
物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 北海道 ビーツ 香川

キャベツ 香川 ピーマン 高知

胡瓜 高知 赤パプリカ 韓国　ニュージーランド

洗いごぼう 北海道　青森　茨城 ほうれん草 香川

小松菜 香川　他県 みつば 高知

生姜 高知 もやし 香川

セロリ 香川 太もやし 香川

大根 香川　他県 レタス 香川

まんば 香川 ロメインレタス 香川

玉葱 北海道 洗いれんこん 福島　アメリカ

チンゲンサイ 香川 細葱 香川

トマト 熊本　他県 いちご 香川

ミニトマト 香川 ネーブルオレンジ 香川

菜の花 香川 きんかん 高知　宮崎

人参 長崎　千葉 ポンカン 高知

金時人参 香川 えのき茸 香川

にんにく 青森 しめじ 香川

太葱 香川 エリンギ 香川

中葱 香川 生しいたけ 香川

白菜 徳島　他県 食べて菜 香川

パセリ 香川

物資名 産地 物資名 産地

冷）赤魚３㎝角切・皮付き骨なし アメリカ　ロシア 冷）いわし開き　澱粉付 北海道

チルド）すずき　　 神奈川

物資名 産地 物資名 産地

冷）エリンギ　カット 福岡 れんこん２㎜厚スライス　チップス用 徳島

ネーブルオレンジ（個装） アメリカ　オーストラリア

物資名 産地 物資名 産地

冷）ヒレカツ 群馬　秋田 冷）ささみフライチーズ入り　 鹿児島　宮崎

糸かまぼこ アメリカ 冷）かぼちゃフライ　 北海道

冷）厚揚げ（２ｇ／個） アメリカ　カナダ 冷）春巻き　 愛知　長野

小豆 北海道 レーズン アメリカ

パン用砂糖　粉黒糖　 沖縄 粉寒天　 南米

炊き込み赤飯の素 北海道　アメリカ しじみ佃煮（個装） インド

キムチの素 青森　愛知 型抜きかまぼこ（鬼） ロシア　アメリカ

炊き込みわかめ　 鳴門　韓国 ねり梅　 中国　タイ

香草ミックスハーブ焼きの素 日本　中国 ヨーグルト　全脂無糖（調理用） 熊本　北海道

冷）ストロベリーダイス　 モロッコ 冷）チーズタルト　 宮城　アメリカ

冷）いちごクレープ 北海道　宮城 冷）チョコクレープ　 北海道　宮城

冷）チョコタルト 宮城　アメリカ

令和4年度　主な物資の産地　2月～3月使用　

青果　２月

魚介類

加工青果

その他の物資



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 北海道 中葱 香川

中かぶ 香川 白菜 徳島

キャベツ 香川 パセリ 香川

胡瓜 高知 ピーマン 高知

水菜 香川 ブロッコリー 香川

洗いごぼう 香川 ほうれん草 香川

小松菜 香川 もやし 香川

生姜 高知 太もやし 香川

セロリ 香川　静岡 レタス 香川

大根 香川　他県 ロメインレタス 香川

まんば 香川 ポンカン 高知

玉葱 北海道 りんご 青森

チンゲンサイ 香川　他県 えのき茸 香川

人参 長野　千葉 ブナピー 香川

金時人参 香川 生しいたけ 香川

にんにく 青森 食べて菜 香川

太葱 香川

物資名 産地 物資名 産地

冷）赤魚２㎝角切・皮付き骨なし　 ノルウェー 冷）さばのゆずみそ煮　 東シナ海

チルド）鮭　 北海道 冷）さばの生姜煮　　 東シナ海

チルド）メルルーサ　皮付き骨なし　 アルゼンチン 冷）わかさぎのフライ　 カナダ　北海道

冷）いわし開き　澱粉付 北海道

物資名 産地 物資名 産地

冷）平つくね　 兵庫　鹿児島 鶏肉　皮付き切り込み入り 四国　宮崎　岡山

ベーコン　厚切り　短冊　冷蔵 千葉　群馬 オリーブ豚　３×３カット　スライス 香川

物資名 産地 物資名 産地

手巻きのり　 香川 押麦　自校　 香川

味付けのり　 香川 はちみつ　百花 香川

冷）金時揚げ　 香川 レト）白いんげん豆ペースト 北海道

炒り黒豆 北海道 レト）ひきわり大豆　 秋田

レト）蒸し黒豆 北海道 七味 中国

生ちくわ　 タイ　ベトナム 生パイン（個装） フィリピン

わかめふりかけ　ソフトタイプ（個装） 韓国　タイ 大豆ふりかけ（個装） 北海道　青森

菜めしちりめん　ジッパー付き 広島　徳島 梅ちりめん　 瀬戸内　中南米

節分豆（個装） 北海道 冷）フライドポテト　皮付き　 北海道

マーマレード（調理用） 愛媛　北海道 型抜きかまぼこ（梅） ロシア　アメリカ

冷）あん入り白玉　 栃木 和三盆糖　 香川

チョコ大豆クリーム（個装） アメリカ  ブラジル 中華菓子（マファール）（個装） 日本　オーストラリア

お茶豆（個装） 北海道　佐賀 冷）みかんタルト（米粉） 和歌山　静岡

冷）杏仁プリン　 アメリカ 冷）フルーツキャロットゼリー　 ブラジル　宮崎

冷）桃のタルト　 山形　青森 冷）伊予柑ゼリー　国産　 愛媛

冷）ブルーベリークレープ カナダ　

魚介類

肉類

その他の物資

令和4年度　主な物資の産地　1月～3月使用　

青果　１月



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 北海道 パセリ 香川

大かぶ 香川 ピーマン 高知

中かぶ 香川 赤パプリカ 韓国　ニュージーランド

キャベツ 香川 黄パプリカ 韓国　ニュージーランド

胡瓜 高知 ブロッコリー 香川

洗いごぼう 北海道　青森　茨城 ほうれん草 香川

小松菜 香川 もやし 香川

