
東 北 馬場 下地 上野　

食品名 福里 西城 砂川 伊良部 佐良浜

1 米 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

2 押麦 福岡 県産 福岡 沖縄 沖縄

3 アマランサス - ペルー ペルー 岐阜 インド

4 粟 沖縄 波照間 沖縄 沖縄 沖縄

5 ジャガイモ 北海道 北海道 鹿児島 千葉 北海道

6 サツマイモ 宮古 鹿児島 鹿児島 鹿児島 沖縄

7 ｺﾝﾆｬｸ 沖縄 県産 沖縄 沖縄 沖縄

8 宮古そば 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

9 春雨 熊本 熊本 熊本 東京 東京

10 焼麩 東京 富山 東京 沖縄 沖縄

11 スパゲティー 静岡 イタリア 静岡 東京 東京

12 薄力粉 沖縄 県産 沖縄 沖縄 -

13 片栗粉 北海道 北海道 北海道 沖縄 北海道

14 白玉粉 北海道 国産 熊本 タイ 沖縄

15
ホットケーキ
ミックス

東京 熊本 東京 東京 東京

16 ごま油 東京 東京 東京 三重 東京

17 油 東京 国産 東京 東京 東京

18 乾パン - 石川県 石川県 石川県 石川

19 菓子ﾊﾟﾝ 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

20 パン粉 岡山 兵庫 - 東京 東京

21 砂糖 東京 県産 県産 沖縄 沖縄

22 黒砂糖 宮古 県産 宮古 沖縄 宮古

23 白味噌 鹿児島 長野 沖縄 長野 長野

24 味噌 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

25 ごま 東京 東京 東京 東京 東京

長野県 長野

宮古島 長野

三重県 東京

東京都 岡山

沖縄県 沖縄県

宮古島 宮古島

福岡県 東京

石川県 石川

宮古島 伊良部

タイ 沖縄県

東京都 北海道

東京都 東京

イタリア 静岡

沖縄県 沖縄県

北海道 北海道

宮古島 宮古島

東京都 中国

岐阜県 岐阜

北海道 北海道

茨城 茨城

沖縄県 沖縄県

福岡 沖縄県

福岡 インド

岩手 北海道

公立保育所使用食材一覧表

平成 28 年  9 月  1  日 ～　30 日分
　　　保育所名

城辺地区 伊良部地区

北海道 北海道
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公立保育所使用食材一覧表
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26 卵 宮古 鹿児島 宮古 宮古 宮古

27 鶏肉 ブラジル 鹿児島 ブラジル ブラジル 沖縄

28 鶏レバー 熊本 宮崎 熊本 沖縄 沖縄

29 鶏挽肉 沖縄 県産 宮崎 鹿児島 沖縄

30 豚肉 デンマーク 県産 デンマーク 沖縄 沖縄

31 豚挽肉 宮崎 県産 鹿児島 鹿児島 沖縄

32 ハム - - 沖縄 沖縄 沖縄

33 ベーコン 沖縄 県産 沖縄 沖縄 沖縄

34 煮干し粉 高知 県産 沖縄 愛媛 沖縄

35 煮干し 高知 高知 長崎 沖縄 沖縄

36 かつお節 沖縄 鹿児島 鹿児島 沖縄 沖縄

37 かまぼこ 宮古 宮古 宮古 宮古 沖縄

38 なると 沖縄 県産 沖縄 沖縄 沖縄

39 ちくわ 沖縄 県産 沖縄 沖縄 沖縄

40 ツナ缶 静岡 静岡 静岡 静岡 静岡

41 サンマ缶詰 東京 東京 東京 広島 東京

42 白身魚 熊本
ニュージー

ランド
-

ニュー
ジーランド

長崎

43 さば ノルウェー - ノルウェー ノルウェー ノルウェー

44 鮭 チリ チリ チリ チリ チリ

45 鮭フレーク 青森 北海道 青森 北海道 北海道

46 しらす干し 宮崎 兵庫 宮崎 愛媛 愛媛

47 干しエビ 台湾 兵庫 台湾 宮城 宮城

48 木綿豆腐 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

49 絹豆腐 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

50 厚揚げ 宮古 - - 宮古 宮古

宮古島 宮古島

- -

宮崎県 宮崎

宮城県 愛媛

宮古島 宮古島

- 国産

デンマーク チリ

北海道 北海道

静岡県 静岡

北海道 北海道

宮古島 宮古島

宮古島 宮古島

東京都 沖縄県

沖縄県 沖縄県

愛媛県 愛媛

国産 長崎

鹿児島 愛媛

- -

沖縄県 沖縄県

鹿児島 宮崎

沖縄県 沖縄県

鹿児島県 沖縄県

宮古島 沖縄県

ブラジル ブラジル

沖縄県 宮崎
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51 油揚げ 沖縄 福岡 沖縄 沖縄 宮古

