
平成 24 年 3 月 28 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（4 月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、愛知、広島、徳島、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 鹿児島、熊本、長崎  

グリーンアスパラ 福岡、香川、岡山、広島  

さやいんげん 高知、鹿児島  

キャベツ 兵庫  

きゅうり 宮崎、愛媛、徳島  

しょうが 高知  

大根 兵庫、香川、長崎  

たけのこ 福岡、島根、徳島、香川  

たまねぎ 長崎、佐賀  



レタス 兵庫、香川  

にら 高知  

にんじん 徳島  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、岡山  

パセリ 香川、静岡  

ピーマン 宮崎、鹿児島、高知  

赤ピーマン 高知  

ほうれんそう 徳島  

みつば 三重、愛知  

えのきだけ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

甘夏みかん 鹿児島、和歌山  

バナナ フィリピン  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根、兵庫 

徳島、兵庫、大阪 

（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

花かつお 鹿児島 大阪（加工） 

さけ 北海道 大阪（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 

さわら 中国 滋賀（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

たんざくいか ペルー 岩手（加工） 

むきえび インド 愛知（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

味付けのり 兵庫  



出し昆布 北海道 兵庫（加工） 

カットわかめ 三陸（22 年産） 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

コロッケ (豚)国産 (じゃがいも)北海道 

(玉ねぎ)兵庫、大阪 

静岡（加工） 

えびフライ インド及び東南アジア 大分（加工） 

冷 液全卵 福岡、佐賀、長崎、鹿児島、熊本、 

大分 

福岡（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

冷 豆腐 兵庫 岐阜（加工） 

 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ、 富山（加工） 

板こんにゃく 群馬 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

いちごジャム 熊本 福岡（加工） 

８ｇバター 北海道  

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

サイコロ豆腐 アメリカ、カナダ、中国 長野（加工） 

鶏卵 岡山  

ヨーグルト 四国 愛媛（加工） 

スライスチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

ホールコーン 北海道  

乾 しいたけ 岩手、秋田 大分（加工） 

 



平成 24 年 4 月 23 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 4月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

兵庫 変更前 
キャベツ 

兵庫、三重、和歌山 変更後 

福岡、香川、岡山、広島 変更前 
グリーンアスパラ 

福岡、香川、岡山、広島、佐賀、長崎 変更後 

兵庫、香川、長崎 変更前 
大根 

兵庫、香川、長崎、鹿児島 変更後 

 



平成 24 年 4 月 23 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（5 月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、愛知、広島、徳島、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 鹿児島、熊本、長崎  

グリーンアスパラ 福岡、香川、佐賀、長野  

さやいんげん 高知、鹿児島  

キャベツ 兵庫  

きゅうり 高知、愛媛、徳島、宮崎  

こまつ菜 兵庫  

しょうが 高知  

大根 兵庫、香川  

たまねぎ 長崎、兵庫  



レタス 兵庫、香川、長野  

チンゲンツァイ 静岡  

にら 高知  

にんじん 徳島  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、岡山  

パセリ 香川、静岡  

赤ピーマン 高知  

ほうれんそう 岐阜  

みつば 三重、愛知  

えのきだけ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

グレープフルーツ アメリカ  

バナナ フィリピン  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根、兵庫 

徳島、兵庫、大阪 

（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

花かつお 鹿児島 大阪（加工） 

さけ 北海道 兵庫（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 

焼さわら 中国 滋賀（加工） 

焼さば ノルウェー 滋賀（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

たんざくいか ペルー 岩手（加工） 

皮なしリングイカ 三陸 岩手（加工） 

むきえび インド 愛知（加工） 



焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

味付けのり 兵庫  

こんぶ（細切） 北海道 兵庫（加工） 

乾ひじき 長崎 三重（加工） 

カットわかめ 三陸（22 年産） 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

冷 中華そば アメリカ、カナダ 山形（加工） 

コロッケ (豚)国産 (じゃがいも)北海道 

(玉ねぎ)兵庫、大阪 

静岡（加工） 

ミニ厚揚げ アメリカ、カナダ 大阪（加工） 

冷 豆腐 兵庫 岐阜（加工） 

ギョーザ (キャベツ)国産 (豚)国産 新潟（加工） 

冷 液全卵 福岡、佐賀、長崎、鹿児島、熊本、 

大分 

福岡（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ、 富山（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

焼ふ アメリカ、カナダ、オーストラリア 岐阜（加工） 

ビーフン タイ  

こんにゃく（カット） 群馬 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

グレープゼリー ブラジル、長野 愛知（加工） 

８ｇバター 北海道  

きな粉 宮城（22 年度産） 兵庫（加工） 

カップ豆腐 兵庫 大阪（加工） 



うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

サイコロ豆腐 アメリカ、カナダ、中国 長野（加工） 

うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

鶏卵 岡山  

粉チーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

スライスチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

缶 角切トマト イタリア  

缶 みかん 神奈川、静岡、和歌山、愛知 愛知（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

乾 しいたけ 岩手、秋田 大分（加工） 

 



