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Ⅰ．平成29年度 第12回
地産地消等優良活動表彰
受賞取組み事例

平成２９年度 地産地消等優良活動表彰の審査について

１．地産地消等優良活動表彰の概要
６次産業化を進める上で重要な地産地消及び国産農林水産物の消費拡大の取組を一層促進するため、
全国各地で、それぞれの立地条件を活かした創意工夫のある様々な地産地消や国産農林水産物の消費拡
大の取組を募集し、審査委員会による審査を経て、その成果や持続性等について優れたものを選考の上、
表彰する。 なお、本表彰は平成17年度から実施しており、本年度は１２回目である。

２．選定の概要
（１）応募期間 平成29年7月24日～8月25日
（２）応募者数 93件（最終審査に残った応募者数）
（３）審査方法 審査委員による書類審査及び審査委員会を開催し、受賞者候補を選定。
全国地産地消推進協議会幹事会の議決をもって、受賞者を決定した。
＜平成29年度審査委員名簿（五十音順・敬称略）＞
赤池 学
株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 代表取締役所長
勝本 吉伸
株式会社シンセニアン 代表取締役
小針 美和
株式会社農林中金総合研究所 部長代理
椎川 忍
一般社団法人地域活性化センター 理事長
中村 貴子
京都府立大学 生命環境科学研究科 講師
野見山 敏雄
東京農工大学大学院 農学研究院 教授 《審査委員長》
古谷 由美子
有限会社アイエヌアールコンサルティング 代表取締役

３．表彰対象者
地域で地産地消に資する取組を行っている団体（企業、法人、任意団体、NPO、協議会等）又は個人で
あって、地域の団体と連携して次に掲げる取組のうちいずれか１以上を行っている者とする。

（１）地域振興部門
ア 学校給食又は事業所
（企業等の社員食堂、病院、福祉施設等）での給食等における地域の農林水産物の利用促進
イ 地域の直売所、加工施設、農家レストラン等における地域の農林水産物の利用促進
ウ 量販店等における地域の農林水産物の利用促進
（インショップの展開、地域の農林水産物を利用した弁当等の新商品の開発・販売等）
エ 地域の伝統料理や伝統作物、伝統文化の活用
オ 地域の未利用資源の発掘・活用の促進
カ 地産地消を活かした産地づくりや遊休農地・施設の解消
キ 地産地消と環境保全、地域循環システムを結び付けた取組
ク 地域振興に資する地産地消の活動の核となる人材の育成
ケ その他地域の振興につながる地産地消に係る取組

（２）交流促進部門
ア 地産地消と食育、食農教育を結び付けた取組
イ 消費者との交流及びニーズを踏まえた地域の農林水産物の生産、新商品の開発、販売
ウ 都市部等の他地域との交流による地産地消
エ 観光業等他業種との連携による地産地消の取組
オ 体験農業や観光農園、市民農園の推進等による生産者と消費者の交流活動（啓蒙、体験等）
カ 交流促進に資する地産地消の活動の核となる人材の育成
キ その他消費者と生産者の交流の促進につながる地産地消に係る取組

（３）消費拡大部門
ア 事業所（企業等の社員食堂、学校、病院、福祉施設等）での給食、食品製造、中食、外食、小売等におけ
る国産農林水産物・食品の利用促進
イ 国内の生産者に対する支援活動、生産者と協力した取組
ウ 国産農林水産物・食品の消費拡大につながる普及啓発又は販売促進活動
エ 販売網や流通経路に関するビジネスモデル
オ 国産農林水産物・食品の消費拡大と日本の食文化・郷土料理の保護・継承を結び付けた取組
カ 体験等を通じて、日本の農林漁業への理解を促進する取組
キ 消費拡大に資する人材育成
ク 生産・製造現場等における課題解決や国産農林水産物の利用・消費につながる研究開発や新技術
ケ 環境保全、資源循環に資する取組
コ その他国産農林水産物・食品の消費拡大に係る取組

＜審査基準＞
地産地消等優良活動表彰実施要領の審査基準に照らし、優れたものについて表彰した。

平成２９年度 地産地消等優良活動表彰 受賞者一覧

部門

地域振興

交流促進

消費拡大

賞

都道府県

区市町村名

活動団体の名称

農林水産大臣賞

兵庫県

たつの市

たつの市集落営農連絡協議会

食料産業局長賞

福井県

敦賀市

敦賀市生活改善実行グループ連
絡研究会

食料産業局長賞

山梨県

甲府市

山梨県厚生連健康管理センター

農林水産大臣賞

滋賀県

東近江市

栗見出在家町魚のゆりかご水田協
議会

食料産業局長賞

福島県

須賀川市

株式会社ジェイエイあぐりすかがわ
岩瀬

食料産業局長賞

群馬県

藤岡市

群馬県立藤岡北高等学校
バイオビジネスコース

食料産業局長賞

福島県

柳津市

有限会社河内屋商店

全国地産地消推
進協議会会長賞

北海道

旭川市

日本醤油工業株式会社
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農林水産大臣賞（地域振興部門）

たつの市集落営農連絡協議会
～醤油メーカーと結びついた地産地消の取組み～
組織概要

活動の概要

〇代表者 猪沢 敏一 〇所在地 兵庫県たつの市（たつのし）
〇活動開始年 平成１９年４月設立
〇組織概要 水稲部会、小麦部会、そば部会、土づくり部会の５部会。
事務局：JA兵庫西、
アドバイザー：
たつの市、龍野農業改良普及センター、
ヒガシマル醤油(株) (株)高田商店

たつの市、農業改良普及センター、JA、メーカー等が協議会を設立し、水稲・小
麦・大豆の栽培技術や品質の向上を図り、契約栽培による栽培面積の拡大等から、
耕作放棄地が解消したり、農業経営が安定化するなど、 生産者と実需者の双方
にメリットを創出しつつ、地場産業（醤油、 素麺）の維持・拡大、地域振興に繋がっ
ています。また、地力低下による収量減を防ぐため、醤油粕を散布しやすいペレッ
ト堆肥化し、契約圃場への利用推進を図り、循環型農業に寄与しています。

醤油醸造用小麦「ゆめちから」契約圃場

大豆巡回研修の様子

地場産原材料を活用した醤油醸造

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

「産地から食卓まで」という品質
目標を掲げ、原料の見える化
の推進、原料に国内産の小麦
や大豆を積極的に使用してき
た地元醤油メーカーと連携し、
「たつの市集落営農連絡協議
会」を立ち上げ、生産者、実需、
自治体が連携した地産地消シ
ステムを構築した。地域農業の
中心的な担い手として、安定的
な経営に努めながら地域産業
との永続的な関係作りを進め、
地場産業の発展に寄与してい
る。

◆企業と結びついた地産地消
の取り組み
◆農業経営の安定化、若手農
業者の育成
◆品種からこだわった地元産
原料を使った商品の創出
◆醤油製造の副産物である醤
油粕の肥料化

◆醤油醸造用高タンパク小
麦・大豆の産地化
◆農業経営の安定化、地域へ
の貢献
◆地元産原料を使用した高付
加価値醤油「龍野乃刻」及び
手延素麺揖保乃糸「播州小
麦」の商品化
◆国産原料を使った醤油製造
量の増加
◆醤油粕を使った循環型農業
の確立
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食料産業局長賞（地域振興部門）

敦賀市生活改善実行グループ連絡研究会
～「自ら作り、売り、学び、伝える」ふるさと敦賀の伝承料理～
組織概要

〇代表者 山本 静子 〇所在地 福井県敦賀市（つるがし）
〇活動開始年 昭和５６年
〇組織概要 敦賀市内の女性農業者の団体。設立当初より、敦賀の農家で作られた野
菜の産直市（うりや市）の主宰や、伝承料理の講習会など開催して敦賀市の地産地消
をけん引してきた。現在に至るまで世代交代しながら３７年間継続している。

活動の概要
敦賀市生活改善実行グループ連絡研究会の始まりは昭和５６年と古く、活動内容は時代ととも
に変化しながらも、地産地消を基軸とし、農家の女性が農産物や加工品を販売し収入を得て自
主活動すること、地域の食文化を伝えるという活動理念には揺るぎがありません。当初は小さな
直売市であった「うりや市」は、好評を得て次第に拡大し、地産地消の先駆けとなって２箇所の農
産物直売所を開設する原動力となりました。また「ふるさと敦賀の伝承料理講習会」は会の設立
以来３７年間継続して一般市民だけでなく小中学校において、年に７～８回開催している他、農
産物直売所で「にしんすし」に代表される敦賀の伝承料理の加工品を販売し、地域の食への愛
着を育んでいます。

農家の女性による活動のルーツ「うりや市」

夏の「にしんすし」

伝承料理講習会

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

昭和40年代より、敦賀市内の
女性農業者が、農家の食生活
や働き方、生活環境を改善す
ることなどを目的として、各地
域で生活改善実行グループを
作り活動していた。その活動を
前身として、昭和56年4月に市
内全体の連絡研究会を立ち上
げた。

◆農産物直売の黎明期（昭和
55年ころに朝市（うりや市）を
はじめ、地域へ地場産野菜や
農産加工品を届ける草分け的
活動を開始。
◆野菜や加工品の直売を通じ
て農家の女性が副収入を得て
生産技術を高めるための研修
を行うなど、自主活動を推進。
◆37年間継続的に、自分たち
で作った野菜を使い敦賀の伝
承料理講習会を開催し、食文
化の伝承活動を実施。

