
        農林水産大臣賞   （地域振興部門） 

代表者：会長 坂野 友廣 
所在地：静岡県富士市  
構成員：生産者、消費者、農協、栄養士、食材納入業者、

市場関係者、行政 
活動開始年：平成１８年 

 
    

 学校給食に地場産品を取り入れることにより、食育の推進や地場農業の発展、市場の活性化を
目指す富士市学校給食地場産品導入協議会を平成１８年に設立。 
 学校給食に地場産品を供給する場合の課題は、「価格」、「規格」、「量」といわれているが、まず、
地元の卸売市場における地場産品の取扱量を調査し、学校給食への供給可能な地場産品の量を
把握した上で、市場を介することにより、地場農産物を必要な規格で安定的に提供できる食材納入
システムを構築している。 
 このシステムは、生産者にとってはPRの場となり、流通業者にとっては安定した取引先の確保、

学校給食にとっては安心して地場農産物を注文できるという「三方よし」のシステムとなっている。こ
の結果、富士市内の全学校の平均で、県産品割合を平成１８年度の２８．６％から平成２３年度の４
１．９％まで向上、地場産品の導入に大きく貢献した。 
 他の地域でも参考となる取組であり、高く評価されるものである。                                      

富士市学校給食地場産品導入協議会（静岡県富士市） 
～「三方（生産者・流通業者・学校給食）よし」の食材納入システムを構築～                               

１．学校給食青果物利用状況、市場青果物供給量調査の実施 
 ○地場産品の学校給食への導入を促進することを目的に、学校給食における地場の青果物の利用状況と地元の卸

売市場における地場産の青果物供給量を調査。この調査から、学校給食のおいてさらに活用可能な青果物やその
量を把握することが可能となった。  

 

２．地場農産物の情報提供と食育活動 
 ○子ども達だけでなく、栄養士や調理師に、地場産品への理解を進めるため、管内エコファーマーの紹介ポスターや

「富士地域の旬の農産物カレンダー」、地場農産物の調理法や特徴がわかる「富士地域農産物便利帳」を作成し、
配布している。小学校への農家出前授業や交流給食のほか、園児父兄を対象とした野菜作り体験、給食メニュー作
り体験や小中学生を対象とした親子農業体験などの取組を実施している。 

 

３．関係者における相互理解の醸成 
 ○環境にやさしいエコファーマーが生産する地場野菜の利用推進を目指し、紹介ポスターの作成と併せ、栄養士、調

理員を対象としたエコファーマー圃場交流会を平成１８年より継続して開催している。 
 ○学校給食に地場産品を供給する場合の課題（「価格」「規格」「量」）の解決や関係者の相互理解を深めるため、学校

栄養士が納入業者を対象として、研修会を開催している。 
 

４．「三方よし」の食材納入システムを構築 
 ○個人の努力による学校給食への地場産品の導入促進の取組は、栄養士の転勤や農家の納品負担等、取組の継

続が難しいため、「特定の個人に負担をかけず学校給食に地場産品が積極的に納入できるシステムを構築するこ
と」を理念に、市場を介する仕組みとすることで、特定の人に負担をかけず、また天候の急変等にも対応できるシス
テムを構築した。生産者にとってはPRの場となり、流通業者にとっては安定した取引先の確保、学校給食にとっては
安心して地場農産物を注文できるという「三方よし」のシステムとなっている。 
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       農林水産大臣賞   （交流促進部門） 

代表者：代表取締役社長 藤原 由美子 
所在地：秋田県由利本荘市矢島町 
構成員：社員・パート 計１２名 
活動開始年：平成１３年 

 
    

 地域の酪農業の維持・発展のため、地域で生産されたジャージー牛乳を地元で加工し、特産品と
することを目的として花立牧場工房ミルジーを設立。 
 味や環境にこだわった製造、直売、宅配、学校給食への提供等、多様な販売形態を取ることで販
売量が増加。 
 この結果、原料を生産している地域の酪農家の生産意欲の向上や経営の安定化につながり、地
域の酪農業の維持につながっている。また、県内各地域の道の駅などから開発依頼を受け、各地
域の特産品を使ったご当地ソフトクリームを開発するほか、地元の菓子メーカーと連携したスイーツ
の開発を積極的に行い、県内の直売所やホテルで販売するなど、地域内だけでなく、県内各地にそ
の取組が広がりをみせ、地産地消の推進に貢献していることは高く評価されるものである。                                   