平成 24 年 5 月 26 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 5月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

兵庫 変更前 
キャベツ 

兵庫、和歌山 変更後 

 



平成 24 年 5 月 29 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（6 月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、広島、徳島、長崎、宮崎、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 熊本、長崎  

グリーンアスパラ 長野、佐賀、岡山、香川  

さやいんげん 高知、鹿児島、熊本  

かぼちゃ 鹿児島、長崎  

キャベツ 兵庫、長野  

きゅうり 宮崎、愛媛、徳島、京都、北海道  

しょうが 高知  

セロリー 長野、静岡  

大根 長崎、青森、北海道  



たまねぎ 兵庫  

レタス 長野  

チンゲンツァイ 静岡、徳島  

なす 大阪  

にら 高知  

にんじん 兵庫、徳島  

にんにく 青森、香川  

葉ねぎ 香川、岡山  

パセリ 長野  

ピーマン 宮崎  

ほうれんそう 岐阜  

みつば 三重、愛知  

えのきだけ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

さくらんぼ 山梨、山形  

バナナ フィリピン  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根 

徳島、兵庫、大阪 

（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

かえりちりめん 瀬戸内海 広島（加工） 

花かつお 鹿児島 大阪（加工） 

きすの開き タイ 兵庫（加工） 

さけ 北海道 兵庫（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 

焼さわら 中国 滋賀（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 



皮つきリングイカ 三陸 岩手（加工） 

細切するめ 北海道 愛知（加工） 

むきえび(チリソース) ミャンマー、タイ 愛知（加工） 

カットだこ モーリタニア 兵庫（加工） 

焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ささがき小天 (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 

(ごぼう)千葉、茨城、青森、北海道、 

九州 

兵庫（加工） 

味付けのり 兵庫  

煮こぶ（角切） 中国 兵庫（加工） 

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ミニ厚揚げ アメリカ、カナダ 大阪（加工） 

がんもどき (大豆)カナダ 石川（加工） 

冷 豆腐 兵庫 岐阜（加工） 

えびフライ インド及び東南アジア 大分（加工） 

冷 液全卵 兵庫県、岡山他 岡山（加工） 

アイスクリーム (乳製品)北海道 

(生乳)岡山、熊本、北海道 

岡山（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

春巻き (たけのこ)熊本他 (豚)茨城他 神奈川（加工） 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

そうめん オーストラリア、アメリカ、カナダ 

日本 

兵庫（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ、 富山（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

焼ふ アメリカ、カナダ、オーストラリア 岐阜（加工） 

ビーフン タイ  



フォー タイ  

板こんにゃく 群馬 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

いちごジャム 熊本 福岡（加工） 

８ｇバター 北海道  

細切りアーモンド アメリカ 愛知（加工） 

カップ豆腐 兵庫 大阪（加工） 

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

サイコロ豆腐 アメリカ、カナダ、中国 長野（加工） 

カップ納豆 山形、北海道 埼玉（加工） 

うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

湯葉 富山 兵庫（加工） 

ふりかけ（梅じそ） (しそ)岐阜 (ごま)グアテマラ 静岡（加工） 

鶏卵 岡山  

粉チーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

型抜チーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

スライスチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

缶 角切トマト イタリア  

缶 みかん 神奈川、静岡、和歌山、愛知 愛知（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

 



平成 24 年 6 月 11 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 6月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

香川、岡山 変更前 
葉ねぎ 

香川、岡山、徳島 変更後 

 



平成 24 年 6 月 22 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 6月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

静岡、徳島 変更前 
チンゲンツァイ 

静岡、徳島、長野 変更後 

 



平成 24 年 6 月 26 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（７月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、広島、徳島、長崎、宮崎、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 熊本、長崎、千葉  

さやいんげん 高知、鹿児島、熊本、愛媛  

生枝豆 岐阜、徳島  

オクラ 高知・鹿児島、徳島  

かぼちゃ 鹿児島、長崎  

キャベツ 兵庫、長野、群馬  

きゅうり 愛媛、高知、京都  

しょうが 高知  

たまねぎ 兵庫  



レタス 長野  

チンゲンツァイ 静岡、長野  

とうがん 岡山、和歌山  

なす 大阪、京都、徳島  

にら 高知  

にんじん 兵庫、青森  

にんにく 青森、香川、兵庫 西宮産 

葉ねぎ 香川、岡山、徳島  

パセリ 長野  

ピーマン 宮崎、愛媛  

赤ピーマン 高知  

ほうれんそう 岐阜  

えのきだけ 長野  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

ぶどう（デラウェア） 鳥取、山梨  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根 

徳島、兵庫、大阪 

（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

削り節 熊本 大阪（加工） 

焼さわら 中国 滋賀（加工） 

まぐろ角切り インド洋 大阪（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

皮なしリングイカ 三陸 岩手（加工） 

むきえび(チリソース) ミャンマー、タイ 愛知（加工） 

焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

味付けのり 兵庫  

乾 ひじき 長崎 三重（加工） 



カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ミニ厚揚げ アメリカ、カナダ 大阪（加工） 

冷 豆腐 兵庫 岐阜（加工） 

アイスクリーム (乳製品)北海道 

(生乳)岡山、熊本、北海道 

岡山（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

春巻き (たけのこ)熊本他 (豚)茨城他 神奈川（加工） 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

