
　（一財）神戸市学校給食会が扱う学校給食の使用食材に関する産地を公表いたします。

　　神戸市学校給食の食材は、市場に流通している物を使用しています。

※ 国は、原子力災害対策特別措置法に基づき、食品衛生法の基準値をオーバーした

農産物を出荷しないように指示しているため、学校給食で使用している食品について

　 は、安全性が確保されております。

※ 産地に変更・追加があった場合、随時更新します。

● 青果類（予定）
・市場での調達が納入日前日か当日のため、産地は最新の出荷状況に基づいての予定です。

・出荷制限や出荷禁止となった青果類は、市場に出回りません。

種　類

さつまいも 茨城・千葉・徳島・宮崎

じゃがいも 北海道

キャベツ 神戸・兵庫・群馬・長野

きゅうり 北海道・福島・愛媛・香川

ごぼう 北海道・青森・茨城

こまつな 神戸・兵庫・群馬・福岡

しょうが 高知

セロリ― 長野

だいこん 北海道・青森・千葉・石川

たまねぎ 兵庫・北海道

チンゲンサイ 神戸・兵庫・静岡・長野

にんじん 北海道

白ねぎ 北海道・群馬・長野・鳥取

青ねぎ 岡山・香川

ほうれんそう 神戸・兵庫・岐阜

● 肉類（予定）
・入札時の納入予定産地です。

種　類

牛肉

豚肉

鶏肉

産地

※国内産地については北から都道府県順に表示

産地

兵庫・北海道・岩手・宮城・山形・茨城・栃木・群馬・岐阜・三重・滋賀・京都・
大阪・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・
佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

兵庫・岩手・栃木・群馬・和歌山・鳥取・島根・岡山・徳島・香川・佐賀・長崎・
熊本・宮崎・鹿児島

兵庫・北海道・青森・岩手・宮城・山形・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・
新潟・山梨・長野・静岡・京都・大阪・奈良・和歌山・岡山・広島・熊本

給食用食材（副食食材）の産地情報（10月使用予定）

※中学校給食用食材の産地情報は、【小学校給食】の次に掲載しております。

小学校給食

※国内産地については北から都道府県順に表示



● 魚介類・海藻類（予定）

種　類

さわら 韓国・対馬・東シナ海

すけそうだら アメリカ

えび インド・インドネシア・ベトナム・タイ

いか ペルー・チリ・アルゼンチン

あおさ 愛知

ひじき 韓国

わかめ 韓国

煮干し 広島・山口・香川・愛媛・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

しらす干し 兵庫・愛知・愛媛・鹿児島

削節（いわし） 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

焼さんま 北海道

竹輪 北海道・アメリカ・タイ・ベトナム・インド

鮭ボール 北海道・岩手・宮城・鳥取

たべる小魚 鳥取・広島・山口・香川・愛媛・福岡・佐賀・長崎・大分

ふりかけ（わかめ） 韓国

● 冷凍野菜（予定）

種　類

冷凍さやいんげん 北海道

冷凍グリーンピース ニュージーランド

冷凍カリフラワー メキシコ

冷凍こまつな 宮崎

冷凍ブロッコリー エクアドル

冷凍ほうれんそう 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

冷凍えのきたけ 長野・福岡

冷凍さといも 熊本・宮崎・鹿児島

冷凍しめじ 富山・長野・岐阜・福岡

冷凍おろしだいこん 北海道・青森・岩手・茨城

● 一般食品（予定）
・加工品については主原料の産地です。

種　類

クスクス フランス・スペイン

冷凍うどん 北海道

焼きそばめん カナダ・アメリカ

ビーフン タイ

トック 茨城・新潟・栃木

つき・角こんにゃく 群馬

だいず・いりだいず 北海道

冷凍豆腐 アメリカ・カナダ・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・滋賀

冷凍生揚げ アメリカ・カナダ・新潟・富山・滋賀

冷凍油揚げ アメリカ・カナダ

冷凍がんもどき アメリカ・中国

凍り豆腐 アメリカ・カナダ

※国内産地については北から都道府県順に表示

産地

産地

※国内産地については北から都道府県順に表示

産地

※国内産地については北から都道府県順に表示



種　類

たけのこ水煮 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

干ししいたけ 和歌山・島根・徳島・愛媛・長崎・宮崎

マッシュルーム水煮 兵庫・岡山

冷凍液卵

ヨーグルト 岡山

バター 北海道・ニュージーランド

メープルジャム

カット柿

洋梨ゼリー アメリカ

北海道・岩手・宮城・秋田・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川
新潟・富山・石川・静岡・三重・鳥取・岡山・広島・山口・香川・福岡・佐賀・長崎
熊本・大分・宮崎・鹿児島