生姜 高知 太もやし 香川

セロリ 香川　他県 レタス 香川

大根 香川　他県 ロメインレタス 香川

まんば 香川 洗いれんこん 徳島

玉葱 北海道 小原紅早生みかん 香川

チンゲンサイ 香川 キウイフルーツ 香川

人参 長崎　他県 りんご 青森

金時人参 香川 えのき茸 香川

にんにく 青森 しめじ 香川

中葱 香川 生しいたけ 香川

細葱 香川 食べて菜 香川

白菜 徳島

物資名 産地 物資名 産地

もち麦　 香川 生うどん　さぬきの夢２００９ 香川

パン粉（米粉使用） 埼玉　北海道

物資名 産地 物資名 産地

チルド）さば　　 ノルウェー 冷）メルルーサ角切　皮付き骨なし　 アルゼンチン

冷）メルルーサ　 アルゼンチン チルド）メルルーサ角切　皮付き骨なし アルゼンチン

冷）いわしのおかか煮　　 茨城 鹿島沖

物資名 産地 物資名 産地

ベーコン　角　冷蔵 千葉　群馬 焼き豚　角切り 千葉　群馬

冷）鶏ささみコーンフレークフライ 宮崎　鹿児島 冷）フライドチキン　 宮崎　鹿児島

冷）ヒレカツ　 群馬　秋田

物資名 産地 物資名 産地

冷）液卵　 兵庫　岡山 ヨーグルト　70g 愛媛

カッテージチーズ　 北海道 ヨーグルト　100g 北海道

星形チーズ　 ニュージーランド クリームチーズ　 フランス

物資名 産地 物資名 産地

はるさめ８～１０㎝ 宮崎　鹿児島 さきいか　 ペルー

マカロニ（ホイール） カナダ かんぴょう　乾燥 栃木

マカロニ（雪） アメリカ　カナダ

物資名 産地 物資名 産地

さつま芋　２㎝程度乱切り 徳島 カリフラワー　冷凍 エクアドル

カリフラワー　カット　生 香川　徳島 冷）しめじ　カット　 長野

物資名 産地 物資名 産地

クリームコーン缶詰 タイ 春巻きの皮　冷蔵 アメリカ

冷）荒くだきポテト　 北海道 オイスターソース　 韓国　北海道

冷）茎わかめ　細切り　 岩手　宮城 マヨネーズ（個装） 日本

華やかごはんの素　 広島　徳島 炊き込みわかめ（減塩）グルソー抜き 韓国　徳島

冷）国産だいだいのムース　 広島　愛媛 冷）ゆずゼリー　国産　 高知　北海道

冷）ミニケーキ　 北海道　宮城 黒豆きなこクリーム（個装） アメリカ　ブラジル

その他の物資

卵・乳製品

肉類

乾物

令和4年度　主な物資の産地　12月～3月使用　

青果　１２月

穀物

魚介類

加工青果



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 北海道 パセリ 長野　香川

キャベツ 香川 ピーマン 高知

胡瓜 高知　宮崎 赤パプリカ 韓国　カナダ

水菜 香川 黄パプリカ 韓国　カナダ

洗いごぼう 北海道　青森　茨城 ブロッコリー 香川

小松菜 香川　他県 ほうれん草 香川　他県

生姜 高知 もやし 香川

セロリ 長野　他県 ロメインレタス 香川

大根 群馬　香川　他県 みかん 香川

まんば 香川 柿 香川

玉葱 北海道 キウイフルーツ 香川

チンゲンサイ 香川 りんご 青森

にら 高知 えのき茸 香川

人参 北海道 しめじ 香川

にんにく 青森 ブナピー 香川

太葱 鳥取 エリンギ 香川

中葱 香川 まいたけ 香川

細葱 香川 食べて菜 香川

白菜 長野　他県

物資名 産地 物資名 産地

西京漬け用みそ 日本　中国 りんご酢　 チリ

物資名 産地 物資名 産地

中華めん　袋入り オーストラリア　北米 黒米 香川

もち米 島根 トック　韓国餅　国産米使用 新潟　栃木

物資名 産地 物資名 産地

冷）はまち　香川県産補助対象 香川 冷）いか　短冊カット ペルー

冷）鮭　３㎝角切・骨なし　 北海道 冷）紫いか　短冊カット ペルー　チリ

チルド）さば　 ノルウェー 冷）小いわし澱粉付 香川　北海道

チルド）さわら 韓国 冷）小えび殻付き　澱粉付 瀬戸内海　北海道

冷）ほたて　カット　 北海道 冷）さばのみぞれ煮 東シナ海

冷）きびなごカリカリフライ 鹿児島　長崎 冷）かたくちいわし（無頭）澱粉付 香川　北海道

冷）かつお竜田揚げ 静岡　北海道

物資名 産地 物資名 産地

冷）豚レバー澱粉付　 愛媛　北海道 鶏肉　胸　皮なし　唐揚げ用 四国　岡山　宮崎

冷）鶏レバー澱粉付き 愛媛　北海道 鶏肉　もも　皮なし　唐揚げ用 四国　岡山　宮崎

物資名 産地 物資名 産地

小煮干し 長崎近海 レンズ豆 アメリカ

きな粉 滋賀 味付けもみのり　５～１０㎜幅　 香川

早煮昆布　カット 北海道 はるさめ　太い　５㎝カット 鹿児島　北海道

魚介類

令和4年度　主な物資の産地　11月～3月使用　

青果　１１月

穀物

調味料

肉類

乾物



物資名 産地 物資名 産地

里芋　幅３㎜半月切り 愛媛 冷）里芋　乱切り 大分

むき栗　１／４カット　 愛媛　熊本 冷）金時豆　 北海道

冷）さやいんげん　３㎝カット　 北海道 かぶ　皮むき 香川

冷）ひよこ豆　水煮　 アメリカ　アルゼンチン たけのこボイル（乱切り） 香川

冷）なめこ（ほぐし） 長崎 にんにく　皮むき　 香川

ブロッコリー　生カット 香川 柿　カット 和歌山　奈良

物資名 産地 物資名 産地

三角こんにゃくミニ 群馬 ホワイトルウ（米粉使用） 滋賀　北海道

切りこんにゃく　５×５×５０㎜ 群馬 レト）クリームコーン　 北海道