そうめん オーストラリア、アメリカ、カナダ 

日本 

兵庫（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ、 富山（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

ビーフン タイ  

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

いちごジャム 熊本 福岡（加工） 

ブルーベリージャム カナダ 福岡（加工） 

８ｇバター 北海道  

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

サイコロ豆腐 アメリカ、カナダ、中国 長野（加工） 

鶏卵 岡山  

切り干し大根 宮崎  

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

缶 みかん 神奈川、静岡、和歌山、愛知 愛知（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

缶 黄桃ピーセス 山形 愛知（加工） 

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

 



平成 24 年 8 月 24 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（9 月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、広島、徳島、長崎、宮崎、鹿児島 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 北海道  

さやいんげん 北海道  

かぼちゃ 西宮市  

キャベツ 長野、群馬  

きゅうり 大阪、京都、香川、愛媛  

ごぼう 北海道、群馬  

しょうが 高知  

大根 北海道  

たまねぎ 兵庫  

チンゲンツァイ 静岡  

とうがん 愛知、和歌山、岡山  



にら 高知  

にんじん 北海道  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、岡山  

パセリ 長野、北海道  

ピーマン 宮崎、愛媛  

赤ピーマン 高知  

ほうれんそう 岐阜  

みつば 三重、愛知  

えのきだけ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

なし 鳥取  

ぶどう巨峰 山梨、長野  

バナナ フィリピン  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、青森、群馬 兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

鳥取、島根、宮崎、大分、熊本、 

鹿児島、長崎、徳島 

兵庫、大阪（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

しらす干し 瀬戸内海 広島（加工） 

かつおフレーク 三陸、焼津 岩手（加工） 

焼きさば ノルウェー 愛知（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 

冷さんま（筒） 北海道、青森太平洋沖 岩手（加工） 

さんま開き 銚子沖、三陸沖、北海道 茨城（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

メルルーサ ニュージーランド 兵庫（加工） 

たんざくイカ ペルー 岩手（加工） 

皮なしリングイカ 三陸 岩手（加工） 



むきえび ベトナム 愛知（加工） 

焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

きざみのり 兵庫 大阪（加工） 

味付けのり 兵庫  

乾 ひじき 長崎 三重（加工） 

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

もち (白玉粉)タイ 新潟（加工） 

さといも 宮崎、長崎、鹿児島 福岡（加工） 

コロッケ (豚)国産 (じゃがいも)北海道 

(玉ねぎ)兵庫、大阪 

静岡（加工） 

冷 豆腐 兵庫 岐阜（加工） 

えびフライ インド及び東南アジア 大分（加工） 

冷 液全卵 兵庫、岡山他 岡山（加工） 

アイスクリーム (乳製品)北海道 

(生乳)岡山、熊本、北海道 

岡山（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

冷 とうもろこし 北海道  

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

そうめん オーストラリア、アメリカ、カナダ 

日本 

兵庫（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

焼ふ アメリカ、カナダ、オーストラリア 岐阜（加工） 

ビーフン タイ  

フォー タイ  

板こんにゃく 群馬、広島など 兵庫（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 



グレープゼリー 長野 愛知（加工） 

８ｇバター 北海道  

大豆（水煮） 宮城（22 年産） 愛知（加工） 

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

サイコロ豆腐 アメリカ、カナダ、中国 長野（加工） 

鶏卵 岡山  

ヨーグルト 四国 愛媛（加工） 

スライスチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

缶 みかん 神奈川、静岡、和歌山、愛知 愛知（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

 



平成 24 年 9 月 24 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（10 月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、徳島、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

さつまいも 徳島  

じゃがいも 北海道  

さやいんげん 北海道、高知、愛媛、熊本  

キャベツ 長野、群馬  

きゅうり 大阪、愛媛、宮崎、香川  

ごぼう 北海道  

しょうが 高知  

セロリ 長野  

大根 北海道、兵庫、石川  

たまねぎ 北海道  

レタス 長野  



とうがん 愛知、和歌山、岡山  

にら 高知  

にんじん 北海道  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、岡山  

はくさい 長野  

れんこん 徳島  

パセリ 長野、香川、静岡  

ピーマン 宮崎、愛媛、兵庫  

赤ピーマン 高知  

ブロッコリー 北海道、長野  

ほうれんそう 岐阜、徳島  

みつば 三重、愛知、奈良  

えのきだけ 長野  

しめじ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

みかん 和歌山  

ぶどう巨峰 長野  

りんご 青森  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、青森、群馬 兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

