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【近畿農政局】学生おべんとうコンクール 2022 募集要領 

 

１．募集するテーマ 

『「お弁当で SDGs！」近畿の有機食材でお弁当をつくろう』 

［サブテーマ］ 

  ①個人の部：『自分や特定の人のための普段の弁当』 

  ②団体の部：『特別な日のお弁当』 

 

２．募集期間 

令和 4年 7月 1日(金曜日)～令和 4年 8月 31日(水曜日) 

 

３．応募対象者 

学生（高校生、大学生、短大生、専門学校生等）を対象とし、個人で応募する

「個人の部」と、学部学科、ゼミ、サークルなど２名以上で応募する「団体の

部」を設ける。 

なお、近畿農政局管外※からの応募も可能とする。 
※本事業における近畿とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の２府４県。以下同じ。 

 

４．募集するお弁当 

少なくとも１つは、有機農産物、特別栽培農産物のほか自治体、民間の独自認

証など、環境に配慮して生産された近畿の農産物を使用したお弁当とする。 

ただし、次のお弁当は対象外とする。 

・商標登録されている商品や著作権を有するキャラクターを真似たもの 

・応募者以外の者が作成したもの 

 

５．応募条件 

「６．応募方法」に沿ったものであり、「７．注意事項」を確認、同意すること

を応募の条件とする。 

  

６．応募方法 

メール本文に応募部の下記①～②の必要事項を記載又は、申し込み様式を用い

て個人の部※１は（別紙様式１）、団体の部※２は（別紙様式２）により必要事項を記

載し、高画質 JPEG（3MB程度まで）のお弁当写真ファイルを添付してメールにより

応募。 
※１．気に入ったお弁当ができれば、何作品でも応募可能。「団体の部」にエントリーした者でも

別作品であれば応募可能。 

※２．学部学科、ゼミ、サークルなどで、２名以上で構成する複数の団体をつくり応募することも

可能。気に入ったお弁当ができれば、何作品でも応募可能。なお、構成員は１団体のみに参加

できるものとする。参加にあたっては属する組織の方針に従い、特に新型コロナウイルス感染

症対策について十分配慮する。 

 

＜個人の部＞ 

件名：学生おべんとうコンクール 2022応募（個人の部） 

①応募者情報 

ア.氏名（フリガナ） 

イ.在籍教育機関名(学部、学科、学年等) 

ウ.連絡先 mail 

エ.ハンドルネーム(※氏名以外での掲載希望者のみ。) 
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②お弁当情報 

ア．お弁当名 

イ．お弁当のＰＲ 

ａ．コンセプト(※誰のために作るお弁当なのか分かるように記載してください。) 

ｂ．食材選びや調理上で工夫したのは？ 

ｃ．近畿の食材を使ったこのお弁当一押しのおかずは？ 

ｄ．その他 

ウ．使用した近畿の食材 

 ａ．有機農産物(＊) 

ｂ．その他の食材 

エ．調理時間（炊飯に要した時間などは除いてください。） 

オ．お弁当写真（1枚まで）（※高画質のものをファイル添付） 

 

＜団体の部＞ 

件名：学生おべんとうコンクール 2022応募（団体の部） 

①応募者情報 

ア.団体名（フリガナ） 

イ.団体紹介 

ウ.構成員名 

エ.代表者連絡先 mail 
※ア・イ・ウの項目の何れかで構成員の在籍教育機関名(学部、学科、学年等)と構成員の役割分担は必ず記載してください。 

②お弁当情報 

ア．お弁当名 

イ．お弁当のＰＲ 

ａ．コンセプト（※どの様な特別な日に食べるお弁当なのか分かるように記載してください。） 

ｂ．食材選びや調理上で工夫したのは？ 

ｃ．近畿の食材を使ったこのお弁当一押しのおかずは？ 

ｄ．その他 

ウ．使用した近畿の食材 

 ａ．有機農産物(＊) 

ｂ．その他の食材 

エ.調理時間（炊飯に要した時間などは除いてください。） 

オ.お弁当写真（２枚以内）（※高画質のものをファイル添付） 

カ.レシピ 
 

＊有機農産物、特別栽培農産物のほか自治体、民間の独自認証など、環境に配慮して生産された農産物 

 

いずれもメールにて提出。 
 

提出先：mirai_club@maff.go.jp （近畿農政局消費生活課宛） 
 

 

 

７．注意事項 

・応募作品は、応募者自ら作成したものとし、他のコンクール等へ応募していな

い未発表のものに限る。 

・応募作品は、著作権、肖像権など第三者の権利を侵害していないものに限る。 

・応募作品に関して、第三者から使用差止、損害賠償等の請求、苦情、申立て等
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を受けた場合、農林水産省は一切の責任を負わないものとし、応募者がその責

