
□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

だいこん 九州各地、徳島、千葉 パセリ 長野、静岡、徳島 

きゅうり 
九州各地、高知、徳島、 

京都（木津川市） 
キャベツ 

九州各地、兵庫、 

愛知、茨城 

にんにく 青森 白ねぎ 鳥取、静岡、九州各地 

たまねぎ 九州各地、北海道、兵庫 ごぼう 青森 

しょうが 高知 にんじん 九州各地、徳島 

セロリ 静岡、長野 もやし 岐阜 

ピーマン 宮崎、鹿児島、高知 干ししいたけ 京都（木津川市） 

はくさい 九州各地、兵庫 たけのこ 京都（木津川市） 

みつば 愛知、大阪、静岡 冷凍コーン 北海道 

ぜんまい 徳島 しめじ 福岡 

ほうれん草 
京都（木津川市）、奈良、 

徳島、愛媛 
青ねぎ 

京都（木津川市）、奈良、 

四国各地 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さけ 北海道 さわら 京都 

あじ ノルウェー、アイスランド シルバー ニュージーランド 

いか 北太平洋 いわし 静岡、三重、和歌山 

さば ノルウェー 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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

豚 肉 愛知、鹿児島、宮崎 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 
九州各地、徳島、愛知、岐

阜 
だいこん 

九州各地、岡山、岐阜、

香川 

きゅうり 
宮崎、高知、大阪、京都、

奈良 
キャベツ 

九州各地、愛知、三重、

大阪、和歌山 

にんにく 青森、九州各地 こまつな 奈良、京都、和歌山 

たまねぎ 九州各地、兵庫 ごぼう 青森、北海道、宮崎 

しょうが 高知 ほうれん草 京都、奈良、徳島 

セロリ 静岡、熊本、愛知 もやし 岐阜 

ピーマン 九州各地、高知 干ししいたけ 京都（木津川市） 

えのきたけ 長野 たけのこ 京都（木津川市） 

みつば 愛知 冷凍コーン 北海道 

青ねぎ 京都、高知、奈良 切干しだいこん 宮崎 

じゃがいも 九州各地 しめじ 福岡 

   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

いか 北太平洋 さわら 京都 

さば ノルウェー ホキ ニュージーランド 

えび ベトナム、インドネシア   

※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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

鶏 肉 宮崎、高知、京都 

豚 肉 愛知、鹿児島、宮崎 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 
九州各地、徳島、千葉、  

兵庫、和歌山 
だいこん 

九州各地、四国各地、

岡山 

なす 京都、奈良、高知、岡山 キャベツ 
九州各地、愛知、三重、

大阪、京都 

にんにく 青森 こまつな 奈良、京都、九州各地 

たまねぎ 九州各地、兵庫、大阪 ごぼう 徳島、大分、宮崎 

しょうが 高知 きゅうり 宮崎 

パセリ 静岡 アスパラガス 広島、長野 

セロリ 九州各地、静岡、愛知 もやし 岐阜 

ピーマン 九州各地、四国各地 干ししいたけ 京都（木津川市） 

えのきたけ 長野 たけのこ 京都（木津川市） 

みつば 愛知 冷凍コーン 北海道 

にら 高知 冷凍いんげん 北海道 

冷凍みかん 和歌山 冷凍グリンピース アメリカ 

青ねぎ 京都、高知、奈良 切干しだいこん 宮崎 

じゃがいも 九州各地 しめじ 福岡 

   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

いか 北太平洋 さわら 京都 

いわし 静岡、三重、和歌山 さば ノルウェー 

あじ ノルウェー、アイスランド シルバー ニュージーランド 

もずく 沖縄 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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

鶏 肉 宮崎、高知、京都、兵庫 

豚 肉 愛知、鹿児島、宮崎 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 
九州各地、徳島、兵庫、 

和歌山 
青ねぎ 

京都(木津川市)、高知、 

奈良 

オクラ 九州各地、高知 にんにく 青森、香川 

なす 京都(木津川市) キャベツ 長野、茨城、群馬 

こまつな 京都(木津川市)、奈良、福岡 もやし 岐阜 

たまねぎ 九州各地、兵庫 ごぼう 徳島、大分、宮崎 

かぼちゃ 徳島、長崎、沖縄、鹿児島 きゅうり 京都(木津川市)、奈良 

パセリ 長野、静岡、北海道 ズッキーニ 長野、奈良 

セロリ 静岡、長野 干ししいたけ 宮崎、熊本、鹿児島 

ピーマン 九州各地、高知 たけのこ 京都（木津川市） 

えのきたけ 長野 冷凍コーン 北海道 

みつば 愛知、大阪 冷凍えだまめ 北海道 

にら 高知 しょうが 高知 

じゃがいも 九州各地、青森、北海道 しめじ 福岡 

   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さけ 北海道 さわら 韓国 

たこ モーリタニア 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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、栃木 