株式会社鳥海高原ユースパーク  
花立牧場工房 ミルジー （秋田県由利本荘市） 
～県内の特産品にこだわった開発を行い、県内の地産地消を推進～                               

１．ジャージー牛乳や加工品の製造・販売 
 ○地域で生産されたジャージー牛乳を地元で加工処理して販売するため、平成１３年に市の第３セクターである株式

会社鳥海高原ユースパークの製造部門として工房を開設。地元での製造にあたり、風味と美味しさにこだわり、低温
殺菌牛乳の製造・販売を開始。 

 ○消費者との距離を近くに保ちたいとの思いから、宅配販売を実施。また、秋田県内の１３４箇所の小中学校にヨーグ
ルト等を供給するとともに、県内の様々なイベントに出展し、地域全体の活性化につなげている。 

 ○ジャージー牛乳の知名度が上がり、農家の生産意欲の向上や経営の安定につながり、地域の酪農業が維持されて
いる。 

 

２．味や環境へのこだわり 
 ○低温殺菌にこだわった美味しい牛乳の製造、ＨＡＣＣＰ認証に基づく安全な乳製品の製造、回収して洗浄殺菌するこ

とで繰り返し使える瓶での販売等、味や環境に配慮した経営を行っている。 
  

３．観光と連携した取組 
 ○花立牧場工房ミルジーは、鳥海山北麓の高原地帯に広がる牧場公園内に位置し、公園内の様々な観光施設と連

携することで地域の観光振興に貢献している。工房ではアイスクリームやバターの加工体験などを通じて消費者と
の距離を近づける取組を行っている。 

 

４．多様な連携による乳製品の開発 
 ○県内の道の駅などから開発依頼を受け、県内各地域の特産品を使用したご当地ソフトクリームの開発を行っている。

共同で開発したご当地ソフトは１０種類となり、県内各地の地産地消活動を推進する一助となっている。 
 ○また地元の菓子メーカーなどと連携し、ジャージー牛乳を使ったスイーツ（生キャラメル、タルト、プリン等）を製造し、

地域の直売所やホテル、大学の売店などで販売している。 

平成２４年度 
地産地消優良活動表彰 

取組内容 

表彰理由 



食料産業局長賞 

代表者：組合長 工藤 肇 
所在地：岩手県滝沢村  
構成員：生産者（平成25年１月現在２６名） 
活動開始年：平成１５年 

 
    

   地域の子供たちに地場農産物を食べさせたいとの思いから、女性農業者が中心となって組織を
立ち上げ、学校給食への地場農産物の提供を開始。 
  学校給食に地場農産物を安定的に供給するため、給食センターの栄養士や調理員、組合員、行

政が連携し、規格や品質、納入方法等について協議し、計画を立てて実施。また、給食センターの
栄養士や調理員による生産現場の視察を行うなど、相互理解を図っている。 
  この結果、大規模給食に対応することが可能となるとともに、生産者や栄養士などの地産地消に
対する意識が向上し、学校給食での地場農産物の使用割合が徐々に増加している。 
  地域の女性農業者が中心となって組織を立ち上げ、その活動が地域全体に広まった点は、他地
域とは異なる特徴であり、評価された。 

滝沢村学校給食食材生産供給組合（岩手県滝沢村） 
～農業者、給食センター、行政の連携による学校給食への地場産物の提供～                               

１．大規模給食への挑戦 
 ○地域の子どもたちに地場農産物を食べさせたいとの思いから、女性農業者による滝沢村生活研究グ

ループを中心に、「地場産品を学校給食に届ける会」を立ち上げ、学校給食への地場農産物の納入   
  を始めた。１日あたり約５３００食という県内最大規模の給食に対応するため、賛同する地域の生産者を  
  募って組織強化をはかり、「滝沢村学校給食食材生産供給組合」を平成２２年に設立。生産者が直接給

