
□山城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・・・・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、京都、九州（鹿児島、宮崎） 

鶏 肉 京都、宮崎、高知 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道、長崎 パセリ 静岡、徳島 

にんじん 鹿児島、徳島 ピーマン 宮崎、高知 

じゃがいも 北海道、鹿児島 えのきたけ 長野 

キャベツ 愛知、三重 緑豆もやし 岐阜 

はくさい 長崎、大分、熊本 にんにく 青森 

だいこん 長崎、三重 たけのこ 京都（木津川市） 

きゅうり 宮崎、高知、 

京都（木津川市） 

ごぼう 北海道、青森、大分、

徳島、宮崎 

しゅんぎく 京都（木津川市）、滋賀、

京都 

冷凍コーン 北海道 

青ねぎ 京都、京都（木津川市） 冷凍いんげん 北海道 

土しょうが 高知 冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 鹿児島 

こまつな 京都（木津川市） 清見オレンジ 和歌山 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 

わかさぎ カナダ 

ホキ ニュージーランド 

さば ノルウェー 

ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

えび ベトナム、インドネシア 

いか 京都 

乾燥わかめ 韓国 

 

 

 

 

 



□山城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・・・・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、京都、九州（鹿児島、宮崎） 

鶏 肉 香川、広島、宮崎 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道、佐賀、長崎、兵庫  パセリ 静岡、徳島、長野 

にんじん 徳島、兵庫、和歌山 ピーマン 宮崎、高知 

じゃがいも 北海道、鹿児島、長崎 冷凍いんげん 北海道 

えのきたけ 長野 緑豆もやし 岐阜 

はくさい 長崎、大分、熊本、 

奈良、京都（木津川市） 

だいこん 京都（木津川市）、京都、

三重 

にんにく 青森 たけのこ 京都（木津川市） 

きゅうり 宮崎、徳島、奈良、 

京都（木津川市） 

ごぼう 北海道、青森、大分、

徳島、宮崎 

にら 高知、宮崎 冷凍コーン 北海道 

青ねぎ 京都、京都（木津川市）、

奈良、三重 

キャベツ 京都（木津川市）、大阪、

愛知、三重 

土しょうが 高知 冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 鹿児島 

チンゲンサイ 静岡、長野、三重、奈良 甘夏みかん 熊本、和歌山 

えんどうまめ 京都（木津川市） えだまめ 北海道 

さといも 宮崎、熊本、鹿児島 しめじ 新潟、香川、長野 

干ししいたけ 宮崎、大分   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

ホキ ニュージーランド ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

いわし アメリカ ひじき 韓国、長崎 

さけ 北海道 えび ベトナム、インドネシア 

ししゃも カナダ いか 石川 

茎わかめ 韓国 乾燥わかめ 韓国 

 

 

 



□山城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・・・・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、熊本、宮崎） 

鶏 肉 京都、宮崎、高知 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 京都（木津川市）、 

佐賀、兵庫、香川 

パセリ 静岡、長野、徳島 

白ねぎ 静岡、鳥取 

にんじん 徳島、和歌山、兵庫、長崎 ピーマン 宮崎、高知、和歌山 

じゃがいも 奈良、長崎 冷凍いんげん 北海道 

えのきたけ 長野 緑豆もやし 岐阜 

はくさい 京都（木津川市）、 

長崎、大分、和歌山、 

だいこん 京都（木津川市）、 

長崎、和歌山 

にんにく 青森 ほうれんそう 京都（木津川市） 

きゅうり 宮崎、奈良、 

京都（木津川市） 

ごぼう 大分、徳島、宮崎 

たけのこ 京都（木津川市） 

にら 高知、大分、宮崎 冷凍コーン 北海道 

青ねぎ 京都（木津川市）、京都 キャベツ 京都（木津川市）、三重 

土しょうが 高知 冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 鹿児島 

チンゲンサイ 奈良、静岡、長野 冷凍みかん 和歌山 

こまつな 京都（木津川市） みつば 愛知、大阪 

さといも 宮崎、熊本、鹿児島 しめじ 新潟、香川、 

しいたけ 長崎、京都、奈良 万 願 寺 と う が ら し 京都（木津川市） 

干ししいたけ 宮崎、大分 切干しだいこん 宮崎 

なす 京都（木津川市）   

○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 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

さば ノルウェー ひじき 長崎 

さわら 韓国 えび ベトナム、インドネシア 

茎わかめ 韓国 乾燥わかめ 韓国 

こんぶ 北海道   

 



