
地産地消は、地域の生産者と消費者を結び付け、食料自給率の向上を図る上で重要であるほか、直売所や加工などの
取組を通じて農業の６次産業化による地域の活性化にもつながるものとして一層の推進が求められています。そこで、
学校給食や企業の社員等を対象に提供される給食、不特定多数の消費者を対象に提供される外食等において、生産者
との交流促進等の地産地消の取組を伴った地場産農林水産物・食品（以下、地場産物と明記）を使った提供メニュー
を募集し、審査委員会の審査を経て優れたものを選考の上、表彰するものです。
表彰されたメニューや地産地消の取組内容を広く紹介することにより、自主的な取組を促進し地域の地産地消の推進
に資するものとします。

応　募　部　門

学校給食・社員食堂部門

外食・弁当部門

参　加　条　件 表彰の種類

主　　　催

学校給食を調理している学校及び学校給食を提供
している学校給食センター等並びに企業の社員等
を主な対象として給食を提供している事業者。幼
稚園、保育所、病院、老人福祉施設、官公庁等を
主な対象として給食を提供している事業者も含み
ます。

１　地産地消メニューの食材として、地場産物
　　を利用していること。
２　地産地消メニューを継続的に提供している     
　　こと。
３　地産地消メニューの食材として地場産物を
　　安定的に調達するため、学校や事業所等が
　　所在する地域の生産者等と連携しているな
　　どの取組があること。
４　児童や保護者、喫食者等に対する食育や地
　　域農業等への理解促進の取組があること。

農林水産大臣賞　　　　　　２点以内   
文部科学大臣賞　　　　　　１点  
農林水産省食料産業局長賞　数点 
審査委員特別賞　　　　　　数点

主 催　全国地産地消推進協議会
              ( 一財 ) 都市農山漁村交流活性化機構
後 援　文部科学省

※「地場産物」とは、メニューを提供している学校や
事業所等が所在する都道府県内で生産された農林水産
物と地場産農林水産物を使った「地場産食品」とする。
ただし、地域の実情に応じて、当該都道府県の近隣の
都道府県で生産された食材を含み得るものとします。

不特定多数の消費者を対象として食事や弁当を
提供する事業者。

第９回 地産地消給食等メニューコンテスト



(1) 公募期間︓平成28年8⽉5⽇〜9⽉9⽇
(2) 農林⽔産省地⽅農政局等を経由して応募のあった128件の中から、
平成28年10⽉14⽇に開催した審査委員会において、農林⽔産⼤⾂賞
候補2件、⽂部科学⼤⾂賞候補1件、⾷料産業局⻑賞候補7件、審査
委員特別賞1件を選定。

地産地消給食等メニューコンテストの概要

選定の概要

受賞団体一覧

【学校給⾷・社員⾷堂部⾨】

【外⾷・弁当部⾨】

賞 受賞者 受賞メニュー

農林⽔産⼤⾂賞 岩⼿県⽴中央病院 栄養管理科
（岩⼿県）

こずかた御膳〜いわての美
味しさてんこもり〜

⽂部科学⼤⾂賞 川辺町学校給⾷センター（岐⾩県） ふるさと川辺給⾷「秋のお彼
岸の献⽴」

農林⽔産省⾷料産業局⻑賞 ⾼浜町学校給⾷センター（福井県） 旬を体験したふるさと給⾷
中津川市⽴東⼩学校・⽥瀬⼩学校
（岐⾩県） ⽬と⾆で味わう夏の中津川

佐伯市⽴佐伯⼩学校（⼤分県） 「佐伯を知って佐伯を受け
継出いってなぁ」給⾷

社会福祉法⼈出光会 上⾼⽥保育園
（⻑野県） 信州の夏野菜やたら給⾷

株式会社グリーンハウス デンソー５号館
営業所（愛知県） めざまし地産地消プレート

賞 受賞者 受賞メニュー

農林⽔産⼤⾂賞 株式会社丹⻘社 福岡県物産観光展⽰室
よかもんカフェ（福岡県） よかもん弁当

農林⽔産省⾷料産業局⻑賞 ふるさとにしなす産直会 おふくろ亭
（栃⽊県）

⾼齢者向け「ゆうあい弁
当」

葉っぴ〜カフェtutti (富⼭県） tuttiランチ
審査委員会特別賞 認定こども園 さざなみ保育園（熊本県） くまさんの⼈吉物語

浦上 節⼦ 農業者（元ＪＡ⾼岡 ⾼岡市農業センター副所⻑）
柏⽥ 幸⼆郎 かさね 料理⻑
⾦⽥ 雅代 ⼥⼦栄養⼤学 名誉教授
永⽊ 正和 国⽴⼤学法⼈筑波⼤学名誉教授
服部 幸應 服部栄養専⾨学校 校⻑（審査委員⻑）
⼭際 博美 株式会社⼭際⾷彩⼯房 代表

