
2017年度から地場産食材の活用を積極的に行い、使用する食材は生産者と
直接取引することで、新鮮かつ低価格の仕入れを実現している。

生産者の圃場に栄養教諭や調理員が赴き、生育状況の視察や収穫作業を手伝
う等、交流は盛んに行われており、2017年当初から現在までで約12箇所の新
たな生産者と繋がりが生まれている。また、地元食材を使った体験学習等、
生産者や子どもたちとの交流の場を作っている。

特産品のラワンブキを使用した抹茶ケーキやパスタなど、新たなメニューを
開発し、食材の新たな楽しみ方を模索するとともに、毎日の献立を給食だより
の他給食センターのホームページにも掲載し、食材の調理過程や生産者の紹介
をすることで広く情報発信している。

また、毎年秋にふるさと給食月間を実施する等、子どもの地域への思いを
育む取り組みを行っている。2016年には地場産食材を使用した学校給食の献立
を競う、全国学校給食甲子園で優勝した。
なお、足寄町では2015年度から町内全小中高校の給食を完全無償化している。 ？」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

○仕入れ先の新規開拓
→毎年同じ地元生産者と取引しているため、新たな仕入れ先を増やすことで、レパートリーを増やしたい。

○生産者の見える化
→生産者から直接話を聞く機会を設けることや、食材と生産者の情報について子どもが興味を持つように
クイズ形式の授業を行う等、地元食材の理解を深めたい。

（取組のスキーム図）

① ふるさと給食月間
毎年ふるさと給食月間を設けており、町産食材を豊富に使用した給食を

提供。2017年より町産の羊肉を使用したメニューを提供し、「羊まるごと
カレー」は、北海道のテレビ番組で前例のないカレーとして特集された。

2020年11月には、高価で入手が困難な町産短角牛を提供している
(農水省支援事業を活用)。
道産食材の使用率（食材数ベース）は63.7％、うち足寄町産食材は
26.5％に及んでいる。

② 教育現場との連携による食育活動
給食センターが、小中学校と生産者と連携し、地元生産者による児童・

生徒への食育活動を推進している。
足寄町特産２メートル以上の背丈に育つラワンブキの生産農家との「ラ

ワンブキ青空教室」（小学生）や、生徒自らが探し選んだ地元食材を活用
したピザづくり（中学1年生）、さらに中学3年生を対象に、地元の羊生産
者と「フランス料理体験学習」を開催。中学校の卒業記念として、札幌から
シェフを招き、町産羊肉を含む地場産食材のフランス料理フルコースを卒業
生にふるまう等、地元食材に対する愛着を育んでいる。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

○新しい献立の開発により、調理ごとに姿が変わる食材の魅力を伝えたい。

○子どもたちに地場産食材の応援団になってもらえるよう具体的な情報を紹介し、食材を選ぶ力を身に
つけてほしい。

【今後の展望】

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：北海道足寄町
・取組主体 ：足寄町学校給食センター
・職員数 ：栄養教諭1名、調理員7名
・給食を提供している学校数 ：小学校4校、中学校1校、高等学校1校
・1日あたりの提供給食数 ：752食
・ 地場産率（2020年ふるさと給食月間）：63.7％（食材数ベース）

【取組概要】

・ラワンブキ青空教室

・地産地消のピザ作り

①ふるさと給食月間
（町産短角牛を使用したガリバタ丼）

・フランス料理体験学習
（北十勝短角牛のミートパイ）

子どもたちに給食で感動を与えたい！生産者の想いを込めた
ふるさと給食 北海道足寄町 足寄町学校給食センター

小学校
中学校

高 校
給食
提供

納入

足寄町学校給食センター
①

地元生産者ＪＡ

情報交換栄 養 士・栄養教諭

地元商店
旬の地元野菜その他食材

交流
②

食育
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＜取組主体の概要＞
・所在地 ：山形県東置賜郡高畠町
・取組主体 ：和田地区自給野菜組合 組合長 髙橋 稔
・出荷農家数：15軒
・１日当たりの提供給食数：小学校約170食、中学校約700食
・地場産率（野菜・果実）：68.2％（2019年度：重量ベース）