◆うりや市は福井県内の産直
市のモデルとなった。
◆２０年間拡大しながら継続。
◆敦賀市内に２か所の農産物
直売所が設立。
◆伝承料理講習会は37年間で
6,000人以上が受講。
◆核家族にあわせた伝承料理
の小容量レシピ等を開発し、講
習会や、市のホームページ等
を通じ若い世代に伝えている。
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食料産業局長賞（地域振興部門）

山梨県厚生連健康管理センター
～人間ドックの昼食に山梨県産の農産物の魅力をＰＲ～
組織概要

活動の概要

〇代表者 依田 芳起 〇所在地 山梨県甲府市（こうふし）
〇活動開始年 平成２３年度
〇組織概要
人間ドック、健康診断・がん検診、巡回検診、
外来診療(内科・外科・専門外来）、特定検診・特定保健指導、健康教室
〇連携団体等 全国農業協同組合連合会山梨県本部
山梨県内の農業協同組合11団体

山梨県厚生連健康管理センターでは、平成23年4月から人間ドック受診者へ昼食時に、県産野
菜を中心に新鮮な野菜をバイキング形式で提供しています。野菜は、県内のＪＡ直売所を中心に
集荷し、共選に出せない農作物（個選）も積極的に仕入れ、農家の作付けに安心感、計画性をも
たらせるよう努力しています。また、河口湖レタス、八幡いもなど地元の野菜もPRしています。
毎日、管理栄養士が野菜の必要量や効果・効能も伝え、栄養支援も実施しています。さらに、季
節に応じて、食育イベントを開催し、日本の伝統文化に関する情報提供を行い、山梨県の伝統
野菜や県産の果実を使用した料理を提供し郷土食の継承なども行っています。

山梨県産野菜のサラダバー

本日の逸品のぶどうをPR

中秋の名月イベント

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

自然豊かな山梨県で栽培された
安心・安全且つ栄養価の高い旬
の農作物を当センターの利用者
に食して頂き、その美味しさ、魅
力を発見、再発見して頂くこと。
JAグループの一員として農家や
県下全てのJAとの連携を目的に
スタートした。これらは当健康管
理センターの使命である組合員、
地域住民への健康維持増進活
動、生活習慣病予防に繋がり、
「食から健康」を発信する重要な
役割となる。食育活動として伝統
文化の継承を重視し、節句の習
わしを発信していくこととした。

◆人間ドック受診者への昼食
提供時の地産地消活動。
◆山梨県産野菜を使用したサ
ラダバーの設置。
◆山梨県産材の提供
◆節句・食育イベント開催（日
本の伝統文化、伝統料理継
承）
◆旬の農作物（果実）を提供す
るイベント「JA直送 大地から
の旬鮮レター」の開催

◆山梨県産野菜を使用したサ
ラダバー
◆山梨県産米の提供
平成23年度からの６年間
（1,476日）にドック受診者
151,042名が喫食。
◆節句・食育イベント
平成23年度より開始。17日間
で1,800名に提供。
◆JA直送大地からの旬鮮レ
ター
平成27年度より開始し、2年間
(110日間）で12,100名に提供。
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農林水産大臣賞（交流促進部門）

栗見出在家町魚のゆりかご水田協議会
～「魚のゆりかご水田」による交流促進～
組織概要

活動の概要

〇代表者 村林 又蔵 〇所在地 滋賀県東近江市栗見出在家町（くりみでざいけちょう）
〇活動開始年 平成２４年６月設立
〇組織概要
自治会、土地改良区、農事改良組合、子ども会、婦人会、老人クラブ、
認定農業者の町内諸団体及びJAとの関係8団体からなる協議会を組織
〇連携団体等 滋賀県、東近江市、能登川北小学校、能登川地区まちづくり協議会、
グリーン近江農業協同組合、滋賀大学、滋賀県立大学、長浜バイオ大学
積水化学工業(株)、琵琶湖博物館

栗見出在家町は、滋賀県が琵琶湖の環境保全のために進めている「魚のゆりかご水田」の取
組を、かつての豊かな田園風景を取り戻すために、平成18年から本格的に実施している。同取
組の最大規模の面積を誇る同町は、魚道の設置だけでなく、地域の子ども会や小学校児童に、
魚道づくりや青空食事会への参加を通じた食農教育や環境教育を実践しています。収穫された
山田錦から日本酒の開発や、地域伝承食文化である鮒寿司漬けの実施研修を実施しています。
企業・大学・近隣の家族等への米作りオーナー制度の提供、大都市圏の中学生による農家民泊
と農作業体験など、県外への発信と交流を地域一体となって進めています。

魚のゆりかご水田の恵み「鮒寿司漬け」づくり

水路に設置された魚道

地域の子供たちへの郷土食伝承

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

昭和40年代後半からの治水事
業と、これに並行して進められ
た土地改良事業による、用水と
排水の分離によって、魚や生き
物が自由に田んぼに出入りす
ることができなくなった。滋賀県
が推進する魚のゆりかご水田
の取組みに呼応して、かつて
の豊かな田園風景を、町あげ
て皆で取り戻そうということにな
り、平成18年からこの活動に着
手した。平成26年までは毎年
約20ha程度にとどまっていたが、
近年では30haまで拡大。県全
体120haの約1/4を占める。

◆生物保全の魚道設置による
米作りや、徹底的に環境に配
慮した米作り。
◆魚のゆりかご水田米を用い
ての、地域づくり、周辺地域住
民とのコミュニケーションづくり。
◆地元子ども達や市内小学生
との食農・環境教育の実践と
交流。
◆他県中学生との農家民泊を
通しての地産地消の食農・環
境教育の実践と交流。
◆県外消費者との食農交流。
◆滋賀の伝統食文化の他地
域との交流

◆町内農家の徹底した環境配
慮した米作りができた。
◆魚のゆりかご水田米を使用
して料理教室を開催するなど
で、地域のコミュニケーション
等が広がり、また、市内での取
り組みの輪と交流が広がり深
まった。
◆魚のゆりかご水田オーナー
制度で参加者が増員、活動内
容も年々質的に向上している。
◆県外消費者との交流が、よ
り深くなった。
◆他地域との食文化交流が促
進されてきている。
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食料産業局長賞（交流促進部門）

株式会社ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬
～大勢の人たちの笑顔が飛び交う地域に愛される場所～
「みんなのはたけんぼ」
組織概要

活動の概要

〇代表者 大槻 一彦 〇所在地 福島県須賀川市（すかがわし）
〇活動開始年 平成１４年度
〇組織概要
農産物直売部門、食材宅配部門、農機具部門
組合員の経営合理化、効率化による農業所得の向上に寄与する取組みと、
地域消費者に対する食の安全・安心を提供している。
〇連携団体等 公立岩瀬病院、須賀川市役所、須賀川商工会議所
JA夢みなみ、農協観光、市内飲食店、加工業者

須賀川市は東日本大震災や原発事故からの復興に取り組む地域です。直売所「はたけんぼ」
を核とした農産物加工に加えて、小学生に読み札を募集して「食農いろはカルタ」を作成し、市内
各小学校・幼稚園・県内JAなどへ寄付したり、酒米の田植え・草取り・稲刈り・酒仕込みなど一連
の作業を体験しながら農業と酒作りについて学ぶ食育に取組んでいます。須賀川駅発着で「地
産地消お座敷列車」を貸切運行し、消費者・生産者・飲食店を含む地元企業・はたけんぼスタッ
フとの交流を通じ、地産地消への理解を深める取組を実施しています。看護協会ボランティアや
病院と連携した健康相談イベントを実施するなど、農業生産者や地域住民の健康を考えた活動
を行っています。

農業と酒造りを学ぶ食育「酒米田植え」

「知恵袋の会」によるちまき作り講習会

病院と連携した「看護の日」健康相談イベント

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

須賀川市は高速交通網の整備
により、人・物・情報の交流が活
発化し新たな文化を生み出す
「臨空都市」として成長してきた。
東日本大震災では甚大な被害を
受けたが復旧・復興さらなる発
展に向けて取り組んでいる。店
舗では地域が求めること生産者
やスタッフが楽しめることを考え
行っていくうちに小中学校、高校、
大学、病院、地域のボランティア、
メディア、行政機関との幅広い連
携ができた。生産者と消費者の
橋渡しと新鮮で安全安心な食に
ついての知識を共有したいという
思いから食育活動が始まった。

◆食育講座の実施
◆伝統の伝承
◆農業体験の実施
◆学校給食への取組み
◆まちの保健室を実施
◆出張はたけんぼマルシェの
実施
◆お座敷列車の運行
◆各種講習会
◆食育ソムリエによるレシピ紹
介、イベント
◆産地間連携の推進

◆生産者と消費者との交流
◆地域とのつながり強化
◆来店者数の増加（市外から
のイベント参加者も）
◆消費者の食育への意識の
高まり
◆全国の提携ファーマーズ
マーケットとのつながり。
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食料産業局長賞（交流促進部門）

群馬県立藤岡北高等学校 バイオビジネスコース
～高校生による地産地消の推進～
組織概要

活動の概要

〇代表者 中尾 徹也 〇所在地 群馬県藤岡市（ふじおかし）
〇活動開始年 平成２３年度
〇組織概要
創業71年を迎える男女共学の農業高校、3学科6コースの学習活動により
農業の基礎を学び、地域連携活動を通じてコミュニケーション能力を体得。
〇連携団体等藤岡市、市内幼稚園及び保育園、藤岡市立の小中学校及び特別支援学校、
藤岡市学校給食センター、東京赤坂レストランVAN、ともや食堂、ハッピーバーグ倉賀野店、
群馬県西部農業事務所、藤岡地区農業指導センター