●審査委員名簿（五⼗⾳順・敬称略）

＜審査基準＞
地産地消給⾷等メニューコンテスト実施要領の審査基準に照らし、優れた
ものについて表彰

地産地消の取組を⼀層促進するため、学校給⾷、社員⾷堂、外⾷・弁当
等において、⽣産者との交流促進等の取組を⾏いつつ、地場産農林⽔産
物・⾷品の⾷材を活⽤しているメニューを募集し、審査委員会による審査を
経て優れたものを選考の上、表彰する。
なおメニューコンテストは平成20年度から実施しており、本年度で9回⽬
の実施である。



【学校給食・社員食堂部門】

農林水産大臣賞農林水産大臣賞

第９回地産地消給食等メニューコンテスト

岩手県立中央病院　栄養管理科
（岩手県）

地産地消メニューの名称（献立名）
（十穀ごはん、きびバーグえごまソース、めかぶそば、豆のサラダヨーグルトドレッシング、
ほうれん草の白和え、里芋の焼きニョッキ、ミニトマトのジュレ）こずかた御膳   ～いわての美味しさてんこもり～

　旬の県産食材を出来るだけ使用し、病院食として提供できるよう献立や調理方法を工夫しています。こずかた（不来方）
とは、盛岡市を指し示す言葉です。地元の美味しい食材をプレート皿に盛り付け、ぺっこ（少し）づつ楽しんで頂けるよ
うにとの思いから、こずかた御膳として提供しています。きびバーグえごまソースは、生産量と種類が豊富な雑穀と鶏肉
のヘルシーなハンバーグで、健康ブームで注目されるエゴマを取り入れ、味つけは酸味をきかせたソースに仕上げました。
三陸めかぶを使っためかぶそば、食感の良い枝豆とパプリカに、こっくりとして滑らかなヨーグルトを使用したドレッシ
ングの色鮮やかなサラダ、消費量日本一の盛岡豆腐とあまい西根のほうれん草の白和え、粘りが強く柔らかい県産里芋を、
風味豊かな南部小麦と合わせたニョッキは、豆乳ソースとの相性も抜群です。本メニューは、当院の産婦人科、小児科病
棟で提供しているものです。

人間ドック提供メニュー 県産食材を使用した妊婦おやつ



【学校給食・社員食堂部門】

文部科学大臣賞文部科学大臣賞

第９回地産地消給食等メニューコンテスト

川辺町学校給食センター
（岐阜県）

地産地消メニューの名称（献立名）

（里芋おはぎ、牛乳、豚肉とさつまいものかりん揚げ、香りあえ、とうがんの吉野汁、梨）ふるさと川辺給食　「秋のお彼岸の献立」
　川辺町の米の収穫は、８月下旬～９月上旬と早く、里芋がとれるお彼岸の頃に、米の豊作と家庭円満を感謝し「里芋お
はぎ」を作って神仏に供えられています。米が貴重な時代に、里芋でかさ増しをして食べられたことが始まりの郷土料理。
あんこも朝早くから煮て作り、米をつぶして丸め、あんこやきなこで包む作業は大変ですが、子供たちは毎年楽しみにし
てくれています。岐阜県産豚肉とさつまいもかりん揚げは、切り方を工夫することで、よく噛むことを意識できるように、
またアーモンドの香ばしさで子どもが好む味つけにして、噛めば噛むほど旨みが出る料理です。地元の新鮮な野菜がたっ
ぷり味わえる香りあえや吉野汁、デザートには旬の梨を組み合わせました。