子供たちに地元の安全・安心な食材を提供することを目的に、母親が中心となって、「和田地区自給
野菜組合」（以下「自給野菜組合」）を組織。無農薬野菜を栽培し、昭和39年から半世紀以上に渡り、
地域の農産物を町内の学校給食に安定して供給している。
自給野菜組合では、毎月、定例会を開催し、各学校の調理員等が作成した「自給野菜注文書」に基き、

各組合員ごとに何をどれだけ納入するかを決定している。
地元の小・中学校に可能な限り無農薬・減農薬野菜を納入。子供たちに地域の食文化について理解を

深めてもらうともに、食育の向上に貢献している。
和田小学校における野菜・果実の地場産率は68.2％となっており、そのうち自給野菜組合からは野

菜・果実の約８割を供給している。
こうした子供たちに地元の安全・安心な農産物を食べてもらいたいという思いが町内他地区に波及し、

町内全校で地場産農産物の供給が行われ、高畠町の給食の地場産農産物使用割合は、57.2％（令和元年
度）となっている。

〇 耕作放棄地が増え里山が減り獣害が増加している。草刈りや圃場の保全管理も生産者だけでは困難
になってきているため、地域全体で生産を支える必要があり、地産地消や食育活動を各校の保護者に
も拡げたい。

安全・安心な野菜を子供たちに届け続ける取組
山形県 高畠町 和田地区自給野菜組合

（取組のスキーム図）

１ 和田地区自給野菜組合について
和田小学校の給食は昭和32年に始まり、その後、地元の食材を提供

してほしいという学校長の要望に応え、昭和39年に児童の母親を中心
に、和田地区で生産された安全・安心な食材供給のため「和田地区自
給野菜組合」を結成した。

２ 取組の流れ
(1) 高畠町教育委員会で毎月給食会議を開き、栄養教諭が献立を作成。
調理員等が食材を決定し、自給野菜組合に提示。

(2) 自給野菜組合は、毎月、定例会を開催し、各学校の調理員等が作成
した「自給野菜注文書」（必要な野菜と数量の一覧）に基き、食材ご
とに出荷する組合員を決定。

(3) 和田地区は有機農業に力を入れて取り組んでおり、食の安全・安心
に対する住民意識が高く、利益だけでなく、「地域の子供の成長を自
分たちが支えている」という組合員の思いが活動の支えであり、納入
する野菜は、可能な限り無農薬・減農薬野菜としている。

(4) 学校行事の給食集会等において、子供たちと一緒に給食を食べたり、
子供たちから手紙をもらったり交流を行うことにより、地産地消や食
育につながっている。また、組合の定例会では、給食時間の子供たち
の様子が伝えられ、生産意欲の向上につながっている。

３ 地域への波及
子供たちに地元の安全・安心な農産物を食べてもらいたいという思いが波及し、他地区にも

自給野菜組合の仕組みが作られた。自給野菜組合の無い地区には、他地区の組合に所属する
生産者から供給されている。また、町内唯一の高畠中学校にも、和田地区を含む各地区の自給野
菜組合に所属している生産者から供給されている。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

【取組概要】

和田地区
自給野菜組合組合員

（15名）

町内４小学校
自給野菜組合

取組の波及

(2)定例会で食材
ごとに組合員
決定

高畠町教育委員会 高
畠
町
食
育
地
産
地
消
推
進
協
議
会

和田小学校調理員(3)食材納入

給食会議

情報提供代金支払

(3)食材納入

代金支払

(4)交流

(1)献立・
食材提示

〇 組合としては、「先人が築いてきた取組を絶やさないこと」を最大の目標としている。平成26年の
24名から、高齢化によるリタイヤのため現在15名だが、若手後継者も増えており、今後も可能な限り
無農薬・減農薬野菜を生産・出荷し、地域の子供たちの成長を支えるとともに、地産地消、食育を拡
げていきたい。