鶏 肉 宮崎、高知、京都、兵庫 

豚 肉 千葉、茨城、福岡 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

 

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 北海道 青ねぎ 京都、高知、奈良 

だいこん 北海道、青森、岐阜 にんにく 青森 

なす 京都、奈良、徳島、高知 キャベツ 茨城、群馬 

こまつな 京都、奈良、福岡 干ししいたけ 宮崎、熊本、鹿児島 

たまねぎ 兵庫、北海道、大阪 たけのこ 京都（木津川市） 

きゅうり 京都、奈良、宮崎、長野 しょうが 高知 

パセリ 静岡、北海道 しめじ 福岡 

セロリ 静岡 じゃがいも 青森、北海道 

ピーマン 宮崎、鹿児島、高知 みつば 愛知 

えのきたけ 長野   

  

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さば ノルウェー ホキ ニュージーランド 

  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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、群馬 

鶏 肉 宮崎、高知、京都、兵庫 

豚 肉 千葉 

くじら肉 北西太平洋 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

 

○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、高知、奈良 

だいこん 北海道、青森、岐阜 みずな 京都、奈良 

セロリー 静岡、長野 しいたけ 
徳島、長崎、岡山、 

京都、和歌山 

たまねぎ 兵庫、北海道 たけのこ 京都（木津川市） 

れんこん 徳島 しょうが 高知 

パセリ 静岡、北海道、徳島、香川 しめじ 福岡 

はくさい 長野、茨城 ほうれんそう 京都、奈良、福岡 

もやし 岐阜 じゃがいも 北海道 

さといも 宮崎、愛媛 
ごぼう 

鹿児島、北海道、徳島、 

大分、宮崎 

かぼちゃ 北海道 さつまいも 宮崎、徳島、熊本 

ピーマン 青森、宮崎、愛媛、徳島 えのきたけ 長野 

ぶどう 長野、山梨 冷凍コーン 北海道 

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さば ノルウェー ホキ ニュージーランド 

ぶり 鳥取 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

えび ベトナム まあじ 兵庫 

※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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

鶏 肉 宮崎、高知、京都、兵庫 

豚 肉 千葉、兵庫、宮崎、高知、京都 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 
北海道、長崎、徳島、千葉 

青ねぎ 
京都(木津川市)、奈良、

香川、徳島、高知 

だいこん 
京都(木津川市)、北海道、 

石川 
白ねぎ 

鳥取、大分、静岡、 

愛媛 

セロリー 静岡、長野、香川 ブロッコリー 長野、鳥取、徳島 

たまねぎ 兵庫、北海道 たけのこ 京都（木津川市） 

こまつな 京都(木津川市)、奈良、福岡、

和歌山 

しょうが 高知 

パセリ 長野、静岡、徳島 しめじ 福岡 

はくさい 
長野、茨城、三重、愛知 

ほうれんそう 
京都(木津川市)、奈良、

四国 

もやし 岐阜 じゃがいも 北海道 

きゅうり 京都(木津川市)、高知、徳島、

宮崎、奈良 
ごぼう 

鹿児島、北海道、徳島、 

大分、宮崎 

キャベツ 長野、群馬、茨城、京都、 

三重 
さつまいも 

宮崎、徳島、鹿児島 

みつば 大阪、愛知 えのきたけ 長野 

さといも 宮崎、愛媛 冷凍いんげん 北海道 

ぜんまい 徳島、高知 かき 福岡、和歌山、奈良 

にんにく 青森 冷凍コーン 北海道 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

いか 青森 さけ ロシア、アメリカ 

さわら 京都 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

えび ベトナム   

※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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、青森 

鶏 肉 宮崎、高知、京都、兵庫 

豚 肉 京都、鹿児島、宮崎、愛知 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２６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 

 

 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 九州、北海道 青ねぎ 京都、奈良、高知、愛媛 

だいこん 徳島、長崎、千葉、福井、青森 しゅんぎく 京都、奈良、大阪、九州 

セロリー 静岡、長野 ブロッコリー 長野、鳥取、徳島、長崎 

たまねぎ 北海道、兵庫 たけのこ 京都（木津川市） 

しいたけ 長崎、徳島、奈良、和歌山、 

京都 

かぶ 徳島、九州、京都、奈良 

こまつな 京都、奈良、九州 しょうが 高知 

パセリ 長野、徳島、静岡 マッシュルーム 兵庫 

ピーマン 九州、徳島 チンゲンサイ 静岡、茨城 

はくさい 茨城、和歌山、京都、岡山 みかん 和歌山 

もやし 岐阜 じゃがいも 北海道 

にら 高知 冷凍コーン 北海道 

キャベツ 愛知、茨城、京都、兵庫 きゅうり 奈良、宮崎、群馬 

みつば 愛知 えのきたけ 長野 

さといも 宮崎、愛媛 冷凍いんげん 北海道 

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 
ごぼう 

鹿児島、北海道、徳島、 

大分、宮崎 

にんにく 青森   

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

ほっけ アラスカ さば ノルウェー 

いわし 千葉、鳥取   

    