チルド）納豆　カップ入り 北海道 冷）根菜入りつくね　 兵庫　京都

タルタルソース（個装） 茨城　千葉 冷蔵）カットなると　３㎜　 アメリカ　タイ

レト）芽ひじき　水煮　 大分　愛媛 冷）白玉 日本

鮭菜めしの素 広島　徳島 冷）オニオンソテー　スライス７０ 日本

スライスチーズ　 アイルランド　北海道 粉チーズ　 オセアニア　　アメリカ

ヨーグルト　鉄分強化　 四国 味付小魚（個装） 瀬戸内　北九州

冷）大福もち　つぶあん（個装） 北海道 おさつスティック　５ｇ（個装） 鹿児島　宮崎

冷）みかんクレープ　 北海道　宮城 冷）お米のさつま芋と栗のタルト 茨城　北海道

冷）プリン　鉄分強化 茨城　兵庫 冷）ココアムース　 山形

冷）ティラミス（個装） アメリカ 冷）四国ゼリー　 北海道　アメリカ

冷）もちクリームアイス マレーシア　    カナダ 冷）抹茶蒸しケーキ　 アメリカ

その他の物資

加工青果



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 北海道 中葱 香川

キャベツ 群馬　長野 細葱 香川

紫キャベツ 群馬　長野 白菜 長野　群馬

胡瓜 香川 パセリ 長野

水菜 香川　他県 ピーマン 高知　愛媛

洗いごぼう 北海道　青森　茨城 赤パプリカ 韓国　オランダ

小松菜 香川　他県 ブロッコリー　生　 北海道　他県

生姜 高知 ほうれん草 群馬　他県

セロリ 長野 もやし 香川

大根 北海道　群馬 太もやし 香川

玉葱 北海道 みかん 香川

チンゲンサイ 香川　他県 りんご　 長野　青森

トマト 愛媛　他県 えのき茸 香川

ミニトマト 香川　徳島 しめじ 香川

なす 香川 エリンギ 香川

人参 北海道 まいたけ 香川

にんにく　 青森 生しいたけ 香川　他県

太葱 鳥取 食べて菜 香川

物資名 産地 物資名 産地

砂糖　上白糖　 タイ オーストラリア 砂糖　三温糖　 オーストラリア　タイ

砂糖　中双糖　 タイ オーストラリア ごま油　 ナイジェリア タンザニア

サラダ油　菜種１００　 カナダ  オーストラリア オリーブ油　 スペイン

食用油　菜種白絞油　 カナダ　オーストラリア 食用油　菜種白絞油　ローリー カナダ　オーストラリア

タバスコ アメリカ

物資名 産地 物資名 産地

マカロニ（シエル） カナダ ビーフン　９㎝カット タイ

マカロニ（ツイスト） カナダ　アメリカ そうめん オーストラリア　香川

鉄強化米 日本 ふしめん　 オーストラリア　香川

冷）すいとん　 香川 冷）いももち　 北海道

焙煎玄米粉 香川 スパゲティ（ハーフ） カナダ

袋）ゆでうどん　さぬきの夢 香川 小麦粉　中力粉　２等　 アメリカ　栃木

天ぷら粉（乳・卵抜き）　 アメリカ　北海道

物資名 産地 物資名 産地

冷）鮭　２㎝角切　骨なし 北海道 冷）さば　 ノルウェー　アイスランド

冷）鮭　２㎝角切　骨皮なし 北海道 冷）あさりむき身　 中国

冷）むきえび　１００－２００　 インドネシア　兵庫 冷）いか　１×２㎝短冊 ペルー　チリ

冷）むきえび　６０－８０　 インドネシア　兵庫 冷）たこ　２㎝カット　 香川

冷）さばのみそ煮　 東シナ海 冷）太刀魚澱粉付き　 香川　愛媛

冷）さんま開き　澱粉付き　 北海道 冷）はも澱粉付き　 香川　北海道

冷）白身魚フライ　 アラスカ 冷）釜揚げいりこ　米粉付 香川

冷）鮭のつみれ　 鳥取　北海道 冷）いわしの生姜煮　　 茨城　鹿島沖

あさりむき身　レトルト 中国 上乾ちりめん 広島　香川

しじみ佃煮　冷蔵 インド

青果　１０月

令和4年度　主な物資の産地　10月～3月使用　

魚介類

調味料

穀物



物資名 産地 物資名 産地

牛赤肉　角切り 国産 豚赤肉　角切り 四国

牛赤肉　スライス 国産 豚赤肉　スライス 四国

牛赤肉　ミンチ 国産 豚赤肉　ミンチ 四国

牛肉 角切り 国産 豚肉　角切り 四国

牛肉 スライス 国産 豚肉　スライス 四国

牛肉 ミンチ 国産 豚肉　ミンチ 四国

鶏肉カット　もも　皮なし 四国　宮崎　岡山 鶏肉カット　胸　皮なし 四国　宮崎　岡山

鶏肉　もも　皮付き切り込み入り 四国　岡山　宮崎 鶏肉　ひき肉 四国　宮崎　岡山

オリーブ牛　カットスライス 香川 ボンレスハム　短冊　卵ぬき 千葉　群馬

ベーコン　短冊　冷蔵 千葉　群馬 ロースハム　短冊　卵ぬき 千葉　群馬

粗挽きウインナー　カット輪切り 千葉　群馬 ささみ油漬　レトルト　フレーク 宮崎　兵庫

皮付き粗挽ウインナー　 千葉　群馬 冷）豚レバーチップ　 群馬　神奈川

冷）肉団子　 鹿児島　宮崎 冷）肉団子（Ｆｅ・Ｃａ強化） 福岡　岩手

冷）ハンバーグ　鉄分強化　減塩
焼き用

鹿児島　宮崎
冷）ハンバーグ　鉄分強化　減塩
ボイル用

鹿児島　宮崎

物資名 産地 物資名 産地

ヨーグルト（無糖）１００ｇ 九州 ヨーグルト（無糖）７０ｇ 日本　デンマーク

ダイスチーズ　角　生食用 ニュージーランド　イスラエル キャンディチーズ　鉄強化 オーストラリア　ニュージーランド

型抜きチーズ　 オーストラリア　ニュージーランド 型抜きチーズ　いちご味 オーストラリア　ニュージーランド

スライスチーズ　鉄・Ｃａ強化 オーストラリア　ニュージーランド チーズ鉄強化（個装） オーストラリア　ニュージーランド

