
平成 24 年３月分藤沢市学校給食使用食材の産地について 

 
 藤沢市の学校給食では安全・安心な食材を使用して衛生的に調理し、児童の健康を

守ることを基本としております。 

４月に学校給食の使用予定の主な食材の産地は次のとおりです。 

 

 １ 青果 

４月に使用予定の野菜類については、４月３日（火）に価格協議を行い次のとおり決定しまし

た。 

なお、野菜類については、学校給食で使用する量が多いため、市場への入荷が少ない場合

は産地が変更になることがあります。 

しかし、原子力災害対策特別措置法に基づき、食品衛生法の暫定規制値を超えた野菜は、

市場に出回っておりませんので、安全な食材として使用しています。 

品  名 産  地 品  名 産  地 

あおな 
藤沢、茅ヶ崎、横浜、

埼玉 
鷹の爪 静岡 

えのきだけ 長野 たけのこ 熊本、福岡、静岡 

エリンギ 長野 たまねぎ 北海道、佐賀 

かぶ 千葉 チンゲンサイ 茨城 

カリフラワー 愛知、静岡 ながねぎ 千葉、埼玉、茨城 

キャベツ 三浦、愛知、千葉 なめこ 山形 

グリーンアスパラ 佐賀、長崎 にら 栃木、群馬 

ごぼう 埼玉、青森 にんじん 徳島 

こまつな 藤沢、茅ヶ崎、横浜 にんにく 青森 

さといも 埼玉、千葉 ぬか 静岡 

さやいんげん 沖縄、鹿児島、長崎 はくさい 茨城、兵庫 



さやえんどう 鹿児島、愛知 パセリ 千葉、茨城 

しめじ 長野 ピーマン 高知 

じゃがいも 北海道 ブロッコリー 愛知 

新じゃがいも 長崎、鹿児島 ほうれんそう 藤沢、茅ヶ崎、横浜 

しょうが 高知 マッシュルーム 岡山、千葉 

セロリ 愛知、静岡、福岡 もやし 藤沢 

だいこん 三浦、千葉 れんこん 茨城 

大豆もやし 藤沢 
  

 

２ 果実類 

品  名 産  地 品  名 産  地 

バナナ ペルー、フィリピン 清見オレンジ 和歌山 

りんご 青森 甘夏みかん 熊本 

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 小田原 いちご 静岡 

デコポン 愛媛 
  

  

 ３ 魚介類については ９ その他 をご参照ください。 

  

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。１学期は牛肉を使う献立はありません。 

品  名 産  地 

豚 
北海道、青森、岩手、秋田、山形、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川  

静岡、愛知、徳島、宮崎、鹿児島 



鶏 
北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉、山梨、愛知、和歌山 鳥

取、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、静岡 

  

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 干しいたけ 

品  名 産  地 

干しいたけ 熊本県、宮崎県、大分県、愛媛県 

  

８ 牛乳・乳製品 

品  名 産  地 

飲用牛乳 
（２００ｍｌ） 

藤沢、平塚 
(不足する時は山形、宮城、埼玉、群馬、栃木、山梨） 

調理用牛乳 山形、宮城、埼玉、群馬、栃木、山梨 

調理用 
ヨーグルト 

北海道、青森、岩手、宮城、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉 



生クリーム 北海道 

  

９ その他調味料、缶詰、乾物類など 

      ※４月～７月に使用するものです。 

品  名 原料産地 品  名 原料産地 

小麦粉 岩手県 ﾀｲﾑ ﾓﾛｯｺ､ｲﾝﾄﾞ 

乾めん 日本、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾁｬﾂﾈ 愛知県､長野県 

そうめん 福岡 唐辛子（一味） 中国 

ﾏｶﾛﾆ 
（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ・ｽﾓ

ｰﾙｼｪﾙ・ｼｪﾙ  ﾘ
ﾎﾞﾝ） 

ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ 中国 等 

ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ ﾊﾞｼﾞﾙ ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｱﾒﾘｶ 

