
○肉類

食品名

鶏　肉

豚　肉

○青果類

食品名 産　地 食品名 産　地

青ねぎ 木津川市 だいこん 木津川市

青ピーマン 九州、四国 玉ねぎ 九州、北海道、大阪、兵庫

えのきたけ 長野 にんじん 徳島、九州、千葉、愛知

キャベツ
愛知、九州、三重、兵庫、
和歌山

にんにく 青森

きゅうり 九州、四国、京都、奈良 パセリ 静岡、愛知、長野、四国

グリンピース 北海道 白菜 九州、愛知、兵庫

コーン 北海道 みつば 愛知、大阪、三重

ごぼう 北海道、宮崎、徳島、大分 りょくとうもやし 岐阜

こまつな 木津川市

しめじ 福岡

じゃがいも 九州、北海道

しょうが 高知

○魚介・海そう類

食品名 産　地 食品名 産地

さば ノルウェー・アイスランド わかめ 韓国

さわら 韓国

しらす干し 宮崎、鹿児島、大分

宮崎、鹿児島、高知、兵庫、京都

愛知、千葉、九州

※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、第二学校給食センターまでお問い合わせください。（電話76-0031）

□第二学校給食センターの食材の産地情報
　令和４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

○牛乳・・・南丹市

産　地



○肉類

食品名

鶏　肉

豚　肉

○青果類

食品名 産　地 食品名 産　地

青ねぎ 木津川市 白ねぎ 鳥取、群馬、静岡、九州

青ピーマン 九州、高知、徳島 ズッキーニ 宮崎、長野

アスパラガス 愛媛、広島、九州、香川 だいこん
九州、香川、岐阜、岡山、
京都、千葉

えのきたけ 長野 たまねぎ 九州、兵庫、大阪

キャベツ
愛知、大阪、和歌山、三重、
九州

チンゲンサイ 静岡、愛知、長野

きゅうり
宮崎、高知、徳島、京都、
奈良、大阪

なす 奈良、京都、大阪、高知

グリンピース 北海道 にら 高知

コーン 北海道 にんじん
徳島、愛知、和歌山、兵庫、
九州

ごぼう 北海道、宮崎、徳島、大分 にんにく 青森

こまつな
木津川市、京都、奈良、
和歌山、福岡、静岡

はくさい 九州、茨城

さやいんげん 北海道 パセリ 静岡、徳島、香川、愛知

しめじ 福岡 みつば 愛知、三重、大阪

じゃがいも 九州、千葉 りょくとうもやし 岐阜

しょうが 高知

○魚介・海そう類

食品名 産　地 食品名 産地

かつお 焼津 ひじき 韓国

きざみのり 日本 めばる アラスカ

茎わかめ 韓国 わかめ 韓国

さば ノルウェー、アイスランド

宮崎、高知、兵庫、京都、鹿児島

愛知、千葉、九州

※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、第二学校給食センターまでお問い合わせください。（電話76-0031）