鳥取、島根、宮崎、大分、熊本、 

鹿児島、長崎、徳島 

兵庫、大阪（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

さけ 北海道 兵庫（加工） 

焼きさば ノルウェー 愛知（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 

冷さんま（筒） 北海道、青森太平洋沖 岩手（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 



メルルーサ ニュージーランド 兵庫（加工） 

たんざくイカ ペルー 岩手（加工） 

皮なしリングイカ 三陸 岩手（加工） 

皮つきリングイカ 三陸 岩手（加工） 

むきえび ベトナム 愛知（加工） 

焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

小天 (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

茎わかめ小天 (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 

(茎わかめ)鳴門 

兵庫（加工） 

味付けのり 兵庫  

乾 ひじき 長崎 三重（加工） 

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

さといも 宮崎、長崎、鹿児島 福岡（加工） 

コロッケ (豚)国産 (じゃがいも)北海道 

(玉ねぎ)兵庫、大阪 

静岡（加工） 

いもとくりのタルト (さつまいも)国産 (大豆) 

(米粉)国産 

山形（加工） 

ミニ厚揚げ アメリカ、カナダ 大阪（加工） 

冷 豆腐 兵庫 岐阜（加工） 

がんもどき (大豆)アメリカ 石川（加工） 

ギョーザ (キャベツ)国産 (豚)国産 新潟（加工） 

冷 液全卵 兵庫、岡山他 岡山（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

冷 とうもろこし 北海道  

春巻き (たけのこ)熊本他 (豚肉)茨城他 神奈川（加工） 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

そうめん オーストラリア、アメリカ、カナダ 

日本 

兵庫（加工） 



マカロニ カナダ 大阪（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ 富山（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

焼ふ アメリカ、カナダ、オーストラリア 岐阜（加工） 

ビーフン タイ  

フォー タイ  

板こんにゃく 群馬、広島など 兵庫（加工） 

こんにゃく（カット） 群馬 兵庫（加工） 

糸こんにゃく 群馬 兵庫（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

ブルーベリージャム カナダ 福岡（加工） 

８ｇバター 北海道  

やわらか黒豆 兵庫、岡山、滋賀、京都 鹿児島（加工） 

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

サイコロ豆腐 アメリカ、カナダ、中国 長野（加工） 

ふりかけ（梅じそ） (しそ)岐阜 (ごま)グアテマラ 静岡（加工） 

蒸しささみ 宮城、青森、岩手 熊本（加工） 

うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

鶏卵 岡山  

プレーンヨーグルト 広島、北海道、福島 広島（加工） 

粉チーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

クッキングチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

スライスチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

ホールコーン 北海道  

缶 みかん 神奈川、静岡、和歌山、愛知 愛知（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

 



平成 24 年 10 月 30 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 10 月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

長野、群馬 変更前 
キャベツ 

長野、群馬、兵庫 変更後 

 



平成 24 年 10 月 29 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（１１月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、徳島、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

さつまいも 徳島  

じゃがいも 北海道  

さやいんげん 鹿児島、愛媛、熊本、高知  

かぶら 徳島  

キャベツ 兵庫、愛知  

きゅうり 宮崎、高知、愛媛、徳島  

ごぼう 北海道、青森  

こまつ菜 西宮市 地産物資 

しょうが 高知  

大根 兵庫、石川  

たまねぎ 北海道  



レタス 兵庫  

チンゲンツァイ 静岡  

にら 高知  

にんじん 北海道、長崎、鳥取  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、岡山  

はくさい 岡山、和歌山、茨城  

れんこん 徳島  

パセリ 長野、香川  

ブロッコリー 徳島、香川、鳥取  

ほうれんそう 徳島  

みつば 三重、奈良、愛知  

えのきだけ 長野  

しめじ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

小大豆もやし 中国 兵庫（加工） 

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

みかん 和歌山  

りんご 青森  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬、栃木 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本 兵庫（加工） 

鶏肉 徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根 

徳島、兵庫（加工） 

鯨肉 南氷洋 大阪（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

かつおフレーク 三陸、焼津 岩手（加工） 

花かつお 鹿児島 大阪（加工） 

焼サバ 三陸 滋賀（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 



冷さんま（筒） 北海道、青森太平洋沖 岩手（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

メルルーサ ニュージーランド 兵庫（加工） 

むきえび インド、ミャンマー他 愛知（加工） 

ムキエビ（チリソース） ベトナム 愛知（加工） 

焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ささがき小天 (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 