ピザ用チーズ　 ドイツ　オランダ 有塩バター　 北海道　徳島

うずら卵　レトルト 愛知　静岡

物資名 産地 物資名 産地

生しいたけ　スライス 香川 さつま芋　角切り 香川県産 香川

さつま芋　皮つき　角切り　香川県産 香川 さつま芋　角切り 徳島

冷）さつま芋ペースト 鹿児島　宮崎 さつま芋　スライス　天ぷら用　 徳島

里芋　カット 愛媛 冷）里芋 大分

かぼちゃ　生カット　皮付 北海道　メキシコ ごぼう　ささがき　生 青森　北海道

ごぼう　サラダ用スティック状　生 青森　北海道
ごぼう　ささがき
ご飯用小さめカット　生

青森　北海道

ごぼう斜め　カット　生 青森　北海道 たけのこボイル　短冊切り 香川

たけのこボイル　ホール 香川 たけのこボイル　１／２カット 香川

れんこん　イチョウ　 徳島 冷）白いんげん豆　 北海道

冷）さやいんげん　　 北海道 冷）白いんげん豆ペースト 北海道

冷）むき枝豆　 北海道 冷）大豆水煮　 北海道

冷）グリンピース　 アメリカ ミニトマト　洗浄 徳島　香川

冷）小松菜　 熊本 みかん　袋入り　洗浄 香川

玉葱　皮むき 北海道 りんご　１／４カット（個装） 長野　青森

えのきたけ　１／２カット 香川 エリンギ　カット　 香川

じゃが芋　皮むき　２㎝カット 北海道 冷）人参　すりおろし　 日本

冷）かぼちゃペースト　 北海道　京都 冷）ほうれん草　 大分

ホールコーン　レトルト 北海道 マッシュルーム　レトルト インドネシア

なめこ　レトルト 山形 冷）生パイン（個装） タイ

加工青果

肉類

卵・乳製品



物資名 産地 物資名 産地

麩 アメリカ　カナダ かえり 瀬戸内海

切干し大根 宮崎 花かつお 鹿児島

きくらげ　せん切り 熊本　山口 花かつお　砕片　 鹿児島

干し椎茸　スライス 長崎 粉かつお　袋入り 中西部太平洋

刻み昆布（乾） 北海道 するめ　カット　 北海道

海藻ミックス　乾燥 韓国　カナダ 煮干し　出し用 瀬戸内海

茎わかめ　カット　乾燥　 宮城　岩手 高野豆腐　サイコロ アメリカ　カナダ

すりごま エチオピア　ナイジェリア 高野豆腐　すし用 アメリカ

黒ごま　炒り ミャンマー　ベトナム 白ごま　５００ｇ　炒り エチオピア　ナイジェリア

青のり粉 愛知 白ごま　炒り エチオピア　ナイジェリア

干しわかめ　カット 北海道　岩手 きざみのり（個装） 香川

ひじき　乾燥　 大分　愛媛 ドライパセリ　 イタリア

物資名 産地 物資名 産地

型抜きかまぼこ（銀杏） アメリカ　北海道 かまぼこスライス　冷蔵　 アメリカ　タイ

型抜きかまぼこ（紅葉） アメリカ　北海道 生ちくわ　冷蔵 タイ　ベトナム

型抜きかまぼこ（小菊） アメリカ　北海道 たくあん漬　きざみ 群馬

型抜きかまぼこ（ハロウィン） アメリカ　北海道 まぐろ油漬　レトルト 中西部太平洋　インド洋

冷）油揚げ　カット　 アメリカ 冷）豆腐　カット 岐阜　栃木

レト）蒸大豆　 北海道 冷）焼き豆腐　カット 北海道　マレーシア

大豆ペースト　レトルト 北海道 アーモンド　刻み アメリカ

冷）油揚げ　カット　 アメリカ　カナダ アーモンド　粉　 アメリカ

冷）厚揚げ　カット 富山　新潟 アーモンド　四つ割 アメリカ　オーストラリア

冷）ひきわり納豆　 日本 マヨネーズ 日本

ミックスビーンズ　ドライパック 北海道 しょうゆ豆 オーストラリア

ミックスナッツ（個装） オーストラリア　アメリカ タルタルソース（個装） アメリカ ブラジル

ホールコーン缶詰　 タイ 冷）さつまいも天ぷら　 ベトナム

ひじきのり（個装） 愛知　韓国 小魚佃煮（個装） 大分　兵庫

小魚入りアーモンド（個装） 香川　アメリカ ＤＰ）希少糖入りシロップ　 香川

天つゆ（個装） 愛知　アメリカ りんごジャム（個装） 青森　アメリカ

げんこつ飴（個装） 愛媛 塩ふき昆布　 北海道

冷）栗のムース 愛媛　熊本 さぬきの細天　冷蔵 タイ　アメリカ

冷）黒ごまプリン　 マレーシア　日本 冷）お米のムース 山形

冷）ブルーベリータルト（米粉） 山形　岩手 冷）りんごゼリー　 青森

冷）牛乳プリン　鉄分強化　 北海道 冷）だいふく芋あん（個装） 北海道　九州

冷）豆乳プリンタルト（米粉） 北海道　宮城 冷）ココアワッフル　鉄分強化（個装） 愛知　韓国

冷）スイートポテト 鹿児島　タイ 冷）安納芋ムース　 鹿児島

その他の物資

乾物



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 北海道 太葱 鳥取

アスパラガス 香川　他県 中葱 香川

オクラ 香川 細葱 香川　他県

キャベツ 群馬 白菜 群馬　長野

胡瓜 香川 パセリ 長野

洗いごぼう 群馬　茨城 ピーマン 高知

小松菜 香川　他県 赤パプリカ 韓国orカナダ

生姜 高知 黄パプリカ 韓国orカナダ

ズッキーニ 長野 ブロッコリー 長野or北海道

セロリ 長野 ほうれん草 群馬　他県

大根 群馬or北海道 もやし 香川

玉葱 北海道 太もやし 香川

チンゲンサイ 香川　他県 梨 香川or鳥取

ミニ冬瓜 香川 梨　二十世紀 香川or鳥取

ミニトマト 香川　他県 ぶどう　ピオーネ 香川or徳島

なす 香川　他県 しめじ 香川

人参 北海道 エリンギ 香川

にんにく 青森

物資名 産地 物資名 産地

