
旭川市近郊と北海道産の新鮮な食材を積極的に取り入れた病院食
を提供。スタッフがメニューを考案し、季節を感じる食事を提供
するとともに、旬の食材を取り入れた行事食やお楽しみ食事会を
開催することで、患者の食欲増進にも取り組む。
食事は個別の患者の状態に合わせて院内の施設で調理し提供。

嚥下調整食の提供も行っている。
外来通院の患者やその家族が糖尿病、腎臓病の患者向けの食事を

体験できる「治療食お試しランチ」を定期的に実施。
また、病院食に関する様々なコンテストに挑戦することで、

新たなメニューの開発や、調理技術の向上に取り組み、実際の
病院食に活かしている。

（取組のスキーム図）

① 北海道病院レシピコンテストで最優秀グランプリ受賞
2015年に「北海道の食材を活用した、乳製品を利用して減塩

できる乳和食レシピ」のグランプリを受賞。
茶碗蒸しを道産食材を使用し、卵の代わりに長芋、だし汁の

代わりに牛乳を使用する等患者の状態に合わせたレシピを考案。
新たなジャンルのレシピ開発にも積極的に取り組んでいる。

② 患者へのサービス
年に数回、入院患者に向けてお楽しみ食事会を開催している。

中でもそばうち実演では、病院所属の調理師がそばうちの過程を
実演。そば粉は近郊の幌加内町や江丹別町の地場産食材を使用し、
患者の食欲増進に繋げている。手打ちそばは出産後のお祝い膳
にも提供している。
また、外来通院の患者やその家族に向けて「治療食お試し

ランチ」を実施。糖尿病、腎臓病患者向けの治療食の試食や、
患者が自宅で作れる道産食材を使用したレシピを提案している。

③ 高齢者に優しい嚥下調整食の食事
患者の摂食嚥下機能に合わせて、食形態やとろみを調整した

食事を提供。院内の施設で調理しているため、患者が通常食から
嚥下調整食に切り替えることになっても、地場産食材を活用し
対応することができる。
一年を通して旭川市近郊及び北海道産の米を使用するとともに

旬の地場産食材や魚を使用することで、患者の喫食率の向上に
繋がっている。

ｚ
○カロリー等様々な制約のある病院食における地場産食材の積極的な利用
→季節ごとの食材のニーズや供給について取引先の納入業者と情報交換を密にすることで、地元の
旬の食材を取り入れていきたい。

→地場産食材の活用を進めるとともに、栄養課だより（患者及びその家族に向けて掲示）に旬の食材情報
を掲載することで、病院全体としての地産地消に対する意識を高めたい。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

【取組概要】

旭川地域ニュートリションケア研究会

○食事を通して患者の健康を担う立場として、栄養課だよりに産地を記載する等、より積極的に
地産地消に取り組める環境作りに努め、患者の食欲増進に繋げ、地場産率を高めたい。

○市内の規格外野菜を活用し、フードロスの削減に貢献していきたい。

【今後の展望】
③②

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：北海道旭川市
・取組主体 ：日本赤十字社旭川赤十字病院
・職員数（パート含む） ：管理栄養士職員10名、調理師8名、障害者雇用１名
・1日あたりの提供給食数 ：１,２００食

市内業者

日本赤十字社旭川赤十字病院医療技術部栄養課

情報共有

市近郊食材
発注

患者
提供

納品情報共有

食べる喜びを伝えたい！旬の食材で彩りのある病院食を！
北海道旭川市 日本赤十字社旭川赤十字病院医療技術部栄養課

①北海道病院レシピコンテスト
最優秀グランプリ受賞

（トロしゃきみるく茶碗蒸し）

②そばうち実演

③高齢者に優しい嚥下調整食の食事
（道内産の旬の野菜を使用した

チャンチャン焼き風）

①

※①②③：取組のポイント

秋分の日の献立
（旬の道内産かぶ・メークインを使用）

道内産かぶ

メークイン

旭川地域の
病院・施設

情報共有
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特別養護老人ホームささづ苑(以下「ささづ苑」)を運営する社会福祉法人宣長康久会(せんちょうこう
きゅうかい)では、富山市からの委託により高齢者の暮らしを地域でサポートする拠点として設置される
地域包括支援センターの運営も担っている。
ささづ苑では、利用者の食事に積極的に地元の農林水産物を使っており、地場産率は42%（品目数