食センターへ納品して、調理員とともに品質確認を行いながら、地場産物を供給している。 
 ○学校給食に地場産物を積極的に供給している組織・団体等の先進事例の研修を行い、地産地消の割合 
  を高めるよう努めている。 
 

２．組合員（生産者）、栄養士、調理員、行政の連携 
 ○学校給食へ地場産物を供給するに当たり、提供食材の品目や数量、規格、品質等について、組合員（生 
  産者）、栄養士、調理員、行政等の関係者間で栽培計画を立て、栽培に取り組むことで、地場農産物の使

用割合が徐々に増加し、地域農業の振興に寄与している。また、給食センターの栄養士や調理員に地場
農産物を理解してもらうため、生産地視察を受入れ、相互理解を図っている。 

 

３．ふれあい給食会の実施 
 ○組合員が児童とともに学校給食をいただく「ふれあい給食会」を実施している。栽培する上での苦労話や

地域の農業について語り、地域農業の理解促進と、食育を推進している。 

平成２４年度 
地産地消優良活動表彰 

取組内容 

表彰理由 



食料産業局長賞 

代表者：村長 仲丸 幸 
所在地：新潟県魚沼市三渕沢 
構成員：生産者１７８名 
活動開始年：平成１９年 

 
    

魚沼園芸 ものずき村 （新潟県魚沼市） 
～地域の交流の場を創出し、高齢者の知恵を活かした地域活性化～                               

１．高齢者と地域の消費者の交流の場の創出 
 ○高齢者と地域の消費者が交流できるお茶飲み場作りを目指し、平成１９年に「魚沼園芸ものずき村」を開

設。地域の農業者は販売する場ができたことで生産意欲が高まり、出荷者は開設当初の６０名から１７８
名に増加した。 

 ○直売所に設置したお茶のみ場に、地元で採れた山菜や野菜を使った家庭料理、伝統料理を並べ、交流 
の場を作ることで、出荷者同士や消費者とのコミュニケーションが深まってきたことに加えて、１人暮らしの
高齢者の集いの場になるなど、地域の人々のオアシス的な存在となっている。 

  

２．遊休農地等の活用 
 ○手打ちそば処「げんたん」を直売所に併設し、地元の転作田等で栽培されたそば粉を１００％使った手打

ちそばを提供。遊休農地の有効利用や魚沼市産そばのＰＲにもなっている。 
 ○近隣の集落と連携し、遊休農地を復旧して、わらび園やブルーベリー園を造成。来園者には、わらびの

収穫やブルーベリーの摘み取りを実施。わらびは漬物に加工して直売所で販売している。 
 

３．農作業体験・食育を通じた地産地消 
 ○魚沼市と連携し東京都内の小中学生を毎年１２０人程度受け入れ、だいこん、にんじん、ばれいしょの収

穫体験や笹団子作り、餅つき、そば打ち体験などの食育活動を実施し、年々交流が深まっている。 
 

４．都会と郷里のつながりを提供 
 ○上京した郷里の方にふるさとを感じてもらうため、ものずき村の出荷者が栽培した地場農産物や山菜な

どを詰めた「ふるさと便」を発送。都会と郷里をつなぐパイプ役となっている。 

平成２４年度 
地産地消優良活動表彰 

取組内容 

表彰理由 

  高齢者が気軽に集まって地域の人々と交流できる場づくりを目指し、平成１９年に直売所を開設。 
  消費者との井戸端交流を重視した直売所の運営に加え、併設のそば処で地元の転作田等で栽

培されたそば粉を使った手打ちそばの提供している。また、わらびやブルーベリーの観光農園を開
設することによる耕作放棄地解消への取組を進めている。この結果、出荷者同士や消費者とのコ
ミュニケーションが深まってきたことに加えて、１人暮らしの高齢者の集いの場になるなど、地域の
人々のオアシス的な存在となっている。 
  高齢者は知恵、優れた農業情報の保持者でもあり、地場産物の販売や食農体験、生産、加工技
術の伝承など、その知恵が地域で生かされ、地域の活性化に繋がっている点が評価される。 



食料産業局長賞 

代表者：代表理事理事長 石田 佳寿 
所在地：滋賀県守山市 
構成員：職員１１名・生産者約５００名 
活動開始年：平成２０年 

 
    

