
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 1２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２８年産学校給食専用銘柄米〔 小・中学校給食 青森産 品種:つがるロマン 〕 

    ※(公財)大阪府学校給食会の斡旋 

    平成２７年度農薬節減米〔小学校給食 北海道産 品種：ななつぼし〕 

○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〕 

○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 

ぶなしめじ 長野  

エリンギ 長野  

えのきだけ 長野  

にら 高知  

大根 富田林市、徳島、和歌山  

かぶ 福岡、三重、徳島  

カリフラワー 徳島  

ブロッコリー 徳島、熊本、香川  

洗いごぼう 北海道、群馬、青森  

れんこん 徳島  

胡瓜 宮崎、高知  

ほうれん草 徳島、福岡  

チンゲンサイ 長野、静岡  

小松菜 京都  

白才 茨城、愛知、和歌山  

大阪しろな 兵庫  

セロリー 長野、静岡  

青葱 徳島、香川  

キャベツ 富田林市、茨城、愛知、大阪  

里芋 愛媛  

じゃが芋 北海道、長崎  

メークイン 北海道  

玉葱 北海道  

にんにく 青森  

人参 長崎、鹿児島、鳥取、宮崎他  

土生姜 高知  

太もやし 岐阜  

白才 富田林  

キャベツ 富田林  

 



○牛肉・豚肉・鶏〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

牛肉 北海道、青森、秋田、新潟、栃木 

群馬、茨城、埼玉、岩手、千葉、愛知

香川、徳島、広島、島根、鳥取 

鹿児島、宮崎、大分 

 

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、兵庫、徳島、香川、島根

鳥取 

 

 

○冷凍食品〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

ゼリー アメリカ他  

からふとししゃも ノルウェー  

さば ノルウェー  

塩鮭 北海道  

ほき ニュージーランド  

あじ ニュージーランド  

ハンバーグ 岩手、新潟、青森、北海道  

ポーションフィッシュ ニュージーランド  

豆腐 岐阜他  

厚揚げ 富山、新潟  

油揚げ アメリカ・カナダ  

八宝いか 青森  

 

○一般食品〔予定〕 

種  類 産  地 備  考  

ひじきのり佃煮 三重、佐賀、韓国   

加熱済み大豆 北海道、富山   

フランクフルト 千葉他   

たけのこ缶 鹿児島、熊本、福岡、宮崎   

芽ひじき 長崎他   

ビーフン タイ   

加熱済みひよこ豆 アメリカ   

ホールコーン缶 北海道   

あけ貝 ベトナム他   

りんご缶 青森他   

白菜キムチ 滋賀、長野   

かまぼこ タイ   

ごぼう天 タイ、和歌山   

平天 タイ   

ソテー玉葱 北海道   

ハム 鹿児島他   

ベーコン 鹿児島他   

焼豚 鹿児島他   

 



〈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  京都・三重  

赤ピーマン  高知・鳥取  

えのきたけ 長野  

大阪しろな  兵庫・京都  

かぶ（葉なし） 徳島・福岡  

カリフラワー 長野・徳島  

キャベツ  茨城・愛知  

きゅうり  宮崎・佐賀  

ごぼう  茨城・群馬  

小松菜  河南町  

さつまいも  徳島・宮崎  

里いも 愛媛・宮崎  

じゃがいも（男爵） 北海道  

じゃがいも（メークイン） 北海道  

白ねぎ  鳥取・大分  

セロリー 静岡  

大根（葉なし）  徳島・石川  

玉葱  北海道  

チンゲンサイ  兵庫・静岡  

土生姜  高知  

にら  高知  

人参  北海道・長崎  

にんにく  青森  

白菜 岡山・茨城  

パセリ 福岡・香川  

ピーマン  宮崎  

太もやし  岡山  

ぶなしめじ  長野  

ブロッコリー 徳島・長野  

ほうれん草 河南町  

水菜 河南町  

れんこん 徳島  

みかん 和歌山・佐賀  

  

○牛肉・豚肉・鶏〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

牛肉 青森  

豚肉 
鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎 

兵庫 

 

鶏肉 鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎  

 

 



○冷凍食品 

種  類 産  地 備  考 

からふとししゃも ノルウェー  

鮭 北海道  

さわら 韓国  

さんま 北海道  

糸かまぼこ アメリカ他  

ホールコーン 北海道  

チーズオムレツ 国産  

 

○一般食品〔その他〕 

種  類 産  地 備  考 

車麩 アメリカ他  

大豆 北海道  

ちらしかまぼこ アメリカ・北海道  

レーズン アメリカ  

ラ・フランス缶 山形  

豆乳 滋賀  

ほうじ茶 国産  

 