ベース）と高い。
さらに、地域包括支援センターでも、地域の高齢者に県産食材を使用したランチを提供するととも

に、地域の社会福祉協議会の協力を得て、一人暮らしの高齢者へ県産食材を使用した「敬老お祝い膳」
を敬老の日に提供するなど、積極的に県産食材を活用した食を提供することで、高齢者の食べる楽しみ
を支援している。

献立を作る際にできるだけ県産食材を使用するようにしており、旬の食材や地域で作られた農産物を
使用するようにしている。
お米は障がい者施設の生産したコシヒカリを利用したり、職員、入所者のご家族が作ったお米をいた

だくこともある。
地場産食材はコストも高くなるため、食材費が高くならないよう使用する食材の組み合わせを工夫す

ることで調整している。

（取組のスキーム図）

① 地域食材を活用して食べ慣れた食事を提供
利用者が住み慣れた地域で安心して生活していくために、地域の食文化を

大切にし、今まで食べなれていた食事をすることが重要と考え、ご飯のほか
2～3品に地元で生産される食材を使用している。使用する食材は県内産を
優先するよう業者に依頼している。

② 四季を感じる行事食
施設では、利用者が四季を感じられるように、旬の食材を使用するよう

工夫しており、特に月に一度の行事食では、白エビ、富山牛、ブリなど
富山県産の肉、魚を中心に献立を作っている。

③ 地域の高齢者との交流
地域包括支援センターでは、月に1度ランチ会として「ひまわりカフ

ェ」を開催し、地域の高齢者と交流、「食べる楽しみ」を大切にしな
がら県産食材を使用した食事を提供している。
また、地域の社会福祉協議会の協力を得て、一人暮らしの高齢者へ

県産食材を使用した「敬老お祝い膳」を敬老の日に提供している。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

【取組概要】

卸売業者
ささづ苑の入所者やデイサービスの利用者などとともに、野菜を作ったり、育てた野菜を調理するこ

とに取り組む。また、その過程で地元の方との交流も拡大していきたいと考えている。
食材の購入を通して地域とつながりができたことで、新たに地域の食文化を次世代へ繋げる食育活動

の発展ができないか考えている。

【今後の展望】

③
②

①

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：富山県富山市
・取組主体 ：社会福祉法人宣長康久会
・1日あたりの提供給食数：３６０食(120食×3)
・地場産率 ：42％(令和２(2020)年5月 品目数ベース)

地域で安定した生活を送るための取組
富山県富山市 「特別養護老人ホームささづ苑」

ささづ苑
ささづ苑かすが

ささづ苑ディサービスセンター
地域包括支援センター内

ひまわりカフェ

敬老お
祝い膳

提供

種類・
数量の
提示

ひまわりカフェの様子

参加

入居者
ディ利用者

地域
提供

仕入

行事食
の様子

献立の一例
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入院患者さんにとって食事が楽しみになるよう、季節ごとに地域の食材を使用した献立を作成し、給
食受託事業者（株式会社南テスティパル）と連携して、患者さんの容態に合せたメニュー作りを工夫し
ている。
また、食材の安定供給を図るため、地元ＪＡのみならず、生産者とも繋がりを持ち、時には栄養科職

員や給食受託事業者が現地の生産者のほ場に出向き、顔を会し意見交換をすることで、生産状況、地場
産食材を安定的に調達することの難しさなどを知ることができ、地産地消に取り組む機運の上昇が図ら
れている。
「患者さんにとっての食事は治療の一環。おいしく食べられることで、栄養の状態がよくなり、患者