白玉麩 ｶﾅﾀﾞ ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ｽﾍﾟｲﾝ 

星形麩 ｶﾅﾀﾞ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ﾄﾙｺ 

ﾜﾝﾀﾝの皮（生） ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 日本、中国 他 

ぎょうざの皮 
ﾌﾗｲ用 10g 

ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ ﾁﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ ｱﾒﾘｶ、中国 

はるまきの皮 ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ はちみつ 
中国 、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 、 ｶﾅﾀﾞ 他 

ﾊﾟﾝ粉 
（230g） 

ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ、日本 苺ｼﾞｬﾑ（15ｇ） 九州 他 

ﾊﾟﾝ粉 ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ 苺ｼﾞｬﾑ（1K） 中国、ｱﾒﾘｶ 

上新粉 栃木 
ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞ 
（Ｎ） 

北海道 

ビーフン ﾀｲ 
ささがきﾁｰｽﾞ

（Ｎ） 
北海道 



白玉粉 日本 粉ﾁｰｽﾞ ｵｾｱﾆｱ、日本 等 

ﾊｰﾄﾞﾋﾞｽｹｯﾄ ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ 
粉ﾁｰｽﾞ      

(ｴﾀﾞﾑ) 
ｵﾗﾝﾀﾞ 他 

ﾌｫｰ ﾀｲ 
ｽﾗｲｽﾁｰｽﾞ 
（N15g） 

ｵﾗﾝﾀﾞ  

でんぷん 北海道   ﾁｰｽﾞ（ﾀﾞｲｽ） 
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 
他 

はるさめ 中国 ﾊﾞﾀｰ 北海道 

小豆 北海道 
ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞﾏｰｶﾞﾘ

ﾝ 
国産 

金時うずら豆 北海道 
ﾏｰｶﾞﾘﾝ 
（植物性） 

ｶﾅﾀﾞ、ﾏﾚｰｼｱ、ｱﾒﾘｶ 他 

ささげ 岡山県 杏ｼﾞｬﾑ（1K） ｽﾍﾟｲﾝ 

大豆 北海道 
ｾﾙﾛｰｽ抜き 
ﾀﾞｲｽﾁｰｽﾞ 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

青大豆 
(ひたし豆) 

山形 赤えんどう豆缶 北海道 

高野豆腐 滋賀 他 たけのこ 福岡 

納豆 30g 茨城県 ｸﾘｰﾑｺｰﾝ缶 北海道 

ｱｰﾓﾝﾄﾞ ｱﾒﾘｶ ﾎｰﾙｺｰﾝ缶 北海道 

くるみ ｱﾒﾘｶ ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ缶 ﾀｲ 

いりごま（白） ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 等 ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶 愛知 

いりごま（黒） ﾐｬﾝﾏｰ、ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ 等 
ﾗ･ﾌﾗﾝｽ缶 
（ﾀﾞｲｽ） 

山形県 

すりごま ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、 ﾐｬﾝﾏｰ 
ﾗ･ﾌﾗﾝｽ缶 
（1/2） 