【今後の展望】

高畠中学校 ２－２



○ 新地町では、直売所、市場関係事業者、県等関係機関と連携を図り、放射性物質に対する安全性
を確認した地元産食材を積極的に学校給食に活用している。地場産率は福島県内市町村で最も高い。
この取組により、平成30(2018)年度に第４回「ふくしま地産地消大賞」優秀賞を受賞している。

○ 地元産食材の放射性物質の検査情報を、町教育委員会で発行している食育広報誌やホームページ
に掲載することで、学校給食の食材のみならず、地元産食材の安全性に関する情報を広く提供して
いる。

○ 地元食材や食文化等について理解を深めるため、小・中学生を対象に、郷土料理の調理実習や
地域の食文化に関する講話、地元産食材(特に魚介類)の安全管理体制の確保に関する講話等積極的
に取り組み、地産地消の推進を図っている。

？」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小売店(八百屋、魚屋)

、前年に500円/kgだった生豆

① 給食食材の放射性物質検査の実施
学校給食で使用する地元産食材について、関係機関と連携

しながら、徹底した放射性物質検査を自主的に実施。安全性
確認の体制を構築している。
また、実際に学校給食調理場で提供された給食を保存した上

で、事後検査も実施し、徹底した安全性の確認を行っている。
こうした給食食材、給食の安全性に関する情報は、保護者や

地域住民に対し、食育広報誌やホームページで情報発信を
行っている。

② 食育の推進
小、中学生を対象に郷土料理の調理実習、地域の食文化に関する 講話、学校田・学校菜園での

栽培等の取組を実施。
毎月19日の食育の日に、日本型食生活の献立による給食で地元産食材・和食の良さを伝えている。

【取組のポイント】

○ 東日本大震災・原発事故による風評被害があり、特に地元水揚げの水産物活用が課題である。
そのため、町の学校給食安全管理体制を継続し、学校と地域や農家(生産者) 及び関係機関と連携

を図ることで、今後も地元産食材を活用した食育・地産地消の推進につなげる。

○ 今後も学校給食に地元産食材を継続的に使用するには、計画栽培等の安定した供給体制が必要である
が、農家の高齢化や震災による離農等から食材の確保が困難になってくる。行政、関係機関との更なる
連携で対応していきたい。

【課題とその対処方法】

【取組概要】

○ 行政、関係機関とこれまで以上に連携し、現在の体制を継続していき地産地消を推進する。
また、地元産食材を供給する農家と学校の距離を近くし、顔の見える関係にすることで農家の生産意欲
の向上、地産地消の推進に繋げる。

【今後の展望】

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：福島県相馬郡新地町
・取組主体 ：新地町教育委員会
・1日あたりの提供給食数：約750食
・地場産率 ：約72％（令和２(2020)年：品目数）
・ＵＲＬ ：https://kyoiku.shinchi-town.jp/

「安全な地元産食材を使用した学校給食での食育」による「地産地消」の
取組 福島県相馬郡新地町 新地町教育委員会

（取組のスキーム図）

新地町
農林水産課

地域住民

①調整（食材の安全性事前検査）

福島県等
関係機関

児童、生徒の保護者

連携

(食材の
安全性の
情報提供)

食育広報誌、HPで
学校給食、地元食材
の安全性に関する情報
を発信

町内小学校３校、中学校１校
(自校調理方式)