さんが元気になれる。」このように食事が楽しみになるようなメニューづくりを病院として心掛けてい
る。
一方で、喫食された患者さんからアンケートを取り、給食受託事業者や病院側とで共有し、地産食材

を取り入れた新メニューの開発など患者さんに喜ばれる食事を日々検討している。

？」と言われ、前年の価格と同じ500/kgで買い取った。それを社長夫人が煮豆にして
社長が販売したらすぐに売り切れ、その時から「付加価値を高めて販売すれば相場に左右されることもな
い」と考えるようになった。業当時、生産者から生豆を買う仕事をしていたが、前年に500円/kgだった生

豆

通常は地元JAや地元生産者からの食材仕入れを基本とするが、天候不良等による必要量の調達が困
難な場合がある。近郊又は地元JA管内以外から地場野菜の仕入れを行うと、仕入れコストが上昇する。
安定的に近郊から食材を確保しつつ、安定的な価格で仕入れを行うことができてこそ、地産地消を

継続的に推進していけるものと認識しており、このためには地域間での連携は不可欠である。
これからも地産地消の導入率向上に向けた取組を考えていくが、前述の通りどうしても通常の仕入れ

が出来ない場合の価格差の補填や地場産物を仕入れ易くする流通の仕組みを補助する制度があればよい。

（取組のスキーム図）

① 患者さんへの情報提供
患者給食に使用している地場産野菜や果物ポスターを院内に掲示すると

ともに、食事にカードを添えて、地元食材への理解増進を図っている。

② 生産現地を知る
病院・給食受託事業者共に自ら、生産現場に足を運び、使用される食材

の成育状況、生産過程や苦労、食材の利用方法等について意見交換すること
で一層、生産者との信頼関係が構築されている。

③ 美味しく、楽しく
「地産地消イベント（年４回）」を開催。この日は、全ての料理に滋賀

県産を使用して食事を提供。このメニューは、2015年地産地消給食等メニュ
ーコンテストにおいて農林水産大臣賞を受賞。（受賞メニュー；琵琶湖マスの
香草パン粉焼き、近江牛のそぼろ煮、他）

④ 効果測定
提供された食事について、喫食後、患者からのアンケート結果やコメ

ントを基に味つけやメニュー構成、調理方法等について、見直しを行って
いる。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

【取組概要】

今後も関係機関と連携をとり、地場産農産物を積極的に使用した給食の提供を継続していくことで、
患者さん、彦根市立病院、彦根市、JA・生産者のためとなるよう「三方良し」の精神で取り組んでい
きたいと考えている。

【今後の展望】

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：滋賀県彦根市
・取組主体 ：彦根市立病院栄養科・栄養治療室
・1日あたりの提供給食数：約750食
・地場産率 ：28％（重量ベース）

病院と委託業者、生産者とのスクラムでメニューに地産地消の思い
を届ける

滋賀県彦根市 彦根市立病院 ①

②

③

彦根市立病院（栄養科）

給食受託事業者（株式会社南テスティパル）

JA東びわこ農協 個人生産者

・献立の提案
（規格等提示）

・献立の調整

農産物の発注・納品

患者さんへの情報提供
(地元の使用食材の紹介等)①

生産現場への現地見学・意見交換
②

③「地産地消イベント」
(地元産食材を利用した献立の
提供)

献立の見直し
④

患 者
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笠岡中央病院を運営する、医療法人緑十字会は、昭和35（1960）年に設立され、老人保健施設、訪問
看護、通所介護等を運営し、地域に根付いた医療と福祉を提供している。
笠岡中央病院では、岡山県の地産地消推進方針策定をきっかけに、それまでの外国産食材主体の病院

食を国産主体の食材に切り替えるため、「地産地消コーディネーター派遣事業」（農林水産省事業）を
活用。野菜の仕入れについて、笠岡市とも連携しつつ地元生産者との直接取引ルートを確立した。
現在では、管理栄養士が中心となって、給食委託事業者の日清医療食品（株）と協働で、笠岡市及び