山形、秋田 

ねりごま(白) 中南米、ｱﾌﾘｶ ﾊﾟｲﾝ缶（ﾁﾋﾞｯﾄ） 沖縄 

切り干し大根 宮崎県 みかん缶 神奈川 

福神漬 国産 りんご缶(ダイ 青森、秋田、山形 



ス） 

乾燥青じそ 中国、徳島県 
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶 
（ｽﾗｲｽ） 

千葉県 

ゆかり 静岡県、三重県 他日本 寒天ｼﾛｯﾌﾟ缶 静岡、伊豆、下田、南米 

梅干し 小田原 ﾂﾅ缶（水煮） 国産 

ﾌﾟﾙｰﾝ（小袋） ｱﾒﾘｶ うずら卵缶 愛知 他 

ﾚｰｽﾞﾝ ｱﾒﾘｶ あじ 長崎県、小田原加工 

昆布 
（きざみ、だし

用） 
北海道 あなご 韓国 

ひじき 神奈川県 かじき 日本、韓国 他 

青のり粉 徳島県、高知県 金目鯛  ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 

きざみのり 伊勢湾 鮭 宮城県 

手巻きのり 伊勢湾 
鮭ﾌｨﾚｰ 
（塩） 

ｱﾒﾘｶ   

わかめ 鳴門 さわら  韓国、中国 

ちりめんじゃこ 鹿児島産   ししゃも ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ 

かえりじゃこ 長崎、鳥取、山口 他 ししゃも干物 ﾉﾙｳｪｰ 

煮干し 長崎県 ﾒﾙﾙｰｻ  ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 他 

かつおけずり節 静岡県（焼津産） ほたて貝柱 北海道 

さばけずり節 静岡県（沼津産） むきえび ﾍﾞﾄﾅﾑ 

桜海老 静岡県駿河湾産     むきえび(4Ｌ) ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾐｬﾝﾏｰ､ﾀｲ 

かんぴょう 
（ｶｯﾄ） 

栃木県産 むきえび尾付き ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

もずく 沖縄県 むらさきいか 青森県 

白いんげん豆  

（小粒） 
北海道 紋甲いか ﾀｲ 

黒砂糖 沖縄 ちくわ 北海道、ﾀｲ  



砂糖、三温糖、

きび砂糖、ｸﾞﾗﾆ

ｭｰ糖 
日本、ﾀｲ 等 豆ちくわ ｱﾒﾘｶ、日本 

ｵﾘｰﾌﾞ油 ｲﾀﾘｱ なると ｱﾒﾘｶ、ﾀｲ  

ｻﾗﾀﾞ油 日本（主に畿内） 
しんじょうはん

ぺん 
北海道沖 

ｻﾗﾀﾞ油 
（8K） 

日本 さつまあげ ｱﾒﾘｶ 

白絞油 日本 
あられかまぼこ 
（紅白） 

ﾀｲ 

ｺｺｱ 西ｱﾌﾘｶ 笹かまぼこ ｱﾒﾘｶ 

ﾄｳﾊﾞﾝｼﾞｬﾝ 中国、日本 ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ 千葉県、群馬県 他日本 

ﾃﾝﾒﾝｼﾞｬﾝ ｶﾅﾀﾞ、日本 ﾌﾟﾚｽﾊﾑ 千葉県、群馬県 他日本 

しょうゆ ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、中国 ﾍﾞｰｺﾝ 千葉県、群馬県 他日本 

ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ 
（650g） 

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ、ﾄﾙｺ、中国   

ｱﾒﾘｶ  
ｼｮﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｺﾝ 千葉県、群馬県 他日本 

ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ 
茨城、栃木、新潟    

長野 他 
ｶｸﾃﾙｳｲﾝﾅｰ 千葉県、群馬県 他日本 

ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ 
（300g、700ｇ） 

ｱﾒﾘｶ、ﾄﾙｺ、中国 他  ｽｷﾝﾚｽｳｲﾝﾅｰ 千葉県、群馬県 他日本 

ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ 
茨城、栃木、新潟    

長野 他 
しゅうまい 神奈川 

ﾏﾖﾈｰｽﾞ ｶﾅﾀﾞ、ｱﾒﾘｶ、日本 よもぎだんご 
千葉県、茨城県 日本 

等 

みそ（白） 新潟 他 
枝豆 
（むきみ） 

北海道 

みそ（赤） 新潟 他 
かぼちゃ 
（うらごし） 

北海道 

みそ（八丁） 国産 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 



ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ 
青森、岩手、九州、ｱﾒﾘｶ 
他 

さやいんげん 北海道 

辛子 ｶﾅﾀﾞ さやえんどう 九州、長野、北海道 

ｶﾚｰ粉 ｲﾝﾄﾞ 等 
とうもろこし 
（うらごし） 

北海道 

ｶﾞﾗﾑﾏｻﾗ ｲﾝﾄﾞ 等 
とうもろこし 
（ﾎｰﾙ） 

北海道 

こしょう ﾏﾚｰｼｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ 
にんじん 
（うらごし） 

北海道 

ｼﾅﾓﾝ 中国 だんご 千葉県、日本 等 

  

１０ 藤沢産の食材 

品  名 産  地（収穫時期） 

湘南しらす 藤沢産（平成 23 年 10 月～12 月） 

大豆 藤沢産 
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