□第二学校給食センターの食材の産地情報
　令和４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

○牛乳・・・南丹市

産　地



○肉類

食品名

牛　肉

鶏　肉

豚　肉

○青果類

食品名 産　地 食品名 産　地

青ねぎ 木津川市 ズッキーニ 木津川市

青ピーマン 木津川市、九州、高知 セロリ 静岡、長野、愛知、熊本

えだまめ 北海道 だいこん 千葉、九州、香川、茨城

えのきたけ 長野 たまねぎ 兵庫、九州、大阪

キャベツ
愛知、茨木、三重、兵庫
京都、和歌山、長野、群馬

チンゲンサイ 静岡、長野、愛知、福岡

きゅうり 九州、四国、奈良、京都 とうがん
沖縄、愛知、岡山、静岡
鹿児島、京都

グリンピース 北海道 なす 木津川市

コーン 北海道 にら 高知

ごぼう 北海道、宮崎、徳島、大分 にんじん
和歌山、兵庫、徳島、九州、
千葉

こまつな 京都、奈良、九州 にんにく 青森

さやいんげん 北海道 はくさい
愛知、茨城、和歌山、九州
長野、三重

しめじ 福岡 パセリ 静岡、長野、四国

じゃがいも 九州、千葉 みつば 愛知、三重、大阪

しょうが 高知 りょくとうもやし 岐阜

新しょうが 高知、和歌山

○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 ししゃも 欧州

いわし 千葉 ちりめんじゃこ 兵庫、広島、鹿児島

茎わかめ 韓国 ひじき 韓国

くじら肉 北太平洋 わかめ 韓国

さば 長崎

北海道、青森

宮崎、高知、兵庫、京都、鹿児島

北海道、鹿児島、宮崎、熊本、愛知、千葉、九州

※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、第二学校給食センターまでお問い合わせください。（電話76-0031）

□第二学校給食センターの食材の産地情報
　令和４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

○牛乳・・・南丹市

産　地



○肉類

食品名

鶏　肉

豚　肉

○青果類

食品名 産　地 食品名 産　地

青ねぎ 木津川市 じゃがいも 九州、千葉、青森、静岡

青ピーマン
木津川市、京都、茨城、高知、
九州

しょうが 高知

赤パプリカ
オランダ、ニュージーランド、
韓国

たまねぎ
木津川市、兵庫、佐賀、
大阪、愛知、富山、香川

えのきたけ 長野 チンゲンサイ 静岡、長野、愛知、茨城

オクラ 四国、九州、沖縄 なす
木津川市、京都、奈良、
大阪、高知、九州

かぼちゃ
メキシコ、ニュージーランド、
国産

にら 高知

キャベツ 京都、長野、茨城、群馬、愛知 にんじん
兵庫、和歌山、長崎、徳島、
千葉

きゅうり
木津川市、奈良、高知、宮崎、
香川、長野、群馬、茨城

にんにく 青森

コーン 北海道 はくさい 長野、茨城、岐阜、群馬

こまつな 木津川市、京都、奈良、福岡 パセリ
長野、静岡、愛知、徳島、
香川、北海道

さやいんげん 北海道 りょくとうもやし 岐阜

しめじ 福岡

○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 たこ 大分、長崎、熊本

昆布 北海道 もずく 沖縄

さけ 北海道 わかめ 韓国

シイラ 石川

※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、第二学校給食センターまでお問い合わせください。（電話76-0031）

京都、宮崎、鹿児島、高知、兵庫

愛知、千葉、九州

□第二学校給食センターの食材の産地情報
　令和４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

○牛乳・・・南丹市

産　地



○肉類

食品名

鶏肉

豚肉

○青果類

食品名 産　地 食品名 産　地

青ねぎ 木津川市 しめじ 福岡

青ピーマン 木津川市、奈良、宮崎、愛媛 じゃがいも 青森、北海道

赤パプリカ
韓国、ニュージーランド
静岡

しょうが 高知

えのきたけ 長野 ズッキーニ 長野、宮崎、北海道

かぼちゃ 北海道 だいこん 北海道、青森、岐阜、岩手

賀茂なす 京都 たまねぎ 兵庫、佐賀、北海道

キャベツ 長野、群馬、愛知、熊本 チンゲンサイ 長野、静岡

きゅうり 木津川市、愛媛、宮崎 なす 木津川市

グリンピース 北海道 にんじん 青森、北海道

ゴーヤ 九州 にんにく 青森

コーン 北海道 はくさい 長野

ごぼう
北海道、宮崎、徳島、大分
青森

パセリ
北海道、長野、愛知、静岡
徳島、香川

こまつな 木津川市 万願寺とうがらし 木津川市

さつまいも 宮崎、鹿児島 紫ずきん 京都

さといも 宮崎、熊本 りょくとうもやし 岐阜

さやいんげん 北海道 レタス 長野、茨城、徳島、兵庫

○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 たら アメリカ、ロシア

さば 長崎 とびうお 京都

しらす干し 兵庫、広島、鹿児島 わかめ 韓国

※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、第二学校給食センターまでお問い合わせください。（電話76-0031）