(ごぼう)千葉、茨城、青森、北海道、 

九州 

兵庫（加工） 

ふりかけ（さかな） (あじぶし)日本 

(かつおぶし)静岡 

静岡（加工） 

味付けのり 兵庫 兵庫（加工） 

乾 ひじき 長崎 三重（加工） 

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

エビフライ インド及び東南アジア 大分（加工） 

ギョーザ (キャベツ)国産 (豚)国産 新潟県（加工） 

コロッケ (豚)アメリカ (じゃがいも)北海道 

(玉ねぎ)兵庫、大阪 

静岡（加工） 

春巻き (たけのこ)熊本県他 (豚)茨城県他 神奈川（加工） 

冷 液全卵 福岡、佐賀、長崎、鹿児島、熊本、 

大分 

福岡（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 とうもろこし 北海道  

冷 中華そば アメリカ、カナダ 山形（加工） 

ミニ厚揚げ アメリカ、カナダ 大阪（加工） 

冷 豆腐 兵庫 岐阜（加工） 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ 富山（加工） 



ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

フォー タイ  

板こんにゃく 群馬、広島など 兵庫（加工） 

こんにゃく（カット） 群馬 兵庫（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

缶 みかん 神奈川、静岡、和歌山、愛知 愛知（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

缶 黄桃ピーセス 山形 愛知（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

むし栗 熊本（22 年度） 愛知（加工） 

大豆（水煮） 富山他 愛知（加工） 

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

サイコロ豆腐 アメリカ、カナダ、中国 長野（加工） 

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

鶏卵 岡山  

うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

８ｇバター 北海道  

10g イチゴジャム 日本 福岡（加工） 

くだものゼリー(ｱｯﾌﾟﾙ) 長野 愛知（加工） 

スライスチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

 



平成 24 年 11 月 27 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（12 月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

23 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、広島、徳島、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

さつまいも 徳島  

じゃがいも 北海道  

さやいんげん 高知、鹿児島、愛媛  

かぶら 徳島  

キャベツ 兵庫、愛知  

きゅうり 宮崎、愛媛、徳島、高知  

こまつ菜 兵庫  

しょうが 高知  

大根 兵庫、徳島  



たまねぎ 北海道  

にら 高知  

にんじん 長崎、鳥取、愛知  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、岡山  

はくさい 岡山、和歌山、鹿児島、兵庫 兵庫は西宮産 

れんこん 徳島  

生パセリ 香川、静岡  

ブロッコリー 徳島、香川、鳥取  

ほうれんそう 徳島  

みつば 三重、愛知、奈良  

えのきだけ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

みかん 和歌山  

りんご 青森  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本 兵庫（加工） 

鶏肉 徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根 

徳島、兵庫（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

しらす干し 瀬戸内 広島（加工） 

花かつお 鹿児島 大阪（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 

さわら 中国 大阪（加工） 

さんま（筒） 北海道、青森太平洋沖 岩手（加工） 

ししゃも カナダ 千葉（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

メルルーサ ニュージーランド 兵庫（加工） 



たんざくいか ペルー 岩手（加工） 

むきえび インド、ミャンマー他 愛知（加工） 

焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

茎わかめ小天 (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 

(茎わかめ)鳴門 

兵庫（加工） 

ささがき小天 (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 

(ごぼう)千葉、茨城、青森、北海道、

九州 

兵庫（加工） 

味付けのり 兵庫  

乾 ひじき 長崎  

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

コロッケ （豚）国産 （じゃがいも）北海道 

（玉ねぎ）兵庫、大阪 

静岡（加工） 

春巻き (たけのこ)熊本他 (豚)茨城他 神奈川（加工） 

がんもどき (大豆)カナダ 石川（加工） 

さといも 鹿児島、宮崎 鹿児島（加工） 

冷 液全卵 福岡、佐賀、長崎、鹿児島、熊本、 

大分 

福岡（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

かぼちゃペースト 北海道  

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

うどん オーストラリア、アメリカ 兵庫（加工） 

そうめん オーストラリア、アメリカ、カナダ、

日本 

兵庫（加工） 

中華そば アメリカ、カナダ 兵庫（加工） 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 

（22 年産） 

山梨（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

シェルマカロニ カナダ 大阪（加工） 



ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

焼ふ アメリカ、カナダ、オーストラリア 岐阜（加工） 

ビーフン タイ  

板こんにゃく 群馬 兵庫（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

缶 パインピーセス 沖縄  

缶 角切りトマト イタリア  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

白菜キムチ （白菜）日本 大阪（加工） 

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

納豆 （大豆）国産 鹿児島（加工） 

豆乳 （大豆）国産 愛知（加工） 

湯葉 （大豆）富山 兵庫（加工） 

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

鶏卵 岡山  

ヨーグルト 四国 愛媛（加工） 

８ｇバター 北海道  

スライスチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

一口チーズ ニュージーランド 大阪（加工） 

ブルーベリークレープ (小麦粉)アメリカ 

(ブルーベリーピューレ)ポーランド

他 

山形（加工） 

プリン （卵）茨城他 

（生乳）茨城、青森 

茨城（加工） 

オレンジゼリー （みかん果汁）山口、広島、熊本 愛知（加工） 

 



平成 24 年 12 月 6 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 12 月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

徳島、香川、鳥取 変更前 
ブロッコリー 

徳島、香川、鳥取、兵庫 変更後 

 