□山城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・・・・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、熊本、宮崎） 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

じゃがいも 京都（木津川市）、千葉、

奈良 

パセリ 長野、静岡 

かぼちゃ 京都（木津川市）、奈良 

にんじん 兵庫、和歌山、青森、

北海道 

キャベツ 京都（木津川市）、群馬、

長野 

たまねぎ 京都（木津川市）、兵庫 冷凍さやいんげん 北海道 

えのきたけ 長野 緑豆もやし 岐阜 

だいこん 青森、北海道 万願寺とうがらし 京都 

青ねぎ 京都（木津川市）、奈良、 

京都 

ごぼう 大分、徳島、宮崎 

たけのこ 京都（木津川市） 

にら 高知、宮崎 冷凍コーン 北海道 

きゅうり 京都（木津川市）、奈良 にんにく 青森 

土しょうが 高知 ぜんまい 高知、徳島 

チンゲンサイ 静岡、長野 冷凍みかん 和歌山 

おくら 高知、徳島 にがうり 鹿児島、京都 

なす 京都（木津川市）、 

奈良、京都 

しめじ 新潟、香川、広島、 

長野 

干ししいたけ 宮崎、大分 とうがん 京都（木津川市）、岡山 

○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 えび ベトナム、インドネシア 

さば ノルウェー 乾燥わかめ 韓国 

たこ 日本海・台湾 茎わかめ 韓国 

 

 

 

 



□山城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・・・・木津川市産 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 
 

食品名 産 地 

牛 肉 青森、鹿児島 

豚 肉 愛知、九州（鹿児島、熊本、宮崎） 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

じゃがいも 

 

京都（木津川市）、 

北海道 

パセリ 長野、静岡、徳島、 

北海道 

にんじん 青森、北海道 かぼちゃ 京都（木津川市）、三重 

たまねぎ 兵庫、北海道 冷凍コーン 北海道 

キャベツ 長野、群馬 冷凍さやいんげん 北海道 

えのきたけ 長野 緑豆もやし 岐阜 

だいこん 北海道、青森 さといも 宮崎、鹿児島 

にら 高知、宮崎 ごぼう 大分、徳島、宮崎、  

北海道、青森 青ねぎ 京都（木津川市）、京都、 

奈良 たけのこ 京都（木津川市） 

なす 京都（木津川市） しめじ 新潟、香川、広島、長野 

きゅうり 京都（木津川市）、奈良 にんにく 青森 

土しょうが 高知 はくさい 長野 

こまつな 京都（木津川市） えだまめ 北海道 

とうがん 京都（木津川市）、岡山、

奈良 

切干しだいこん 宮崎 

干ししいたけ 宮崎、大分 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さけ 北海道 えび ベトナム、インドネシア 

さんま 北海道 乾燥わかめ 韓国 

ししゃも カナダ 茎わかめ 韓国 

ちりめんじゃこ  瀬戸内海   

 

 

 

 



□山城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・・・・木津川市産 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 
 

食品名 産 地 

豚 肉 愛知、九州（鹿児島、熊本、宮崎） 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

じゃがいも 

 

京都（木津川市）、 

北海道 

パセリ 長野、静岡、徳島、 

北海道 

にんじん 北海道 かぼちゃ 北海道 

たまねぎ 北海道 冷凍コーン 北海道 

キャベツ 長野、群馬、三重 

京都（木津川市） 

冷凍さやいんげん 北海道 

ほうれんそう 京都（木津川市） 

えのきたけ 長野 緑豆もやし 岐阜 

だいこん 北海道、青森 さといも 宮崎、鹿児島 

にら 高知、宮崎 ごぼう 大分、徳島、宮崎、  

北海道、青森 青ねぎ 京都（木津川市）、京都、 

奈良、三重 たけのこ 京都（木津川市） 

みずな 京都（木津川市） しめじ 新潟、長野、香川 

きゅうり 京都（木津川市）、奈良 にんにく 青森 

みつば 愛知、大阪 はくさい 長野、京都（木津川市） 

こまつな 京都（木津川市） 冷凍えだまめ 北海道 

チンゲンサイ 京都（木津川市）、奈良 

長野、静岡 

ピーマン 宮崎、高知 

冷凍グリンピース 鹿児島 

さつまいも 徳島、宮崎、千葉、 

茨城、京都（木津川市） 

しいたけ 京都（木津川市）、奈良 

干ししいたけ 宮崎、大分 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

いわし アメリカ えび ベトナム、インドネシア 

さば ノルウェー 乾燥わかめ 韓国 

さわら 韓国 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

冷凍あさり 愛知、静岡、千葉、熊本 いかげその唐揚げ 日本海 

するめいか 兵庫 たこ 日本海 

 

