
農林水産大臣賞（学校給食部門）

受賞メニュー概要

受賞者：社会福祉法人ほほえみ福祉会
吉田保育所

メニュー：ますだの“味・愛”きゅうしょく
（鰆ごはん、真砂揚げ、大根のゆかり
和え、味噌汁）

提供先：吉田保育所（島根県 益田市）

あじ あい

提供先：吉田保育所（島根県 益田市）

＜メニューの特徴＞

いろいろな食感を味わえるよう、大根はカリカリ、魚はふわっと調理し、子ども達
が味と音を楽しみながら食べられるよう工夫している。また、むかごなど食べ慣れなが味と音を楽しみながら食べられるよう工夫している。また、むかごなど食べ慣れな
い食材は、子ども達が好きなメニュー（真砂揚げ）に入れたり、さつま芋、干なめこ、
豆腐、長芋など地元の食材をたくさん使用したメニューにしている。

＜取組内容＞
１ １歳児からの食育活動

○ 1歳児の白玉作りから始まり ３歳児からは包丁などを使ってカレーを作るなど○ 1歳児の白玉作りから始まり、３歳児からは包丁などを使ってカレ を作るなど
のクッキング保育を行っている。クッキング保育の内容は地元で採れた農産物に
応じて内容を工夫している。

○ ３～５歳児混合のグループを作り、交代で毎日お米（５～７分つき）をといで、
給食のご飯を用意している。

○ かまどでご飯を炊いたり、炭火でさんまを焼いて食べる親子遠足を毎年実施
したり 親子で野菜の苗を植え付ける体験を行っているしたり、親子で野菜の苗を植え付ける体験を行っている。

○ 保護者に対しては、給食だよりや講演会を開催することで、旬の食材、地元の
食材、楽しく食べることなど食の大切さを伝えている。

２ 年間を通じた地場産物の利用
○ 地域の生産者と月１回意見交換の場を設け、翌月の収穫に合わせた献立作
成を行 ている また 地域の公民館を窓口にして生産者との情報のやり取りを成を行っている。また、地域の公民館を窓口にして生産者との情報のやり取りを
行っている。

○ 地域で加工された豆腐や味噌などを給食に使用している。

１才児のクッキング保育
（さつまいものころころボール作り）

親子で野菜の苗植え体験 １



文部科学大臣賞（学校給食部門）

受賞者 豊田市南部給食センタ受賞者：豊田市南部給食センター
メニュー：豊田のめぐみをまるごといただきます

（ごはん、牛乳、あゆの唐揚、切干し
大根の柿甘酢あえ、豊田のみそ汁）

提供先：豊田市南部地区（中学校４校、小学校
８校、幼稚園・こども園１３園）
（愛知県 豊田市）

＜メニューの特徴＞

「まるごと」食べられるようにあゆの開きは頭から尾、骨も全て食べられるように
唐揚げにしている。切干し大根の甘みと柿の甘みを生かし、子供達の苦手な酢の唐揚げにしている。切干し大根の甘みと柿の甘みを生かし、子供達の苦手な酢の
物をおいしく食べられるように工夫している。

また、米、大豆、生揚げ、味噌、野菜等多くの地場産物や加工品を使用し、地域の
自然や生産者への感謝の気持ちを育てる給食としている。

＜取組内容＞
１ 年間を通じた地場産物の利用１ 年間を通じた地場産物の利用
○ 主食については９０％以上、市内産の米、小麦を使用している。また、地場産
の大豆で豆腐や納豆、豆味噌等を作っている。

○ 地場産物の導入については市、ＪＡ、流通業者、生産者と連携して目標数量を
定めてリスクを共有して一体的に進めている。

２ 環境に配慮した活動２ 環境に配慮した活動
○ 給食センターで出された野菜くず等から堆肥を作り、給食センターへ納入する
生産者団体で使用している。これらの取組は環境や資源に配慮した食生活につ
いて児童生徒が学ぶ教材として活用している。

３ 配食校への情報提供
○ 農作業体験や生産者との交流についてコーディネートを行っている。○ 農作業体験や 産者 交流 ディネ を行 る。
○ 小中学校の給食主任の研修会で、授業や委員会活動で活用できる地場産物
マップの作成や地産地消の取組の報告を実施している。