任と一切の費用負担によりその請求、苦情、申立て等を処理解決する。 

・応募作品に関する所有権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定められた

権利を含む。）などの権利は、農林水産省に帰属することとし、農林水産省は、

期限の定めなく、無償で応募作品を自由に利用、管理、処分などが行えるもの

とする。ただし、応募者は、営利を目的とせず、応募作品を自由に学校等の教

育機関や公的機関に提出したり、ホームページ等で情報発信することができる。 

・応募者は、応募作品に関して行う、利用、管理、処分等の行為について、著作

者人格権を行使しない。 

・応募作品のホームページへの掲載、展示等において、個人応募作品には作成者

の氏名をハンドルネームにて、団体応募作品には団体名を表示することを了承

する。なお、受賞候補者については、公表及び表彰状の表記方法について意向

を事務局からメールにて別途連絡する。連絡がとれない場合は、受賞対象外と

する。 

・応募に伴い発生した一切の費用は、応募者負担とする。 

・応募作品については、掲載するスペースの関係等により、農林水産省が、一部

削除したり、縦横の比率を変更したり、色調を変更することがある。 

・掲載されることを事前に承諾している本人及び家族等以外の人物やキャラクタ

ーが映り込んだ画像部分については、削除するか人物を特定できないように適

切に編集する。 

・編集が十分でないと農林水産省が判断した場合には、農林水産省が削除若しく

は編集し、応募者は、農林水産省が応募作品に関してこれら編集等を行うこと

を事前に承諾すると共に、農林水産省に対して著作者人格権を一切行使しない。 

・応募者は、応募の時点で募集要領に記載している内容に同意したものとする。 

・受賞決定後であっても応募にあたっての虚偽等が発覚した場合は、受賞を取り

消す場合があるものとする。 

 

８．その他 

・近畿農政局は、応募に際して得た個人情報を当業務運営のみに使用し、個人情

報保護法に基づき、適正に管理する。 
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（別紙様式 1） 

【近畿農政局】学生おべんとうコンクール 2022 

＜個人の部＞ 

①応募者情報 ア．氏名（フリガナ）  

イ．在籍教育機関名(学部、学

科、学年等) 

 

ウ．連絡先 mail  

エ．ハンドルネーム(※氏名以

外での掲載希望者のみ。)） 
 

②お弁当情報 ア．お弁当名  

イ．お弁当のＰＲ 

※サブテーマを踏まえて右の事項

の説明文を記載してください。 

ａ．コンセプト 

(※誰のために作るお弁当なのか分かるように記載してく

ださい。) 

 

ｂ．食材選びや調理上で工夫したのは？ 

 

ｃ．近畿の食材を使ったこのお弁当一押しのおかずは？ 

 

ｄ．その他 

 

ウ．使用した近畿の食材 

※食材名と産地の府県名等を記載

してください。 

ａ．有機農産物(＊) 

 

ｂ．その他の食材 

 

エ．調理時間（分）  

オ．お弁当写真（１枚まで） 

※別途高画質ファイルで添付 

 

（※この欄には識別のためのサムネイル画像を張り付け。） 

 

＊有機農産物、特別栽培農産物のほか自治体、民間の独自認証など、環境に配慮して生産された農産物 

 

【お問い合わせ先】 

消費・安全部 消費生活課 

課長補佐(食育推進) 柏 聖子 

食育情報専門官  前原 憲善 

直通：075(414)9771内線：2217 
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（別紙様式２） 

【近畿農政局】学生おべんとうコンクール 2022 

＜団体の部＞ 

①応募者情報 ア．団体名（フリガナ） 

※ア・イ・ウの項目の何れかで構

成員の在籍教育機関名(学部、学

科、学年等)と構成員の役割分担は

必ず記載してください。 

 

イ．団体紹介 

 

 

 

ウ．構成員名（作成者） （代表者） 

 

エ．代表者連絡先 mail  

②お弁当情報 ア．お弁当名  

イ．お弁当のＰＲ 

※サブテーマを踏まえて右の事項

の説明文を記載してください。 

 

ａ．コンセプト 

（※どの様な特別な日に食べるお弁当なのか分かるよう

に記載してください。） 

 

ｂ．食材選びや調理上で工夫したのは？ 

 

ｃ．近畿の食材を使ったこのお弁当一押しのおかずは？ 

 

ｄ．その他 

 

ウ．使用した近畿の食材 

※食材名と産地の府県名等を記載

してください。 

ａ．有機農産物(＊) 

 

ｂ．その他の食材 

 

エ．調理時間（分）  

オ．お弁当写真（２枚以内） 

※別途高画質ファイルで別途添付 

 

（※この欄には識別のためのサムネイル画像を張り付け。） 

カ．レシピ ※出来るだけ３行レシピとなるように記載してください。 

 

＊有機農産物、特別栽培農産物のほか自治体、民間の独自認証など、環境に配慮して生産された農産物 

 

 

【お問い合わせ先】 

消費・安全部 消費生活課 

課長補佐(食育推進) 柏 聖子 

食育情報専門官  前原 憲善 

直通：075(414)9771内線：2217 
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（別紙様式 1）＜※記載例＞ 

【近畿農政局】学生おべんとうコンクール 2022 

＜個人の部＞ 

①応募者情報 ア．氏名（フリガナ） 関西 女子（カンサイ ジョシ） 

イ．在籍教育機関名(学部、学

科、学年等) 