 



□山城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 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 
 

食品名 産 地 

豚 肉 愛知、九州（鹿児島、熊本、宮崎） 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 北海道、長崎 
青ねぎ 

京都（木津川市）、 

京都、奈良、三重 たまねぎ 北海道 

じゃがいも 北海道 
はくさい 

京都（木津川市）、 
奈良、長野 かぼちゃ 北海道、三重 

きゅうり 京都、奈良 
ぶなしめじ 

新潟、香川、長野、 

広島 白ねぎ 北海道、鳥取 

キャベツ 
長野、群馬、京都、 
京都（木津川市）、 

奈良 

しゅんぎく 
京都（木津川市）、 

京都、奈良、滋賀 

バナナ フィリピン 

こまつな 京都（木津川市） えのきたけ 長野 

にら 奈良、高知、宮崎 
かぶ 

京都（木津川市）、 

徳島、青森 パセリ 長野、静岡、徳島 

チンゲンサイ 
京都、静岡、奈良、 

三重、長野 

冷ホールコーン 北海道 

冷凍さといも 宮崎、熊本、鹿児島 

だいこん 

京都（木津川市）、 

京都、三重、奈良、 
北海道 

冷凍三度豆 北海道 

冷凍グリンピース 鹿児島 

切り干し大根 宮崎 

さつまいも 
京都（木津川市）、 
宮崎、徳島、茨城、 

千葉 

たけのこ 京都（木津川市） 

干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

みかん（缶） 愛知、和歌山 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

ホキ ニュージーランド えび ベトナム、インドネシア 

さば ノルウェー 乾燥わかめ 韓国 

さけ 北海道 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

するめいか 兵庫   

 

 

 

 

 



□山城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 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 
 

食品名 産 地 

豚 肉 京都、鹿児島、宮崎、熊本、愛知 

鶏 肉 宮崎、高知、京都、九州 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 長崎、千葉 はくさい 

 

京都（木津川市）、 

三重、奈良、和歌山 たまねぎ 北海道 

じゃがいも 北海道、長崎 
ぶなしめじ 

新潟、香川、長野、 
広島 かぼちゃ 北海道、三重 

きゅうり 
京都（木津川市）、奈良 

宮崎、徳島 だいこん 
京都（木津川市）、 

三重、奈良、 
白ねぎ 北海道、鳥取 

キャベツ 
 

京都、三重、奈良 
京都（木津川市） 

バナナ フィリピン 

みかん（缶） 愛知、和歌山 

ピーマン 宮崎、高知 えのきたけ 長野 

こまつな 京都（木津川市） 冷ホールコーン 北海道 

にら 高知、宮崎 
冷凍さといも 宮崎、熊本、鹿児島 

パセリ 長野、静岡、徳島 

チンゲンサイ 
京都（木津川市）、 

静岡、奈良、三重 

冷凍三度豆 北海道 

冷凍グリンピース 鹿児島 

青ねぎ 
 

京都（木津川市） 
京都、奈良、三重 

切り干し大根 宮崎 

たけのこ 京都（木津川市） 

緑豆もやし 岐阜 
干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

ししゃも カナダ えび ベトナム、インドネシア 

ホキ ニュージーランド 乾燥わかめ 韓国 

するめいか 兵庫 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

 

 

 

 

 



□山城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 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 
 

