
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 29 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２８年産学校給食専用銘柄米〔青森産 品種:つがるロマン〕 

    ※(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 

○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〕 

 

〈小学校給食〉 

〇一年間を通して使用する食材の産地 

 

種  類 産  地 備  考 

うどん 北海道  

米粉マカロニ 国産  

発芽玄米 国産  

春雨 北海道  

春雨（甘藷） 九州  

ビーフン タイ  

こんにゃく 板 群馬  

こんにゃく 糸 群馬  

こんにゃく 突き 群馬  

アロエ タイ  

ナタ・デ・ココ 鳥取  

白ごま 炒り 中南米、アフリカ  

加熱済白いんげん豆 北海道  

加熱済大豆 北海道  

加熱済ひよこ豆 アメリカ  

味噌 赤 秋田  

味噌 白 秋田  

味噌 八丁 愛知  

冷凍厚揚げ 富山、新潟  

冷凍油揚げ アメリカ、カナダ  

冷凍豆腐 岐阜、愛知他   

八宝いか １×２ 北太平洋  

八宝いか ２×３ 北太平洋  

削り節 熊本  

まぐろ油漬 静岡  

蒲鉾 タイ、ベトナム、インド他  

竹輪 タイ、ベトナム、インド他  

竹輪 野焼き 北海道、アメリカ、タイ  

ごぼう天 タイ、ベトナム、インド他  

平天 タイ、ベトナム、インド他  

ハム 短冊 鹿児島他  



ベーコン 鹿児島他  

ショルダーベーコン 鹿児島他  

ウインナー カット 千葉、群馬他  

ウインナー  千葉、群馬他   

フランクフルト カット 千葉、群馬他  

焼豚 短冊 鹿児島他  

鶏ささみ水煮 国産  

液卵 兵庫  

バター 国産  

生クリーム 北海道  

粉チーズ 調理用 オーストラリア  

切り干し大根 宮崎  

干し椎茸 九州他  

たけのこ缶 九州  

ホールコーン缶 北海道  

トマト水煮缶 岐阜他  

りんごピューレ缶 長野他   

りんご缶 青森  

出し昆布 北海道  

干し若布 宮城、岩手  

芽ひじき 大分、長崎、熊本他  

こんにゃく寒天 南米、地中海沿岸、東アジア、国産  

青のり 調理用 徳島  

レモン果汁 広島  

ゆず果汁 徳島  

トマトケチャップ アメリカ  

豆乳 国産  

トマトピューレ チリ、ポルトガル  

プル-ンピュ-レ アメリカ  

ソテー玉葱 兵庫、北海道  

花かつお 鹿児島、静岡  

白菜キムチ 滋賀、長野  

チキンボール 兵庫他  

卵焼き  福岡、熊本  

太もやし 岐阜  

 

〇今月使用する食材の産地 

 

種  類 産  地 備  考 

スパゲティ １/２ カナダ、アメリカ  

ワンタン皮 アメリカ、オーストラリア、カナダ  

プチゼリー 和歌山他  

加熱済金時豆 北海道  

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  

はも ４０ 中国  

ほき 角 ニュージーランド  



一夜干し あじ３０ ニュージーランド  

牛肉 

北海道、青森、秋田、愛知、埼玉、千

葉、岩手、群馬、栃木、島根、鹿児

島、宮崎、熊本、茨城 

 

豚肉 
長崎、佐賀、福岡、大分、熊本、宮

崎、鹿児島、茨城 

 

鶏肉 

 
九州、四国、中国、近畿 

 

カットかぼちゃ 

 
鹿児島、長崎 

 

乾燥もずく 沖縄  

乾燥バジル 

 

エジプト他 

 

 

チリペッパー スペイン他  

てんめんじゃん 愛知、神奈川  

 

かぼちゃピューレ 
北海道 

 

梅肉 和歌山  

味付のり 有明海  

かみかみ昆布 北海道  

ハンバーグ 新潟、北海道、長崎、青森  

いわしの梅煮 茨城、青森  

ポーションフィッシュ ニュージーランド、チリ  

卵焼き サンドイッチ 福岡、熊本  

みつば 和歌山、三重、徳島他  

生椎茸 兵庫他  

ぶなしめじ 長野他  

えのきたけ 長野他  

にら 高知他  

冬瓜 沖縄他  

ピーマン 宮崎、高知、兵庫、大分、鹿児島他  

大根（葉１０ｃｍ以内） 長崎、群馬、鹿児島他  

かぼちゃ 長崎、鹿児島、大分、岡山、熊本他  

洗いごぼう 群馬、徳島、宮崎、大分他  

胡瓜 愛媛他  

茄子 大阪、徳島、高知他  

ほうれん草 岐阜、福岡、徳島他  

チンゲンサイ 長野他  

小松菜 京都他  

大阪しろな 大阪、兵庫他  

セロリー 熊本、静岡、福岡他  

青葱 京都他  

キャベツ 兵庫、茨城、福岡他  

じゃが芋 鹿児島、長崎他  

メークイン 長崎他  

パセリ 静岡、茨城他  

玉葱 佐賀他  



にんにく 

 
青森他 

 

人参 長崎、和歌山、兵庫、青森他  

土生姜 高知  

にがうり 鹿児島他  

ずいき 大阪、宮崎他  

 
〈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・北海道  

青ねぎ  京都・香川  

赤ピーマン 高知・鳥取  

えのきたけ 長野  

エリンギ 長野・広島  

大阪しろな  大阪・兵庫  

オクラ 高知・鹿児島  

かぼちゃ 鹿児島・長崎  

キャベツ  愛知・茨城  

きゅうり  宮崎・佐賀  

ごぼう  青森・茨城  

小松菜  兵庫・京都  

さやいんげん 鹿児島・高知  

さやえんどう 和歌山  

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  

ズッキーニ 長野  

セロリー 静岡・長野  

大根（葉なし）  徳島・長崎  

玉葱  長崎・兵庫  

チンゲンサイ  兵庫・静岡  

土生姜  高知  

新しょうが 和歌山  

冬瓜 岡山  

なす 大阪  

にがうり 長崎・大分  

にら  高知・大分  

人参  長崎・鹿児島  

にんにく  青森  

白菜 愛知・岡山  

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  

みつば 大分・三重  

モロヘイヤ 兵庫・香川  

レタス 徳島・長崎  

れんこん 徳島・茨城  

びわ 長崎・香川  

  

○牛肉・豚肉・鶏〔予定〕 

種  類 産  地 備  考 

牛肉 栃木・北海道  

豚肉 
鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎 

兵庫 

 

鶏肉 宮崎・鹿児島・熊本・大分・長崎  

 

○冷凍食品 

種  類 産  地 備  考 

あじ ニュージーランド  

いわし 鳥取  

鮭 岩手  

さわら 韓国  

太刀魚 ニュージーランド  

たら ロシア  

ほき アルゼンチン  

一夜干し ほっけ アラスカ  

つみれ団子(いわし) 長崎・大分・宮崎  

糸かまぼこ アメリカ  

カットコーン 北海道  

さんまのしょうゆ煮 岩手  

 

○一般食品〔その他〕 

種  類 産  地 備  考 

春雨 甘藷 鹿児島・宮崎  

マカロニ シェル カナダ・アメリカ  

ピーナッツ ダイス 南アフリカ  

ちりめんじゃこ 広島・香川・兵庫  

ちらしかまぼこ アメリカ・北海道  

いよかん缶 1 号 愛媛  

青のり 国産  

 
 

 