授業や実習で学んだ知識と技術を生かして、「野菜の幅広い活用」をテーマに地域に根付いた
教育活動の実践を目指しています。幼尐期からの食農教育が地元の農産物や食文化に関心を
持つ機会となり、「地産地消」運動に繋がると考え、幼稚園や保育園との、植え付けから収穫ま
での栽培交流や、小中学校の学校給食に高校生の作った農作物を取り入れる給食交流により、
共に成長しつつ、地元作物への関心も生み出しています。また、高校生が地域資源を探り、行
政や企業、異校種間との連携を図り、東京でのPRや飲食店での商品開発提案を行うなど交流と
通して、実践的なマーケティングと地域振興に貢献できる活動を行っています。

幼稚園や保育園での「栽培交流」

中学校での「給食交流」

東京「ぐんまちゃん家」での販売会

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

本校の食育・食農教育は、園児
や小中学生が農業体験をとおし
て生きる力と地元の農産物や郷
土食のおいしさや大切さを学ぶ
交流活動である。高校生にとっ
ては、この活動を通じて得た達
成感が自信へと繋がり、農業や
担い手への関心を喚起するきっ
かけにもなる。この幼尐期の好
奇心や感動を伸ばし、地域の食
と農業をとおして郷土愛を育む
教育活動を本校バイオビジネス
コースの核として、地域農業の
継続と発展に貢献できる人材を
育成していくことが、地産地消や
農業振興に重要と考えている。

◆幼稚園、保育園との栽培交
流
◆学校給食への農産物提供と
交流活動
◆飲食店へ農産物提供とメ
ニューの開発
◆家庭菜園用野菜苗の生産と
販売
◆群馬県西部農業事務所との
農商観連携による農業振興プ
ロジェクト「ソフトクリームを題
材にした農業振興」等に参画
◆地元の資源を活用した交流
活動で地域活性化に貢献

◆園児や小中学生の地元農
産物への興味関心の喚起とお
いしさの発見につながった。
◆農業体験により、産業として
の農業への興味関心を喚起す
ることができた。
◆地元農産物の特色を生かし
たメニュの開発で地元農産物
のPRと販売促進につながった。
◆生徒の専門的な知識と技術
の定着、コミュニケーション能
力の向上につながった。
◆交流活動をとおして、生徒の
自己有用感を高めることがで
きた。
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食料産業局長賞（消費拡大部門）

有限会社河内屋商店
～奥会津の山間地域に元気なまちを作る農家との共創事業～
組織概要

活動の概要

〇代表者 山内 拓也 〇所在地 福島県河沼郡柳津町（かわぬまぐんやないづちょう）
〇活動開始年 創業昭和10年 昭和40年食料品小売店、仕出し料理専門店として開業
〇組織概要
本部調理部の傘下に 仕出し調理課、惣菜センター、菓子製造課、
漬物製造課を設置。
販売会議（営業企画部、スーパー事業部、役員で試食、販促の協議）
〇連携団体等 柳津町夢ハーベスト藤合同会社、福島県会津農林事務所坂下普及所
福島県中小企業団体中央会、福島県ハイテクプラザ

河内屋商店は、「先ず農家の方々を元気にしよう」また「高齢者であっても元気なうちは働ける
ようにしよう」と地域に必要と思われる事業を展開しています。奥会津地域の農業生産者から多
様な農産物を市場価格より高く仕入れることによる耕作面積の拡大、生産者を味噌製造工場、
漬物工場等における臨時雇用による生産者の所得の向上に寄与しており、食ビジネスを通じた
中山間農業地域の支援活動を行っています。民間型アンテナショップを会津若松市に開き、農
産加工品や民芸品、伝統料理を提供し、山村と都市の交流を実践しています。

奥会津産素材のロールキャベツ

地元産大豆を使用した麹味噌仕込み

高齢者の雇用創出にも貢献

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

経営理念は「私達は地元の人々
に愛される会社、店舗、人づくり
を目指します」。戦前、戦中、戦
後の、我が国復興のため、様々
な労苦を背負った高齢者や戦後
生まれの団塊世代の高齢者が、
尐子高齢化が進む奥会津地方
で、地域経済の疲弊や事業後継
者難で苦労している。弊社の成
長は、地域の方々のご支援で今
日があり、過疎化の進む地域で、
お世話になった高齢者の方々の
恩に報いるため、中山間地域を
元気にしようと、農家の方々との
共創事業、農家の収入増加のお
手伝いを積極的に展開している。

◆中山間地域農業高齢者の生
きがい創りに市場価格より高値
で仕入れ、耕作面積と販路拡大
のお手伝いをする。
◆農産物生産者のダブル収入
制度の展開。農産物規格外品
の加工場を設け、加工員として
生産者の臨時雇用を拡大。
◆みそ製造工場、漬物工場、惣
菜調理加工場、菓子製造工場
を稼働中。
◆会津中山間地域紹介の民間
型アンテナショップを会津若松
市の観光中心街に設置。
◆中山間地域買物弱者支援
「御用聞き宅配サービス」実施。

◆中山間地域農家の収入アップ
につながった。
◆元気な高齢者が、友達と和を作
り、小規模ながらも耕作面積を増
やし、年金に変わる農業所得の
楽しみが増えた。
◆納入農家の方々の交流が進み、
130名の生産者会議を創設し、毎
年2月、生産品目、播種時期の調
整、品質規格等の話合いを開催。
◆生産者の加工工程参加により、
耕作生産品の数量や品質レベル
をアップさせる意識が高まった。
◆山深い産地の伝統料理のレシ
ピや試食会、高齢者の料理指導
を開催するようになった。
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全国地産地消推進協議会会長賞
（消費拡大部門）

日本醤油工業株式会社
～地場産農林水産物の６次産業化による消費拡大の推進～
組織概要

活動の概要

〇代表者 浅利 邦章 〇所在地 北海道旭川市
〇活動開始年 平成２２年度
〇組織概要 創業昭和１９年６月 醤油を中心に調味料
全般の製造販売 販売地域は北海道全域及び一部本州
〇連携団体等 全道の農水産物生産・漁獲町村より調達
JA、農業法人、農家、漁協、漁師、道の駅など、
(株)北海道ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ等により全国のｽｰﾊﾟｰに展開

平成21年から地域との共生を目的に、「しょうゆつくり70年」の技術を活かし、生産者等に地域の
農水産物を活用した６次産業化を提案し、醤油加工品、ドレッシング、ジャム、その他調味料等
の製造・販売を行っています。
同社の商品は、小規模だからこそ出来る生産量、小規模だからこそ地域と密接な情報交換がで
きることから、未利用資源の活用や、個人の農漁業者等への商品開発にも協力するなど、小
ロットの製造・加工も請け負っています。「地域食材を活用した調味料づくり」は極めて多岐にわ
たり、道内43市町村202品に及ぶなど、地域の農水産業の振興にも貢献しています。

比布町の養鶏農家と連携した醤油

43市町村202品も及ぶ「ご当地調味料」

地域食材を活用し、小ロット加工に対応

活動経緯・背景

活動の特徴

活動の成果

「しょうゆつくり70年」の技術を活
かし、地域の特産物や6次産業
化ができないものかと考え、「ご
当地しょうゆ・ドレッシング」づくり
を始めた。小規模だからこそ地
域と密接な情報交換ができ、地
域の味にして返してあげられる。
また、日本人の「もったいない」と
いう感性を加工品として表現でき
ればと考え、無駄にして捨てて
いるような未利用資源も活用し
た調味料づくりを心掛けている。
地産地消商品の製造を推し進め、
多分野の小ロット多品種生産会
社として、時代の変化に対応で
きる柔軟な会社を目指している。

◆平成22年より「しょうゆ加工
品」や「ドレッシング」「塩」「ジャ
ム」「その他調味料」に加工し、
市町村、生産者、道の駅に供
給。
◆農家の商品開発に協力、小
ロットでの生産を請け負う。
◆生産者に対し、供給原料の
「安全」を確保するための規格
書の提出を丁寧に指導。
◆生産者の6次産業化に積極
的に参画、商品提案をしてい
る。

◆地域食材を活用した調味料
づくりは7年目となり、初年度10
品170万円、6町村から始め、
平成28年度は202品1億560万
円となり、43市町村に拡大した。
◆この数字は、当社生産品数
の42％。全道の市町村数は
179であるので、そのシェアは
24％。
◆地域の食材を活用した
しょうゆ類 54品
ドレッシング 75品
つゆ・たれ類 43品
塩、レトルトその他 30品

Ⅱ．平成29年度 第10回
地産地消給食等メニューコンテスト
受賞取り組み事例

第１０回 地産地消給食等メニューコンテストの審査について
１．地産地消給食等メニューコンテストの概要
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、直売や
加工などの取組を通じて、農林漁業の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
が求められている。また、国産農林水産物の魅力を広く発信することを通じて、消費者の日本の食や農林漁
業への理解を促し、国産農林水産物の消費拡大を推進していくことも重要である。 このため、学校給食や
企業の社員等を対象に提供される給食、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・食品を使ったメニューを募集し、優れたものを
表彰する。こうした表彰を通じて、更なる地産地消や国産農林水産物の消費拡大の推進を目的に実施する。