○ 保護者向けの給食試食会を開催し、栄養教諭からの講話等のほか資料を配
付して地産地消の取組を知らせている。

地場産物マップの作成風景給食主任研修会の様子 地場産物マップの掲示（委員会活動） ２



審査委員特別賞（学校給食部門）

受賞者 社会福祉法人 矢沢保育園受賞者：社会福祉法人 矢沢保育園
メニュー：三陸産鮭とキャベツのリゾット（三陸産

鮭とキャベツのリゾット、ほうれん草の
サラダ、生揚げと冬野菜のスープ、りん
ごかん）

提供先：矢沢保育園
（岩手県 花巻市）

＜メニューの特徴＞

三陸鮭と矢沢産しいたけ、南部小麦、花巻産牛乳を使用したクリームリゾット。副
菜は岩手産の寒締めほうれん草を地元の矢沢産の酢と花巻産しょうゆでまろやか菜は岩手産の寒締めほうれん草を地元の矢沢産の酢と花巻産しょうゆでまろやか
な酸味としている。また、スープにも南部一郎かぼちゃ、矢沢産カリフラワー等やデ
ザートにも地元の矢沢産りんごを使用するなど地場産物を多く使用したメニューと
なっている。

＜取組内容＞
１ 園児への食育活動１ 園児への食育活動
○ 園児達に三陸産さんまの骨の取り方を教えたり、米粉生地を使用したピザや
ハンバーガー作りなど、日頃から地場産食材を使用したクッキングを行っている。

○ しいたけハウスの見学や収穫体験を行う等、生産者との交流を行っている。

２ 保護者への情報提供
○ 給食参観や給食だより 園内の展示ボ ドなどで保護者へ地産地消の取組を○ 給食参観や給食だより、園内の展示ボードなどで保護者へ地産地消の取組を
周知している。

○ 地場産物について家庭へのアンケート調査や、レシピの紹介を行っている。

３ 年間を通じた地場産物の活用
○ 四季を通じて生産者から旬のものを仕入れ、給食に使用している。
○ 園行事 地場産物を使 た料 を提供 たり 来園者 ピを提供○ 園行事で地場産物を使用した料理を提供したり、来園者へレシピを提供して、
地場産物のＰＲを行っている。

しいたけハウスの見学の様子 米粉ピザクッキング ３



審査委員特別賞（学校給食部門）

受賞者 所沢市立和田小学校受賞者：所沢市立和田小学校
メニュー：もっと知っとこ埼玉グルメ給食（さつま

入り黄金飯、牛乳、彩のもろこ揚げ、の
らぼうの柚子ドレッシングがけ、飯能す
いーとん、寄居みかん）

提供先：和田小学校
（埼玉県 所沢市）

＜メニューの特徴＞

秩父の郷土料理で黄色の雑穀やさつまいもを入れたさつま入り黄金飯、休耕田
を利用した池で養殖された「ほんもろこ」を使用した彩のもろこ揚げ、埼玉産ゆずをを利用した池で養殖された「ほんもろこ」を使用した彩のもろこ揚げ、埼玉産ゆずを
使用したのらぼうの柚子ドレッシングがけ等、県内でこれから拡充していきたい食材
や町おこしのために考案された「飯能すいーとん」を取り入れたメニュー。

＜取組内容＞
１ 様々な食育体験
○ 生活科や総合学習などで米や野菜作りを行い 生産者から指導を受けながら○ 生活科や総合学習などで米や野菜作りを行い、生産者から指導を受けながら
年間約２０種類の野菜の栽培を行っている。

○ しいたけの駒打ち体験、豆あじの手開き、手打ちうどん教室等の体験活動を
行っている。

○ 親子での料理教室や地場産物の給食レシピの募集を行っている。

２ 年間を通じた地場産物の利用２ 年間を通じた地場産物の利用
○ 週３回、埼玉県産米を使用し、埼玉県産小麦を使用したパンや麺も提供して
いる。

○ 毎月生産者と連絡調整を行い、季節の地場産物を利用できるようにしている。

３ 地域への地場産物の情報提供
○ 授業で地場産物を活用したメ のレシピを児童達が考え 直売所にレシ○ 授業で地場産物を活用したメニューのレシピを児童達が考え、直売所にレシ
ピを置いてもらい、地域や保護者への関心を高める取組を行っている。

