
□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 
 
○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、佐賀 緑豆もやし 岐阜 

じゃがいも 北海道、沖縄 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

にんじん 兵庫、徳島 冷凍コーン 北海道 

チンゲンサイ 静岡 みかん缶 佐賀、熊本、長崎、広

島、愛媛 

キャベツ 愛知 黄桃缶 山形 

アスパラガス 鹿児島、熊本 山菜ミックス 青森県他国産 

こまつな 奈良、愛知   

三度豆 鹿児島、高知   

青ねぎ 京都   

えのきたけ 長野   

たけのこ 京都   

 
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

乾燥わかめ 韓国 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

茎わかめ 韓国 白身魚フライ（ホキ） ニュージーランド、

チリ、アルゼンチン 

えびのフリッター インドンネシア 海鮮チヂミ（いか） 

     （タコ） 

長崎他国内 

フィリピン 
 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、宮崎、鹿児島、千葉、熊本、兵庫 

鶏 肉 宮崎、高知 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 
 

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 長崎、佐賀 青ねぎ 京都（木津川市） 

じゃがいも 沖縄、鹿児島 白ねぎ 鳥取 

にんじん 徳島、兵庫 緑豆もやし 岐阜 

チンゲンサイ 静岡 ごぼう 青森、北海道、千葉 

キャベツ 愛知、鹿児島 てんちゃ 京都（木津川市） 

アスパラガス 愛媛、広島 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

だいこん 和歌山、千葉 切干しだいこん 宮崎 

にら 高知 オレンジ アメリカ 

エリンギ 新潟 冷凍コーン 北海道 

しめじ 福岡 冷凍ブロッコリー 北海道 

えのきたけ 長野 冷凍さといも 鹿児島、宮崎 

たけのこ 京都（木津川市） 冷凍三度豆 北海道 

えんどうまめ 京都（木津川市）   
 
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 京都、韓国 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

茎わかめ 韓国 ツナ ベトナム、タイ 

さけ 北海道 いかリングフライ（いか） ペルー、チリ 

きびなごの磯辺フライ

（きびなご） 

鹿児島 さばのみそ煮（さば） 三陸北部 

＊放射能検査済み 

粉付きわかさぎ（わかさぎ） カナダ いわしのフライ（いわし） 京都 

 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、宮崎、鹿児島、千葉、熊本、兵庫 

鶏 肉 宮崎、高知 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 
 

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 淡路、佐賀 青ねぎ 京都（木津川市） 

じゃがいも 熊本、鹿児島 白ねぎ 鳥取 

にんじん 徳島、兵庫 緑豆もやし 岐阜 

チンゲンサイ 静岡 ごぼう 鹿児島、北海道、宮崎、

大分、徳島 

キャベツ 愛知、茨城 ズッキーニ 宮崎 

セロリ 静岡 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

トマト 愛媛、奈良 パプリカ 熊本、宮崎 

にら 高知 冷凍コーン 北海道 

冬瓜 沖縄、愛知 冷凍枝豆 北海道 

なめこ 新潟 冷凍三度豆 北海道 

しめじ 福岡 かぼちゃ ニュージーランド、メキシコ、

トンガ、ニューカレドニア 

えのきたけ 長野 みかん缶 佐賀、熊本、長崎、広島、愛媛 

たけのこ 京都（木津川市） パイン缶 タイ 

なす 京都（木津川市）、奈良 黄桃缶 山形 

 
○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 冷するめいか 山形、石川、兵庫 

ひじき 長崎 粉付きたら角切り アラスカ 

トラウトサーモン チリ いかボール（いか） 九州 

さばの生姜煮（さ

ば） 

千葉、青森、宮城、岩手

＊放射能検査済み 

いかボール（たら） 北海道 

 

※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、宮崎、鹿児島、千葉、熊本、兵庫 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 
 

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 京都（木津川市）、兵庫 青ねぎ 京都（木津川市） 

じゃがいも 熊本、鹿児島 白ねぎ 鳥取 

にんじん 兵庫、千葉 えのきたけ 長野 

なす 京都（木津川市） しめじ 福岡 

ズッキーニ 京都（木津川市） 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

オクラ 高知 冷凍パインアップル タイ、フィリピン 

だいこん 京都（木津川市） 冷凍みかん 和歌山 

にら 高知 冷凍ブロッコリー 北海道 

ピーマン 宮崎、和歌山 冷凍三度豆 北海道 

こまつな 奈良、京都 冷凍グリンピース アメリカ 

緑豆もやし 岐阜 冷凍えだまめ 北海道 

かぼちゃ 長崎、鹿児島、沖縄、 

徳島、奈良 

冷凍コーン 北海道 

黄桃（缶） 山形 ＊放射能検査済み 

 
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

茎わかめ 韓国 ししゃも アイスランド 

乾燥もずく 沖縄 あじ 長崎、鳥取 

トビウオのフライ（トビウオ） 京都 さばのみそ煮（さば） 三陸北部 

＊放射能検査済み さけ 北海道 

 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、鹿児島、千葉、熊本、兵庫、佐賀 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 
 