２．選定の概要
（１）応募期間 平成29年7月24日～8月25日
（２）応募者数 83件（最終審査に残った応募者数）
（３）審査方法 審査委員による書類審査及び審査委員会を開催し、受賞者候補を選定。
全国地産地消推進協議会幹事会の議決をもって、受賞者を決定した。
＜平成29年度審査委員名簿（五十音順・敬称略）＞
大浦 裕二
東京農業大学 国際食料情報学部 教授
柏田 幸二郎
東京赤坂 かさね 店主
田中 延子
京都府立大学 京都和食文化研究センター 客員教授
服部 幸應
服部栄養専門学校 校長 《審査委員長》
菱山 まり子
八王子農業協同組合 生産者
山際 博美
株式会社山際食彩工房 代表取締役

３．表彰対象者
表彰の対象者は、次の１～６までに掲げる条件の全てを満たす者とする。
なお、地場産農林水産物・食品（以下、「地場産物」という。）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及びその農林水産物を原料として製造された加工品とする。
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められるものとする。
１．地産地消メニューの食材として、地場産物を使用していること。
２．地産地消メニューを継続的に提供していること。
３．地産地消メニューで使用する地場産物の品目数を増やそうとしていること。
４．地産地消メニューを提供する回数を増やそうとしていること。
５．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。
６．児童や保護者、喫食者等に対する食育や地域農業への理解促進の取組があること。

４．表彰の部門
表彰の部門は次のとおりとする。

（１）学校給食・社員食堂部門
学校給食を調理している学校、学校給食を提供している学校給食センター、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による地産地消メニューの提供の取組。 なお、本部門には、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による、地産地消メ
ニューの提供の取組を含むものとする。

（２）外食・弁当部門
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による地産地消メニューの 提供の取組。

＜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した。

平成２９年度 地産地消給食等メニューコンテスト 受賞者一覧

部門

学校給食・
社員食堂

外食・弁当

賞

都道府県

区市町村名

活動団体の名称

農林水産大臣賞

兵庫県

川西市

社会福祉法人正和会
「おばんざい～鯛めしバージョン～」

文部科学大臣賞

高知県

中土佐町

中土佐町立学校給食センター
「中土佐元気たっぷりメニュー」

食料産業局長賞

岩手県

住田町

住田町食いくプロジェクト推進委員会
「夏のすみたっ子給食」

食料産業局長賞

秋田県

小坂町

秋田県小坂町立小坂小・中学校
「たらふく小坂給食」

食料産業局長賞

長野県

茅野市

株式会社ダイイチコンポーネンツ
茅野工場
「Pommeハンバーグ～信州風～」

審査委員特別賞

京都府

京都市

社会福祉法人 志心福祉会
はなぶさ保育園
「はんなり京のお給食」

農林水産大臣賞

山形県

山形市

株式会社 県庁食堂
「夢つつみ弁当」

食料産業局長賞

青森県

おいらせ町

青森県百石高等学校 食物調理科
「結御膳（ゆいごぜん）」

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産大臣賞（学校給食・社員食堂部門）

社会福祉法人正和会
（兵庫県川西市）

おばんざい ～鯛めしバージョン～
取組み概要
正和会では、家庭と同じ食事を目指し、食育を「見て、匂って、食べて、体験して楽しくおいし
い健康的な食事」として、「食レクリエーション（食レク）」という呼び方で推進しています。本メ
ニューは、食事量が尐なくなりがちな高齢者の方にも、多くの料理を食べる楽しみを味わって
もらうために、一品を尐量ずつ提供する「おばんざい」スタイル。県産食材は仕入業者に積極
的に紹介してもらい、近郊の食材は提携農家などを増やすことで安定的に旬の安価な食材を
仕入れています。「猪名川椎茸のすりごま揚げ」は川西市らしく山の幸を多く使用しています
（地元の特産品の椎茸、とろろ芋、明石鯛を使用）。新しい調理法の提案も行いながら、高齢
者でも食べやすく家庭での再現性も考慮したメニューです。施設内の農園では入居者の方が
野菜栽培したり、交流スペースでは地域住民の健康促進のためのイベント等を行っています。

●明石鯛の鯛めし（ひつまぶし風） ●但馬牛と大根のｽﾃｰｷ
●3種そばの3味盛り ●夏野菜の太子味噌添え
●猪名川椎茸のすりごま揚げ●播州百日鶏の餃子
●トマトのはちみつ漬け ●いちじくの梅酒ゼリー

全体食
材数

地場産
物数

39

23

栄養価（小学校中学年）

ｴﾈﾙｷﾞｰ

720kcal
亜鉛

たんぱく質

33.0g
ﾋﾞﾀﾐﾝA

4.1mg 187.0㎍RE

脂質

脂質（％）

22.0g
ﾋﾞﾀﾐﾝB1

27.5%
ﾋﾞﾀﾐﾝB2

0.21mg

0.49mg

ｶﾙｼｳﾑ

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

411mg
ﾋﾞﾀﾐﾝC

111mg
食物繊維

38.0mg

4.3g

鉄

2.8mg
食塩相当量

2.6g

「おばんざい～鯛めしバージョン～」

メニュー提供の経緯・背景

施設内の農園での栽培、収穫体験

兵庫県川西市にて特別養護老人ホーム「やわらぎの里」を4施設運営。
常時400人の高齢者の方々が入居しており、毎日約1200色、一食当たり
最大600色の食事を提供。法人の理念「我が家のようなくつろぎを」に基
づき、懐かしい家庭の味を意識した食事提供を行う。また「我が家と同じ
食事をしてほしい」という思いより地場産農林水産物・食品を積極的に使
用した安心安全な食事の提供を行っている。法人設立当初から、食育を
「食レクリエーション（食レク）と呼んで推進。季節ごとに施設内の畑や玄
関等の空きスペースでサツマイモやプチトマトなどの野菜を栽培し提供。

生産者や保育園など地域との連携を推進

尐量ずつ色々食べられる食レクリエーション

ブランド食材である川西市産いちじくの消費拡大、地域住民の理解促進
のため地域の農家と連携。県内コメ農家との提携により、生産者の顔が
分かり、減農薬栽培による健康に良いお米として安定供給。
平成25年より、地域の保育園児を契約農家へ招待し、日本の主食である
お米への理解推進を図るとともに、小さいころから住み慣れた地域で生
産された農林水産品を食べる地産地消への意識を育んでいる。
施設に併設した地域交流施設では、地域住民が気軽に立ち寄れ、「食を
通じた健康づくり」「地元の食材を通じた健康づくり」のイベントを開催。

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

文部科学大臣賞（学校給食・社員食堂部門）

中土佐町立給食センター
（高知県高岡郡中土佐町）

中土佐元気たっぷりメニュー
取組み概要
中土佐町産の新鮮でおいしい食材をたっぷり使った児童生徒に愛される学校給食を提供し
たいという町の願いのもと、地産地消の推進と食材ロスの削減に取り組んでいます。本メ
ニューは地元の特産品の四万十ターキーの課題を解決する食育授業を通して考案しました。
七面鳥の独特の臭みをとるため、しょうがと一緒に煮て、和風コロッケにしました。漁の間に船
上で食べていた伝統の漁師飯「わかし汁」は、新鮮な鯛に負けないよう、だし汁は昆布とかつ
お節を使うなど給食現場ではなかなか実践できないほどの手間をかけ、町の食文化として本
物の味を提供しています。役場、直販所、生産者などと、規格外品、加工・流通における課題
や生産状況を確認し、仕入れは町産物の次に県産物を優先しつつも、急な変更にも対応でき
る仕組みを構築。生産者や関係者の学校給食マップの作製や交流、ＳＮＳ等で発信するなど
相互理解を図っています。

●ごはん ●牛乳 ●四万十ターキーコロッケ
●高知野菜の土佐ゆず香和え
●ひや汁（わかし汁） ●ダブルベリー

全体食
材数

地場産
物数

23

19

栄養価（小学校中学年）

ｴﾈﾙｷﾞｰ

662kcal
亜鉛

2.4mg

たんぱく質

22.0g
ﾋﾞﾀﾐﾝA

207mg

脂質

脂質（％）

19.8g
ﾋﾞﾀﾐﾝB1

26.8%
ﾋﾞﾀﾐﾝB2

0.97㎍RE

0.48mg

ｶﾙｼｳﾑ

323mg
ﾋﾞﾀﾐﾝC

70mg

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

88mg
食物繊維

鉄

3.5mg
食塩相当量

5.8g

2.4g

「中土佐元気たっぷりメニュー」

メニュー提供の経緯・背景

四万十ターキーコロッケ

「地産地消の推進」と「食品ロスの削減」を目指し、子ども達に課題食材を
使用した給食献立を考える食育授業を実施している。町の特産品である
四万十ターキーは、これまでは高価で献立開発も進んでおらず、利用頻
度は高くなかった。町の地域おこし協力隊が七面鳥組合事務局となり、
ターキーの里日本一を目指す取り組みを始め、給食センターとレシピ開
発に取り組むこととなった。また、漁業の町でもある中土佐町では、伝統
の漁師飯「わかし汁」があり、町内3小学校の4年生が「漁業体験」を実施
している。給食を通じ本物の食文化として受け継いでほしいと願っている。