  ＪＡおうみ冨士は管内の人口増加、安全・安心へのニーズの高まりを「地産地消」「地域農業振

興」の好機ととらえ、平成２０年に直売所にレストランなどを併設したファーマーズ・マーケットおうみ
んちを開設。 
  担い手の育成を図るため、直売所を農家のトレーニングセンターと位置づけ、栽培方法から出荷

に当たってのルール、食の安心・安全対策、環境にこだわった農産物の栽培などの研修会を実施。
また、地域の子ども達や消費者を対象に農業体験などを行う「畑の学校」や会員制の「青空フィット
ネスクラブ」などを開催している。農業者の育成により、農産物の生産が大きく増加したことで、地域
農業の活性化とともに農家の所得向上につながっている。 
 地元農業を支援する人材の育成や環境保全、食育など、生産から食までをつなげる様々な取組
を行っていることが評価された。                        

ＪＡおうみ冨士ファーマーズ･マーケットおうみんち 
（滋賀県守山市） 

～「農」と「食」の総合コーディネート～                               

１．担い手の育成と消費者ニーズに応じた生産 
 ○直売所を農家のトレーニングセンターと位置づけ、栽培方法から出荷に当たってのルールの理解、食の安心・安全対策などの研

修会を実施。平成２２年からは意欲ある農家をグループ化し、環境にこだわった農産物の栽培や６次産業化を推進している。 
 ○関係機関と連携し、地域の直売所の売れ筋品目を調査。消費者ニーズに合わせた６０品目の栽培カレンダーを作成している。 
  

２．環境にこだわった農業生産 
 ○滋賀県が推進する琵琶湖の水質環境に配慮した「環境こだわり農業」に取り組む農家を増やす「作ってエコ活動」を展開。取組農

家は平成２４年で４０名となった。直売所への環境こだわり農産物コーナー設置や併設レストランでの使用など、消費者への橋渡
しとなる「つなげてエコ活動」・「食してエコ活動」を展開している。 

  

３．多様な販路の開拓 
 ○県内の量販店や生協と連携し、地場産物を販売するインショップの取組を１０箇所で設けるなど、市街地をはじめ、広く気軽に地

場産物の購入ができるように取り組んでいる。 
 ○市が試験的に始めている「スクールランチ」への食材提供や、専用の移動販売車を導入した出前販売の取組を行っている。 
 

４．地域の子ども達への食育の取組 
 ○地域の子ども達に地域の農と食を理解してもらおうと、「畑の学校」というイベントを開催し、地域特産のなばなの栽培から収穫、

料理体験を実施。また、直売所などで中学生の職業体験を積極的に受け入れ、農業の大切さを教えている。 
 ○平成２４年から「キッズ･ファーマーズ」事業として、管内の小学校１６校に助成金を支給し農業体験活動を行う取組を始めている。 
 

５．消費者との交流 
 ○市民農園「おうみんち農園」を開設し、市民と生産者のコミュニケーションが図られるようになった。また、「青空フィットネスクラブ」

という会員制クラブを開講し、農業体験イベントや料理教室などを実施している。こうした取組を通じて、農家が高齢化した際の
「援農制度」など、地元農業を支援する人材の育成を図っている。 

平成２４年度 
地産地消優良活動表彰 

取組内容 

表彰理由 



食料産業局長賞 

代表者：組合長 山本 峰次 
所在地：福岡県糸島市  
構成員：生産者（４４１名）、職員（３６名） 
活動開始年：平成１３年 

 
    

  糸島漁業協同組合は生産者の所得向上と地場水産物の消費拡大を図るため、平成１９年に観
光協会とともに直売所「ＪＦ糸島 志摩の四季」を設立。 
  漁業では、出荷先の中心が卸売市場という中で、直売所などの取組により、地域内での水揚げ

全体における地産地消の割合が３割と高くなっている。平成１３年からは、海辺でカキを焼いて食べ
るカキ小屋の取組を開始。また、ＪＡや肥料会社と連携し、カキ殻等を利用した土壌改良材の開発・
販売を行い、地域循環システムを構築している。 
  生産者の多くが市場に出回らない規格外品や未利用魚を直売所で販売するなど、所得の向上に

