
公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (   荒川     保育所　) 
食品・食材

主食 米 栃木

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 福島（JA夢みなみ）

トマト 福島（JA夢みなみ） 北海道

かぼちゃ 新潟 青森

小松菜 群馬

玉ねぎ 佐賀 北海道

じゃがいも 茨城 北海道

なす 埼玉

さやいんげん 北海道

にら 群馬 山形

とうもろこし 群馬

エリンギ 長野

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ アメリカ

サケ チリ

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (     銀座   保育所　) 
食品・食材

主食 米 栃木

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉（熊谷）

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 埼玉

トマト 群馬

かぼちゃ 埼玉 北海道

小松菜 群馬

玉ねぎ 佐賀 北海道

じゃがいも 埼玉

なす 埼玉

さやいんげん 群馬

にら 群馬 栃木

とうもろこし 群馬

エリンギ 新潟

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ エクアドル

オレンジ オーストラリア

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 韓国

サケ チリ

ひじき 三重

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (   籠原 保育所  ) 
食品・食材

主食 米 埼玉(熊谷)

パン（使用小麦） 埼玉・埼玉（熊谷）・アメリカ・カナダ

乳製品 牛乳 埼玉(熊谷)

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 北海道 青森

きゅうり 福島（JA夢みなみ）

トマト 福島（JA夢みなみ） 北海道

かぼちゃ 新潟 神奈川 青森

小松菜 埼玉

玉ねぎ 兵庫 北海道

じゃがいも 茨城 千葉

なす 埼玉

さやいんげん 鹿児島

にら 栃木 山形

とうもろこし 群馬

エリンギ 新潟

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 北アメリカ

サケ チリ

ひじき 三重

わかめ 徳島

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (    石原 保育所　) 
食品・食材

主食 米 埼玉（熊谷）

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉（熊谷）

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 福島(JA夢みなみ) 群馬

トマト 福島(JA夢みなみ) 北海道

かぼちゃ 新潟 青森 北海道

小松菜 群馬 埼玉

玉ねぎ 佐賀 兵庫 北海道

じゃがいも 茨城 青森 北海道

なす 埼玉

さやいんげん 北海道

にら 山形

とうもろこし 群馬

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 北アメリカ

サケ チリ

ひじき 三重

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (    玉井 保育所 　) 
食品・食材

主食 米 埼玉

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 北海道 青森

きゅうり 福島(JA夢みなみ)

トマト 福島(JA夢みなみ) 北海道

かぼちゃ 新潟 神奈川 青森

小松菜 埼玉

玉ねぎ 兵庫 北海道

じゃがいも 茨城 千葉

なす 埼玉

さやいんげん 鹿児島

にら 栃木 山形

生姜 高知

とうもろこし 群馬

エリンギ 新潟

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 北アメリカ

サケ チリ

ひじき 三重

わかめ 徳島

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (   中条  保育所 　) 
食品・食材

主食 米 埼玉（熊谷）

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 福島(JA夢みなみ)

トマト 福島(JA夢みなみ)

かぼちゃ 埼玉 神奈川 北海道 新潟

小松菜 茨城

玉ねぎ 佐賀 北海道 兵庫

じゃがいも 茨城

なす 埼玉

さやいんげん 福島(JA夢みなみ)

にら 北海道 栃木

とうもろこし 群馬

エリンギ 新潟

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ オーストラリア

グレープフルーツ アメリカ 南アフリカ

肉類 豚肉 埼玉（熊谷）

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 北アメリカ

サケ チリ

ひじき 長崎 三重

わかめ 徳島

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (     曙町   保育所　 ) 
食品・食材

主食 米 秋田

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 福島(JA夢みなみ)

トマト 福島(JA夢みなみ) 北海道

かぼちゃ 新潟 青森 北海道

小松菜 群馬

玉ねぎ 佐賀 北海道

じゃがいも 茨城 北海道

なす 埼玉 福島(JA夢みなみ)