なかとささんへの感謝を育む生産者や地域との連携

七面鳥の課題解決を考える食育授業

課題食材について七面鳥組合による授業を実施し、その特性を理解した
うえで児童たちが地域の食材とうまく組み合わせた献立メニューとするこ
とができた。学校給食での定期的な提供に加え、地域を対象とした試食
会を実施し、家庭への普及と本取組への理解を図っている。11月に「な
かとささん感謝週間」を設定し、生産者や関係者を招待した交流給食を
実施し、相互理解を図っている。連携生産者や地元業者は約40名となり、
水産、農業畜産業の学校給食マップを作成し、各校への掲示、Facebook
等で発信し、顔の見える安全安心な学校給食の提供をアピールしている。

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

食料産業局長賞（学校給食・社員食堂部門）

住田町食いくプロジェクト推進委員会
（岩手県気仙郡住田町）

夏のすみたっ子給食
取組み概要
住田町食いくプロジェクトでは、食育関連施策を町内横断的に展開しており、地域の食魅力
再発見及び地場産物の利用促進を目的に、「すみたっ子給食」を実施しています。春・夏・秋・
冬の年４回、町内保育園から小・中・高校まで、地場産物をふんだんに使用した統一メニュー
を提供しています。メニューは、町内食育関係機関が連携して試作・検討し、献立考案時から
生産者と情報交換することで、使用できる旬の食材が広がっています。「清流どりの夏野菜レ
モンソース」は、中はしっとり、外はサクサクのチキンに、町内産なすやきゅうり等のカラフルな
夏野菜を用い、さっぱりレモンソースに仕上げました。昔からお盆に各家庭で振舞われた岩豆
腐の「けんちん汁」は、新じゃが・夕顔・さやいんげんを加え、郷土料理を夏らしくアレンジ。家
庭でも手軽に「すみたっ子給食」を作って味わってもらいたいと、29年度から、地元ケーブルＴ
Ｖを活用した料理番組がスタート、家庭や地域への普及啓発・実践へとつながっています。

●塩こんぶごはん ●牛乳 ●清流どりの夏野菜
レモンソース ●ゆうがん炒り ●夏のけんちん汁
●ミニトマト

全体食
材数

地場産
物数

41

25

栄養価（小学校中学年）

ｴﾈﾙｷﾞｰ

720kcal
亜鉛

たんぱく質

33.0g
ﾋﾞﾀﾐﾝA

4.1mg 187.0㎍RE

脂質

脂質（％）

22.0g
ﾋﾞﾀﾐﾝB1

27.5%
ﾋﾞﾀﾐﾝB2

0.21mg

0.49mg

ｶﾙｼｳﾑ

411mg
ﾋﾞﾀﾐﾝC

38.0mg

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

111mg
食物繊維

4.3g

鉄

2.8mg
食塩相当量

2.6g

「夏のすみたっ子給食」

メニュー提供の経緯・背景
地域の食魅力再発見、地場産物の利用促進を目的に、町食いくプロジェ
クト推進委員（保健福祉課、農政課、学校給食センター―、保育園）が連
携して、旬の地元産食材を活用した献立の検討・試作を重ね、メニューを
決定している。「すみたっ子給食」の開発にあたっては、献立考案段階か
ら生産者と連絡を取り合い、その時期に採れる野菜を使うメニューを考え
ている。そのため、使用できる食材が広がり、発注もスムーズに行える。
旬を味わう給食で地域の食魅力を再発見

地域との連携で「すみたっ子給食」をブランド化
児童生徒の地元食材への新たな発見と興味を引き出すとともに、家庭へ
の周知を図るために、事前に給食だよりを配布し、地場産食材の紹介や
生産者に関する情報を発信している。すみたっ子給食レシピを町内7か
所に設置したり、町産業まつり等において、すみたっ子給食レストランを
開店するなど、家庭や地域等に向け、広くPRを行い、すみたっ子給食の
ブランド化を図っている。また町のホームページやフェイスブック、ケーブ
ルTV、地元新聞を活用し町内外にも広く情報発信。している。
地元ケーブルテレビ料理番組撮影の様子

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

食料産業局長賞（学校給食・社員食堂部門）

秋田県小坂町立小坂小・中学校
（秋田県小坂町）

たらふく小坂給食
取組み概要
小坂町では学校給食用に食材を提供している生産者グループと連絡を密にすることで、6割
近い地場産使用率を実現しています。できる限り町内産、県内産の食材を使用しており、生産
者からの直接納品のため、作柄などの情報交換を直接行っています。「スナップえんどうの肉
巻き」は、小坂町産の桃豚とスナップえんどうとチーズを一緒に巻いてオーブンで焼き上げま
した。スナップえんどうの甘味と桃豚のうま味を味わうことができるよう、味付けはシンプルに
塩こしょうのみにしました。「秋田ふきのピリ辛炒め」は、秋田音頭の歌詞にも出てくる食材で、
背丈が高くほろ苦い風味と食感が特徴の、小坂町産秋田ふきをメインに、鹿角市の八幡平
ポークのウインナー、小坂町産にんじん、秋田県産のえだまめとしめじと一緒に炒めました。
学校給食や総合的な学習の時間などを通して、地域や家庭と連携して食育を進めています。

●ごはん ●牛乳 ●スナップえんどうの肉巻き
●秋田ふきのピリ辛炒め ●小松菜のみそ汁

全体食
材数

地場産
物数

18

17

栄養価（小学校中学年）

ｴﾈﾙｷﾞｰ

676kcal
亜鉛

たんぱく質

29.0g
ﾋﾞﾀﾐﾝA

3.9mg 287.0㎍RE

脂質

脂質（％）

23.8g
ﾋﾞﾀﾐﾝB1

31.6%
ﾋﾞﾀﾐﾝB2

0.64mg

0.57mg

ｶﾙｼｳﾑ

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

393mg
ﾋﾞﾀﾐﾝC

102mg
食物繊維

23.0mg

3.9g

鉄

2.3mg
食塩相当量

2.7g

「たらふく小坂給食」

メニュー提供の経緯・背景

生産者との会食の様子

小坂町では学校給食に食材を提供する生産者グループの方々と連絡を
密にして地場産物を活用している。主要野菜15品目の地場産使用率は
29年度は59.6％、28年度は55.8％。生産者が直接納品に来てくれるため、
作柄について情報交換が行える。保護者だけでなく、生産者向けにも、
給食試食会を実施し、給食への理解を深めてもらい、児童と一緒に給食
を食べ、「またこのような機会を作ってほしい」「子供たちの食べている姿
を見て野菜作りを頑張ろうと思った」と意欲が高めることにつながった。

地域との連携ですすめる食育への取組み

給食のてんぷらで使うアカシアの花摘み活動

小坂小・中学校のホームページには、給食だよりでなく、「今日の給食」と
して、毎日の給食の写真を掲載し、多くの人に小坂小・中学校の給食を
知ってもらえるようにしている。総合的な学習の時間に、小学3年生では
「菜の花プロジェクト」としてなたね油を作っている施設の見学や、十和田
湖でのヒメマスの放流体験など、 4年生では、ブドウ園の見学やジュース
づくりをしている。6月にはアカシアの花を摘み、それをかき揚げにして全
校で食べるなど、学校給食や総合的な学習を通じて、学校、家庭、地域と
連携して、地域の良さや歴史を知る機会を作り食育をすすめている。

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

食料産業局長賞（学校給食・社員食堂部門）

株式会社ダイイチコンポーネンツ 茅野工場
（長野県茅野市）

「Pommeハンバーグ～信州風～」
取組み概要
社員の健康作り及び就労意欲高揚のため、社員食堂を直営で運営しています。社内に菜園
を作り、トマト・ズッキーニ・ゴーヤなどを栽培し社員食堂で利用しています。本メニューの食材
はほぼ長野県産を使用し、ハンバーグには、信州ポーク、信州ハーブ鶏の合挽き肉を使用、
さらにりんごを使うことで信州らしさをアピール。りんごは一度コンソメで煮ることで食事として
食することができ、タネ中にもすりおろしりんごを入れパサつきを防止しています。「副菜の糸
寒天サラダ」は地場産野菜をたっぷり使い、食感と満腹感があります。食堂野菜の社内調達
及び社員の野菜摂取量促進のため、生産者が届けてくれる「無人野菜販売所」を設置したり、
生ゴミを堆肥化して、菜園に再利用したりしています。地域の生産者・問屋とこまめに連絡を
取り、これからも更に地域の活性化への寄与を目指します。

●ズッキーニのパスタ仕立て添え
●しゃきしゃき野菜と糸寒天のサラダ
●レタスとトマトのスープ ●茅野市のご飯

全体食
材数

地場産
物数

45

25

栄養価

ｴﾈﾙｷﾞｰ

602.5kcal
亜鉛

たんぱく質

37.9g
ﾋﾞﾀﾐﾝA

mg

㎍RE

脂質

脂質（％）

15.4g
ﾋﾞﾀﾐﾝB1

23.0%
ﾋﾞﾀﾐﾝB2

mg

mg

ｶﾙｼｳﾑ

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

207.5mg
ﾋﾞﾀﾐﾝC

鉄

mg
食物繊維

mg

3.2mg
食塩相当量

g

2.9g

「Pommeハンバーグ〜信州風〜」

メニュー提供の経緯・背景

社内の無人販売所で地場産野菜を直売

社員食堂は会社の一部門として直営で運営しており、社員の健康づくり
及び就業意欲高揚のため、様々な施策を行っている。長野県が推進して
いる健康活動「信州ACEプロジェクト」に積極的に参加しており、信州を県
外へとアピールできる逸品としてメニュー開発に取り組んでいる。身近に
手に入る食材、子どもがなじみやすいハンバーグ・りんごを使用し家庭で
も再現できる調理とした。地域の生産者・問屋さんを含め密に連絡を取り、
安全安心な地場食材確保と地域活性化への寄与を目指し活動している。

