
□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年 4月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・京都府産及び木津川市産 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 愛知、九州（鹿児島、宮崎） 

鶏 肉 京都、高知、宮崎 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 たけのこ 京都（木津川市） 

にんじん 千葉、鹿児島 ごぼう 北海道、青森、大分、

徳島、宮崎 

じゃがいも 北海道 緑豆もやし 岐阜 

キャベツ 大阪 えのきたけ 長野 

はくさい 長崎 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

だいこん 長崎 冷凍ブロッコリー 佐賀、長崎 

青ねぎ 奈良 冷凍グリンピース ニュージーランド 

みかん（缶） 愛知、和歌山 冷凍コーン 北海道 

黄桃（缶） 山形、福島 

（＊震災前） 

冷凍三度豆 北海道 

パインアップル（缶） タイ 冷凍アスパラ 北海道 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 

あじ ニュージーランド 

いか 京都 

青のり 愛知 

ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

味付けのり（のり） 有明海 

茎わかめ 韓国 

乾燥わかめ 韓国、京都 

いかリングフライ（いか） ペルー、北西太平洋 

 

 

 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年５月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・京都府産 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 愛知、九州（鹿児島、熊本、宮崎） 

鶏 肉 京都、高知、宮崎 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 佐賀 たけのこ 京都（木津川市） 

にんじん 徳島 ごぼう 大分、徳島 

じゃがいも 長崎 緑豆もやし 岐阜 

キャベツ 愛知、大阪 えのきたけ 長野 

はくさい 長崎 しめじ 福岡 

だいこん 長崎 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

こまつな 奈良 冷凍えだまめ 北海道 

チンゲンサイ 静岡 冷凍コーン 北海道 

えんどうまめ 京都（木津川市） 冷凍三度豆 北海道 

ピーマン 宮崎 冷凍さといも 宮崎、熊本、鹿児島 

青ねぎ 京都、奈良 切干しだいこん 宮崎 

白ねぎ 長崎 レーズン アメリカ 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 

あじ ニュージーランド 

いか 京都 

白身魚フライ（ホキ） アルゼンチン、チリ 

小いわし天ぷら（いわし） 千葉 

ししゃもフライ（ししゃも） カナダ 

ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

茎わかめ 韓国 

乾燥わかめ 韓国 

 

 

 

 

 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年６月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・京都府産 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 愛知、九州（鹿児島、熊本、宮崎） 

鶏 肉 京都、高知、宮崎 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 佐賀、兵庫 かぼちゃ 鹿児島、長崎、奈良 

にんじん 徳島、和歌山 緑豆もやし 岐阜 

じゃがいも 長崎、熊本 エリンギ 新潟 

キャベツ 愛知、京都、和歌山 えのきたけ 長野 

チンゲンサイ 静岡 しめじ 福岡 

こまつな 奈良 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

だいこん 長崎、奈良 ぜんまい 中国 

ごぼう 大分、徳島、宮崎 冷凍ブロッコリー 九州 

れんこん 徳島 冷凍えだまめ 北海道 

たけのこ 京都（木津川市） 冷凍コーン 北海道 

にら 高知 冷凍三度豆 北海道 

なす 京都、奈良 パイナップル フィリピン 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍みかん 和歌山 

白ねぎ 鳥取   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

するめ（いか） タイ ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

こんぶ 北海道 あおのり 愛知 

味付けのり（のり） 有明海 あじ ニュージーランド 

いかの天ぷら（いか） ペルー わかさぎ カナダ 

乾燥わかめ 韓国 さばのみそ煮（さば） 三陸（＊震災前）、九州 

茎わかめ 韓国   

 

 

 

 

 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年７月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・京都府産 

  

○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

  

○肉類 

食品名 産 地 

豚 肉 京都、愛知、九州（鹿児島、宮崎、熊本） 

鶏 肉 京都、高知、宮崎 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 兵庫、香川、佐賀 なす 京都（木津川市） 

にんじん 兵庫、和歌山 かぼちゃ 鹿児島、長崎、奈良 

じゃがいも 長崎 ピーマン 宮崎、高知 

キャベツ 愛知、長野、茨城 たけのこ 京都（木津川市） 

チンゲンサイ 静岡 緑豆もやし 岐阜 

こまつな 奈良 えのきたけ 長野 

だいこん 和歌山、茨城 しめじ 福岡 

ごぼう 大分、徳島、宮崎 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

にら 高知 冷凍えだまめ 北海道 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍コーン 北海道 

白ねぎ 鳥取 冷凍みかん 和歌山 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 

粉付きいわし（いわし） 京都 

いかリングフライ（いか） ペルー、北大西洋 

あじ ニュージーランド 

乾燥わかめ 韓国 

 