その近隣市町で生産された旬の食材に徹底的にこだわった献立を平成27（2015）年１月から毎月１回
「地産地消御膳」として入院患者やグループ施設利用者に提供する等地産地消活動を推進している。
また笠岡市、JA晴れの国岡山との連携により、地場食材を開拓し、地域の地産地消イベントにも積極

的に参加している。/kg買い取った。それを社長夫人が煮豆にして
社長が販売したらすぐに売り切れ、その時から「付加価値を高めて販売すれば相場に左右されることもな
い」と考えるようになった。業当時、生産者から生豆を買う仕事をしていたが、前年に500円/kgだった生

豆

〇 半年に一度、医療法人緑十字会の栄養士と実際に給食を調理する給食委託事業者で会議を行い、
課題の解決策をマニュアル化。主な内容は次のとおり。
・野菜の下処理が大変→下処理がある食材が重ならないよう献立に配慮。２日前の納品も可とする。
・珍しい食材の取り扱い方がわからない→栄養士が取り扱い写真付き資料を作成。
・納品時間がバラバラで対応が大変→事前に生産者から配達時間の目安を聞き、栄養士が検収を担当。
・野菜の形が不揃いで取り扱いにくい→生産者に料理名等を伝え、可能であれば調理しやすい大きさ
や形の野菜を納品してもらう。

（取組のスキーム図）

① 生産者との交流
笠岡中央病院の管理栄養士が、生産者と交流を重ね、地場食材の生育

状況の情報交換を行い、食材の特徴を活かした献立作成を実施。
こうした情報交換の中で、規格外の食材（ソーセージの切り落とし、

野菜）の情報も得られ、給食の材料として活用することで、生産者の
所得向上にも貢献している。

② 施設内の食育
地場産物を活用した給食を提供する際には、地場食材の使用をアピ

ールするお品書きや掲示物でアピールしている。また、生産者との
交流会も実施。喫食者から地元野菜の購入方法について問い合わせが
増えており、地場食材を使用した給食が地域住民による地産地消にも
繋がっている。

③ 地域の食育
給食体験会や地産地消祭りを企画したり、市内のマルシェへ出店し

（地産地消豚汁の販売）地域住民へ地産地消給食のメリットや地場食
材の魅力をアピール。地産地消活動についてブログや学会発表で広く
情報を発信している。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

○ 近隣給食施設へ地産地消献立を公開する。
○ 地産地消給食が高齢者の栄養管理にもたらす効果を研究する。
○ 地域の食文化を次世代へ繋げる食育活動の発展に貢献する。

【今後の展望】

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：岡山県笠岡市
・取組主体 ：医療法人 緑十字会 笠岡中央病院
・1日あたりの提供給食数：120食
・地場産率 ：85～100％（地産地消御膳／品目ベース）
（令和２（2020）年４月～11月時点）

人と地域を元気にする病院・介護施設における地産地消活動
岡山県笠岡市 医療法人 緑十字会 笠岡中央病院

日清医療食品（株）

笠岡市役
所農政水
産課

医療法人緑十字会 笠岡中央病院

連携
（病院から毎月報告）

生産者・協力者との交流会

業務委託
（医療法人緑十字会合同給食会議開催
／半年に一度）

出席

出席

発注
・
支払

納品
①

JA晴れの国岡山 生産者 直売所まんまるや

地産地消活動の情報発信

管理栄養士の生産者訪問

③
②

【取組概要】
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＜取組主体の概要＞
・所在地 ：沖縄県浦添市字城間3019番地 3F
・取組主体 ：株式会社日本ユニテック
・売上高 ：未公開
・１日あたりの提供食数：約４０，０００食
・地場産率 ：30％（食材数ベース）

（株）日本ユニテックは、平成元年に沖縄県で創業し県内の病院、福祉施設、老人ホーム、社員食堂、
レストラン、学校等での給食調理業務を請負うとともに各種施設の保守管理業務などを行っている。
給食調理業務では、県産食材を３割使うなど地産地消を推進し、豆腐チャンプルー、ジューシー（炊