地産地消への取組みを通じた社員の健康づくり推進

社内菜園での野菜の栽培

2010年より野菜摂取による健康増進を目的とした「サラダバー」を設置。
塩分摂取量の低減意識を高めるためにドレッシング塩分量の明示などに
社員の健康づくりに配慮。食堂利用による健康改善実証のため、コア
ユーザーと非利用者(弁当等）との健康数値の比較検証している。また、
食堂野菜の社内調達および社員の摂取量促進の為、「無人野菜販売
所」を設置し野菜を安価に調達できるようにしている。また、社内に菜園
を作り、トマト、ズッキーニ、ゴーヤなどを栽培し、社員食堂にて利用して
いる。生ゴミ処理機により生ごみは堆肥化し、菜園で再利用している。

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

審査員特別賞（学校給食・社員食堂部門）

社会福祉法人志心福祉会 はなぶさ保育園
（京都府伏見区）

はんなり京のお給食
取組み概要
素材の味や香り、その良さを活かしながら子供達が食べやすいように工夫しています。日頃
から業者と連絡をとり、できるだけ鮮度の良い、地域の産物を仕入れてもらうようにしています。
また、仕入れが可能な旬の食材を使って献立を作っています。今回の湯葉巻き揚げは、脇役
になりがちな湯葉を主菜に使って京都らしさを出そうと考えて生まれました。中に湯葉を入れ
ると湯葉の主張が分かりにくくなるので、外に巻き揚げ焼きにする事で食感が湯葉と分かるよ
うにしました。茄子が苦手な子供が多いので、美味しい京野菜の茄子を使い、尐し飾り切りを
して見た目に可愛くしました。また、田楽味噌を甘めに食べやすくしており、味噌も京都の白味
噌が混ざっています。5歳児の食育活動の一環として、行政や学生とともにお米作りを通じ、
五感を使ったいろいろな発見をしています。

●九条ねぎと豚肉の湯葉巻き揚げ ●茄子の田楽
●麩のお吸い物 ●宇治抹茶のあずきミルク寒天

全体食
材数

地場産
物数

13

7

栄養価（保育園）

ｴﾈﾙｷﾞｰ

560kcal
亜鉛

2.2mg

たんぱく質

15.8g
ﾋﾞﾀﾐﾝA

60㎍RE

脂質

脂質（％）

23.2g
ﾋﾞﾀﾐﾝB1

27%
ﾋﾞﾀﾐﾝB2

0.3mg

0.19mg

ｶﾙｼｳﾑ

96mg
ﾋﾞﾀﾐﾝC

6mg

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

57mg
食物繊維

鉄

1.8mg
食塩相当量

2.2g

2.3g

「はんなり京のお給食」

メニュー提供の経緯・背景

園児による大根の皮むき体験

日頃から業者のとのやり取りを行い、サンプルをもらうなどしながら、なる
べく鮮度の良い、地域の産物を仕入れてもらうように連携をとっている。
農家より週に一回ずつ精米しお米を提供してもらっている。園に米専用
の冷蔵庫を備え、常に美味しく安全な状態で提供。その農家の方達の農
園にて、さつまいも収穫を実施。自分で掘ったさつまいもを、園庭で「焼き
芋パーティ」、茶巾絞りや、カップケーキ、スイートポテト等アレンジしなが
ら給食にも提供している。

五感を使って楽しむ食育活動から生まれる地域連携

園児が育て収穫したお米を炊く様子

5歳児の食育活動の一環として近畿農政局、京都文教大学の学生ととも
に米作りを実施。毎日帰りに水を抜き、朝に水を張る作業をこつこつと重
ね、毎日稲を見ながら虫を探したり、一つ植えた苗が10本にまで増えるこ
とへの驚き、米の花が可愛く咲くことの発見、出穂を全員で確認し感激す
るなど、五感を使って大いに楽しんでいる。夏には、週一回農家からアド
バイスをもらい野菜作りもしている。また、地域の方を招待し、丸め方の
ポイント等を教わりながらのよもぎもちづくりや、育てた米や野菜を用いた
「団子汁パーティ」の収穫祭等を行うなど、地域との連携を深めている。

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

農林水産大臣賞（外食・弁当部門）

株式会社 県庁食堂
（山形県山形市）

地産地消弁当「夢つつみ弁当」
取組み概要
県庁食堂は、山形県庁内や、山形県議会内のレストランにおいて職員や一般の方に向けて
食事を提供しています。毎月第4金曜日には、旬の地場産食材を使用した「地産地消弁当」を
提供しています。地場産食材の使用に際しては、必ず生産者のもとを訪れ、生産者の思いや、
農産物の状況等を詳細に知ることで、旬の食材や、それを使った加工品の開発につなげ、生
産者の取組みを消費者に伝えています。本メニューは実りの秋、山形のごちそうがたっぷり詰
まった「夢つつみ弁当」です。この弁当は、山、海、里の県産食材を約9割使用し、山形らしい
郷土料理（芋煮、おみ漬け）と、新しく開発したメニュー（バルサミコ酢豚、県産野菜とサクラン
ボーノ、自家製鶏ハム）等を組み合わせた点が特徴です。特に山形のブランド米「つや姫」の
ご飯と秘伝豆・栗・自家製ねり梅をのせて色彩の面でも工夫いたしました。

●梅ごはん ●秘伝豆ごはん ●栗ごはん ●ﾊﾞﾙｻﾐｺ酢豚
●芋煮 ●庄内産スズキのチリソース和え ●新庄産鶏ハム
と香味野菜の生春巻き ●だし巻き玉子 ●ぶどう

地産地消弁当「夢つつみ弁当」

全体食
材数

地場産
物数

27

23

〇本メニューの提供開始時期 平成28年10月
〇本メニューの提供場所
山形市内（パレスグランデール、山形建設会館）
平成28年度美味しい山形食材王国宮城ビジネス商談会
山形建設業協会会議の２回の折に提供。
〇本メニュー１食の価格 1,300円／食

メニュー提供の経緯・背景

山形県産さくらんぼの調味料を開発

平成15年8月より毎月第4金曜日に「地産地消弁当」を250食提供。解説
チラシ等を活用しながら、庁内職員や一般方に山形県の旬な食材・食と
農業・地産地消への理解を促している。また、定期的に地場産物を使用
した、新商品の開発や生産者の要望に応えたメニュー開発を行い、産品
のPRに協力している。県産米粉を使用したパスタや焼きそば、地場産野
菜等と合わせたスムージー、さくらんぼや桃など季節の果物を用いたパ
スタや、さくらんぼを使用した調味料「サクランボーノ」などを商品化し、広
く消費者の皆さんに地場産物の周知と美味しさのPRをしている。

消費者の「また食べたい」が伝わる生産者との連携

契約生産者の圃場（里芋）

地場産食材を使用する際は、必ず生産者のもとを訪れ、農産物等の生
育情報を収集し、交流を深めることで安定供給を図り、季節に合った旬な
ものを旬な時期に提供できるよう努めている。規格外品の野菜も社員自
ら生産者のもとを訪れて仕入れ、捨ててしまう野菜の有効活用につな
がっている。生産者の思いや取組を消費者に発信し、消費者の「美味し
かった」「また食べたい」をいった評価を生産者に伝えるよう努めている。
また、「生産者の会」を年一回開催し、生産者同士の交流と情動交換、ま
た生産者と社員との交流・勉強等ができる機会を設けている。

平成29年度 第10回 地産地消給食等メニューコンテスト

食料産業局長賞（外食・弁当部門）

青森県立 百石高等学校 食物調理科
（青森県上北郡おいらせ町）

結御膳（ゆいごぜん）
取組み概要
百石高校の食物調理科は、県内の公立高校で唯一の調理師養成施設です。科内で組織さ
れる家庭クラブ（部活動。部員30名）が、身に付けた知識や技術を活かし、世代を超えた交流
や地域の活性化に貢献する場として、地元の観光農園の施設を借り、毎月1回土曜日に、高
校生レストラン「キッチンいちょうの森」を開店しています。旬の地場産食材を最大限に活かし、
9種類の料理を組み合わせた和食膳「結御膳」を季節ごとに4種類提供しています。地場産物
は、農協や漁協などから仕入れ、お品書きなどで地場産食材を紹介しています。夏メニューに
は、地元の長芋（だるま芋）、ごぼうや人参、もち小麦、米（まっしぐら）、などを使用。特にだる
ま芋は、高校生の斬新なアイディアで、ふんわりなめらかなスイーツになりました。地元の学
校や町の行事では、食育の重要性なども伝えています。高校生が、味、食感、盛り付けにこだ
わって作り上げた料理を、心を込めた最高のおもてなしで提供しています。

●生姜ごはん ●鶏の唐揚げ～ねぎだれ～ ●えびしんじょと野菜の
炊きあわせ ●だし巻き卵 ●茄子のオランダ煮 ●きゅうりと松笠
いかの酢みそあえ ●芍薬大根の甘酢漬け ●だるま芋のからし漬
け ●そうめん ●だるま芋のブランマンジェ ●コーヒー

