
令和４年度　松伏町立第一保育所給食使用食材の主な産地

品種 産地実績 品種 産地実績 品種 産地実績 品種 産地実績
米 埼玉（松伏） 米 埼玉（松伏） 米 埼玉（松伏） 米 埼玉（松伏）
パン ｶﾅﾀﾞ パン ｶﾅﾀﾞ パン ｶﾅﾀﾞ パン ｶﾅﾀﾞ
うどん 国産 うどん 国産 うどん 国産 うどん 国産

スパゲッティ カナダ・アメリカ スパゲッティ カナダ・アメリカ スパゲッティ カナダ・アメリカ スパゲッティ カナダ・アメリカ

たまねぎ 北海道 たまねぎ 北海道 たまねぎ 北海道 たまねぎ 北海道
にんじん 千葉 にんじん 千葉 にんじん 千葉 にんじん 千葉
じゃがいも 北海道 じゃがいも 北海道 じゃがいも 北海道 じゃがいも 北海道
だいこん 千葉 だいこん 千葉 だいこん 千葉 だいこん 千葉・神奈川

キャベツ 群馬 キャベツ 愛知 キャベツ 愛知 キャベツ 愛知
もやし 群馬 もやし 群馬 もやし 群馬 もやし 群馬
ねぎ 千葉・茨城・栃木 ねぎ 福島・埼玉・千葉 ねぎ 千葉 ねぎ 福島

チンゲン菜 茨城・群馬 チンゲン菜 茨城 チンゲン菜 茨木 チンゲン菜 茨城
いちご 栃木 なめこ 群馬 なめこ 埼玉 なめこ 群馬
小松菜 茨城 小松菜 茨城・群馬 小松菜 茨城 小松菜 茨城

えのきたけ 新潟 えのきたけ 新潟 えのきたけ 長野 えのきたけ 新潟
レタス 愛知 ほうれん草 群馬・茨城 ほうれん草 群馬・茨城 ほうれん草 群馬・茨城

ほうれん草 群馬・福岡 きゅうり 宮崎・埼玉 きゅうり 宮崎・熊本 きゅうり 宮崎・埼玉
きゅうり 埼玉 しいたけ 秋田 しいたけ 秋田 しいたけ 秋田
しいたけ 岩手・秋田・山形 にら 群馬 にら 群馬 にら 茨城
みかん 愛媛 しょうが 高知 しょうが 高知 しょうが 高知
しょうが 高知 いんげん 鹿児島 いんげん 鹿児島 いんげん 沖縄
里芋 埼玉 さつまいも 千葉 さつまいも 千葉 さつまいも 千葉

さつまいも 千葉 バナナ フィリピン バナナ フィリピン バナナ フィリピン
バナナ フィリピン ピーマン 宮崎 ピーマン 茨城 ピーマン 茨城
れんこん 茨城 白菜 茨城 白菜 茨城 白菜 茨城・群馬
ピーマン 茨城 みずな 茨城 みずな 茨城 みずな 茨城
白菜 茨城 にんにく 青森 にんにく 青森 にんにく 青森
みずな 茨城 しめじ 長野 しめじ 長野・福岡 しめじ 長野
にんにく 青森 ごぼう 青森 ごぼう 青森 ごぼう 青森
しめじ 長野 りんご 青森 りんご 山形・青森 りんご 青森
ごぼう 青森 マッシュルーム 千葉 マッシュルーム 千葉 マッシュルーム 茨城
りんご 長野 いちご 茨城・群馬 いちご 茨城 いちご 茨城・栃木　

マッシュルーム 岡山 ブロッコリー 埼玉 ブロッコリー 埼玉 ブロッコリー 埼玉
カリフラワー 熊本 かぶ 千葉 みかん 静岡 カリフラワー 埼玉
ブロッコリー 埼玉 菜花 千葉 かぼちゃ ニュージーランド

かぶ 千葉 カリフラワー 埼玉 さといも 埼玉
にら 群馬 かぼちゃ 沖縄 みつば 千葉

かぼちゃ 北海道 さといも 群馬
いんげん 長崎 レタス 静岡

みつば 茨城

卵 千葉 卵 千葉 卵 千葉 卵 千葉

豚肉 茨城 豚肉 茨城 豚肉 茨城 豚肉 茨城
鶏肉 岩手 鶏肉 岩手 鶏肉 岩手 鶏肉 岩手
牛肉 栃木 牛肉 栃木 牛肉 栃木 牛肉 栃木
はまち 鹿児島 はまち 香川 はまち 香川 はまち 鹿児島
鮭 チリ 鮭 チリ 鮭 チリ さば 石川
さば 岩手 かじき インド洋 ぶり 愛知 かじき インド洋
かじき インド洋 さば 千葉 かじき インド洋 鮭 チリ

さば 京都 さわら ニュージーランド
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牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
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類

令和５年３月３１日現在
12月 1月 2月 3月

主
食

群馬 群馬 群馬 群馬