繋がり、経営の安定化が図られている。また、カキ小屋の取組は、他産業との連携を通じ、年間約１
９万人の集客があるなど地域の観光資源として定着。カキ養殖の生産量増加、後継者の育成につ
ながっている。 
  地産地消と観光とがむすびつくなど、多様な連携による地域振興が図られており、評価される。 

糸島漁業協同組合（福岡県糸島市） 
～直売所、カキ小屋の運営を通した地産地消と地域漁業振興～                               

１．直売所の運営 
 ○糸島漁協は、８つの漁協が段階的に合併し、平成１７年に１つの漁協となり、平成１９年に観光協会とともに直売所

「JF糸島 志摩の四季」を設立。漁業では、出荷先の中心が卸売市場である中、ＪＡの直売所での水産物販売も進
め、地域内での水揚げ全体における地産地消の割合は約３割となっている。市場では値がつかない少量の魚や未
利用魚の販売など、生産者の所得向上が図られるほか、地元で取れた魚の地域での利用も促進している。 

 

２．カキ小屋の取組 
 ○生産者自らが消費者へ焼きガキを提供する場として、平成１３年から各漁港に「カキ小屋」を開設。市やビールメー

カー、交通産業などの他産業と連携してＰＲに取り組み、２３年度には県内外から約１９万人を集めるほど地域に定
着。地域の観光資源として成長し、カキ生産量の増加につながったことで、カキ養殖業への新規着業者が増加。後
継者の育成につながっている。県と連携し、貝毒プランクトンのモニタリングやノロウィルス検査を定期的に行う等、
養殖カキの安全性確保に努めている。 

 

３．環境保全、地域循環システムを結び付けた商品開発 
 ○ＪＡや肥料会社と連携し、カキ殻を使った土壌改良材の商品化に取り組み、販売している。この取組により、カキ殻

や付着物を３２０トン削減することに成功し、年間２２０トンの土壌改良材を販売。その他、１００トンを地域の公共機
関へ無償提供し街路樹等に使用され、地域内で資源が循環する、環境へ配慮した活動となっている。 

 

４．学校給食への食材提供、料理教室の開催 
 ○魚食普及を推進するため、学校給食へ地場水産物の提供を行っている。また、漁協の女性部を中心に、料理教室

や市内小学校でのアジのさばき方講習など、活動の範囲を広げている。 

平成２４年度 
地産地消優良活動表彰 

取組内容 

表彰理由 



食料産業局長賞 

代表者：会長 上内 修一 
所在地：鹿児島県日置市  
構成員：直売所、飲食店、温泉施設等２０施設 
活動開始年：平成１６年（ネットワーク設立は平成２０年） 

 
    

 地産地消関連施設における連携活動の必要性を感じたことから、平成２０年に、日置地域の直売
所、農家レストラン等の２０施設が連携し、日置地域地産地消ネットワークを設立。 
 ネットワーク設立以前から実施していた直売所スタンプラリーに加え、地元農産物の収穫体験、料
理体験と組み合わせたバスツアーを企画し、消費者との交流を図っている。また、ネットワーク共有
の加工品や新メニューの開発を行い、地場農産物の消費拡大につなげている。 
 ネットワークの活動を通して、施設間の交流が促進され、相互の情報共有と連携を強化し、研鑽し
あいながら、地域活性化の拠点としての役割を発揮していることは評価されるものである。 

日置地域地産地消ネットワーク（鹿児島県日置市） 
～日置地域の地産地消関連施設が連携して地産地消を推進～                               

１．地産地消スタンプラリー 
 ○「直売所スタンプラリー」の活動を通して、より地域の連携活動の必要性を感じたことから、日置地域（日置市、いち

き串木野市、南さつま市）の直売所、農家レストラン等２０施設が日置地域地産地消ネットワークを形成し、地産地消
スタンプラリーを実施。地域が一体となって直売所等の利用向上に努めている。 
 

２．農業体験と直売所めぐりを組み合わせたバスツアー 
 ○地元農産物の収穫体験や地域の郷土食加工体験等を組み合わせた、日置地域の直売所をめぐるバスツアーを継

続して企画。消費者との交流を図りながら、地域農業の理解につなげるとともに、参加している施設等の情報共有や
連携強化を図りつつ、相互の研鑽につなげている。 

 