直売所

市場関係事業者

小売店（八百屋・魚屋）

①調整（給食の安全性事後検査） 連携

連携 ・新地町教育委員会 ・小学校 栄養教諭
・新地町食育指導部会・新地町学校給食部会

発注

納入

児童、生徒

②食育
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○ 以前は学校と農家との直接契約のみであったため、学校の近隣に出荷が可能な農家がいない、在校児
童・生徒数の変動による注文数量のバラツキで供給が間に合わないなど学校側と農家側双方に課題が
あった。しかしJAの配送システムが構築されたことにより、これらの課題が解消されることとなった。

○ 学校給食に納入する食材は欠品が出ないように農家と協力し、少量発注の場合等でも、JAが仲立ち
することで柔軟に対応している。栄養士と共にメニューを見ながら品目や規格の相談、細かいリクエス
トへの対応、品目や規格に関する要望に応えられるよう農家への作付・栽培指導、農家が新規導入した
作物を栄養士に逆提案するなど、 JAが間に入ることで農家、栄養士の相互理解も更に進んできている。

○ 新型コロナウイルス感染防止に伴う一斉休校の際は、行き場のない野菜はJAが買い取り、市の協力
を得ながら市役所や学校等で販売するなど、農家が安心して生産を続けられるように、責任をもって対
応を行った。

従来の学校と農家との直接契約による取組（現在も継続中）の中で、小平市の学校給食における地場
産導入率は、生産量や配送の課題により約５％であった。
平成21(2009)年に市が地場産農産物導入率30％を目標として設定し、取組を開始。研究会での実証

研究等を経て、行政が体制づくりを助成し、学校給食における需要を喚起するとともに、JAが配送を担
う仕組みを確立した。
さらに、JAが学校・栄養士と農家とをつなぐコーディネーターの役割を担い、きめ細かい対応を積み

重ねることで、生産量の確保、安定した供給が行えるようになり導入率も向上、令和元(2019)年度には
目標であった導入率30％を達成した。
現在、小平市の取組は、都市部における地場産学校給食の取組の優良事例として、近隣の市をはじめ

他の地域からも注目され、参考とされている。

① 行政による体制づくり支援①「小学校給食地場産農産物利用促進事業」
市の目標である地場産農産物導入率５％→30％達成のため、農業

振興予算を活用して小学校への補助金交付を開始。地場産農産物利用
実績に応じて、小学校へ需要喚起を目的とした補助金を交付した。

② 行政による体制づくり支援②「地産地消推進事業」
ネックとなっていた地場産農産物の配送業務をJAが請け負うことで、

市内19小学校と中学校給食センターへの円滑な供給・配送システムを
確立。行政は体制整備のため、車両及び配送要員等の経費を補助して
いる。

③ 地元JAによるコーディネーター機能の発揮
地場産農産物の作付状況や地域の伝統的な食文化にも精通した地元

JAの特性を活かし、農家と栄養士、双方の事情を踏まえた発注・納品
事務や要望・提案等へのきめ細かい対応を行っている。
双方向への情報提供により、新メニュー開発や新規作付けなどの効果
も出ている。

④ JA、学校長、栄養士との連携、共通する認識・目標の醸成
規格のすり合わせや意見・要望への対応のため目合わせ会を実施。

「小平夏野菜カレー」の日や「小平冬野菜煮だんご汁」の日といった
全校共通の地場産メニューの日を展開。出張授業への協力も行ってい
る。

【取組のポイント】

【取組概要】

①の写真

③の写真

給食事業自体は単体で採算がとれる事業ではなく事務手続き等の苦労も多いが、「子どもたちのため
に」を合い言葉に行政・ＪＡ・学校・栄養士が一体となって地場産学校給食に取り組んできた。目標で
あった地場産農産物導入率30％達成は、こうした連携による取組の積み重ねがあってこそのもの。
小平市の学校給食を食べて育った子どもたち、そのまた次の世代にまでも地域の農業を残せるよう、今