※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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、北海道 

鶏 肉 兵庫、宮崎、高知、京都 

豚 肉 千葉 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 

 

 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 九州、千葉、香川 青ねぎ 京都、奈良、高知、香川 

ブロッコリー 徳島、鳥取、和歌山、九州 ほうれんそう 京都、奈良、九州 

セロリー 静岡、長野 きゅうり 宮崎、徳島、香川 

たまねぎ 北海道、兵庫 たけのこ 京都（木津川市） 

ごぼう 青森 しめじ 福岡 

はくさい 茨城、愛知、和歌山、九州 しょうが 高知 

パセリ 長野、徳島、香川、長野 れんこん 徳島、茨城 

水菜 京都、奈良 聖護院だいこん 京都 

もやし 岐阜 じゃがいも 北海道、九州 

キャベツ 愛知、茨城、京都、兵庫 金時にんじん 香川、岡山 

だいこん 徳島、千葉、和歌山、京都、

兵庫、九州 
黄パプリカ 

オランダ、ニュージーラ

ンド、韓国 

にんにく 青森 さといも 宮崎、愛媛 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

赤かれい 京都 ちりめんじゃこ 瀬戸内海 

さけ アラスカ、ロシア たら アラスカ 

あさり 熊本 いか 青森 

むきえび ベトナム   

※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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

 

 

 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、千葉、栃木、神奈川 

鶏 肉 兵庫、宮崎、高知、京都 

豚 肉 京都、千葉 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 

 

 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 九州、千葉、徳島 青ねぎ 京都（木津川市） 

ピーマン 
九州、四国 

ほうれんそう 
京都（木津川市）、奈良、

四国 

セロリー 静岡、長野、香川 きゅうり 九州、四国 

たまねぎ 北海道 たけのこ 京都（木津川市） 

ごぼう 青森、北海道 しょうが 高知 

はくさい 京都（木津川市）、愛知、

和歌山、茨木、三重 
しゅんぎく 

京都（木津川市）、奈良、

四国 

パセリ 静岡、徳島、長野 さといも 宮崎、愛媛 

チンゲンサイ 
静岡、長野、京都（木津川

市）、奈良 
みつば 愛知、大阪、静岡 

もやし 岐阜 じゃがいも 北海道 

にら 高知 えのきたけ 長野 

だいこん 京都（木津川市）、千葉、

徳島、和歌山、九州 
小松菜 

京都（山城）、奈良、福

岡、静岡 

にんにく 青森 冷凍コーン 北海道 

冷凍グリーンピース 北海道 マッシュルーム 兵庫、千葉 

冷凍いんげん 北海道   

○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 さけ 北海道 

えび ミャンマー   

    

    

※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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１ 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道 

鶏 肉 兵庫、宮崎、高知、京都 

豚 肉 京都 



□加茂学校給食センターの食材の産地情報 

 平成２７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 

 

 

  

○青果類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

にんじん 九州、徳島 青ねぎ 京都（木津川市） 

セロリー 静岡、香川 きゅうり 宮崎、徳島、高知 

たまねぎ 北海道、兵庫、長崎、佐賀 たけのこ 京都（木津川市） 

ごぼう 青森、北海道 しょうが 高知 

はくさい 九州、兵庫、和歌山 えのきたけ 長野 

パセリ 静岡、徳島、香川 さといも 宮崎、愛媛 

れんこん 徳島 みつば 愛知 

じゃがいも 北海道、九州 だいこん 徳島、九州 

キャベツ 愛知、三重、兵庫、和歌山 菜の花 徳島 

冷凍コーン 北海道 にんにく 青森 

冷凍いんげん 北海道 マッシュルーム 兵庫、千葉 

冷凍えだまめ 北海道   

 

○魚介・海そう類 

食品名 産 地 食品名 産 地 

さけ 北海道 いか 北太平洋 

あかうお アラスカ くじら 北太平洋 

もずく 沖縄   

※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、加茂学校給食センターまでお問い合わせください。（電話７６－００３１） 

 

食品名 産 地 

牛 肉 北海道、千葉、栃木、神奈川 

鶏 肉 兵庫、宮崎、高知、京都 

豚 肉 京都 


