
給 食 用 物 資 の 産 地 に つ い て 
 

富田林市の小・中学校給食における２８年６月献立で使用する予定給食用物資の産地について、 

下記のとおりお知らせします。 

 

○米  平成２７年産学校給食専用銘柄米〔 小学校給食 京都産 品種:キヌヒカリ〕 

    ※(公財)大阪府学校給食会の斡旋 

○牛乳 大阪府学校給食用牛乳〔北海道・近畿地方・九州地方・中国地方・中部地方〕 

    ※(公財)大阪府学校給食会の斡旋 

 

〈小学校給食〉 

○パン 小麦粉〔アメリカ・カナダ・北海道・滋賀〕脱脂粉乳〔ニュージーランド・オーストラリア〕 

○青果類〔予定〕 

・市場での調達が競り等により納入日当日になるため、予定産地以外の産地のものが入荷する 

場合があります。 

種  類 産  地 備  考 

みつば 大分・三重  

生椎茸 兵庫他  

ぶなしめじ 長野他  

えのきたけ 長野  

ピーマン 宮崎・鹿児島・高知・茨城・大分 

和歌山他 

 

ピーマン 赤 高知・和歌山・宮崎他  

ピーマン 黄 高知他  

にら 高知他  

グリーンアスパラ 長野他  

洗いごぼう 茨城・青森他  

きゅうり 宮崎  

ほうれん草 岐阜・福岡他  

チンゲンサイ 静岡・愛知・徳島  

小松菜 京都他  

大阪しろな 大阪他  

セロリー 静岡・福岡・熊本他  

青ネギ 徳島・三重・香川・奈良・高知他  

ズッキーニ 長野他  

パセリ 茨城・福岡・香川・長野他  

サツマイモ 茨城  

にがうり 宮崎他  

ずいき 大阪他  

モロヘイヤ 静岡他  

ニンニク 青森  

ニンジン 長崎・兵庫・和歌山・宮崎他  

土生姜 高知  

冬瓜 沖縄・岡山・大阪・和歌山・愛知他  

かぼちゃ 岡山他  

えだまめ さや付 岐阜・徳島他  

キャベツ 富田林  



じゃがいも 富田林  

たまねぎ 富田林  

なす 富田林・大阪・京都・奈良  

 

○牛肉・豚肉・鶏〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

牛肉 北海道・秋田・青森・岩手・新潟 

群馬・栃木・茨城・埼玉・千葉・愛知

徳島・香川・広島・島根・長崎 

 

豚肉 長崎・佐賀・福岡・大分・熊本・宮崎

鹿児島・茨城 

 

鶏肉 岡山・宮崎・鹿児島・兵庫・香川 

徳島・島根・鳥取・岩手・栃木 

 

 

○冷凍食品〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

あじ フィレ ベトナム  

いわし フィレ イギリス  

さば ノルウェー  

からふとししゃも アイスランド  

ほき ニュージーランド  

むきえび ベトナム  

冷さやえんどう 群馬他  

冷凍油揚げ アメリカ・カナダ  

冷凍豆腐 岐阜他  

八宝イカ 青森  

ソテーたまねぎ 北海道  

煮干しえび 台湾  

冷さやいんげん 北海道  

 

○一般食品〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

ホールコーン缶 北海道  

鶏卵 鹿児島  

梅肉 和歌山  

カットかぼちゃ 鹿児島・長崎  

トマトピューレ チリ・ポルトガル他  

かぼちゃピューレ 北海道  

トマトケチャップ アメリカ他  

オリーブ油 イタリア  

トマト水煮 岐阜他  

発芽玄米 北海道  

もち米 熊本  

高野豆腐 秋田・富山  

加熱済み金時豆 北海道  

加熱済み大豆 北海道・富山  

グリンピース 北海道  



味噌 赤 北海道他  

味噌 白 宮城他  

削り節 熊本  

あけ貝水煮 ベトナム他  

ベーコン 鹿児島他  

ウインナー カット 千葉他  

フランクフルト カット 千葉他  

ビーフン タイ  

干しシイタケ 愛媛他  

きな粉 北海道  

たけのこ缶 九州  

りんご缶 青森他  

だし昆布 北海道  

煎り大豆 北海道・富山・滋賀  

芽ひじき 広島他  

切り干しだいこん 宮崎  

乾燥もずく 沖縄  

レモン果汁 広島  

ゆず果汁 徳島  

りんごピューレ 長野  

プルーンピューレ アメリカ  

 

〈中学校給食〉 

○青果類〔予定〕 

・市場での調達が競り等により納入日当日になるため、予定産地以外の産地のものが入荷する 

場合があります。 

種  類 産  地 備  考 

赤たまねぎ 兵庫  

青ねぎ 三重・京都  

赤ピーマン 高知・鳥取  

枝豆（さや付） 徳島・岐阜  

えのきたけ 長野  

大阪しろな 京都・大阪  

オクラ 高知・鹿児島  

キャベツ 愛知・和歌山  

きゅうり 宮崎・高知  

ごぼう 青森・茨城  

ごぼう 新 宮崎・徳島  

小松菜 河南町  

さつま芋 高知・徳島  

じゃがいも（ﾒｰｸｲﾝ) 長崎・鹿児島  

白ねぎ 鳥取・大分  

ずいき 大阪  

セロリー 静岡・長野  

大根 (葉なし) 青森  

玉葱 佐賀・兵庫  

チンゲンサイ 兵庫・長野  

土生姜 高知  



新しょうが 和歌山  

冬瓜 岡山  

茄子 大阪  

にら 高知・大分  

人参 鹿児島  

にんにく 青森  

はくさい 大分・宮崎  

パセリ 香川・長野  

ピーマン 宮崎・高知  

太もやし 岡山  

ぶなしめじ 長野・岡山  

ほうれん草 河南町  

マッシュルーム 兵庫  

モロヘイヤ（茎葉） 兵庫・香川  

レタス 茨城・長野  

れんこん 徳島・茨城  

  

○牛肉・豚肉・鶏〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

牛肉 群馬  

豚肉 
鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎 

徳島・愛媛・鳥取・兵庫 

 

鶏肉 
鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎 

徳島・鳥取 

 

 

○冷凍食品 

種  類 産  地 備  考 

あじ ベトナム  

いわし イギリス  

ししゃも ノルウェー  

さけ 北海道  

さば ノルウェー  

さわら 韓国  

太刀魚 韓国  

ほき ニュージーランド  

つみれ 長崎・大分・宮崎  

山芋ピューレ 国産  

さんましょうゆ煮 岩手  

ソフトカレイ アメリカ  

ポテトコロッケ 北海道  

 

○一般食品〔その他〕 

種  類 産  地 備  考 

マカロニ シェル カナダ・アメリカ  

信州みそ 長野  

ちりめんじゃこ 瀬戸内海産  

ちらしかまぼこ アメリカ・北海道・タイ  



蒸しかまぼこ アメリカ・北海道・タイ  

ゆで小豆 北海道  

かぼす果汁 大分  

はちみつ アルゼンチン・カナダ  

 

 