平成 24 年 12 月 13 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 12 月使用予定分・変更分-2） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

徳島、香川、鳥取、兵庫 変更前 

ブロッコリー 徳島、香川、鳥取、兵庫、宮崎、長崎、

岡山、大阪 

変更後 

 



平成 24 年 12 月 21 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 24 年 12 月使用予定分・変更分-3） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

長崎、鳥取、愛知 変更前 
にんじん 

長崎、鳥取、愛知、熊本 変更後 

 



平成 24 年 12 月 20 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（1 月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

24 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、愛知、広島、徳島、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 北海道  

さやいんげん 高知、鹿児島  

かぶら 徳島  

キャベツ 兵庫、愛知  

きゅうり 宮崎、愛媛、徳島、高知  

ごぼう 茨城、栃木、青森、千葉  

こまつ菜 兵庫  

しょうが 高知  

大根 兵庫、徳島 一部西宮産有り 



たまねぎ 北海道  

レタス 兵庫、香川  

チンゲンツァイ 静岡  

にんじん 長崎、鳥取、愛知  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、愛媛、岡山  

はくさい 岡山、愛知、鹿児島、和歌山  

れんこん 徳島  

生パセリ 香川、静岡  

赤ピーマン 高知  

ブロッコリー 徳島、香川、鳥取  

ほうれんそう 徳島、兵庫 一部西宮産有り 

えのきだけ 長野  

マッシュルーム 兵庫  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

ぽんかん 愛媛  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根、兵庫 

徳島、兵庫、大阪 

（加工） 

鯨肉 南氷洋 大阪（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ごまめ 山口  

削り節 熊本 大阪（加工） 

さんま（筒） 北海道、青森太平洋沖 岩手（加工） 

ぶりカット 鳥取 兵庫（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

たんざくいか ペルー 岩手（加工） 

皮付きリングいか 三陸 岩手（加工） 



焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

茎わかめ小天 (魚肉)北海道、アメリカ 

(茎わかめ)日本 

兵庫（加工） 

ふりかけ（ノリ） （ごま）グァテマラ等（のり）瀬戸内 静岡（加工） 

味付けのり 兵庫  

乾 ひじき 長崎  

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

茎わかめ 韓国 兵庫（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

エビフライ インド及び東南アジア 大分（加工） 

ギョウザ （キャベツ）国産（豚）国産 新潟（加工） 

もち タイ 新潟（加工） 

がんもどき (大豆)カナダ 石川（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

冷 沖縄もずく 沖縄  

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

うどん オーストラリア、アメリカ 兵庫（加工） 

中華そば アメリカ、カナダ 兵庫（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ 富山（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

ビーフン タイ  

板こんにゃく 群馬 兵庫（加工） 

こんにゃく（カット） 群馬 兵庫（加工） 

はるさめ （甘藷澱粉）鹿児島、宮崎 

（馬鈴薯澱粉）北海道 
奈良（加工） 

いちごジャム 熊本 福岡（加工） 

８ｇバター 北海道  

きな粉 宮城（22 年産） 兵庫（加工） 

木綿豆腐 兵庫  

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 



うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

鶏卵 岡山  

粉チーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

型抜きチーズ オーストラリア他 兵庫（加工） 

スライスチーズ オーストラリア他 兵庫（加工） 

型抜きチーズデザート オーストラリア 兵庫（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

缶 みかん 佐賀、熊本、長崎、愛媛、広島 佐賀（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

缶 黄桃ピーセス 山形 愛知（加工） 

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

 



平成 25 年 1 月 24 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 25 年 1月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 青果類（予定） 

種  類 産  地 備  考 

愛媛 変更前 
ぽんかん 

愛媛、和歌山、鹿児島 変更後 

 



平成 25 年 1 月 25 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（２月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

24 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、愛知、広島、徳島、長崎、宮崎、熊本、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 北海道  