52 小豆缶 大阪 大阪 大阪 北海道 静岡

53 ゆで大豆 大阪 長崎 静岡 鹿児島 静岡

54 きな粉 宮古 カナダ 宮古 東京 東京

55 ピザ用チーズ 大阪 ヨーロッパ アメリカ アメリカ 千葉

56
パルメザン
チーズ

- 国産 アメリカ アメリカ アメリカ

57 ヤクルト 福岡 大分 福岡 福岡 福岡

58 牛乳 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

59 バター - アメリカ 北海道 アメリカ 北海道

60 脱脂粉乳 - 北海道 北海道
ニュー

ジーラン
-

61 ひじき 長崎 韓国 長崎 東京 東京

62 のり 佐賀 国産 佐賀 佐賀 東京

63 わかめ 鳴門 韓国 鳴門 東京 東京

64 塩昆布 香川 北海道 香川 東京 北海道

65 とろろ昆布 大阪 国産 大阪 北海道 宮古

66 刻み昆布 北海道 北海道 北海道 東京 北海道

67 アーサ 沖縄 県産 沖縄 鹿児島 宮崎

68 人参 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

69 ピーマン 大分 大分 大分 宮崎 宮崎

70 タマネギ 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

71 トマト 熊本 熊本 熊本 熊本 宮崎

72
トマト
ピューレ

千葉 名古屋 千葉 千葉 アメリカ

73 しょうが 高知 東京 高知 大阪 東京

74 にんにく - 東京 大阪 東京 東京

75 枝豆 タイ タイ 沖縄 台湾 タイ

高知県 東京

東京都 東京

台湾 タイ

北海道 北海道

北海道 北海道

アメリカ アメリカ

沖縄県 沖縄県

北海道 北海道

大分 大分

広島 北海道

広島 広島

沖縄県 北海道

韓国 東京

佐賀県 静岡

三陸 東京

宮古島 宮古島

北海道 北海道

東京都 東京

大阪 北海道

アメリカ アメリカ

福岡 大分

北海道 北海道

鹿児島 鹿児島

東京都 北海道

沖縄県 沖縄県
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76 長ネギ 北海道 秋田 北海道 北海道 長崎

77 ほうれん草 宮崎 秋田 群馬 東京 中国

78 キャベツ 群馬 群馬 群馬 北海道 群馬

79 ねぎ 博多 宮古 宮古島 沖縄 宮城

80 とうがん 宮古 宮古 宮古島 宮古 宮古

81 苦瓜 宮古 宮古 宮古島 宮古 宮古

82 ヘチマ 宮古 宮古 宮古島 宮古 宮古

83 オクラ 宮古 宮古 宮古島 宮古 宮古

84 小松菜 - - 鹿児島 東京 宮古

85 干しいたけ 福岡 大分 大分 福岡 北海道

86 しめじ 福岡 長野 福岡 福岡 福岡

87 えのきたけ 長野 長野 長野 沖縄 沖縄

88 マッシュルーム 静岡 中国（国内製造） 東京 静岡 静岡

89 にら 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

90 もやし 沖縄 大分 沖縄 宮古 沖縄

91 白菜 長野 長野 鹿児島 長野 長野

92 なんこう 宮古 宮古 宮古 宮古 宮古

93 水菜 鹿児島 茨城 鹿児島 宮古 宮古

94 なす 宮崎 宮崎 宮崎 宮崎 熊本

95 大根 北海道 北海道 北海道 北海道 北海道

96 切り干し大根 宮崎 宮崎 宮崎 鹿児島 沖縄

97 たけのこ 大分 国産 大分 大分 大分

98 いんげん タイ 宮崎 宮崎 タイ 北海道

99 ごぼう 鹿児島 青森 鹿児島 鹿児島 鹿児島

100 れんこん 大分 大分 - 熊本 大分熊本 熊本

大分県 中国

タイ タイ

鹿児島 鹿児島

熊本 山口

北海道 北海道

沖縄県 沖縄県

長野県 鹿児島

宮古島 伊良部

宮古島 宮古島

静岡県 静岡

宮古島 宮古島

大分 大分

福岡県 福岡

沖縄県 福岡

沖縄県 宮崎

宮古島 宮古島

宮古島 伊良部

宮古島 -

宮古島 長野

宮古島 伊良部

沖縄県 宮古島

北海道 青森

宮古島 宮古島

群馬 群馬
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101 梅干し - 国産 大阪 和歌山 和歌山

102 しそ - 大分 広島 大分 愛知

103 パセリ アメリカ アメリカ 東京 アメリカ 東京

104 ぶどう - 長野 長野 長野 福岡

105 パイン缶 タイ タイ タイ タイ タイ

106 桃缶 南アフリカ 東京 中国 南アフリカ南アフリカ

107 リンゴ 北海道 柿：和歌山 熊本 - -

108 トマト缶 千葉 イタリア イタリア イタリア 千葉

109 みかん缶 静岡 静岡 国産 東京 東京

110 バナナ フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン フィリピン

111 なし - なし：熊本 - - -

112 マーマレード 広島 広島 広島 広島 広島

地場産 18 14 17 17 20

県産 11 14 14 19 19

国産 60 65 65 58 59

外国産 11 15 12 16 10

未記入 12 4 4 2 4

合計 112 112 112 112 112112 112

58 65

12 12

8 4

東京都 東京

19 16

15 15

東京都 福岡

フィリピン フィリピン

- -

南アフリカ 東京

- 青森

イタリア アメリカ

- アメリカ

福岡県 山梨

沖縄県 沖縄県

- 和歌山

- 愛知