さつま芋　スライス　天ぷら用　 徳島 れんこん　乱切り 徳島

里芋　生　カット 愛媛 冷）小松菜　 大分

かぼちゃ　生　カット　皮付 徳島　石川

物資名 産地 物資名 産地

冷）はまち　 香川 冷）あじ開きフライ　 長崎　佐賀

チルド）さば　 ノルウェー 冷）はも　澱粉付き　 香川　北海道

冷）えびフライ　 ベトナム

物資名 産地 物資名 産地

冷）鶏肉澱粉付　もも皮なし　 鹿児島　宮崎 鶏肉　もも　皮付き切り込み入り 四国　宮崎　岡山

冷）鶏肉澱粉付　胸皮なし 鹿児島　宮崎 冷）ささみフライ　 熊本　大分

冷）いももち 北海道　タイ フォー タイ

冷）いももち（かぼちゃ）　 北海道　タイ 黒米 香川

テンメンジャン　 カナダ　日本 冷）ナン　袋入り アメリカ

七味　 中国 日本 高野豆腐　すし用 アメリカ

マーマレード（調理用） 北海道　鹿児島 レーズン アメリカ

おろしりんご　国産　レトルト 日本 しょうゆ豆 オーストラリア

りんご　１０㎜ダイス　レトルト 山形　青森 みかん　レトルト 愛知　静岡

冷）フライドポテト　皮付き 北海道 キムチの素 青森　愛知

マカロニ カナダ　アメリカ 型抜きかまぼこ（小菊） アメリカ　北海道

冷）春巻き　 宮崎　北海道 冷）マンゴープリン　 インド　フランス

型抜きチーズ　 オーストラリア　ニュージーランド 冷）白玉（フルーツ白玉用） タイ

ブルーベリージャム　食物繊維（個装） アメリカ　カナダ ナタデココ　レトルト タイ

冷）月見ゼリー　 アルゼンチン 冷）牛乳プリン鉄分強化 北海道

冷）カクテルゼリー 山形　山梨

令和4年度　主な物資の産地　９月使用　

青果　９月

加工青果

魚介類

その他の物資



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 香川 ミニトマト 香川　福島

アスパラガス 香川　他県 なす 香川

オクラ 香川 人参 香川　千葉　青森

キャベツ 群馬　茨城 にんにく 香川

胡瓜 香川 太葱 鳥取

洗いごぼう 群馬　茨城 中葱 香川

小松菜 香川　他県 細葱 香川　高知

生姜 高知 パセリ 長野

ズッキーニ 香川　他県 ピーマン 高知　愛媛

セロリ 長野 赤パプリカ 韓国

大根 群馬　青森 ほうれん草 群馬　他県

玉葱 香川 もやし 香川

チンゲンサイ 香川　他県 太もやし 香川

ミニ冬瓜 香川 しめじ 香川

物資名 産地 物資名 産地

冷）枝豆　さやつき　 北海道 冷）かぼちゃペースト 北海道

ゴーヤ　スライス（チップス用） 鹿児島　宮崎 冷）とうもろこし　ゆで　 大分

ミニ冬瓜　皮むき 香川

物資名 産地 物資名 産地

チルド）さば　　 ノルウェー 冷）むきえび　６０－８０ ベトナム

冷）いわし開き　澱粉付　 山陰 冷）たこ　１㎝カット　 瀬戸内海

冷）さば　かぼすレモン煮　 三陸北部　北海道 冷）アジ　一口カット打ち粉付き 香川　愛媛　北海道

冷）あじ　コーンフレークフライ インド洋　アメリカ

物資名 産地 物資名 産地

もち麦　 香川 そうめん オーストラリア　香川

冷）中華めん 北海道 生うどん　さぬきの夢２００９ 香川

冷）ひろうす　ミニ　青大豆入り アメリカ　カナダ 冷）オニオンソテー　スライス９０ 兵庫

レト）黄桃　ダイス 南アフリカ　ギリシャ 冷）桃ピューレ 青森　山形

スライスチーズ（鉄・Ｃａ強化）
ニュージーランド
オーストラリア

キャンディチーズ　
オーストラリア
ニュージーランド

スライスチーズ　 オセアニア 冷）笹かまぼこ アメリカ　宮城

生姜（酢漬）　みじん切り　 高知　徳島 冷）揚げ出し用豆腐　 愛知

炊き込みわかめ　 鳴門　韓国 冷）ハンバーグ　鉄分強化　減塩 宮崎　鹿児島

黒豆きなこクリーム（個装） アメリカ 冷）七夕ゼリー　 アメリカ　北海道

型抜きかまぼこ（星） アメリカ　北海道

魚介類

その他の物資

令和4年度　主な物資の産地　７月～９月使用　

青果　７月

加工青果



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 長崎　香川 にんにく 香川

アスパラガス 香川　他 太葱 鳥取

キャベツ 香川　他 中葱 香川

胡瓜 香川　他 細葱 香川　他

洗いごぼう 茨城　群馬　大分　鹿児島 パセリ 長野

小松菜 香川　他 ピーマン 高知

生姜 高知 赤パプリカ 韓国　オランダ

ズッキーニ 香川 黄パプリカ 韓国　オランダ

セロリ 長野 ブロッコリー 長野　他

大根 愛媛　群馬 ほうれん草 群馬　他

春大根 愛媛　群馬 もやし 香川

玉葱 香川 太もやし 香川

チンゲンサイ 香川　他 バレンシアオレンジ アメリカ

トマト 香川　他 さくらんぼ 山形

ミニトマト 香川 メロン 高知

なす 高知 えのき茸 香川

ゴーヤ 高知　熊本 しめじ 香川

にら 高知 エリンギ 香川

人参 徳島　香川 生しいたけ 香川

物資名 産地 物資名 産地

砂糖　粉黒糖　 沖縄 りんご酢　 チリ

パン用砂糖　粉黒糖　 沖縄

物資名 産地 物資名 産地

鶏肉　ひき肉 四国　宮崎　岡山 冷）豚レバーチップ　 群馬　神奈川

冷蔵）ベーコン　厚切り（５㎜）短冊 千葉　群馬

物資名 産地 物資名 産地

冷）みかん　冷凍 愛媛 かぼちゃ　生カット　皮付 ニュージーランド