　毎月１９日の食育の日は、「ふるさと給食の日」として、地場産物や郷土食を多く取り入れた献立を提供。６月は旬の
食材を題材に、１年生の体験活動と関連させた空豆をかき揚げにし、一緒に地場産のわかめとちくわを加え、衣には小麦
粉に米粉を合わせました。ポイントは、高浜町の町木で特産品である杜仲茶で作った杜仲茶塩です。地元漁協から魚を入
れてもらえるので、魚のメニューも多く、この給食ではたんぱく質源として汁ものに魚を活用。昨年度から週５回の米飯
給食になり、和食の給食が増えました。今年度の「ふるさと給食の日」では、地場産物と健康長寿の組み合わせの「まご
わやさしい」食材を意図的に取り入れています。

【学校給食・社員食堂部門】 第９回地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省

食料産業局長賞

農林水産省

食料産業局長賞高浜町学校給食センター
（福井県）

エネルギー

６５９kcal

２６．２ ｇ

１９．７ ｇ

２６．８ ％

３５０ ｍｇ

９７ ｍｇ

３．１ ｍｇ １．９ ｇ

５．１ ｇ

４１ ｍｇ

０．６２ ｍｇ

０．５９ ｍｇ

１９１ μgRE

３．２ ｍｇ

亜　鉛

たんぱく質 ビタミンＡ

脂　質 ビタミン B1

脂質（％） ビタミン B2

カルシウム ビタミンＣ

マグネシウム 食物繊維

鉄 食塩相当量

栄養価

地産地消メニューの名称（献立名）

（麦ご飯、牛乳、空豆のかき揚げ杜仲茶塩、ごま和え、さごし汁）旬を体験したふるさと給食

生産者交流給食梅の活動



【学校給食・社員食堂部門】 第９回地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省

食料産業局長賞

農林水産省

食料産業局長賞中津川市立東小学校・田瀬小学校
（岐阜県）

エネルギー

６７５kcal

３０．２ｇ

１７．６ｇ

２３．５％

３６８ｍｇ

１１２ ｍｇ

３．１ｍｇ ２．４ｇ

６．３ｇ

５１ ｍｇ

０．５６ ｍｇ

０．５９ ｍｇ

２９３μgRE

３．６ ｍｇ

亜　鉛

たんぱく質 ビタミンＡ

脂　質 ビタミン B1

脂質（％） ビタミン B2

カルシウム ビタミンＣ

マグネシウム 食物繊維

鉄 食塩相当量

栄養価

地産地消メニューの名称（献立名）

（麦ご飯、恵那鶏の夏野菜きらきらソース、おかかあえ、ピリッと大豆まるごと汁、冷凍みかん、牛乳）目と舌で味わう夏の中津川
　主菜には、恵那鶏を地元の米粉で天ぷらにし、地元名産の「糸寒天」と、トマト、オクラ、なす、ズッキーニ等の地元
野菜を使用した和風のソースをかけました。糸寒天がきらきらと反射し、目にも涼しい夏の料理です。ピリッと大豆まる
ごと汁には、飛騨美濃伝統野菜の「あじめこしょう」をアクセントに、程よい辛みが食欲をそそります。 地産地消を推進
しつつ、このメニューは大豆について理解を深めるための生きた教材としても利用。授業や大豆の栽培、生産者との交流、
子どもたちの作った味噌を給食で提供するなど、授業と結びつけながら大豆・大豆製品を積極的に給食に取り入れています。
給食に使用する乾燥大豆・大豆の水煮は年間１００％県内産です。