３．ネットワークを活用した加工品開発と新メニュー開発 
 ○農産加工組織や生活研究グループ等の関連組織と連携し、地域料理の開発・ブランド化に取り組み、レストラン等

の新メニュー開発を行っている。また、地元産大豆を使った加工品「鍋スープの素」を開発、商品化。地元産大豆の
消費拡大に貢献している。 

 

４．共有レシピの作成・配布による地域農業の理解促進 
 ○各直売所で販売している地元農産物用のレシピ（１０品）を作成し、各直売所で配布。また、スタンプラリー期間に合

わせて、「食事バランスガイド料理教室」や「食育料理教室」を開催するなど、地場農産物や地域の農業に関する理
解促進と食育の推進に努めている。 

 

５．運営体制の強化 
 ○直売所生産者組織への栽培講習会、生産履歴講習、農薬使用や食品表示等の研修会を実施。その他に県主催の

地産地消関連の研修に参加するなど、運営体制の強化を図っている。 

平成２４年度 
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  全国地産地消推進協議会会長賞 

代表者：学校長 軽部 賢 
所在地：山形県寒河江市  
構成員：児童１２名、教職員１０名 
活動開始年：昭和４７年 

 
    

 明治１１年に設置された田代小学校では、地域産業の中心である農業を教育活動に取り入れた
いとの思いから、昭和４７年から「畑の活動」（農業体験）の取組を開始。 
 学校の畑の他、学校隣接地の農地も借り受け、グリーンキーパー（婦人会の会員や児童の保護
者）による指導のもと、６０種類もの野菜を栽培。無人販売所の設置・販売、駅前自由市場への出店
を通じ、児童と消費者との交流を図るなど、地域と連携した活動を実施している。また、栽培した野
菜を学校給食で活用するだけでなく、家族と一緒に作った地場農産物を使った自慢料理を、給食の
特別メニューとして取り入れることなどにより、自然の恵みや地域の人々への感謝の気持ちが醸成
されるなど、生きた食育学習の機会をつくっている。 
 小規模校の特長を活かし、児童、教職員だけでなく家庭や地域と一体となった取組は、地域の地
産地消活動の広がりにつながり、地域における食や農への意識向上へと結びつき、地域農業の振
興が図られ、評価できる。                                      

寒河江市立田代小学校（山形県寒河江市） 
～栽培から販売まで、地域と一体となった地産地消・食育の取組を推進～                               

１．「畑の活動」 
 ○学校の畑を利用し野菜等の栽培を行う「畑の活動」は、昭和４７年から学校教育課程に位置づけられ、現

在も活動を継続。学校隣接地にある個人の農地も借り受け、グリーンキーパーによる栽培指導を受ける
など、地域との連携を図り、６０種類の野菜を栽培。 「１人１作物栽培」等にも取り組んでいる。 

 

２．無人販売所や「ちぇりーマルシェ」への出店 
 ○ 「畑の活動」により収穫した野菜を、学校前に設置した無人販売所で販売するほか、駅前自由市場「ちぇ

りーマルシェ」へ出店し、消費者との交流の機会を持ちながら販売を行っている。 
 

３．栽培した野菜を学校給食へ活用 
 ○栽培した野菜を学校給食で活用している。また、夏休み中に家族と一緒に作った、地場農産物を使ったメ

ニューを『「我が家の夏野菜を使った自慢料理」紹介』として持ち寄り、給食の特別メニューとして提供して
いる。 

 

４．地域と連携した取組 
 ○県内のシンガーソングライターと連携した食と地域を題材とした歌作りや、「畑の活動」でお世話になった
人々に感謝する「すくすくファーム感謝祭」を開催し、地域住民、JA、企業などとの交流を行っている。 
 

５．栽培から販売、学校給食等の活動を通した食育の実践と地域への貢献 
 ○活動を通し、自然の恵みや地域の人々への感謝の気持ちの醸成、栽培から調理方法、販売までを体験

することで、生きた食育学習の機会となっている。 

平成２４年度 
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