さやいんげん 北海道

にら 群馬 山形

生姜 高知

とうもろこし 群馬

エリンギ 新潟

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 北アメリカ

サケ チリ

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)             
食品・食材

主食 米 栃木

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉（熊谷）

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 北海道

きゅうり 群馬

トマト 群馬 北海道

かぼちゃ 埼玉 新潟 北海道

小松菜 埼玉 群馬

玉ねぎ 佐賀 北海道

じゃがいも 茨城 北海道

なす 埼玉

さやいんげん 山梨

にら 栃木

生姜 高知

とうもろこし 群馬

エリンギ 新潟

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 北アメリカ

サケ チリ

ひじき 三重

わかめ 徳島

都府県の表示は省略する。

　　　(   箱田  保育所　) 
産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (   市田保育所　) 
食品・食材

主食 米 埼玉

パン（使用小麦） オ―ストラリア カナダ

乳製品 牛乳 埼玉

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 福島（JA夢みなみ）

トマト 福島（JA夢みなみ） 北海道

かぼちゃ 新潟 青森 北海道

小松菜 埼玉 群馬

玉ねぎ 佐賀 北海道

じゃがいも 茨城 青森 北海道

なす 埼玉 福島（JA夢みなみ）

さやいんげん 北海道

にら 群馬 山形

エリンギ 長野

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 台湾

サケ チリ

わかめ 宮城

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (     吉見 　保育所　 ) 
食品・食材

主食 米 埼玉

パン（使用小麦）

乳製品 牛乳 埼玉（熊谷）

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 福島（JA夢みなみ）

トマト 福島（JA夢みなみ） 北海道

かぼちゃ 新潟 青森 北海道

小松菜 群馬

玉ねぎ 佐賀 兵庫 北海道

じゃがいも 茨城 青森 北海道

なす 埼玉 福島（JA夢みなみ）

さやいんげん 北海道

にら 群馬 山形

とうもろこし 群馬

エリンギ 長野

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 台湾

サケ チリ

わかめ 宮城

都府県の表示は省略する。

産地

オーストラリア・カナダ



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (     上須戸 保育所     ） 
食品・食材

主食 米 埼玉（熊谷）

パン（使用小麦） アメリカ カナダ

乳製品 牛乳 神奈川

のむヨーグルト 北海道

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 福島(JA夢みなみ)

トマト 福島(JA夢みなみ)

かぼちゃ 神奈川

小松菜 茨城

玉ねぎ 佐賀 北海道

じゃがいも 茨城

なす 埼玉

さやいんげん 福島(JA夢みなみ)

にら 栃木

とうもろこし 群馬

エリンギ 新潟

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ オーストラリア アメリカ

グレープフルーツ 南アフリカ

肉類 豚肉 埼玉（熊谷）

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 韓国

サケ チリ

わかめ 徳島

都府県の表示は省略する。

産地



公立保育所給食・使用食材の産地について

令和２年８月分 (　８月　１日　～　８月　３１日)              (   江南   保育所　) 
食品・食材

主食 米 新潟

パン（使用小麦） カナダ

乳製品 牛乳 埼玉

のむヨーグルト 東京

野菜類 キャベツ 群馬

しめじ 長野

にんじん 青森 北海道

きゅうり 埼玉 群馬

トマト 群馬

かぼちゃ 山形 青森 北海道

小松菜 茨城

玉ねぎ 佐賀 兵庫 北海道

じゃがいも 茨城 北海道

なす 埼玉

にら 栃木

生姜 高知

エリンギ 長野

切り干し大根 宮崎

果実類 バナナ フィリピン

オレンジ オーストラリア アメリカ

グレープフルーツ アメリカ 南アフリカ

肉類 豚肉 群馬

鶏肉 岩手

水産物 カジキマグロ 韓国

サケ チリ

ひじき 韓国

わかめ 宮城

都府県の表示は省略する。

産地


