
学校長　様

　日頃より、当給食会の運営にご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。

　当給食会では、安全で良質な物資を安定的に供給するように努めており、その一環としてクリーン青果物の供給および地産地消

の観点から札幌市内・札幌近郊・北海道内各産地の青果物の供給ならびに国内各産地の青果物の供給を行い、さらに品目・数量

の拡大を行っております。

　つきましては、令和３年度の供給予定を下記の通りお知らせいたしますが、天候状況その他により供給内容の変更または、供給

中止となる場合もありますので、供給開始決定後に改めて詳細をご連絡いたします。

品名 産地等 その他 採用年度

ＪＡとうや湖 イエス・クリーン他（雪蔵貯蔵） 令和３年　４月　６日（火） ～ 令和３年　６月１１日（金） Ｈ１７

ホクレン 北海道産（よくねたいも） 令和３年　６月１４日（月） ～ 令和３年　７月１６日（金） Ｒ1

ＪＡとうや湖 イエス・クリーン他 令和３年　８月１８日（水） ～ 令和３年１０月２２日（金） Ｈ１４

ＪＡふらの 特別栽培他 令和３年１０月２５日（月） ～ 令和３年１２月２４日（金） Ｈ１０

JAようてい ようてい地区産 令和４年　１月１４日（金） ～ 令和４年　１月２８日（金） H２４

ＪＡきたみらい スノーマーチ 令和４年　１月３１日（月） ～ 令和４年　３月　４日（金） Ｈ２６

ＪＡとうや湖 イエス・クリーン他 令和４年　３月　７日（月） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ１４

エコフード他（ＣＡ貯蔵） 令和３年　４月　６日（火） ～ 令和３年　６月２５日（金） Ｈ20

エコフード 令和３年　８月１８日（水） ～ 令和３年１０月　１日（金） Ｈ６

特別栽培他 令和４年　１月１４日（金） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ６

札幌黄 令和３年１０月　４日（月） ～ 令和３年１０月２９日（金） Ｈ９

札幌産 令和３年１１月　１日（月） ～ 令和３年１２月　３日（金） Ｈ２８

フードリサイクル（さつおう） 令和３年１２月　６日（月） ～ 令和３年１２月１０日（金） Ｈ２０

札幌産 令和３年１２月１３日（月） ～ 令和３年１２月２４日（金） Ｈ９

令和３年　５月３１日（月） ～ 令和３年　６月１８日（金）

令和４年　１月１７日（月） ～ 令和４年　２月２５日金）

ＪＡ新はこだて（七飯産） イエス・クリーン 令和３年　６月２８日（月） ～ 令和３年　７月２１日（水） Ｈ１２

ＪＡふらの 特別栽培他 令和３年　８月１８日（水） ～ 令和３年　９月１０日（金） Ｈ１０

ＪＡようてい イエス・クリーン他 令和３年　９月１３日（月） ～ 令和３年１０月　８日（金） Ｈ１４

ＪＡとうや湖 イエス・クリーン他 令和３年１０月１１日（月） ～ 令和３年１０月２９日（金） Ｈ２０

ホクレン 北海道産 Ｒ３

しょうが 令和３年　４月　６日（火） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ２１

切り干し大根 ＪＡめむろ 芽室産 Ｒ1

ごぼう ＪＡさっぽろ 札幌白ごぼう※R2供給中止 令和３年　５月２４日（月） ～ 令和３年　５月２８日（金） R２

令和３年　４月　６日（火） ～ 令和３年　９月２４日（金）

令和４年　１月１７日（月） ～ 令和４年　３月２５日（金）

グリーンアスパラ ＪＡびえい 美瑛産 令和３年　５月２４日（月） ～ 令和３年　６月　４日（金） Ｈ２９

事務連絡

事務局長　羽川　希世志

ＪＡさっぽろ

令和３年（２０２１）３月２日

・製造中止となるため現在の在庫が無くなり次第供給終了

令和３年（２０２１）３月２日

公益財団法人札幌市学校給食会

令和３年度（２０２１～20２２）産地指定青果物供給予定について

Ｈ２９

Ｈ２７

ＪＡふらの

※令和３年度新規供給開始予定

JA新はこだて しりうちにら北の華

ＪＡ山武郡市 千葉県産

にら

予定供給期間

にんじん

ばれいしょ

玉ねぎ

大分産（高知産の場合もあり）
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品名 産地等 その他 採用年度