冬瓜　皮むき 沖縄　愛知 黄パプリカ　カット 韓国　オランダ

ゴーヤ　カット　生 鹿児島　宮崎　  徳島 ネーブルオレンジ（個装） アメリカ　 オーストラリア

物資名 産地 物資名 産地

冷）むきえび　１００－２００ インドネシア　  兵庫 冷）いか（１×３㎝短冊） 北太平洋

冷）たこ　２×１．５㎝カット　 大分　長崎 冷）紫いか（２×４㎝短冊） 北太平洋

冷）太刀魚澱粉付き 香川　北海道 冷）鮭のつみれ　 鳥取　北海道

冷）かたくちいわし（無頭）澱粉付　 香川　北海道 冷）白身魚つみれ　 北海道　インド

チルド）さわら　味噌漬け　 韓国 冷）小えび殻付き　澱粉付 香川　北海道

魚介類

令和4年度　主な物資の産地　６月～９月使用　

青果　６月

調味料

肉類

加工青果



物資名 産地 物資名 産地

冷）うどん　 北海道 練りごま（白）　１㎏ メキシコ　 グアテマラ

蒸大豆　レトルト 北海道　愛媛 マヨネーズ　 日本

菜めしの素　ジッパー付き 広島　徳島 スイートバジル乾燥　 スペイン

冷）根菜入りつくね 兵庫　鹿児島 マヨネーズ　（個装） 日本

マカロニ（ツイスト） カナダ タルタルソース（個装） アメリカ  ブラジル

たんめん　乾燥 アメリカ　 オーストラリア きざみのり　袋入り 香川

早煮昆布　カット 北海道 小魚佃煮（個装） 大分　兵庫

春雨（さつまいも澱粉入り） 九州　北海道 冷蔵）かまぼこスライス アメリカ　タイ

トック　韓国餅　国産米使用 新潟　栃木 冷）ハンバーグ　鉄分強化　減塩 宮崎　鹿児島

マッシュポテト粉末 アメリカ 冷）ハンバーグ　鉄分強化　減塩　ボイル用 宮崎　鹿児島

炒り黒豆 北海道 冷）甘夏ゼリー　 愛媛　熊本

冷）シークワーサーゼリー 沖縄 冷）パイナップルクレープ　 沖縄　北海道

その他の物資



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 鹿児島　長崎 太葱 鳥取

アスパラガス 香川 中葱 香川

キャベツ 香川　徳島　他県 白菜 茨城　九州

胡瓜 香川 パセリ 香川

洗いごぼう 青森　茨城 ピーマン 高知　北海道

小松菜 香川 ほうれん草 香川

生姜 高知 もやし 香川

セロリー 香川 太もやし 香川

春大根 香川 キウイフルーツ ニュージーランド

玉葱 香川　他県 甘夏みかん 香川

チンゲンサイ 香川 えのき茸 香川

ミニトマト 香川 しめじ 香川

人参 徳島 エリンギ 香川

にんにく 青森 生しいたけ 香川

物資名 産地 物資名 産地

オリーブ油　 スペイン　イタリア 粒入りマスタード 茨城　千葉

物資名 産地 物資名 産地

パン粉（米粉使用） 埼玉　北海道 中華めん　袋入り オーストラリア　北米

天ぷら粉（乳・卵抜き）　 福岡　愛知 マカロニ（ホイール） カナダ

物資名 産地 物資名 産地

鶏肉　もも　皮付き切り込み入り 四国　岡山　宮崎 冷）肉団子（Ｆｅ・Ｃａ強化） 日本

焼き豚　角切り 鹿児島　宮崎 ボンレスハム　短冊　卵ぬき 千葉　群馬

物資名 産地 物資名 産地

冷）液卵　 兵庫　岡山 粉チーズ　 オセアニア　北海道

スティックチーズ
オーストラリア
ニュージーランド

物資名 産地 物資名 産地

冷）金時豆 北海道 冷）黒豆 北海道

冷）白いんげん豆ペースト 北海道 冷）むきえんどう 長崎

さつま芋　かき揚げ用　 徳島 スナップえんどう　生 鹿児島　長崎

きぬさや　すじとり　生 鹿児島　長崎
ごぼう　ささがき
ご飯用小さめカット　生

青森

そらまめ　生 鹿児島　長崎 ごぼう　サラダ用スティック状　生 青森

そらまめ　さや付き　香川町産 香川町 冷）ほうれん草 宮崎　熊本

冷）そらまめ 鹿児島 冷）ひよこ豆水煮 アメリカ　アルゼンチン

たけのこボイル（乱切り） 香川 冷）グリンピース アメリカ

甘夏みかん（個装） 鹿児島　熊本 冷）ダイスポテト 北海道

物資名 産地 物資名 産地

冷）さば梅煮　　 三陸北部沖 冷）かつお竜田揚げ　 高知　北海道

冷）さごしの白みそづけ焼き　 韓国 冷）小えび殻付き　澱粉付　 香川　北海道

冷）小いわし澱粉付 香川　北海道 冷）あじ　 ニュージーランド

冷）ししゃも　２０ｇ／匹 ノルウェー 冷）赤魚３㎝角切・皮付き骨なし アメリカ　ロシア

卵・乳製品

加工青果

魚介類

令和4年度　主な物資の産地　５月～９月使用　

青果　５月

調味料

穀物

肉類



物資名 産地 物資名 産地

切りこんにゃく　５×５×５０㎜　 群馬 レト）ひきわり大豆 秋田

煎茶　蓑先　 香川 レト）ささみ油漬　フレーク 岩手　宮城

冷）日向夏ゼリー 宮崎 冷）ストロベリーダイス　 モロッコ

かんぴょう　２㎝カット　乾燥 栃木 粉寒天　 南米　地中海沿岸

番茶（１０ｇだし袋入り） 香川 チョコ大豆クリーム（個装） アメリカ　ブラジル

冷）オニオンソテー　ダイス 日本　アメリカ 野菜ふりかけ（個装） 広島　徳島

冷）オニオンソテー　スライス 日本 炊き込みわかめ（減塩） 韓国　鳴門

ねり梅 中国　タイ 長ひじき　　 韓国

さきいか ペルー 生ちくわ　 タイ　ベトナム

レト）ミックスビーンズ メキシコ　ニュージーランド 冷）納豆　カップ入り 北海道

あさり佃煮（個装） インド　タイ 冷）プリン　鉄分強化　 兵庫　茨城