さやいんげん 高知  

かぶら 徳島  

キャベツ 兵庫、愛知  

きゅうり 宮崎、愛媛、徳島、高知  

ごぼう 青森、千葉、茨城、栃木  

こまつ菜 兵庫  

しょうが 高知  

大根 兵庫、徳島、長崎  



たまねぎ 北海道  

チンゲンツァイ 静岡  

にんじん 長崎、鹿児島、愛知  

にんにく 青森  

白ねぎ 鳥取、静岡、大分  

葉ねぎ 香川、徳島、愛媛、岡山、兵庫 一部西宮産有り 

はくさい 愛知、和歌山、鹿児島  

れんこん 徳島  

生パセリ 香川、静岡  

ピーマン 高知、宮崎  

ブロッコリー 徳島、鳥取、香川  

ほうれんそう 徳島  

みつば 三重、愛知、静岡  

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

マッシュルーム 兵庫  

いちご 福岡、長崎  

いよかん 愛媛  

オレンジ 和歌山  

りんご 青森  

バナナ フィリピン  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根、兵庫 

徳島、兵庫、大阪 

（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

イワシ開き アメリカ 兵庫（加工） 

しらす干し 瀬戸内海 広島（加工） 

さけ 北海道 大阪（加工） 

花かつお 鹿児島 大阪（加工） 



削り節 熊本 大阪（加工） 

焼さば ノルウェー 滋賀（加工） 

焼さわら 中国 滋賀（加工） 

さんま（筒） 北海道 滋賀（加工） 

ししゃも カナダ他 千葉（加工） 

まぐろフレーク 中西部太平洋 静岡（加工） 

メルルーサ ニュージーランド 大阪（加工） 

皮つきリングイカ 三陸 岩手（加工） 

細切りするめ 北海道 愛知（加工） 

焼きかまぼこ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

ちくわ (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 兵庫（加工） 

茎わかめ小天 (魚肉)北海道、アメリカ、タイ 

(茎わかめ)鳴門 

兵庫（加工） 

きざみのり 瀬戸内他（国産） 大阪（加工） 

味付けのり 兵庫 兵庫（加工） 

煮こぶ（角切） 中国 兵庫（加工） 

沖縄もずく 沖縄  

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

冷 さといも 鹿児島、宮崎 鹿児島（加工） 

冷 おから 北海道 大阪（加工） 

コロッケ (豚)国産 (じゃがいも)北海道 

(玉ねぎ)兵庫、大阪 

静岡（加工） 

えびフライ インド及び東南アジア 大分（加工） 

がんもどき (大豆)カナダ 石川（加工） 

冷 液全卵 福岡、佐賀、長崎、鹿児島、熊本、 

大分 

福岡（加工） 

子つぶ大福 (米粉)国産 (餅粉)国産 

(餡)北海道他 

愛知（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 とうもろこし 北海道  

冷 ホールコーン 北海道  

ギョーザ (キャベツ)国産 (豚)国産 新潟（加工） 

春巻き (たけのこ)熊本他 (豚)茨城他 神奈川（加工） 



 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

うどん オーストラリア、アメリカ 兵庫（加工） 

中華そば アメリカ、カナダ 兵庫（加工） 

そうめん オーストラリア、アメリカ、カナダ 

日本 

兵庫（加工） 

ばち オーストラリア、アメリカ、カナダ 

日本 

兵庫（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

シェルマカロニ カナダ 大阪（加工） 

細スパゲティ カナダ、アメリカ、 富山（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

焼ふ アメリカ、カナダ、オーストラリア 岐阜（加工） 

ビーフン タイ  

トッ （上新粉）国産 大阪（加工） 

板こんにゃく 群馬 兵庫（加工） 

コンニャク（カット） 群馬 兵庫（加工） 

糸こんにゃく 群馬 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

いちごジャム 熊本 福岡（加工） 

ピーチゼリー 長野、イタリア、山梨 愛知（加工） 

８ｇバター 北海道  

いり大豆 青森、秋田 兵庫（加工） 

木綿豆腐 兵庫  

焼き豆腐 兵庫  

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

凍り豆腐 アメリカ、カナダ 長野（加工） 

うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

鶏卵 岡山  

粉チーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

クッキングチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

ポケットチーズ ニュージーランド他 兵庫（加工） 



型抜チーズ オーストラリア他 兵庫（加工） 

スライスチーズ オーストラリア、日本、 

ニュージーランド 

兵庫（加工） 

一口チーズ ニュージーランド、オーストラリア 大阪（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

乾 しいたけ 愛媛 兵庫（加工） 

缶 みかん 佐賀、熊本、長崎、愛媛、広島 佐賀（加工） 

缶 パインピーセス 沖縄  

 



平成 25 年 2 月 22 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（３月使用予定分） 

 

 学校給食使用物資に関して、物資納入業者からの報告のあった産地を公表いたします。

なお、種類、産地については順不同です。 

 また、状況に応じ産地が変わる場合は、随時変更いたします。 

 

 給食物資の調達について 

  西宮市の給食物資は（財）西宮市学校給食会が市場に流通している物を調達し、これ

を使用しています。 

 