後もこの取組を継続していきたい。

【今後の展望】

【課題とその対処方法】

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：東京都小平市
・取組主体 ：JA東京むさし小平地区
・提供学校数：小学校19校（自校方式）、中学校８校（センター方式）
・1日あたりの提供給食数：令和元(2019)年5月1日現在

小学校10,486食(児童数9,883名)、中学校4,400食(生徒数4,028名)
・地場産導入率：小学校31.4％、中学校31.7％（令和元年(2019)年度実績）

（金額ベース）

行政・学校・栄養士と一体となって進める地場産学校給食の取組
東京都小平市 JA東京むさし小平地区

農家

（取組のスキーム図）

JA東京むさし小平支店指導経済課

小平市

産業振興課

学務課

学校 校長
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目合わせ会
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立山町では、郷土料理「いろとり」(かぶのおひたし)や「つぼ煮」(こごみぜんまい入り根菜の煮物)な

どを不定期で学校給食で提供していたが、平成19(2007)年から、学校給食で地場農産物を計画的に使用す

る取組を開始した。

さらに、平成23(2011)年の学校給食センターの新設後は、学期ごとに立山町地場産食材活用推進協議会

(立山町農林課、生産者、立山町商業協同組合、学校給食センターで構成。以下「協議会」)を開催し、地

場産食材の利用を促進している。

各学校では、毎年学校給食の試食会が開催され、保護者に対して立山町の食材の魅力や家庭での食事の

大切さなどについて食育講話を行い、家庭での地場産食材の利用の増加につなげている。

（取組のスキーム図）

① 関係者間の情報交換

各学期の初めに、町、生産者、商業協同組合、学校給食センターで協議会を開催。毎月の

献立に地場産食材を取り入れるため、希望の食材を要望したり、食材納入の時期などにつ

いて情報交換し、安定的な生産・供給につなげている。

② 食に関する指導の充実

協議会の開催により納入される食材の時期があらかじめわかるため、食に

関する指導の計画が立てやすい。食材の納入時にも情報交換をすることで、

天候に左右される生産の状況も把握でき、それに合わせて食材を変更するな

ど臨機応変に対応でき、指導に生かすことができる。

③ 相互理解の取組

生産者との交流では、その日に納入した食材についての苦労話などを、給食

を一緒に食べながら紹介したり、授業の一環で栽培の指導をするなど、直接

児童・生徒に接することで生産者の励みとなっており、児童生徒も興味・関心

を持ち、理解を深めることに繋がっている。

④ 立山町を食べる「たてやまの日」

月に1度設けている「たてやまの日」では、立山町産の食材をふんだんに使用した

献立としている。

また、小学5・6年生、中学生を対象に、「地場産食材学校給食メニューの募集」

を行い、優秀作品は実際にメニューとして採用している。

【取組のポイント】

生産物は天候により収穫量に変動が出るが、生産者が学校給食センターに直接納品してくるので、そ

の際に新たな品目の要望や、出来具合などの情報交換を行い、使用する品目を変更したり、増やしたり

するなど、臨機応変に対応している。

【課題とその対処方法】

【取組概要】

立山町役場
農林課

児童生徒から「町内の誰でも学校給食を食べられる日を作りたい」との意見があり、こういった日を

設定することで、児童生徒だけではなく、町民に対しても学校給食のおいしさや食育の重要性を理解し

てもらい、更なる地産地消につなげていく。

また、家庭や地域との連携を深めながら、児童生徒がふるさと立山町に誇りを持ち、心身ともに健康

でいられるように取組を進めていく。

【今後の展望】

④

③
②

①

＜取組主体の概要＞

・所在地 ：富山県中新川郡立山町(たてやままち)

・取組主体：立山町

・1日あたりの提供給食数：2,065食(令和２(2020)年度)

・地場産率 ：48%(平成26(2014)年度)→50.2％(令和元(2019)年度重量ベース )

生産者、商業協同組合等と連携しながら給食を楽しむ取組
富山県中新川郡立山町 「立山町学校給食センター」
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協同組合