黒豆とナッツ（個装） 北海道　アメリカ 冷）豆乳プリン　 北海道　宮城

さつまいもチップ（個装） 鹿児島　種子島 冷）焼売 宮崎　北海道

その他の物資



物資名 産地 物資名 産地

じゃが芋 鹿児島 細葱 香川

アスパラガス 香川 白菜 長崎　他県

キャベツ 香川　徳島　他県 パセリ 香川

胡瓜 高知 ピーマン 高知

洗いごぼう 青森　茨城 黄パプリカ 韓国

香りごぼう 香川 ブロッコリー 香川

小松菜 香川　他県 ほうれん草 香川

生姜 高知 もやし 香川

セロリ 香川 太もやし 香川

大根 香川　愛媛　他県 ロメインレタス 香川

春大根 香川 はっさく 香川

玉葱 北海道 清見オレンジ 香川

チンゲンサイ 香川 えのき茸 香川

ミニトマト 香川 しめじ 香川

人参 徳島　他県 エリンギ 香川

にんにく 青森 生しいたけ 香川

中葱 香川

物資名 産地 物資名 産地

すだち酢（果汁） 徳島 ガーリックパウダー 中国　日本

濃口醤油　ペットボトル インド　香川 冷）レモン果汁 瀬戸内

淡口醤油　ペットボトル 香川　インド しょうが　おろし 熊本　千葉

食塩 香川 冷）おろしにんにく 香川

食酢 日本　アメリカ からし　粉 カナダ　インド

カレー粉 東南アジア　インド こしょう マレーシア　インド

こしょう マレーシア　インドネシア ゆず酢 和歌山

一味とうがらし 中国 豆板醤 中国　ベトナム

ポン酢 日本　中国 チリパウダー アメリカ　インド

清酒 日本　タイ チキンコンソメ 福島　アメリカ

ぶどう酒　白 外国産 ぶどう酒　赤 外国産

みりん　本みりん タイ　佐賀 トマトピューレ 中国

中華スープ  ねり状 日本　アメリカ トマトケチャップ アメリカ　イタリア

麦みそ 日本　中国 甘みそ アメリカ　カナダ

赤みそ カナダ　アメリカ 中みそ カナダ　アメリカ

麦みそ樽入り 香川　中国 ウスターソース 日本　アメリカ

がらスープ　袋入り 九州（沖縄以外） とんかつソース アメリカ　中国

チャツネ　４５０ｇ スリランカ トマトパウダー　２００ｇ イタリア

中濃ソース（個装） アメリカ　イスラエル 濃厚ソース（個装） 中国　チリ

トマトケチャップ（個装） アメリカ　イタリア トマト水煮　ダイス イタリア　オーストリア

ケチャップ＆マスタード（個装） 日本　アメリカ 砂糖　上白糖　 タイ　オーストラリア

砂糖　三温糖　 オーストラリア 　　日本 砂糖　中双糖　 タイ　オーストラリア

サラダ油　菜種１００　 カナダ　オーストラリア 食用油　菜種白絞油　 カナダ　オーストラリア

ごま油　 ナイジェリア　タンザニア 食用油　菜種白絞油　ローリー カナダ　オーストラリア

はちみつ　百花 香川 オイスターソース　 韓国　日本

西京漬け用みそ 日本

令和4年度　主な物資の産地　４月～９月使用　年間使用

調味料

青果　４月



物資名 産地 物資名 産地

米粒麦　委託 香川 無洗米　１ｋｇ 香川

米粒麦　自校 香川 でんぷん 北海道

米粉 埼玉 発芽玄米 北海道

コーンスターチ アメリカ　南アフリカ コッペパン（冷凍・個装） アメリカ　カナダ

非常食  白飯（個装） 富山　秋田 コッペパン（常温・個装） アメリカ　カナダ

冷）食パン アメリカ　カナダ もち米 北海道

冷）白玉　 タイ　兵庫 冷）すいとん　 香川

鉄強化米 日本 スパゲティ（ハーフ） カナダ

マカロニ（シエル） カナダ

物資名 産地 物資名 産地

冷）鶏肉　胸皮なし 鹿児島　宮崎 冷）鶏肉　もも皮なし 鹿児島　宮崎

牛赤肉　角切り 国産 豚赤肉　角切り 四国

牛赤肉　スライス 国産 豚赤肉　スライス 四国

牛赤肉　ミンチ 国産 豚赤肉　ミンチ 四国

牛肉 角切り 国産 豚肉　角切り 四国

牛肉 スライス 国産 豚肉　スライス 四国

牛肉 ミンチ 国産 豚肉　ミンチ 四国

鶏肉カット　もも　皮なし 四国　宮崎　岡山 鶏肉　もも　皮なし　唐揚げ用 四国　宮崎　岡山

鶏肉カット　胸　皮なし 四国　宮崎　岡山 鶏肉　胸　皮なし　唐揚げ用 四国　宮崎　岡山

ベーコン　短冊　冷蔵 千葉　群馬 粗挽きウインナー　１～２㎝カット輪切り 千葉　群馬

ミニウインナー　冷蔵 千葉　群馬 ロースハム　短冊　卵ぬき 千葉　群馬

冷）肉団子　 鹿児島　宮崎 冷）鶏レバー　澱粉付き　 愛媛　北海道

物資名 産地 物資名 産地

牛乳　調理用 日本 生クリーム 日本

牛乳　調理用 北海道 生クリーム 北海道

鶏卵 香川 牛乳　幼稚園用 四国

うずら卵　レトルト 愛知　静岡 有塩バター　 北海道　徳島

チーズ（鉄強化） オーストラリア  ニュージーランド ダイスチーズ　角　生食用 ニュージーランド　イスラエル

ピザ用チーズ　 ドイツ　オランダ ヨーグルト　鉄分強化　 四国

冷）薄焼き卵　スチコン用 北海道　タイ

物資名 産地 物資名 産地

冷）ブロッコリー 九州 じゃが芋　皮むき　２㎝カット 北海道　香川

エリンギ　カット　 香川 玉葱　皮むき 香川　兵庫

さつま芋　角切り 徳島 えのきたけ　１／２カット 香川

ごぼう　ささがき　生 青森 たけのこボイル　ホール・カット 香川

ごぼう斜めカット　生 青森 新たけのこボイル　ホール・カット　 香川

冷）むき枝豆 北海道　岡山 ミニトマト　洗浄済み 香川　徳島　高知