宮崎、高知、兵庫、京都、長崎

愛媛、宮崎、鹿児島、熊本

□第二学校給食センターの食材の産地情報
　令和４年８・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

○牛乳・・・南丹市

産　地



○肉類

食品名

牛肉

鶏肉

豚肉

○青果類

食品名 産　地 食品名 産　地

青ねぎ 木津川市 しめじ 福岡

青ピーマン 青森、茨城、九州、四国 じゃがいも 北海道

えだまめ 北海道 しょうが 高知

えのきたけ 長野、大分 白ねぎ 長野、北海道、鳥取

かぼちゃ 北海道 だいこん
北海道、青森、岐阜、岩手、
富山

キャベツ 長野、群馬、茨城 たまねぎ 北海道

きゅうり
愛媛、香川、長野、奈良、京都
北海道、千葉

チンゲンサイ 木津川市

グリンピース 北海道 にら 高知

こまつな 木津川市、京都、奈良、九州 にんじん 北海道

コーン 北海道 にんにく 青森

ごぼう 北海道、宮崎 はくさい 長野、茨城

さつまいも 宮崎、鹿児島 パセリ 長野、北海道、静岡、徳島

さといも 愛媛、宮崎 ほうれん草 木津川市

さやいんげん 北海道 りょくとうもやし 岐阜

しいたけ
徳島、奈良、京都、岐阜、長
崎、
和歌山

りんご 長野、青森

○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 ノルウェー、アイスランド

えび ミャンマー さんま 宮城

きざみのり 有明海、愛知県、瀬戸内海 わかめ 韓国

※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、第二学校給食センターまでお問い合わせください。（電話76-0031）

北海道

長崎

熊本、鹿児島

□第二学校給食センターの食材の産地情報
　令和４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

○牛乳・・・南丹市

産　地



○肉類

食品名

牛肉

鶏肉

豚肉 愛媛、宮崎、鹿児島、熊本

くじら肉

○青果類

食品名 産　地 食品名 産　地

青ねぎ 木津川市 しょうが 高知

えのきたけ 長野 白ねぎ
長野、北海道、鳥取、福
井、静岡

かき 岐阜 セロリ 長野、静岡

かぶ
福岡、徳島、三重、青森、奈
良

だいこん
京都、北海道、青森、岩
手、石川、福井、岐阜、九
州

かぼちゃ 北海道、メキシコ たまねぎ 北海道、兵庫

キャベツ 長野、愛知、群馬、茨城 チンゲンサイ 木津川市

きゅうり
九州、四国、群馬、長野、奈
良、岐阜

にら 高知

コーン 北海道 にんじん
北海道、青森、長崎、熊
本、千葉

ごぼう 北海道、宮崎、徳島 にんにく 青森

こまつな 木津川市 はくさい 長野、愛知、九州、茨城

さつまいも 宮崎、鹿児島 パセリ 長野、北海道、静岡

さといも 愛媛、宮崎、熊本 ほうれんそう 木津川市

さやいんげん 北海道 みつば 愛知、三重、大阪

しめじ 福岡 りょくとうもやし 岐阜

じゃがいも 北海道、九州 れんこん 徳島

○魚介・海そう類

食品名 産　地 食品名 産　地

青のり 愛知 さわら 韓国

かつお 静岡 しらす干し 瀬戸内海

茎わかめ 韓国 たら ロシア

昆布 北海道 わかめ 韓国

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、第二学校給食センターまでお問い合わせください。（電話76-0031）

北海道、京都

長崎

北西太平洋

□第二学校給食センターの食材の産地情報
　令和４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

○牛乳・・・南丹市

産　地