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 かぼちゃ 長崎、鹿児島、沖縄、徳島、

奈良、北海道 

じゃがいも 青森、北海道 白ねぎ 鳥取 

にんじん 青森、北海道 青ねぎ 京都（木津川市） 

キャベツ 青森、群馬 しめじ 福岡 

こまつな 奈良、京都 えのきたけ 長野 

なす 京都（木津川市） 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

チンゲンサイ 静岡 パインアップル フィリピン 

だいこん 北海道 巨峰 長野、愛知 

にら 高知 冷凍みかん 和歌山 

セロリー 愛知 冷凍三度豆 北海道 

緑豆もやし 岐阜 冷凍さといも 鹿児島、宮崎 

ごぼう 鹿児島、宮崎、大分、熊本、

北海道、青森 

冷凍えだまめ 北海道 

冷凍コーン 北海道 

さつまいも 宮崎 冷凍ブロッコリー 北海道 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

茎わかめ 京都、韓国 ほっけの一夜干し（ほっけ） アラスカ 

もずく 沖縄 いかの天ぷら（いか） ペルー 

白身魚フライ（ホキ） チリ、アルゼンチン、

ニュージーランド 

小いわしの天ぷら（いわし） 千葉、神奈川、茨城、鳥

取、高知、愛媛、香川 

 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 千葉、熊本、大分、宮崎、佐賀 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 
 

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

たまねぎ 北海道 さつまいも 宮崎 

じゃがいも 青森、北海道 れんこん 徳島 

にんじん 青森、北海道 なめこ 新潟 

キャベツ 青森、群馬 しめじ 福岡 

白菜 長野、和歌山 えのきたけ 長野 

チンゲンサイ 静岡 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

にら 高知 冷凍三度豆 北海道 

セロリ 静岡 冷凍さといも 鹿児島、宮崎 

緑豆もやし 岐阜 冷凍えだまめ 北海道 

白ねぎ 鳥取、北海道 冷凍コーン 北海道 

青ねぎ 京都（木津川市） みかん缶 佐賀、熊本、長崎 

ごぼう 鹿児島、宮崎、大分、熊本、

北海道、青森 

黄桃缶 山形 

なし 長野 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 鰆のたまり醤油漬け 瀬戸内海 

いわしのみぞれ煮 宮城 たこ焼き ベトナム 

さば（水煮） 東北、銚子方面   

 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 千葉、熊本、愛知、宮崎、佐賀 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７年１１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、木津川市産 
 
○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 しめじ 福岡 

じゃがいも 北海道 えのきたけ 長野 

にんじん 京都（木津川市）、北海道 エリンギ 新潟 

だいこん 京都(木津川市)、和歌山、徳島 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

こまつな 奈良、京都 切干しだいこん 宮崎 

チンゲンサイ 静岡 かき 京都（木津川市） 

はくさい 愛知、和歌山 みかん（缶） 佐賀、熊本、長崎 

キャベツ 愛知、和歌山 りんご（缶） 青森 ＊放射能検査済み 

みずな 京都、奈良 黄桃（缶） 山形 ＊放射能検査済み 

にら 高知 冷凍三度豆 北海道 

緑豆もやし 岐阜 冷凍コーン 北海道 

ごぼう 鹿児島、宮崎、大分、熊本、青森、北海道 冷凍えだまめ 北海道 

さといも 京都（木津川市） 冷凍ブロッコリー 北海道 

青ねぎ 京都（木津川市） 冷凍カリフラワー 長崎 

白ねぎ 鳥取、北海道 冷凍さといも 鹿児島、宮崎 
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

茎わかめ 京都、韓国 さけ 北海道 

いか 日本海西部 シイラのフライ（シイラ） 京都 

いわし 京都 きびなごの磯辺フライ（きびなご） 鹿児島 

さんま 佐賀 さばのしょうが煮（さば） 千葉、青森、宮城、岩手、静岡 

＊放射能検査済み さごし 京都 
 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、鹿児島、千葉、熊本、佐賀、京都、宮崎 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７年１２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、木津川市産 
 