岐阜・和歌山・奈良

カナダ・アメリカ・北海道・愛知

産地



● 青果類（予定）
・市場での調達が納入日前日か当日のため、産地は最新の出荷状況に基づいての予定です。

・出荷制限や出荷禁止となった青果類は、市場に出回りません。

種　類

キャベツ 神戸・兵庫・群馬・長野

きゅうり 北海道・福島・愛媛・香川

だいこん 北海道・青森・千葉・石川

たまねぎ 兵庫・北海道

チンゲンサイ 神戸・兵庫・静岡・長野

にんじん 北海道

白ねぎ 北海道・群馬・長野・鳥取

青ねぎ 岡山・香川

はくさい　 長野

● 肉類（予定）
・入札時の納入予定産地です。

種　類

牛肉

豚肉

鶏肉

● 魚介類・海藻類（予定）

種　類

わかさぎ カナダ

いか ペルー・チリ・アルゼンチン

ます 北海道

さわら 韓国

ひじき 韓国

くきわかめ 韓国

しらす干し 兵庫

まぐろ油漬 西部太平洋・インド洋

まぐろ野菜スープ煮 中西部太平洋・インド洋・インドネシア近海

千切りかまぼこ アメリカ

かつお節 静岡・鹿児島

竹輪 タイ・ベトナム・インド

きざみ塩こんぶ 北海道

ふりかけ（さけ） 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・アメリカ

産地

産地

兵庫・岩手・栃木・群馬・和歌山・鳥取・島根・岡山・徳島・香川・佐賀・長崎・
熊本・宮崎・鹿児島

※国内産地については北から都道府県順に表示

※国内産地については北から都道府県順に表示

産地

兵庫・岩手・宮城・山形・茨城・栃木・群馬・岐阜・三重・滋賀・京都・大阪・
和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・
長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

北海道・岡山・広島・熊本

※国内産地については北から都道府県順に表示

中学校給食



● 冷凍野菜（予定）

種　類

冷凍グリーンピース ニュージーランド

冷凍かぼちゃ 大分

冷凍カリフラワー メキシコ

冷凍こまつな　 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

冷凍ホールコーン アメリカ

冷凍パプリカ アメリカ

冷凍ブロッコリー エクアドル

冷凍ほうれんそう　 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

冷凍えのきたけ 長野

冷凍しめじ 福岡

冷凍さつまいも 熊本・大分・宮崎・鹿児島

冷凍カットポテト 北海道・熊本・大分・宮崎・鹿児島

● 一般食品（予定）
・加工品については主原料の産地です。

種　類

クスクス フランス・スペイン

焼きそばめん カナダ・アメリカ

スパゲティ アメリカ・カナダ・オーストラリア

つき・糸こんにゃく 群馬

はるさめ 鹿児島・宮崎

だいず水煮 北海道

冷凍豆腐 アメリカ・カナダ

冷凍生揚げ アメリカ・カナダ・新潟・富山・滋賀

冷凍油揚げ アメリカ・カナダ

冷凍がんもどき アメリカ

ミックスビーンズ　 アメリカ・イギリス・カナダ

ホールトマト イタリア

マッシュルーム 兵庫

たけのこ水煮 徳島・福岡・熊本

だいずもやし 兵庫

きざみたくあん 鹿児島・宮崎

干ししいたけ 愛媛・大分

切り干しだいこん 宮崎

冷凍液卵

ブルーベリーゼリー カナダ・アメリカ

いちじくゼリー

ふりかけ（えごま） 福島・宮城

ゆかり粉

兵庫

産地

産地

静岡・三重・長崎・宮崎・徳島・愛知・愛媛・広島・福岡・佐賀

※国内産地については北から都道府県順に表示

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島

※国内産地については北から都道府県順に表示