田植えをする 5 年生 農家の方の話を聞く 3 年生



【学校給食・社員食堂部門】 第９回地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省

食料産業局長賞

農林水産省

食料産業局長賞佐伯市立佐伯小学校
（大分県）

エネルギー

５９８kcal

２２．３ｇ

１７．０ｇ

２６．０％

３２５ｍｇ

８７ ｍｇ

２．２ｍｇ ２．４ｇ

４．５ｇ

２４ ｍｇ

０．４６ｍｇ

０．５１ｍｇ

１６０μgRE

２．８ｍｇ

亜　鉛

たんぱく質 ビタミンＡ

脂　質 ビタミン B1

脂質（％） ビタミン B2

カルシウム ビタミンＣ

マグネシウム 食物繊維

鉄 食塩相当量

栄養価

（発芽玄米ご飯、牛乳、ブリかまの塩焼き、カボスと白菜のごまだし和え、
米粉だんご汁）

地産地消から知産地承へ・・・

「佐伯を知って、佐伯を受け継いでいってなぁ」給食

地産地消メニューの名称（献立名）

　佐伯市ではブリの養殖が盛んです。ブリかまの塩焼きは、ブリを大手飲食店や大型スーパー等に出荷するため、HACCP
方式認定工場で加工する過程で、毎日大量に破棄されている「ブリかま」を給食で使ってほしいと相談されたことがきっか
けで始まったメニューです。食品ロスや命をいただくことの意義を学ぶ、子供達の生きた教材としても利用しています。同
じく捨てられていたブリの中落ちも挽肉替わりにして、ブリバーグ、ブリカレー等で活用します。「ごまだし」は、白身魚
が大量に獲れた時に作られる佐伯市に昔から伝わる常備調味料で、和え物のほか、炒飯やスパゲッティ等の献立にも使いま
す。だんご汁は大分県の郷土料理で、米粉で団子を作っています。

給食生ごみで菌ちゃん野菜作り給食室で調理しているブリかま



【学校給食・社員食堂部門】 第９回地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省

食料産業局長賞

農林水産省

食料産業局長賞社会福祉法人出光会 上高田保育園
（長野県）

地産地消メニューの名称（献立名）

（発芽玄米入りご飯、西山大豆の豆腐ハンバーグ、やたらソース、トマトのごまあえとブロッコリー、夏野菜とえのきのすまし汁、
梅ジュース）信州の夏野菜やたら給食

　「やたら」は長野県北部に伝わる夏野菜たっぷりの郷土料理。夏野菜のみずみずしい新鮮な味わいと、するりと口へ入る
なめらかさ、だし醤油の風味が入り混じって食欲をそそり、暑い時期でもご飯がすすむ、信州ならではの味を、子どもた
ちが好きな西山豆腐のハンバーグにかけました。すまし汁はかぼちゃと玉ねぎの甘みを生かし、完熟トマトは、すりごま
で口当たりをまろやかに、小さな子どもでも食べやすいよう、体に染みこむような優しい味に仕上げました。豊富な夏野
菜に恵まれた郷土の豊かさと、暑い時期を乗り切ってきた先人の知恵、地域で受け継がれてきた伝統を、子どもたちへ伝
えていきたい。子どもたちの体と心に残る給食でありたいと考えています。

みんなで給食 秋の収穫祭



【学校給食・社員食堂部門】 第９回地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省

食料産業局長賞

農林水産省

食料産業局長賞株式会社グリーンハウス　デンソー５号館営業所
（愛知県）

地産地消メニューの名称（献立名）

（五目玉子、寄せ豆腐、水菜と海藻酢の物、ナスのマリネ、ゴロッと野菜ピーナッツ和え、健康ドリンク）めざまし地産地消プレート
　１プレートで多くの地場産食材が堪能できること、喫食者の実情に合わせた、栄養バランスを考慮した健康な朝食メ
ニュー。野菜不足傾向の単身赴任や独身の方々のため、朝食の大切さや野菜の美味しさを知って貰う、塩分摂取量を意識し
た味付けにし、野菜の本来の味を楽しめるよう工夫しています。調理も野菜の歯ごたえを残し、食べて満腹感を感じること
を意識し、スチームコンベクションの活用で油の量を抑えました。これらの健康づくりの後押しとなる食事の提供を、刈谷
市特産の坊ちゃんかぼちゃや、デンソートマト、地元の手作り豆腐など、地場産食材を活用した朝食で実現したことが本メ
ニューの最大のポイントです。

地元食材「つるや豆腐」朝食の取組み



【外食・弁当部門】

農林水産大臣賞農林水産大臣賞

第９回地産地消給食等メニューコンテスト

株式会社丹青社　福岡県物産観光展示室よかもんカフェ
（福岡県）

地産地消メニューの名称（献立名）
（豚肉と茄子と無花果の重ね巻き照り焼き風、博多すぎたけと大木町産きのこのおろし和え、ゴボウ・ネギ・ジャコのかき揚げ、朝倉蓮根と紫芋のしょんしょんマヨ
サラダ、糸島産ひのひかり赤米入りごはん、カボチャと油揚げのお味噌汁、梨とカボスのジュレ、八女ほうじ茶）よかもん弁当

