾﾙﾛｰｽ抜き 

ﾀﾞｲｽﾁｰｽﾞ 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗ

ﾝﾄﾞ、北海道他  

ﾌﾟﾙｰﾝ(小袋) ｱﾒﾘｶ 栗水煮(缶) 韓国 

ﾚｰｽﾞﾝ ｱﾒﾘｶ たけのこ 福岡、熊本 

昆布 (きざみ、角

切り、結び、だし) 
北海道 ｸﾘｰﾑｺｰﾝ(缶) 北海道 

ひじき 神奈川 ﾎｰﾙｺｰﾝ(缶) 北海道 

きざみのり 
日本(有明海、三重、

愛知、兵庫) 
ﾎｰﾙﾄﾏﾄ(缶) 愛知、岐阜、北海道  

焼きのり(5 枚) 有明海 ﾗ･ﾌﾗﾝｽ(ﾀﾞｲｽ) 山形 

手巻きのり(6 枚) 有明海 ﾊﾟｲﾝ(ﾁﾋﾞｯﾄ) 沖縄 

わかめ 三陸(宮城、岩手) みかん(缶) 九州、日本 

ちりめんじゃこ 国内(広島) 黄桃(ﾀﾞｲｽ) 山形、青森 

かえりじゃこ 日本 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ(ｽﾗｲｽ) 岡山 



煮干し 広島 ﾂﾅ(水煮) 中西部太平洋 

かつお削り節 静岡 あさり水煮 中国 

かつお厚削り節 静岡 うずら卵(缶) 日本 

さば削り節  静岡 焼きちくわ 米国、日本 

さば厚削り節 静岡 
あられはんぺん 

(紅白) 

魚肉すり身：宮城、

北海道 

桜海老 台湾 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ(短冊) 千葉、群馬他 

黒豆 北海道 ﾍﾞｰｺﾝ(短冊) 千葉、群馬他 

昆布(粉末) 北海道 ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝ(短冊) 千葉、群馬他 

かんぴょう(カット) 栃木 ｶｸﾃﾙｳｲﾝﾅｰ 千葉、群馬他 

もずく 沖縄 ｽｷﾝﾚｽｳｲﾝﾅｰ(ｶｯﾄ) 千葉、群馬他 

白 い ん げ ん 豆  

(小粒) 
北海道 しゅうまい 日本(神奈川) 

きくらげ(きざみ) 鹿児島 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(60ｇ、70ｇ) 
牛肉：日本 

豚肉：日本 

せんべい(汁用) 岩手 枝豆(むきみ) 北海道 

いり大豆(粗挽き) 国産 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ(冷凍) 北海道 

車麩(300ｇ) 
ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ｵｰｽﾄﾗ

ﾘｱ 
さやいんげん(冷凍) 北海道  

黒砂糖 日本 さやえんどう(冷凍) 愛知、群馬、長野  

砂糖 ﾀｲ他 とうもろこし(うらごし) 北海道 

三温糖 ﾀｲ他 
板なし 

かまぼこ 
ﾌﾗﾝｽ、ﾀｲ他 

きび砂糖 ﾀｲ他 ちくわ(Ｋ) 魚 肉 す り身 ： 北 海



道、ﾀｲ、宮城 

グラニュー糖 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾀｲ、ﾌｨﾘ

ﾋﾟﾝ、ｸﾞｧﾃﾏﾗ、ﾌﾞﾗｼﾞ

ﾙ、南ｱﾌﾘｶ、日本 (沖

縄、鹿児島) 

豆ちくわ(Ｋ) 
魚肉すり身：ｱﾒﾘｶ、ﾀ

ｲ、 

オリーブ油(500ｇ) ｽﾍﾟｲﾝ なると 
魚 肉 す り身 ： 北 海

道、ﾀｲ 

サラダ油(1.4Ｋ) 国内 さつま揚げ(Ｋ) 
魚 肉 す り身 ： 北 海

道、三陸地方 

白絞油 

日本、ﾀｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾌﾞ

ﾗｼﾞﾙ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、

ｲﾝﾄﾞ、ｳﾙｸﾞｱｲ 

ﾎｰﾙｺｰﾝ(冷凍) 北海道 

ココア(400ｇ) 西ｱﾌﾘｶ だんご 新潟、秋田 

 

９ 藤沢産の食材 

品  名 

湘南しらす、大豆（一部）、きな粉、小麦粉（一部）、わかめ（一部）、新米（一部） 

 

１０ 中学校給食のみで使用する食材 

（１）年間物資  

品  名 原料産地 品  名 原料産地 

さば削り節（袋

入） 
静岡 ホワイトルウ アメリカ 

大豆（茹） 北海道 カレールウ 日本他 

金時豆（茹） 北海道 ハヤシルウ 
小麦粉：北海道、オースト

ラリア、アメリカ他 

粉末ガラ チキンエキス：タイ   

 

（２）３学期に使用する物資  

品  名 原料産地 品  名 原料産地 

ビーフン ﾀｲ 笹かまぼこ 20ｇ 魚肉すり身：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾀ



ｲ、ｱﾒﾘｶ、宮城他 

青のり粉 高知 

ﾌﾟﾚｽﾊﾑ 

(せん切り・ｻｲｺ

ﾛ) 

千葉、群馬他 

ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 中国等 
ｽｷﾝﾚｽｳｲﾝﾅｰ 

(15ｇ・20g) 
千葉、群馬他 

国産ﾚﾓﾝ果汁

(100%) 
瀬戸内 冷凍ﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 

鶏肉：日本(福岡、鹿児島

他) 

苺ｼﾞｬﾑ(低)15ｇ 日本他 
冷凍ﾅﾝ 

(個装)70ｇ 
小麦粉：ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ他 

湘南ｺﾞｰﾙﾄﾞｼﾞｬ

ﾑ 
神奈川 

冷凍かぼちゃ 

(うらごし) 
北海道 

りんご(ﾀﾞｲｽ) 山形、青森、秋田  
ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ 

(ﾌﾟﾗ)中  
中国、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、他 

ししゃも L ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ 
ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ 

(ﾌﾟﾗ)中  
日本他 

ぶり(50ｇ・70g) 鳥取、北海道 生鮭(50ｇ・70g) 北海道 

ﾒﾙﾙｰｻ(30ｇ・

40g)中 
ｶﾅﾀﾞ 

冷凍ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

（60ｇ・80g） 

鶏肉：日本 

(鹿児島他) 

太刀魚(60ｇ) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 冷凍餃子 豚肉：北海道、青森  

ベビーホタテ 青森 
冷凍春巻 

椎茸不使用 
国産 

むきえび 2L ﾐｬﾝﾏｰ 

冷凍国産かぼ

ちゃ(角切り、30

－40ｇ目安) 

大分 

むらさきいか

(短冊・30g) 
青森 豆ちくわ 魚肉すり身：ｱﾒﾘｶ、ﾀｲ 

 

以  上 