き込みご飯）、おかゆ料理のアチビーなどの郷土料理を積極的に提供。また、学校給食では農林高校生
が開発した新メニューの活用や、食材となった地元の野菜を学校内に置いて生徒らに実際に触れてもら
うといった食育活動も実施するなど高い評価を得ている。
なお、地元食材を活用した郷土料理を提供している地産地消への貢献が認められ、第24回優良外食産

業表彰（平成27年度）の快適給食サービス部門において食料産業局長賞を受賞している。

社長が販売したらすぐに売り切れ、その時から「付加価値を高めて販売すれば相場に左右されることもない」と考えるようになった。業当時、生産者から生豆
を買う仕事をしていたが、前年に500円/kgだった生豆

現在の課題は、他業種同様「人手不足」の解消となっている。運営を受託した施設厨房において、地産
地消を推進しながら温かく美味しい食事を提供する使命があることから、厨房で働く職員が何よりも大切
な存在。このため、職員からの紹介や施設近隣でのチラシ配布などにより確保するなど職員が働きやすい
環境づくりに取組んでいる。今後とも地産地消を推進しつつ、お客様がより満足できる食事の提供に向けて
日々努力を続けることとしている。

地元に根差して地域貢献及び売上増に繋がった事例
沖縄県浦添市 株式会社日本ユニテック

（取組のスキーム図）

① 独自の業者選定基準に沿って県内業者から安全安心な地元食材を調達
食材調達に当たっては、価格、品質、衛生管理の徹底など独自で作成

した『食材納入業者選定基準』をクリアする県内業者のみと取引。これ
により, 県経済の発展にも貢献している。また、毎年取引業者の見直し
を行い価格、品質、衛生管理等の向上や食材の安定調達を図っている。

② 運営する施設の特徴に合わせて適切な食事サービスや健康情報を提供
自治体、企業等から受託した施設運営に当たっては、それぞれの要望

に、きめ細かく対応している。要望は献立作成から調理・配膳・洗浄など
施設毎に様々であることから、全社一丸となって取組んでいる。
また、病院や施設等の食事では、食事も医療の一環であるという考え

から、施設 側と情報交換を密に行い、一人ひとりの患者に適した食事サ
ービスを提供。企業給食では、カロリー表示や健康増進に向けた情報の
発信など生活改善に向けた取組みを行っている。

③ 児童・生徒などに対して食文化の発信や食育活動を実施
学校との連携では、地元野菜の食材サンプルを置いて学ぶことや、沖縄

の伝統的な食器の「琉球漆器」を使った給食の提供など、地元の『食』に
関わる文化や風習、携わっている生産者などについて学びつつ、学校教育
法の「学校給食の７つの目標」に向けて邁進。
また、保育園・こども園給食については、保育士や保護者に向けて離乳

食対応や好き嫌いへの対応など『食』の大切さに関する食育活動を推進し
ている。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

【取組概要】
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今後は、３２年間の実績で培ったノウハウを生かし、心をこめた給食の調理・提供、施設や設備の適切
な管理、衛生管理の徹底等に努めるとともに、地元企業としての責任を持ち、安全安心で美味しく地産地消
及び食育等への理解と協力を心構えとして日々の給食業務に取組む。
また、地元食材や地元業者の積極的な活用により、地域の経済発展、雇用創生に少しでも尽力できるよ

う日々精進し、食事をとる側はもちろん、食事を作る側も笑顔で働ける環境づくりに取組みたい。

【今後の展望】
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＜取組主体の概要＞
・ 取組主体 ：運天産婦人科・運天食堂
・ １日あたりの提供食数：６０食（うち病院３０食、食堂３０食）
・ 所在地：沖縄県名護市大中3-1-5（運天産婦人科１階）
・ 地場産率 ：野菜における地場産率70％以上（品目数ベース）