○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 青ねぎ 京都（木津川市） 

じゃがいも 北海道 白ねぎ 鳥取、北海道 

にんじん 長崎 しめじ 福岡 

だいこん 京都(木津川市) えのきたけ 長野 

大葉 愛知、大分 エリンギ 新潟 

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 愛知、和歌山 パイン（缶） タイ 

キャベツ 愛知、和歌山 白桃（缶） 山形 

にら 高知 りんご 長野 

緑豆もやし 岐阜 冷凍三度豆 北海道 

ごぼう 鹿児島、宮崎、大分、熊本、青森、北海道 冷凍コーン 北海道 

さつまいも 茨城 冷凍さといも 宮崎 

かぼちゃ ニュージーランド、ニューカレ

ドニア、メキシコ、トンガ 

もずく 沖縄 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 さけ 北海道 

さわら 京都 いかリングフライ ペルー、チリ 
 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 千葉、佐賀、愛知 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２８年１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、木津川市産 
 
○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 青ねぎ 京都（木津川市） 

じゃがいも 北海道 たけのこ 京都（木津川市） 

にんじん 長崎 ごぼう 鹿児島、宮崎、大分、

北海道、青森、熊本 金時にんじん 香川 

だいこん 京都（木津川市） しめじ 福岡 

はくさい 兵庫、和歌山 えのきたけ 長野 

キャベツ 愛知、和歌山 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

みずな 京都、奈良 りんご 長野、青森 

こまつな 奈良、京都 冷凍三度豆 北海道 

しゅんぎく 奈良、京都 冷凍さといも 宮崎、熊本、佐賀、大分 

緑豆もやし 岐阜 冷凍コーン 北海道 

白ねぎ 鳥取、北海道   
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 ツナ インド洋 

茎わかめ 韓国 カマスのフライ（カマス） 京都 

もずく 沖縄 ツバス 京都 

ハタハタの唐揚げ

（ハタハタ） 

鳥取 きびなごの磯辺フライ 

（きびなご） 

鹿児島 

ちりめんじゃこ 瀬戸内海   

 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、鹿児島、千葉、熊本、佐賀 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 

鯨 肉 アイスランド 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２８年２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、木津川市産 
 
○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 しめじ 福岡 

じゃがいも 北海道 たけのこ 京都（木津川市） 

にんじん 徳島、鹿児島 ごぼう 鹿児島、宮崎、大分、

青森、熊本、 セロリ 静岡 

だいこん 徳島 えのきたけ 長野 

はくさい 長崎、和歌山 ぜんまい 高知、徳島 

キャベツ 愛知、大阪 さつまいも 宮崎 

みずな 京都、奈良 冷ブロッコリー 北海道 

こまつな 奈良、京都 冷むき枝豆 北海道 

かぶ 徳島 冷凍三度豆 北海道 

緑豆もやし 岐阜 冷凍コーン 北海道 

白ねぎ 鳥取、北海道 みかん缶 佐賀、熊本、長崎 

青ねぎ 京都（木津川市） 黄桃缶 山形 

にら 高知 パイン缶 タイ 

なめこ 新潟   
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 ほっけの一夜干し アラスカ 

白身魚のフライ チリ 鰯の梅しょうゆ煮 鳥取 

鮭２ｃｍ角切り 
北海道 

さばの生姜煮 
千葉、青森、宮城、

岩手、静岡 

冷切りいか 山形   

 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、宮崎、千葉、熊本、佐賀 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 



□木津学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２８年３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、木津川市産 
 
 
○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 たけのこ 京都（木津川市） 

にんじん 徳島、鹿児島 青ねぎ 京都（木津川市） 

だいこん 徳島、鹿児島 白ねぎ 鳥取、北海道 

はくさい 長崎、和歌山 えのきたけ 長野 

キャベツ 愛知、大阪 干ししいたけ 鹿児島、宮崎、熊本 

こまつな 奈良、京都、和歌山 冷凍三度豆 北海道 

チンゲンサイ 静岡 冷凍コーン 北海道 

 
 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

わかめ 韓国 あじ ニュージーランド 

茎わかめ 韓国 いかリングフライ（いか） チリ、ペルー 

ちりめんじゃこ 瀬戸内海 ししゃも アイスランド 

 
 
 
 
※食材は気象や出荷状況などにより、変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

※ご不明な点は、木津学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７２－２３６２） 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

豚 肉 愛知、千葉、九州地方 

鶏 肉 宮崎、高知、兵庫 