　福岡のよかもん（＝良いもの）を出来る限り使用し、食材の旬を意識した日替わりランチを提供しています。よかもん弁
当の構成は、主菜１品、野菜メインのおかず３品、ご飯、お味噌汁、甘味、お茶で、主菜は肉・魚を曜日毎に替え提供して
います。今回のメニューのポイントは、旬の無花果とナスを使った主菜です。ソースに使用した無花果ジャムも店仕込みの
ものを使用しています。またおろし和えに使用した「博多すぎたけ」は、味・香り共によく、福岡県大木町で初めて人工栽
培に成功した貴重なきのこです。調味料の「しょんしょん」は、なめ味噌のこと。県内でも地域限定の呼び方です。

ワークショップの風景カフェ内黒板



【外食・弁当部門】 第９回地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省

食料産業局長賞

農林水産省

食料産業局長賞ふるさとにしなす産直会　おふくろ亭
（栃木県）

地産地消メニューの名称（献立名）

（ごはん、さやいんげんと豚ひき肉のオイスターソース炒め、サラダ、おから煮、天ぷら、じゃが芋の甘味噌、漬物）高齢者向け「ゆうあい弁当」
　高齢者配食サービスは６００～７００kcal の制限があります。高齢者がお弁当を目で楽しみ、地場産食材を数多く食して、
体に良く満足していただけるお弁当作りを心がけています。朝採りの地場産季節野菜をふんだんに使い、全て手作り。米は
有機減農薬の特別栽培米で、冷めても甘みと照りがありおいしいと好評です。地場産の豚肉はとても柔らかく、いんげんを
加えてオイスターソースであっさりと仕上げました。地場産大豆で作った自家製味噌は風味がよく、みそ汁の他、甘味噌で
季節野菜を和えるとツヤが出て食材が引き立ちます。７種のおかずと２３種類の食材を高齢者が食べやすいように細かく刻
み、地場産おからで薄味に仕上げました。

那須そすいの力で粉を挽く水車開店後の店内



【外食・弁当部門】
第９回地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産省

食料産業局長賞

農林水産省

食料産業局長賞葉っぴ～カフェ ｔｕｔｔｉ
（富山県）

地産地消メニューの名称（献立名）

（ご飯、ヤーコンの酢物、人参のクミンサラダ、小松菜ナムル、レンズ豆の肉味噌風、天ぷら、人参の糠漬、イカと小松菜のはんぺん、小松菜サラダ、おつゆ）tutti ランチ
　自家農園で栽培している小松菜を中心に、射水市内、県内の旬の野菜を食材にしたメニューを提供しています。主食１、
主菜１～２、副菜５～６、汁物１を基本として、副菜の品目を増やし、より多くの野菜を食べてもらえるように工夫し、また、
食材の本来の美味しさを活かす調理法も工夫しています。また、イタリアンパセリ、ルッコラ等の自家製ハーブや、スパイ
スを使い、新しい食べ方の提案を行っています。メニューを作る時は、視覚からも味わってもらえるよう、緑、黄、赤など、
色の組み合わせも大切にしています。献立を考えながら、畑の作付けを行っています。

イベント出店
（小松菜お好み焼き） 小松菜の収穫作業 消費者との交流会 



【外食・弁当部門】 第９回地産地消給食等メニューコンテスト

審査委員会

特　別　賞

審査委員会

特　別　賞
認定こども園　さざなみ保育園

（熊本県）

地産地消メニューの名称（献立名）

（きびおにぎり、チキンソテー梨ソース、きくらげとキャベツのサラダ、さざなみ収穫スープ、牛乳かん）くまさんの人吉物語
　菜園活動で栽培している、トマト、ナス、ピーマン、枝豆を使ったスープは、子どもたちが楽しみにしている献立の 1 つ
です。人吉球磨地域は、生きくらげが特産物になっています。乾燥きくらげと違い、独特の食感があります。また、梨の栽
培も盛んな地域で、果物として給食にそのまま使用するだけではなく、ソースの甘みとして、砂糖の代わりにも使用してい
ます。酪農家が生産する牛乳を使った料理も考案して、提供しています。さざなみ保育園では、①自然物としての食材に関わ
る、②自然物から食材への変化を知る、③美味しく食べる、④しくみと関わりを学ぶ、の 4 つの視点から食育活動に取り組ん
でいます。

いちごジャムづくり 地域の無農薬栽培農家の方との交流