ＪＡ新はこだて（七飯産） イエス・クリーン 令和３年　６月　７日（月） ～ 令和３年　６月１８日（金） Ｈ１３

ＪＡ道央 恵庭産 令和３年　６月２１日（月） ～ 令和３年　７月２１日（水） Ｈ２８

ＪＡとうや湖 イエス・クリーン 令和３年　８月１８日（水） ～ 令和３年１０月　１日（金） Ｈ２１

ＪＡさっぽろ 札幌産 令和３年　６月　７日（月） ～ 令和３年　７月２１日（水） Ｈ１３

ＪＡみい 福岡県産 令和３年１１月１５日（月） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ２９

きゅうり ＪＡ新すながわ イエス・クリーン他 令和３年　６月２８日（月） ～ 令和３年　９月　３日（金） Ｈ２１

ピーマン JAにいかっぷ エコファーマー 令和３年　６月２１日（月） ～ 令和３年１０月　８日（金） Ｈ２７

令和３年　６月２８日（月） ～ 令和３年　７月２１日（水）

令和３年　８月３０日（月） ～ 令和３年１０月　１日（金）

はくさい JA道央 江別産 令和３年　７月　５日（月） ～ 令和３年１０月１５日（金） Ｈ２４

ブロッコリー ＪＡとうや湖 とうや産 令和３年　７月　５日（月） ～ 令和３年１０月１５日（金） Ｈ２９

ＪＡなんぽろ イエス・クリーン 令和３年　７月１２日（月） ～ 令和３年　９月１７日（金） Ｈ２３

ＪＡ伊達市 イエス・クリーン他 令和３年　９月２１日（火） ～ 令和３年１０月２２日（金） Ｈ２１

ＪＡとうや湖 とうや産 令和３年１０月２５日（月） ～ 令和３年１２月２４日（金） Ｈ２５

ＪＡ道央 江別産 令和４年　２月１４日（月） ～ 令和４年　３月　４日（金） Ｈ３０

にんにく ＪＡ十勝清水町 十勝産 令和３年　８月１８日（水） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ２３

長ねぎ ＪＡなんぽろ イエス・クリーン他 令和３年　８月２３日（月） ～ 令和３年１０月２９日（金） Ｈ２１

ＪＡ道央 江別産 　令和３年　８月１８日（水） ～ 令和３年　９月　３日（金） Ｒ２

ＪＡさっぽろ フードリサイクル 令和３年　８月３０日（月） ～ 令和３年　９月２４日（金） Ｈ２１

ＪＡ道央 恵庭産 令和３年　９月　６日（月） ～ 令和３年　９月２４日（金） Ｈ２９

ＪＡ北いしかり 当別・厚田産 令和３年　９月２７日（月） ～ 令和３年１０月１５日（金） Ｈ２２

ＪＡさっぽろ 札幌産 令和３年１０月１８日（月） ～ 令和３年１０月２２日（金） Ｒ1

ホクレン 北海道産・りょうおもい 令和３年１１月　１日（月） ～ 令和４年１２月２４日（金） Ｒ1

ミニトマト JA当麻 当麻産 令和３年　７月１２日（月） ～ 令和３年　９月１７日（金） Ｈ２７

ミニトマト・アイコ ＪＡ新おたる 仁木産 令和３年　８月２３日（月） ～ 令和３年１０月　１日（金） Ｈ３１

ほうれん草 ＪＡみい 福岡県産 令和３年１１月１５日（月） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ２８

パセリ ＪＡみい 福岡県産 令和３年１１月１５日（月） ～ 令和４年　５月２７日（金） Ｈ３０

チンゲン菜 ＪＡみい 福岡県産 令和３年１１月１５日（月） ～ 令和４年　５月２７日（金） Ｈ３０

春菊 ＪＡみい 福岡県産 令和３年１１月２９日（月） ～ 令和４年　５月２７日（金） Ｈ３０

なばな ＪＡ全農みえ 三重産 令和４年　２月１４日（月） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ３０

清見オレンジ ＪＡにしうわ 愛媛県産 令和３年　４月　６日（火） ～ 令和３年　４月１６日（金） Ｈ２８

プルーン ＪＡ新おたる 仁木産 令和３年　９月２７日（月） ～ 令和３年１０月　８日（金） Ｈ２９

余市産（つがる） 令和３年１０月　４日（月） ～ 令和３年１０月　８日（金） Ｒ2

余市産（早生ふじ） 令和３年１０月１８日（月） ～ 令和３年１０月２９日（金） Ｒ1

ＪＡ佐渡 おけさ柿 令和３年１０月２５日（月） ～ 令和３年１１月１２日（金） H２８

ＪＡ庄内みどり 庄内柿 令和３年１１月１５日（月） ～ 令和３年１１月２６日（金） Ｈ２９

紅まどんな ＪＡえひめ中央 愛媛県産 令和３年１２月１３日（月） ～ 令和３年１２月２４日（金） Ｈ30

キウイフルーツ JA愛媛たいき 愛媛県産 令和４年　１月２４日（月） ～ 令和４年　３月２５日（金） Ｈ２７

天草 令和４年　１月１７日（月） ～ 令和４年　１月２１日（金） Ｈ２９

デコポン 令和４年　２月　７日（月） ～ 令和４年　３月　４日（金） Ｈ２８

はまさき JAからつ 佐賀県産 ※令和３年度新規供給開始予定 R３

【業務課　佐藤・加藤　℡２１１-３８９７】

とうもろこし

りんご ＪＡよいち

ＪＡにしうわ 愛媛県産

予定供給期間

こまつな

だいこん

ＪＡさっぽろ フードリサイクル Ｈ１９

かき

レタス

かぼちゃ

キャベツ
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