和食膳「結御膳〜夏メニュー〜」

全体食
材数

地場産
物数

21

17

〇本メニューの提供開始時期 平成28年9月
〇本メニューの提供場所、提供数
おいらっせ交流館
高校生レストラン「キッチンいちょうの森」
平成28年9月～11月の3回は50食、平成29年1月～8月の7回は60食を提供
〇本メニュー１食の価格 1,000円／食

メニュー提供の経緯・背景

家庭クラブ部員による調理

放課後の活動で、日々技術向上のための練習をしながら、何度も試作を
重ね時間を要し、結御膳のレシピを開発した。
高校生レストランの目的は2つ。1つは、生徒に職業観や勤労観を育成す
るとともに、世代を超えた人々との交流を通じて、自己有用感を高めさせ
ること。2つ目は、地産地消を活かしたメニューの開発や地域と連携した
高校生レストラン運営により地域の活性化に貢献するとともに、地域に有
用な人材育成につなげることである。

人と人をつなぐ「結（ゆい）御膳」で地域連携をアピール

高校生自ら接客を実践

「結御膳」は地産地消の推進のため地場産の食材をふんだんに使い、高校
生らしい斬新なアイディアを取り入れた料理である。その提供を通じ、地場産
食材を知ってもらい、農水産物の宝庫であるおいらせ町を理解してもらう絶
好の機会として捉えている。鮭は地元の漁協、多くの野菜は、地元のおいら
せ農協下田支店とももいし支店、さらに、町が普及を進める「もち小麦」は、地
元の観光農園「アグリの里おいらせ」より供給され、町の期待のほどがうかが
える。学校のHP、町の広報誌や雑誌等での特集、地元新聞や全国紙への同
時掲載、地元TVやラジオ等で、地域連携の象徴的取組みとして発信された。

Ⅲ．過去の受賞一覧
地産地消優良活動等表彰
第1回（平成17年度）～第12回（平成29年度）

地産地消給食等メニューコンテスト
第1回（平成20年度）～第10回（平成29年度）

地産地消優良活動等表彰

表彰区分／年度

2005（平成17年度）

農林水産大臣賞
(２点以内)
※18年度より
2部門を創設

ＪＡやまもと
食農实践会議
（秋田県琴丘町）

2006（平成18年度）

2007（平成19年度）

2008（平成20年度）

2009（平成21年度）

2010（平成22年度）

農林水産大臣賞
地域振興部門

奥出雲産直振興
推進協議会
（島根県ＪＡ雲南）

農事組合法人
旬の味ほりがね物産センター
（長野県安曇野市）

（株）げんきの郷
（愛知県大府市）

上賀茂特産野菜研究会
（京都府京都市）

（株）ゆめ市
（静岡県浜松市）

農林水産大臣賞
交流促進部門

（有）シュシュ
（長崎県大村市）

農事組合法人かなん
（大阪府河南町）

（有）有朊の里泗水
（熊本県菊池市）

農事組合法人
万葉の郷ぬかづか
（滋賀県東近江市）

道の駅 萩しーまーと
（山口県萩市）

全国地産地消推進
協議会会長賞
(適宜)

三重県立相可高校
食物調理課
（三重県）

都賀町学校給食
地産地消推進会議
（栃木県都賀町）

（株）ＪＡシンセラ
（岩手県盛岡市）

みどりの食材連絡会
（秋田県鹿角市）

愛媛県立大洲農業高等学校
（愛媛県大洲市）

世羅高原
６次産業ネットワーク
（広島県世羅町）

農業法人（株）
神子の里
（石川県羽咋市）

農林水産省
関係局庁長賞
(数点)
水産庁長官賞

窪津漁業協働組合
（高知県）

総合食料局長賞

旬菜ｃｏｍ．ネット
(福井県越前市)

経営局長賞

やぶ田ファーム
(北海道帯広市)

相馬地方調理師会
（福島県南相馬市）

（有）いずみの里
（大阪府和泉市）

農事組合法人
いさわ産直センターあじさい
（岩手県）

（有）紅小町の里
（千葉県香取市）

鳴神の庄 出荷者協議会
(佐賀県七山村)

農村振興局長賞

（株）ホテルキャッスル
(山形県山形市)

碧南市農業活性化センター
あおいパーク
（愛知県碧南市）

農事組合法人
小田原産直組合
（神奈川県小田原市）

食料産業局長賞
(平成22年度まで
は、生産局長賞とし
て表彰）

久那瀬農産物販売組合
(栃木県那珂川町)

農業組合法人
道の駅とわだ産直友の会
（青森県十和田市）

羊蹄山麓味覚フェスタ
实行委員会
（北海道）

三重四日市農業協同組合
（三重県四日市市）

（株）鐘崎
（宮城県仙台市）

トラットリアクチーナオランジェリー
料理長 北村 裕
(宮城県仙台市)

手づくりのハムばあく
(奈良県五條市)

のら工房農直部会
（和歌山県ＪＡわかやま）

農事組合法人
そよかぜ館
（佐賀県）

ＪＡ三次アンテナショップ生産連
絡協議会
（広島県三次市）

高根沢町学校給食センター
（栃木県高根沢町）

となみの農産物
生産グループ協議会
（富山県砺波市）

ＮＰＯ法人まめだがネット
（島根県出雲市）

星の郷青空市（株）
（岡山県美星町）

（有）清里ミルクプラント
（山梨県北杜市）

日野町猟友会
（滋賀県日野町）

農事組合法人 豆の木
（福井県大野市）

農業法人 株式会社きてら
（和歌山県田辺市）

由布院物産協会
（大分県由布市）

（有）赤雁の里
（島根県益田市）

ファーマーズマーケットいとまん
「うまんちゅ市場」
（沖縄県糸満市）

※注 平成23年度(2011年)については、表彰事業を実施していない。

受賞一覧

2012（平成24年度）

2013（平成25年度）

2014（平成26年度）

2015（平成27年度）

2016（平成28年度）

2017（平成29年度）

富士市学校給食
地場産品導入協議会
(静岡県富士市)

宍粟市学校給食センター
(兵庫県宍粟市)

絵本の里けんぶち
ＶＩＶＡマルシェ
（北海道剣淵町）

あいとう直売館
（滋賀県東近江市）

農業生産法人
株式会社あいあいファ ーム
（沖縄県今帰仁村）

たつの市
集落営農連絡協議会

（株）鳥海高原ユースパーク
「花立牧場工房ミルジー」
（秋田県由利本庄市）

（株）ナチュラルスタンスクラブ
（秋田県大仙市）

なかつがわ農家民宿組合
（山形県飯豊町）

（株）アグリの里おいらせ
（青森県おいらせ町）

JAおうみ富士
ファーマーズマーケットおうみんち
（滋賀県守山市I）

栗見出在家町
魚のゆりかご水田協議会
（滋賀県東近江市）

寒河江市立田代小学校
(山形県寒河江市)

JAくろべ女性部
(富山県黒部市)

特定非営利活動法人
おおつきエコビレッジ
（山梨県大月市）

農事組合法人 うりぼう
(三重県いなべ市)

＜消費拡大部門＞
みやぎ生活協同組合
（宮城県仙台市）

＜消費拡大部門＞
日本醤油工業株式会社
（北海道旭川市）

滝沢村学校給食
食材生産供給組合
(岩手県滝沢村)

厚岸漁業協同組合
(北海道厚岸町)

協同組合
産直センターひがしやま 季節館
（岩手県一関市）

（株）スタイルスグループ
（宮城県仙台市）

＜地域振興部門＞
JA東京むさし小平支店
（東京都小平市）

＜地域振興部門＞
敦賀市生活改善实行グループ
連絡研究会
（福井県敦賀市）

魚沼園芸 ものずき村
（新潟県魚沼市）

群馬県立
安中総合学園高等学校
（群馬県安中市）

和田地区自給野菜組合
（山形県高畠町）

なすとらん倶楽部
（栃木県那須町）

＜地域振興部門＞
農業生産法人有限会社山国
さきがけセンター
（京都府京都市）

＜地域振興部門＞
山梨県厚生連
健康管理センター
（山梨県甲府市）

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)

(有)特産館みまさか
(岡山県美作市)

八人八色組合
（新潟県南魚沼市）

永平寺四季食彩館
れんげの里出荷組合
（福井県永平寺町）

＜交流促進部門＞
唐戸魚食塾
（山口県下関市）

＜交流促進部門＞
株式会社
ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬
（福島県須賀川市）

糸島漁業協同組合
(福岡県糸島市)

たいき産直市
「愛たい菜」
(愛媛県大洲市)

一般財団法人 姫路市学校給
食会（兵庫県姫路市）

一般財団法人
南アルプスふるさと活性化財団
（山梨県早川町）

＜交流促進部門＞
南陽市立梨郷小学校
子どものうぎょうせいさんほうじん
のびのびファーム
（山形県南陽市）

＜交流促進部門＞
群馬県立藤岡北高等学校
バイオビジネスコース
（群馬県藤岡市）

日置地域
地産地消ネットワーク
(鹿児島県日置市)

NPO法人ALIVE LAB
(徳島県北島町)