食品名 産 地 

豚 肉 京都、鹿児島、宮崎、熊本、愛知 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

合いびき肉 青森、鹿児島 

鯨 肉 南極海 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 長崎、鳥取、千葉 
はくさい 

京都（木津川市）、 
三重、愛知、兵庫 金時にんじん 香川、京都（木津川市） 

たまねぎ 北海道 みつば 愛知、大阪 

じゃがいも 北海道、長崎、鹿児島 しめじ 新潟、香川、長野 

かぼちゃ 北海道、三重 しいたけ 京都（木津川市）、奈良 

ブロッコリー 徳島、長崎、三重 
エリンギ 

新潟、長野、広島、 

高知 カリフラワー 徳島、三重、奈良 

きゅうり 宮崎、高知 さといも 宮崎、愛媛、徳島 

こまつな 京都（木津川市）、奈良 
だいこん 

京都（木津川市）、 

徳島、兵庫 白ねぎ 北海道、鳥取 

キャベツ 
京都、三重、奈良 

京都（木津川市） 

冷凍コーン 北海道 

冷凍グリンピース 鹿児島 

ピーマン 宮崎、高知 冷凍三度豆 北海道 

ほうれんそう 京都（木津川市） ごぼう 青森、宮崎、鹿児島 

パセリ 静岡、徳島、愛知 切り干し大根 宮崎 

緑豆もやし 岐阜 干ししいたけ 九州 

チンゲンサイ 
京都、静岡、奈良、 

三重、茨城 

たけのこ 京都（木津川市） 

水菜 京都（木津川市） 

青ねぎ 
京都（木津川市） 
京都、奈良 

こかぶ 徳島、京都（木津川市） 

聖護院かぶ 京都（木津川市） 

えびいも 京都（木津川市）   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さわら 韓国 さばのみそ煮（さば） 千葉 

ホッケ ロシア 乾燥わかめ 韓国 

カ マ ス の フ ラ イ （ カ マ ス ） 京都 茎わかめ 韓国 

ひじき 韓国   

 

 



□山城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 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 
 

食品名 産 地 

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 

にんじん 
愛知、長崎、鳥取、 
千葉 

しいたけ 
京都（木津川市）、長崎、
和歌山 

たまねぎ 北海道 えのきたけ 長野 

じゃがいも 北海道、長崎 もやし 岐阜 

キャベツ 三重、愛知、茨城 さといも 宮崎、愛媛、徳島 

パセリ 徳島、長野、静岡 ごぼう 宮崎、鹿児島 

きゅうり 宮崎、高知 水菜 京都（木津川市） 

こまつな 
京都（木津川市）、茨城 

京都 
なめこ（水煮） 新潟 

だいこん 宮崎、高知 にんにく 青森 

にら 高知、宮崎 

たけのこ（缶） 京都（木津川市） 
チンゲンサイ 

静岡、茨城、長野、 

三重、奈良 

青ねぎ 
京都（木津川市）、京都、 

奈良 

冷凍グリンピース 鹿児島 

冷凍三度豆 北海道 

はくさい 
京都（木津川市）、三重、 
愛知、福岡 

冷凍コーン 北海道 

干ししいたけ 九州 

ほうれんそう 
奈良、京都（木津川市）、
京都 

エリンギ 
新潟、長野、広島、  
香川 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

アジ ニュージーランド 鮭 北海道 

わかさぎ カナダ 乾燥わかめ 韓国 

むきえび ベトナム、インドネシア するめいか 北海道 

ちりめんじゃこ 瀬戸内海   

 

 



□山城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 

 ○牛乳・・・全農（南丹市八木町） 

 ○肉類 
 

食品名 産 地 

豚 肉 鹿児島、宮崎、熊本、愛知、京都 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

牛 肉 北海道 

 ○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 
愛知、鹿児島、長崎、
千葉 

もやし 岐阜 

たまねぎ 北海道 ごぼう 宮崎、鹿児島 

じゃがいも 北海道、長崎 干ししいたけ 宮崎、熊本、鹿児島 

キャベツ 三重、京都（木津川市） 切り干し大根 宮崎 

きゅうり 宮崎、徳島 みかん(缶) 佐賀、熊本、長崎 

ピーマン 宮崎、徳島 にんにく 青森 

こまつな 
京都（木津川市）、京都、
奈良 

たけのこ（缶） 京都（木津川市） 

だいこん 
奈良、京都（木津川市）、 

京都 
冷凍グリンピース 鹿児島 

青ねぎ 
京都（木津川市）、京都、
奈良 

冷凍三度豆 北海道 

はくさい 
兵庫、和歌山、愛知、 

京都（木津川市） 
冷凍コーン 北海道 

ぶなしめじ 長野 大豆（水煮） 佐賀 

えのきたけ 長野 バナナ フィリピン 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

ししゃも ニュージーランド 茎わかめ 韓国 

さごし 韓国 乾燥わかめ 韓国 

ちりめんじゃこ  瀬戸内海 ひじき 韓国 

いかげその唐揚げ 日本海 昆布 北海道 

 