小・中学校

献立の考案

情報交換

発注

価格の
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価格の調整

交流

協議会（年3回）
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石川県南加賀地区は、加賀市(かがし)、能美市(のみし)、小松市、川北町(かわきたまち)の3市1町。南
加賀地区地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)は、地元市場である丸果小松青果株式会社、JA、
県、市町が参画し、地産地消の流通経路の確立、地域ぐるみでの地産地消と食育の推進を目的に活動し
ている。地域内で連携することで、地元の旬の食材が安定的に供給できるようになった。
加賀市の場合、献立編成の前に、どのような地場野菜をどういった時期に提供できるかを、協議会か

ら市の教育委員会へ情報提供し、これに基づき、教育委員会が献立を作成し地物野菜の必要量を算出、
丸果小松青果がJAに販売計画を提示し、出荷を要請する。この仕組みにより、市内産だけでは使用でき
なかった品目にも南加賀地区内の地物野菜を優先的に利用でき、地産地消率の向上に寄与している。
協議会では、学校給食だけでなく、南加賀地区内で生産された農産物を「なんかがいい野菜」として、

地域内で販売した売り上げの一部を食育支援金として活用している。

一部地域で、学校給食向けの数量のとりまとめや納品体制の確立が進んでおらず、産地情報が栄養
教諭に伝わらず積極的な地元野菜の利用がされていない。数量とりまとめや産地情報提供などの役割
のしくみが構築できるよう関係者への働きかけを行っていく。

また、潤沢に供給できる野菜はJAの重点品目に限られており、直売所は地場産品を多品目で少量取
り扱っている。地元スーパーでの地場産野菜の販売コーナーを広げていくため、さらに直売所との
連携に取り組む。

（取組のスキーム図）

① 隣接する４市町を１つに
市町内の農産物に限定すると、学校給食に使用できる品目が限られており旬の時期のみの使用だっ

たが、協議会の設立により、市町単独から4市町を一つにした地区単位で農産物を流通させる体制を
構築し、品目数を増やすことができた。

② 情報交換の仕組みを構築
地元食材の旬の時期を協議会から学校へ情報提供し、学校から市場へ給食に

使用する必要量を連絡する仕組みを構築したことにより、計画的に多様な地場
野菜を学校給食に活用することができるようになった。

③ 一般消費者へもアピール
地域内の小売業者の店舗において、南加賀地区で生産された野菜を

「なんかがいい野菜」として販売、のぼり旗や生産者の紹介写真など
を用いてアピールし消費促進を図っている。

④ 食育支援金
「なんかがいい野菜」の売り上げの一部を食育支援金として、積立。学校

給食での地物野菜の利用に合わせて食育教室を開催することにより、理解を
深めるよう取り組んでいる。

【取組のポイント】

【課題とその対処方法】

【取組概要】

各市町学校給食センター等

加賀市
能美市
小松市
川北町

協議会として、①地物野菜の流通促進、②子どもたちへの食農教育、③学校給食への地元農産物の
利用拡大、の3つが一体となった活動を展開し、地産地消の輪を通じて南加賀地域の農業振興を図って
いく。
また、地域の消費者に地元農産物を意識して選んでもらえるよう、地元スーパーでの販売・試食宣伝

や、小学校等での食育を継続して取り組む。

【今後の展望】

④

③
②

①

＜取組主体の概要＞
・所在地 ：石川県小松市(こまつし)
・取組主体 ：丸果小松青果株式会社
・1日あたりの提供給食数：5,150食(加賀市 令和２(2020)年度)
・地場産率 ：11.7%(令和元(2019)年11月、加賀市内産の使用率 品目数ベース)

市場と行政、ＪAが連携し、地域内で食材を供給する体制を構築した取組
石川県南加賀地区 「南加賀地区地産地消推進協議会」

JA
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食育教室
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要望 納品
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青果組合等
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