 

 

 

 

 

 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年９月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・京都府産 

  

○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

  

○肉類 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 なす 京都（木津川市） 

にんじん 北海道 かぼちゃ 鹿児島、長崎、奈良 

じゃがいも 北海道 切干しだいこん 宮崎 

キャベツ 長野、群馬 ぜんまい水煮 中国 

チンゲンサイ 静岡 緑豆もやし 岐阜 

こまつな 静岡 えのきたけ 長野 

だいこん 北海道 しめじ 福岡 

ごぼう 大分、徳島、宮崎、

北海道、青森 

干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

冷凍さといも 九州 

れんこん 徳島 冷凍えだまめ 北海道 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍ブロッコリー 北海道 

白ねぎ 鳥取 冷凍コーン 北海道 

たけのこ 京都（木津川市） 冷凍みかん 和歌山 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

青のり 愛知 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

えびしゅうまい（えび）  インドネシア あじ ニュージーランド 

白身魚フライ（ホキ） アルゼンチン、チリ 味付けのり（のり） 有明海 

乾燥わかめ 韓国 いわしの梅しょうゆ煮（いわし）  アメリカ 

茎わかめ 韓国   

 

 

 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年１０月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・京都府産 
 

○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 
 

○肉類 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 たけのこ 京都（木津川市） 

にんじん 北海道 なめこ 中国 

じゃがいも 北海道 えのきたけ 長野 

キャベツ 長野、群馬 しめじ 福岡 

チンゲンサイ 静岡 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

はくさい 長野 緑豆もやし 岐阜 

こまつな 静岡 ごぼう 大分、徳島、宮崎、 

北海道、青森 だいこん 北海道 

さつまいも 鹿児島、宮崎、徳島、熊本  かぼちゃ 鹿児島、長崎、奈良、北海道  

にら 高知 冷凍三度豆 北海道 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍えだまめ 北海道 

白ねぎ 鳥取、長野 冷凍ブロッコリー 北海道 

黄桃（缶） 山形、福島 ＊震災前 冷ホールコーン 北海道 

みかん（缶） 和歌山 パインアップル（缶） タイ 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

あじ ニュージーランド さばのみそ煮（さば） 九 州 、 和 歌 山 、

三陸北部 ＊放射能検査済み さけ 北海道 

さんま 北海道 わかさぎ カナダ 

ししゃもフライ（ししゃも）  カナダ ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

えびしゅうまい（えび） インドネシア 乾燥わかめ・茎わかめ 韓国 

いかの天ぷら（いか） ペルー 青のり 愛知 

 

 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年１１月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・木津川市産、京都府産 
 
○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 
 

○肉類 
 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 ごぼう 北海道 

にんじん 北海道 緑豆もやし 岐阜 

じゃがいも 北海道 えのきたけ 長野 

キャベツ 京都、長野、茨城 しめじ 福岡 

チンゲンサイ 静岡 エリンギ 新潟 

はくさい 長野 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

こまつな 静岡 切り干し大根 宮崎 

だいこん 北海道、徳島、福井 かき 岐阜 

にら 高知 干しぶどう アメリカ 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍さといも 宮崎、熊本、鹿児島 

白ねぎ 鳥取 冷凍三度豆 北海道 

ピーマン 宮崎 冷凍えだまめ 北海道 

かぼちゃ 北海道 冷凍ブロッコリー 北海道 

さつまいも 鹿児島、宮崎、徳島、熊本 冷ホールコーン 北海道 

たけのこ 京都（木津川市）   
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さば ニュージーランド いわしの梅しょうゆ煮（いわし） アメリカ 

さんま 北海道 いかリングフライ（いか） ペルー、チリ 

さけ 北海道 小いわしの天ぷら（いわし） 千葉 

シイラ 京都 するめ タイ 

ちりめんじゃこ 瀬戸内海 刻みのり 兵庫 

いかの天ぷら（いか） ペルー 乾燥わかめ、茎わかめ 韓国 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２４年１２月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・木津川市産、京都府産 
 
 
○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 
 
 
○肉類 

 