名護市にある運天産婦人科が、小さなお子さんと一緒に素敵な時間を過ごせる「運天食堂」を１階に
開設。店内の素敵なインテリア、充実したキッズルームの完備とともに、提供されるメニューは、日替
わりでその日の病院給食と同じものをモーニングとランチタイムに提供している。
野菜や果物などの食材は、地元生産者との直接取引やＪＡからの仕入れなど、旬で新鮮な地元野菜を

使用。新鮮で地元色の豊かな、さらに栄養バランスのとれたメニューは、地元住民はもとより、SNSで
知った小さな子供連れの観光客も訪れるなど好評を得ている。

産婦人科が運営するカフェスタイルの食堂という特性上、利用者の８割が女性だが、より地元に密着
した食堂にしたいとの思いから、男性客の利用しやすい環境づくりが課題となっている。
また、テイクアウト方式のドライブスルーを整備する予定で、男性や足の不自由な方にも利用しや

すい環境づくりを検討している。
さらに、このドライブスルーを活用した「野菜のパック売り」で、地域の生産者に野菜を提供する

機会を設けることも検討しており、コロナ禍に対応した地産地消の取組にも積極的に取り組む予定。

地場産食材を使った産婦人科自慢の給食を併設する食堂で
提供している取組

沖縄県名護市 運天産婦人科・運天食堂

（取組のスキーム図）

① 産婦人科医院が開いた食堂
運天食堂は「運天産婦人科」の給食部門が調理を兼任している。
産婦人科と食堂の料理は、食堂のキッチンで同時に作る。
日替わりランチは全く同じ内容の料理を提供するが、食堂では、

器や盛り付けをカフェ風にすることで、見た目でも楽しんでもら
えるよう工夫している。

② 新鮮な地場産野菜を使用
農薬使用を抑えた農家やＪＡ直売所から野菜を仕入れており、

このうちの約７割以上が沖縄県産となっている。また、安全安心な
食材を使えるよう、生産者の顔が直接見える関係を大切にしている。
年間100種類以上の野菜を扱う取引農家とは、年間を通じて同一

に近い価格で提供してもらっている。
さらに、店内でも野菜を直売するスペースを設置し、お客さんに

食材を直接手に取ってもらうことで、地元農産物に対する認知度
向上にもつなげている。

③ 毎日飽きない栄養バランスのとれたメニュー
３週間入院しても朝・昼・晩のメニューが重ならないよう、６０
種類以上のレシピを工夫しており、毎日の食事がより楽しくなる、
そんなメニューを提供している。飲み物も地元の果物を使った
ジュースを取り入れるなど、地元の食材を活かし、栄養バランス
の取れたメニューを、産婦人科医院と食堂で提供している。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

【取組概要】

今後、地産地消を更に進めるため、県産畜産物をより多く取り入れたいが、沖縄の肉類は多くがブラ
ンド化されているためコスト面でのハードルは高く、趣旨に賛同できる生産者と連携したいと考えてい
る。これからも、入院している女性や食堂のお客さんに元気になってもらえように、地元の安全安心な
料理を提供し続けていきたい。

【今後の展望】

生産者
（農薬使用を
抑えた農家） 納品依頼

新鮮な野菜
（主に葉野菜）

運天産婦人科

運天食堂

病院給食部門

①

病院給食と同じ
メニューを提供

ＪＡ直売所

新鮮な野菜
②

購入

観光客

地域住民食事の提供

来 店

食事の提供
運天産婦人科
利用者

入院・来院

③

３－６


	3-1北海道【事業給食】日本赤十字社旭川赤十字病院●.pdf
	スライド番号 1

	3-2北陸【事業給食】特別養護老人ホームささづ苑●.pdf
	スライド番号 1

	3-3近畿【事業給食】彦根市立病院●.pdf
	スライド番号 1

	3-4中国四国【事業給食】医療法人緑十字会 笠岡中央病院(岡山県)●（0416修正）.pdf
	スライド番号 1

	3-5沖縄【事業給食】株式会社日本ユニテック●.pdf
	スライド番号 1

	3-6沖縄【事業給食】運天産婦人科・運天食堂●【修正版】.pdf
	スライド番号 1