城川町生活研究協議会
加工部 奥伊予工房
（愛媛県西予市）

＜消費拡大部門＞
さいたまヨーロッパ野菜研究会
（埼玉県さいたま市）

＜消費拡大部門＞
有限会社河内屋商店
（福島県柳津市）

（兵庫県たつの市）

地産地消給食等メニューコンテスト
第１回（平成20年度）

第２回（平成21年度）

第３回（平成22年度）

第４回（平成23年度）

第５回（平成24年度）

■学校給食・ 社員食堂部門
農林水産大臣賞

（株）NECライベックス
第一フーズ&ケイタリング事業部
（福井県 坂井市）

PFUライフエージェンシー株式会社
（石川県 かほく市）

社会福祉法人 義栄会青森月見寮
(青森県 青森市）

社会福祉法人
ほほえみ福祉会 吉田保育所
（島根県 益田市）

有限会社タカノ
（福井県 小浜市）

文部科学大臣賞

大洗町学校栄養士会
（茨城県 大洗町）

丸亀市綾歌学校給食センター
（香川県 丸亀市）

恵那市 山岡学校給食センター
（岐阜県 恵那市）

豊田市南部給食センター
（愛知県 豊田市）

砺波市学校給食センター
（富山県 砺波市）

農林水産省
食料産業局長賞

鶴岡市学校給食センター
（山形県 鶴岡市）

今金町学校給食センター
（北海道 今金町）

鮫川村 学校給食センター
（福島県 鮫川村）

西尾市立西尾中学校
(愛知県 西尾市)

※第4回までは
生産局長賞

久喜市教育委員会
（埼玉県 久喜市）

西郷村教育委員会学校教育課
西郷村学校給食センター
(福島県 西郷村)

所沢市立 和田小学校
（埼玉県 所沢市）

社会福祉法人 足近保育園
(岐阜県 羽島市)

佐倉市立佐倉中学校
（千葉県 佐倉市）

東京都江戸川区立第二葛西小学校
(東京都 江戸川区)

中津川市立 坂本小学校
（岐阜県 中津川市）

有限会社 福岡精肉・
デリカ ＴＯＭＳＡＮキッチン
(佐賀県 佐賀市)

赤穂学校給食センター第二調理場
（長野県 駒ヶ根市）

七宗町学校給食室
(岐阜県 七宗町)

津野町立
東津野学校給食センター
（高知県 津野町）

大治町立大治中学校
（愛知県 大治町）

中津川市立西小学校
(岐阜県 中津川市）

熊本市 学校給食植木共同調理場
（熊本県 熊本市）

津市立辰水小学校
（三重県 津市）

西尾市立八ツ面小学校
(愛知県 西尾市)

医療法人財団 五省会
介護老人保健施設 みどり苑
（富山県 富山市）

宮津市立養老小学校
（京都府 宮津市）

伊賀市立府中小学校
(三重県 伊賀市)

霧島市立舞鶴中学校
（鹿児島県 霧島市）

ジャパンウェルネス株式会社
関西ペイント平塚事業所食堂
(神奈川県 平塚市)

(株)NECライベックス
第一フーズ&ケイタリング事業部
（滋賀県 草津市）

株式会社魚国総本社
豊田自動織機共和事業所
(愛知県 大府市)
山崎製パン株式会社安城工場
(愛知県 安城市)
磐田市立豊田南第2保育園
(静岡県 磐田市)
医療法人勝久会
介護老人保健施設気仙苑
(岩手県 大船渡市)

審査委員特別賞

コマツ
(東京都 港区)

東京都江戸川区立第二葛西小学校
(東京都 江戸川区)

エームサービス株式会社
キヤノン下丸子本社棟事業所
(東京都 大田区)

医療法人勝久会
介護老人保健施設 気仙苑
(岩手県 大船渡市)

鮫川村 学校給食センター
（福島県 鮫川村）

社会福祉法人 矢沢保育園
(岩手県 花巻市)

田幸学校給食共同調理場
(広島県 三次市)

所沢市立和田小学校
(埼玉県 所沢市)

株式会社ニックス
(埼玉県 さいたま市)

宇治田原町立保育所あゆみのその
(京都府 宇治田原町)

■被災地支援部門
農林水産大臣賞

社会福祉法人 みちのく協会
ケアハウスアーベイン八幡平
(岩手県 八幡平市)

審査委員特別賞

コミニュティカフェ・カフェゴッコ
(富山県 富山市)

■外食・ 弁当部門
農林水産大臣賞

鴨川市農林業体験交流協会
(千葉県 鴨川市)

やすらぎ交差点協議会
(大分県 豊後大野市)

株式会社 トーホー
（兵庫県 神戸市）

有限会社伊豆沼農産
(宮城県 登米市)

農林水産省
食料産業局長賞

十勝川温泉 三余庵
(北海道 音更町)

トラットリア ポルコ・ロッソ
(岩手県 大船渡市)

株式会社 日本栄養給食協会
（栃木県 宇都宮市）

有限会社 青倉商店
(千葉県 南房総市)

※第4回までは生産局長
賞

(株)大津屋
(福井県 福井市)

トラットリア ピッコロソーニョ
(福井県 小浜市)

人・季・想をつむぐ宿 彩つむぎ
（栃木県 那須塩原市）

農事組合法人 食彩あさひ
(富山県 朝日町)

有限会社やっこ屋
(愛媛県 四国中央市)

地産地消日替わりｼｪﾌﾚｽﾄﾗﾝ
「かめおか四季菜」
(京都府 亀岡市)

有限会社 スタジオ・オカムラ
（高知県 高知市）

（有）あゆのさと
(佐賀県 唐津市)
有限会社 夢咲茶屋
(大分県 国東市)

審査委員特別賞

トラットリア ポルコ・ロッソ
(岩手県 大船渡市)
地産地消日替わりｼｪﾌﾚｽﾄﾗﾝ
「かめおか四季菜」
(京都府 亀岡市)

三浦 香代子
(埼玉県 さいたま市)

受賞一覧
第６回（平成25年度）

第７回（平成26年度）

第８回（平成27年度）

第９回（平成28年度）

第10回（平成29年度）

社会福祉法人 矢沢保育園
（岩手県 花巻市）

認定こども園
置戸町こどもセンターどんぐり
（北海道置戸町）

彦根市立病院
（滋賀県彦根市）

岩手県立中央病院
栄養管理科
（岩手県盛岡市）

社会福祉法人正和会
（兵庫県川西市）

宝達志水町立押水中学校
（石川県 宝達志水町）

五城目町立五城目第一中学校
（秋田県五城目町）

越前町立朝日学校給食センター
（福井県越前町）

川辺町学校給食センター
（岐阜県川辺町）

中土佐町立学校給食センター
（高知県中土佐町）

草加市立 小山小学校
(埼玉県 草加市)

美郷町北学校給食センター
（秋田県美郷町）

住田町学校給食センター
（岩手県住田町）

高浜町学校給食センター
（福井県高浜町）

住田町食いくプロジェクト推進委員会
（岩手県住田町）

佐倉市立 白銀小学校
(千葉県 佐倉市)

鯖江市中河小学校
（福井県鯖江市）

本巣市学校給食センター
（岐阜県本巣市）

中津川市立東小学校・田瀬小学校
（岐阜県中津川市）

秋田県小坂町立小坂小・中学校
（秋田県小坂町）

越前市白山小学校
(福井県 越前市)

下呂市萩原学校給食センター
（岐阜県下呂市）

箕輪町立箕輪中学校
（長野県箕輪町）

佐伯市立佐伯小学校
（大分県佐伯市）

株式会社ダイイチコンポーネンツ
茅野工場
（長野県茅野市）

高山市学校給食清見センター
(岐阜県 高山市)

大田市学校給食センター
（島根県大田市）

最上総合支庁 お食事処 千起
（山形県新庄市）

社会福祉法人出光会
上高田保育園
（長野県長野市）

JA長野厚生連
小諸厚生総合病院
(長野県 小諸市)

社会福祉法人 桜友会
ほほえみ福寿の家
（岐阜県関市）

社会福祉法人 あすなろ会
かがの保育園
（岩手県盛岡市）

株式会社グリーンハウス
デンソー5号館営業所
（愛知県刈谷市）

社会福祉法人 平成福祉会
(兵庫県 佐用町)

三豊市立財田保育所
（香川県三豊市）

社会福祉法人 平成福祉会
(兵庫県 佐用町)

認定こども園さざなみ保育園
（熊本県人吉市）

社会福祉法人 志心福祉会
はなぶさ保育園
（京都府京都市）

多賀クラブ
（農家レストラン多賀里の駅）
(滋賀県 多賀町)

ＪＡ静岡市女性部販売所アグリロード美和
（静岡県静岡市）

株式会社アクアフードジャパン
（長野県長野市）

株式会社丹青社
福岡県物産観光展示室 よかもんカフェ
（福岡県福岡市）

株式会社県庁食堂
（山形県山形市）

株式会社 アスピカ
(福井県 福井市)

うるしの里いきいき協議会
（福井県鯖江市）

株式会社 知久
（静岡県浜松市）

ふるさとにしなす産直会 おふくろ亭
（栃木県那須塩原市）

青森県百石高等学校 食物調理科
（青森県おいらせ町）

株式会社 ビストロくるるん
（福岡県大木町）

葉っぴ～カフェ tutti
（富山県射水市）

農事組合法人 味彩おおやま
（富山県富山市）

小川農園 株式会社
（兵庫県姫路市）

平成29年度
地産地消等優良活動表彰事業
一般社団法人 ＪＣ総研