近畿農林水産大学 栄養学部 指導学科 ２年 

ウ．連絡先 mail 000@xxx.jp 

エ．ハンドルネーム(※氏名以

外での掲載希望者のみ。)） 

父思いの娘 

②お弁当情報 ア．お弁当名 （例）メタボな父への夏スタミナ弁当 

イ．お弁当のＰＲ 

※サブテーマを踏まえて右の事項

の説明文を記載してください。 

ａ．コンセプト 

フルマラソン完走を目指すちょっとメタボな 50 代の父

のための普段の弁当を作ってみました。ダイエットを考え

ながらも筋肉量を減らさないように・・・・ 

ｂ．食材選びや調理上で工夫したのは？ 

 父が好きな、梅肉をメインで使った〇〇を作ってみまし

た。梅のシャキシャキの食感を楽しむために和歌山県の〇

〇で購入した有機 JAS 認証の青梅から作った自家製梅

干・・・・・ 

ｃ．近畿の食材を使ったこのお弁当一押しのおかずは？ 

・・・ 

ｄ．その他 

・・・ 

ウ．使用した近畿の食材 

※食材名と産地の府県名等を記載

してください。 

ａ．有機農産物(＊) 

特別栽培：米（兵庫県）、有機栽培：梅（和歌山県） 

ｂ．その他の食材 

ピーマン（大阪府）、菜の花（奈良県）、・・・ 

エ．調理時間（分） ６０分 

オ．お弁当写真（１枚まで） 

※別途高画質ファイルで添付 

 

 

 

 

（※この欄には識別のためのサムネイル画像を張り付け。） 

 

＊有機農産物、特別栽培農産物のほか自治体、民間の独自認証など、環境に配慮して生産された農産物 

 

 

【お問い合わせ先】 

消費・安全部 消費生活課 

課長補佐(食育推進) 柏 聖子 

食育情報専門官  前原 憲善 

直通：075(414)9771内線：2217 

 

  

添付の写真はおべんとうコンクール 2021 応募
作品（京都栄養医療専門学校の瀧井結貴さん）
の写真です。記載例の内容と写真は異なります。 

mailto:000@xxx.jp
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（別紙様式２）＜※記載例＞ 

【近畿農政局】学生おべんとうコンクール 2022 

＜団体の部＞ 

①応募者情報 ア．団体名（フリガナ） 

※ア・イ・ウの項目の何れかで構

成員の在籍教育機関名(学部、学

科、学年等)と構成員の役割分担は

必ず記載してください。 

近畿農林水産大学 栄養学科 管理学科 味蕾研究会（ミラ

イケンキュウカイ） 

 

〇〇大学〇〇学部○○学科（△△ゼミ、サークル名。団体内で複

数のグループが応募する場合は、グループが区別できる名前を記

載） 

イ．団体紹介 

 

同じサークルに所属する仲良し二人組です。夏休みの課題

として考えて出来上がるまでを二日で取り組みました。各

自の自宅でリモートで相談しながら同じものを作成し最

後は持ち寄って実際のハイキングで交換して食べました。 

 

ウ．構成員名（作成者） （代表者）近畿 花子、関西 大好 

エ．代表者連絡先 mail 999@xxx.jp 

②お弁当情報 ア．お弁当名 （例）二人で食べる夏山弁当 

イ．お弁当のＰＲ 

※サブテーマを踏まえて右の事項

の説明文を記載してください。 

ａ．コンセプト 

 大学の友達との初めての夏山ハイキングに行くの日の

ためのお弁当を考えて作ってみました。持ち運ぶ時間や移

動時の崩れ、重さも考えて・・・・・ 

ｂ．食材選びや調理上で工夫したのは？ 

 ・・・ 

ｃ．近畿の食材を使ったこのお弁当一押しのおかずは？ 

 ・・・ 

ｄ．その他 

 ・・・ 

ウ．使用した近畿の食材 

※食材名と産地の府県名等を記載

してください。 

ａ．有機農産物(＊) 

有機栽培：米（滋賀県）、特別栽培：トマト（兵庫県） 

ｂ．その他の食材 

九条ネギ(京都府)、なす(大阪府)、・・・・ 

エ．調理時間（分） １２０分 

オ．お弁当写真（２枚以内） 

※別途高画質ファイルで別途添付 

 

 

 

 

（※この欄には識別のためのサムネイル画像を張り付け。） 

カ．レシピ ・・・・・ 

※出来るだけ３行レシピとなるように記載してください。 

 

＊有機農産物、特別栽培農産物のほか自治体、民間の独自認証など、環境に配慮して生産された農産物 

【お問い合わせ先】 

消費・安全部 消費生活課 

課長補佐(食育推進) 柏 聖子 

食育情報専門官  前原 憲善 

直通：075(414)9771内線：2217 

 

※添付の写真はおべんとうコンクール 2021応募作
品（畿央大学 健康科学部健康栄養学科（畿央

nutrition eggteam・食育ボランティアサークル）））
の写真です。記載例の内容と写真は異なります。 

mailto:999@xxx.jp