にんにく　皮むき　 香川 冷）さやいんげん　　 北海道

れんこん　イチョウ 徳島 冷）さやいんげん　３ｃｍカット 北海道

清見オレンジ　１／４（個装） 愛媛 ふき水煮ロング　国産　 徳島

生しいたけ　スライス　１㎏ 香川 冷）白いんげん豆 北海道

白いんげん豆ペーストレトルト 北海道

加工青果

穀物

肉類

卵・乳製品



物資名 産地 物資名 産地

冷）赤魚　角切・皮付き骨なし アメリカ　ロシア 冷）メルルーサ　角切・皮付き骨なし アルゼンチン　メキシコ

冷）鮭　角切・骨なし　 北海道 冷）いか 北太平洋

冷）鮭　角切・骨皮なし　 北海道 冷）さばの生姜煮　 三陸北部沖　　　東シナ海

冷）さば　 ノルウェー 冷）きびなごカリカリフライ 鹿児島　長崎

チルド）さごし　 韓国 冷）さごし　 韓国

しじみ佃煮　 インド　タイ

物資名 産地 物資名 産地

削り節　だし用　鯖抜き 熊本　鹿児島 ローリエ トルコ

出し昆布 北海道 高野豆腐　サイコロ アメリカ　カナダ

青のり粉 愛知 レンズ豆　 アメリカ

ひじき　乾燥　 大分　愛媛 きな粉　青大豆　 宮城　岩手

黒ごま　炒り ミャンマー　ベトナム すりごま エチオピア　ナイジェリア

白ごま　５００ｇ　炒り エチオピア　ナイジェリア 白ごま　炒り 中南米　アフリカ

切干し大根 宮崎 刻み昆布（乾） 北海道

きくらげ　せん切り 熊本　山口 干しわかめ　カット 宮城　岩手

干し椎茸　スライス 長崎　宮崎 かえり 瀬戸内海

花かつお　 鹿児島 小煮干し 長崎

花かつお　砕片　 鹿児島 煮干し　出し用 瀬戸内海

粉かつお　袋入り 中西部太平洋 海藻ミックス　乾燥 韓国　カナダ

はるさめ　８～１０㎝ 宮崎　鹿児島 茎わかめ　カット　乾燥　国産 宮城　岩手

きな粉　 滋賀　富山 ふしめん　 オーストラリア

味付けもみのり　５～１０㎜幅　　 香川 はるさめ　太い　５㎝カット 日本

小豆 北海道 ドライパセリ イタリア

アーモンド　四つ割 アメリカ アーモンド　刻み アメリカ

煎茶　粉末タイプ　 香川 アーモンド　粉　 アメリカ

上乾ちりめん 瀬戸内海

乾物

魚介類



物資名 産地 物資名 産地

青じそドレッシング アメリカ　北海道 フレンチドレッシング カナダ　オーストラリア

青じそドレッシング　（個装） アメリカ　北海道 フレンチドレッシング　　　（個装） カナダ　オーストラリア

焙煎ごまドレッシング カナダ　パキスタン ゆずかつおドレッシング ブラジル　カナダ

焙煎ごまドレッシング　（個装） カナダ　パキスタン ゆずかつおドレッシング　　（個装） ブラジル　カナダ

和風ドレッシング カナダ　北海道 イタリアンドレッシング カナダ　タイ

和風ドレッシング　（個装） カナダ　北海道 イタリアンドレッシング　　（個装） カナダ　タイ

中華ドレッシング タイ　北海道 コールスロードレッシング カナダ　ブラジル

中華ドレッシング　（個装） タイ　北海道 コールスロードレッシング　（個装） カナダ　ブラジル

棒々鶏ドレッシング インド　アメリカ かんきつドレッシング ブラジル　カナダ

棒々鶏ドレッシング　（個装） インド　アメリカ かんきつドレッシング　（個装） ブラジル　カナダ

おかかふりかけ（個装）
２７品目フリー

茨城　愛知 切りこんにゃく　５×５×２７ 群馬　韓国

みかんジュース 四国 波型こんにゃく　２×２×１ 群馬　韓国

非常食  カレー（個装） 北海道　熊本 冷）野菜マフィン（個装） 北海道　宮城

紙パック容器  小判３号 日本 冷）ぶどうゼリー 山梨　山形

紙パック容器  小判４号 日本 白菜キムチ　ご飯用 茨城　北海道

いちごジャム （個装） エジプト　日本 白菜キムチ 茨城　北海道

たくあん漬　きざみ　 群馬 塩ふき昆布　 北海道　群馬

まぐろ油漬　レトルト 中西部太平洋 冷）豆腐　カット 岐阜　愛知

冷）油揚げカット　5×40mm アメリカ　カナダ 冷）厚揚げ（２ｇ／個） アメリカ　ブラジル

冷）油揚げカット 5×20mm アメリカ 冷）厚揚げ　カット 富山　新潟

冷）焼き豆腐　カット 北海道　マレーシア 冷）大豆水煮 北海道

冷）納豆　カップ入り20・30ｇ 北海道 カットなると　３㎜　冷蔵 アメリカ　タイ

型抜きかまぼこ（祝） アメリカ　タイ 糸かまぼこ アメリカ　日本

型抜きかまぼこ（桜） アメリカ　タイ 冷）かぼちゃフライ　 北海道

クリームコーン缶詰　 タイ クリームコーン　レトルト　 北海道

ホールコーン缶詰　 タイ ホールコーン　レトルト 北海道

炊き込み赤飯の素 北海道　アメリカ 赤じそ粉　 静岡　三重

小魚入りアーモンド（個装） 香川　アメリカ 大豆ふりかけ（個装） 北海道　青森

ひじきのり（個装） 鹿児島　北海道 夏みかん　レトルト　 九州・四国

味付小魚（個装） 瀬戸内　北九州 パインアップル　チビット　レトルト タイ

りんごジャム（個装） 山形　青森 いちごジャム・マーガリン 日本　中国

冷）柏餅　 新潟　山形 冷）ショコラブッセ（袋） 佐賀　宮崎

冷）ココアワッフル　鉄分強化（個装） 愛知　静岡 冷）桃の杏仁豆腐　 日本　中国

冷）いちごクレープ　 モロッコ　ポーランド 冷）黒ごまプリン　 インドネシア　　　日本

冷）いちごゼリー　 モロッコ　ポーランド

※　物資名に色がついているものは年間契約です

その他の物資