生産者の畑で里芋の収穫
親子料理教室 ４



農林水産大臣賞（被災地支援部門）

受賞者 社会福祉法人みちのく協会受賞者：社会福祉法人みちのく協会
ケアハウスアーベイン八幡平

メニュー：サーモンの椿寿司（サーモンの椿寿司、
白菜のお浸しいくら添え、姫筍の煮物、
蕎麦団子汁、焼きりんご）

提供先：ケアハウスアーベイン八幡平
（岩手県 八幡平市）

＜メニューの特徴＞

調味料以外は全て岩手県産の食材を使用したメニュー。八幡平の清流寿司（ニ
ジマスを使用）をアレンジし、宮古産サーモンを使用した色鮮やかな椿寿司をメインジマスを使用）をアレンジし、宮古産サ モンを使用した色鮮やかな椿寿司をメイン
として、味だけでなく見た目にもこだわって調理している。

＜取組内容＞
１ 提供者への情報提供
○ 「いわて食財の日」にちなんだ献立を月３日提供し、献立表に産地等の情報を
記載して 入居者に岩手の食材の良さを広く知ってもらう取組を行っている。記載して、入居者に岩手の食材の良さを広く知ってもらう取組を行っている。

○ 入居者の家族が宿泊する際に食事を提供し、地場産物の良さを伝えるととも
に、ブログを通じて入所者の食事の情報を提供している。

２ 年間を通じた地場産物の利用
○ 地場産物の利用にあたっては、生産者や業者との連携により地域で作られ
ている食材を旬の時期に仕入れることに努め 特徴や利用方法を生産者や業者ている食材を旬の時期に仕入れることに努め、特徴や利用方法を生産者や業者
に教えてもらうなど、積極的な利用を図っている。

○ 震災後は漁業支援として、県内産の魚を仕入れるように努め、海産物を利用
した献立を入居者へ提供している。

３ 地域への貢献
○ 入居者が農繁期の農作業支援や冬季の除雪作業を行 たり ケア ウスに○ 入居者が農繁期の農作業支援や冬季の除雪作業を行ったり、ケアハウスに
併設する特別養護老人ホームでの地域イベント等において地場産物を使用した
料理を提供するなど、生産者や地域住民との交流を行っている。

食事風景 地域イベント（夏祭りの様子） ５



審査委員特別賞（被災地支援部門）

受賞者：コミュニティカフェ・カフェゴッコ
メニュー：ゴッコランチ（ごはん、味噌汁、野菜プ

レート、ぶりのムニエルねぎ味噌ソース、
米ぬかふりかけ）

提供先：コミュニティカフェ・カフェゴッコ
（富山県 富山市）（富山県 富山市）

＜メニューの特徴＞

あわ、ひえ、仙台麩は岩手・宮城の食材を使用している。また他の食材について
は県内産の食材を多く使用している。味付けは薄味で酢を使用するなど野菜の味は県内産の食材を多く使用している。味付けは薄味で酢を使用するなど野菜の味
を楽しみ、四季を感じられるようにしている。ふりかけの約半分が米ぬかで作られて
いる「米ぬかふりかけ」はカルシウムや食物繊維が豊富となっている。

＜取組内容＞
１ 被災地支援の取組
○ 被災地の農林水産物や環境に関する正確な情報提供を行ったり 被災地の○ 被災地の農林水産物や環境に関する正確な情報提供を行ったり、被災地の
農林水産業の再生に取り組む生産者の思いや姿を伝える集会を企画している。

○ 被災地に対して、定置網や、わかめ・牡蠣の養殖のためのロープを寄付する
活動を行っている。

２ 地産地消の取組
○ 県内の有機野菜 減農薬栽培の生産者や障がい者組織とネットワークを作り○ 県内の有機野菜、減農薬栽培の生産者や障がい者組織とネットワークを作り、
地元産の野菜を使用している。

○ 地元農家の田植えや稲刈り等を支援している。
○ 直売コーナーを常設して、地元野菜の販売に協力している。

３ 地域への食育活動
○ 地元食材を使用した出張料理や料理教室を県内で開催している○ 地元食材を使用した出張料理や料理教室を県内で開催している。
○ 米ぬかふりかけ教室を開催し、高等学校の文化祭等でもふりかけ講習会を実
施している。

地元野菜の直売コーナー
ふりかけ講習会の様子 ６