○ 米 

24 年度産米 兵庫県 

○ パン 

小麦粉 アメリカ、オーストラリア 

○ 牛乳 

兵庫、奈良、京都、滋賀、北海道、広島、徳島、長崎、熊本、鹿児島 

○ ジョア 

脱脂粉乳 北海道 

○ 青果類（予定） 

・ 産地は最新の出荷状況に基づき、使用頻度の高いものを優先して掲載しています。 

・ 市場での調達のため入荷状況により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 

じゃがいも 北海道  

さやいんげん 高知、鹿児島  

キャベツ 愛知、大阪、兵庫  

きゅうり 宮崎、愛媛、徳島、高知  

水菜 兵庫 西宮産 

ごぼう 青森、茨城、千葉、栃木  

しょうが 高知  

セロリ 静岡  

大根 徳島、長崎  



たまねぎ 北海道  

チンゲンツァイ 静岡  

にら 高知  

にんじん 鹿児島  

にんにく 青森  

葉ねぎ 香川、徳島、岡山  

はくさい 兵庫、愛知  

れんこん 徳島  

生パセリ 香川、静岡  

ほうれんそう 徳島  

みつば 三重、愛知、静岡  

大豆もやし アメリカ 兵庫（加工） 

緑豆もやし 中国 兵庫（加工） 

大豆 青森  

マッシュルーム 兵庫  

いちご 福岡、長崎  

いよかん 愛媛  

オレンジ 和歌山、愛媛  

バナナ フィリピン  

○ 肉類（予定） 

・ 入札時等の納入予定産地です。  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

牛肉 北海道、埼玉、青森、熊本、宮崎、鹿

児島、長崎、愛知、群馬 

兵庫（加工） 

豚肉 鹿児島、宮崎、熊本、徳島 兵庫（加工） 

鶏肉 

 

徳島、宮崎、鹿児島、大分、熊本、 

長崎、鳥取、島根、兵庫 

徳島、兵庫、大阪 

（加工） 

○ 魚貝類・海藻類（予定）  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

しらす干し 瀬戸内海 広島（加工） 

かつおフレーク 三陸 岩手（加工） 

花かつお 鹿児島 大阪（加工） 

さけ 北海道 大阪（加工） 

焼サバ ノルウェー 滋賀（加工） 

削り節 熊本 大阪（加工） 



焼さわら 中国 滋賀（加工） 

まぐろフレーク 西部太平洋 静岡（加工） 

メルルーサ ニュージーランド 大阪（加工） 

たんざくいか ペルー 岩手（加工） 

皮なしリングいか 三陸沖 岩手（加工） 

桜えび 駿河湾 静岡（加工） 

ふりかけ（のり） （ごま）グァテマラ等（のり）瀬戸内 静岡（加工） 

きざみのり 国産 大阪（加工） 

味付けのり 国産 兵庫（加工） 

手巻きのり 国産 大阪（加工） 

乾 ひじき 長崎 三重（加工） 

沖縄もずく 沖縄  

カットわかめ 三陸 宮城（加工） 

○ 冷凍食品類 

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

冷 さといも 鹿児島、宮崎 鹿児島（加工） 

コロッケ (豚)国産 (じゃがいも)北海道 

(玉ねぎ)兵庫、大阪 

静岡（加工） 

えびフライ インド及び東南アジア 大分（加工） 

冷 液全卵 福岡、佐賀、長崎、鹿児島、熊本、 

大分 

福岡（加工） 

グリンピース ニュージーランド  

冷 ホールコーン 北海道  

ギョーザ (キャベツ)国産 (豚)国産 新潟（加工） 

春巻き (たけのこ)熊本他 (豚)茨城他 神奈川（加工） 

 

○ 一般食品  

種  類 産 地（主な原材料の産地） 備  考 

ツインミール（麦） 福井、富山、宮城、石川、長野、群馬 山梨（加工） 

ばち オーストラリア、国産 兵庫（加工） 

中華そば アメリカ、カナダ 兵庫（加工） 

マカロニ カナダ 大阪（加工） 

ペンネマカロニ カナダ 大阪（加工） 

ビーフン タイ  

フォー タイ  



こんにゃく（カット） 群馬 兵庫（加工） 

はるさめ (甘薯澱粉)鹿児島、宮崎 

(馬鈴薯澱粉)北海道 

奈良（加工） 

いちごジャム アメリカ 福岡（加工） 

ブルーベリージャム カナダ 福岡（加工） 

ひなあられ 国産 兵庫（加工） 

８ｇバター 北海道  

木綿豆腐 兵庫  

うすあげ カナダ、アメリカ 兵庫（加工） 

凍り豆腐 アメリカ、カナダ 長野（加工） 

うずら卵水煮 愛知、静岡 愛知（加工） 

鶏卵 岡山  

粉チーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

クッキングチーズ オーストラリア 兵庫（加工） 

スライスチーズ オーストラリア、日本、 

ニュージーランド 

兵庫（加工） 

切り干し大根 宮崎  

たくあん千切り 茨城、栃木、新潟 神奈川（加工） 

福神漬け （大根）日本 神奈川（加工） 

たけのこ水煮 熊本、愛媛、福岡、徳島 兵庫（加工） 

クリームコーン 北海道  

ホールコーン 北海道  

乾 しいたけ 岩手、秋田 大分（加工） 

缶みかん 日本 佐賀（加工） 

缶パインピーセス 沖縄  

 



平成 25 年 2 月 28 日 

西宮市教育委員会 

 

給食物資の産地（平成 25 年 3月使用予定分・変更分） 

 

学校給食使用物資に関して、下記の通り産地を変更いたします。 

 

○ 一般食品 

種  類 産  地 備  考 

岩手、秋田 大分（加工） 変更前 
乾 しいたけ 

愛媛 兵庫（加工） 変更後 

 