 
  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 ごぼう 北海道、青森、宮崎、鹿児島  

にんじん 長崎、鹿児島 緑豆もやし 岐阜 

じゃがい

も 

北海道 えのきたけ 長野 

キャベツ 愛知、大阪 しめじ 福岡 

はくさい 和歌山 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

こまつな 静岡 ぜんまい 中国 

だいこん 京都（木津川市）、和歌

山、徳島 

かぼちゃ ニュージーランド、メ

キシコ、トンガ 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍えだまめ 北海道 

白ねぎ 鳥取 冷凍さといも 宮崎、熊本、鹿児島 

みかん 熊本 冷凍三度豆 北海道 

さつまい

も 

鹿児島、宮崎、徳島、熊本 冷凍ブロッコリー 長崎、大分 

たけのこ 京都（木津川市） 冷ホールコーン 北海道 

 
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

白身魚フライ（ホキ） アルゼンチン、チリ わかさぎ カナダ 

さけ 北海道 乾燥わかめ 韓国 

ししゃもフライ（ししゃも） カナダ 味付けのり 有明海 

さばのみそ煮（さば） 三陸北部 

＊放射能検査済み 

芽ひじき水煮 愛媛、山口、大分、

長崎、熊本、鹿児島 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２５年１月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・木津川市産、京都府産 
 
 
○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 
 
 

○肉類 
 

 
  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 緑豆もやし 岐阜 

じゃがいも 北海道 デコポン 熊本、鹿児島、

長崎 

にんじん 長崎、鳥取 えのきたけ 長野 

金時にんじ

ん 

京都 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、

熊本 

キャベツ 愛知、大阪 なめこ水煮 中国 

だいこん 京都（木津川市）、和歌山、徳島  切り干し大根 宮崎 

青ねぎ 京都、奈良 乾燥パセリ アメリカ 

白ねぎ 鳥取 冷凍えだまめ 北海道 

にら 高知 冷凍さといも 宮崎 

たけのこ 京都（木津川市） 冷凍三度豆 北海道 

ごぼう 北海道、青森、宮崎、鹿児島  冷凍ブロッコリー 九州 

れんこん 徳島 冷凍コーン 北海道 

 
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

青のり 愛知 茎わかめ 韓国 

ツバス 京都 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

いかリングフライ（いか） ペルー、チリ わかめ 京都、韓国 

カマスのフライ（カマス） 京都 えびしゅうまい（えび） インドネシア 

さばのみそ煮（さば） 三陸北部 

＊放射能検査済み 

  

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

鯨 肉 南極海 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２５年２月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・木津川市産、京都府産 
 
○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 

○肉類 
 

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 えのきたけ 長野 

じゃがいも 北海道 エリンギ 新潟 

にんじん 鹿児島、鳥取 しめじ 福岡 

だいこん 和歌山、徳島 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

キャベツ 愛知、大阪 ぜんまい水煮 中国 

はくさい 和歌山、長崎 冷凍さといも 宮崎 

こまつな 静岡 冷凍三度豆 北海道 

チンゲンサ

イ 

静岡 冷凍ブロッコリー 九州 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍コーン 北海道 

白ねぎ 鳥取 冷凍えだまめ 北海道 

ごぼう 宮崎、鹿児島 冷凍グリンピース ニュージーランド 

さつまいも 鹿児島、宮崎、徳島、熊

本 

みかん（缶） 佐賀、熊本、長崎 

緑豆もやし 岐阜 黄桃（缶） 山形 

たけのこ 京都（木津川市） パインアップル（缶） タイ 

いちご 岐阜、愛知、熊本   

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

いわしの梅しょうゆ煮（いわし）  アメリカ ししゃもフライ（ししゃも） カナダ 

刻みのり 兵庫 さけのマヨネーズ焼き（さけ） 北海道 

乾燥わかめ 韓国 いか 京都 

さば ニュージーランド 青のり 愛知 

わかさぎ カナダ えびしゅうまい（えび） インドネシア 

小いわし天ぷら（いわし）  銚子港 さんま 北海道 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２５年３月に使用する主な食材の産地は次のとおりです。 

 ○米・・・・木津川市産、京都府産 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 しめじ 福岡 

じゃがいも 北海道 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

にんじん 鹿児島、徳島 ぜんまい水煮 中国 

だいこん 和歌山、徳島 ネーブルオレンジ 静岡、広島、愛媛 

キャベツ 愛知、大阪 パインアップル フィリピン 

はくさい 和歌山、長崎 冷凍さといも 宮崎、熊本 

こまつな 静岡 冷凍三度豆 北海道 

にら 高知 冷凍ブロッコリー 九州 

青ねぎ 京都、奈良 冷凍コーン 北海道 

白ねぎ 鳥取 パインアップル（缶） タイ 

ピーマン 宮崎 みかん（缶） 国内 

緑豆もやし 岐阜 ぶどう（缶） 山形 

＊放射能検査済み ごぼう 宮崎、鹿児島 

たけのこ 京都（木津川市）   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

乾燥わかめ 韓国 あじ ニュージーランド 

茎わかめ 韓国 さけ 北海道 

白身魚フライ（ホキ） チリ、フォークランド さばのみそ煮（さば） 三陸北部 

＊放射能検査済み いか ペルー 

 


