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1  受託事業の目的

この事業は「県産野菜一次加工流通モデル実証事業」として、宮城県から

の委託を受け実施した。

TPPの妥結を受け、学校給食への食の安全についての不安が募る中、国
は学校給食における国産比率を 80%まで引き上げる方針を出している。更
に食育推進の為、地場産品の活用(地産地消)についても 27年度までに 30%
まで引き上げる方針を打ち出しているが、現実的には達していない県が多数

ある。本県においても、地産地消比率は 26%と目標に達していない。受入
側の学校給食施設には、入札による規格の制限、納品ルール、下処理室の不

足、調理時間の制限などの問題がある。また供給側の生産者にも生産計画、

納期、量、物流、商流などさまざまな課題が残されている。

 その為、本モデル事業では、県産野菜に一次加工を施した給食素材の企画、

製造から学校給食施設への配送までを一貫して行い、コスト面や流通上の課

題を検証することにより、今後の学校給食における県産野菜の利用拡大に貢

献することを目的として実施された。

 モデル地区については、県内でも有数の生産地であり、26年度に学校給
食基本構想・基本計画を改定した大崎市を選定した。生産者との交渉、加工、

流通については大崎市と農商工連携事業を展開しているマルヒ食品株式会

社がその役割を負うこととした。

1 



2.取組項目

(1)供給先である大崎市の学校給食施設の概要
 小学校 30校  中学校 12校  合計食数約 12000食
 うち学校給食センター 3ヵ所
 うち単独調理校  24校  合計納品先数 27カ所

(2)地場産品生産者
JAみどりの
JAいわでやま
JA加美よつば
 宮果(仙台市場) 
 ダイアファーム(鹿島台農業法人) 
 伊豆沼蓮根生産組合

(3)調達原料
 ・えだまめ(JAいわでやま) 
 ・かぼちゃ(JAみどりの、JA加美よつば、宮果) 
 ・チンゲン菜(ダイアファーム) 
 ・人参(JAみどりの、宮果) 
 ・れんこん(伊豆沼蓮根生産組合) 

(4)製造、販売、配達のマルヒ食品㈱の設備内容
 ・冷凍食品加工場       500㎡
・冷凍車保有台数         27台
・冷凍倉庫          160㎡
・宮城県内すべての学校給食施設に納品契約あり
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(5)事業取組イメージ

(6)提供後の考察
 提供が終了した後、上記関係者を召集した会議を開催し、一次加工品製造

 に関わる問題点、意見の収集を行う。

(7)次年度への事業展開 
 事業を総括し、28年度提供作物の選定と調整を行う

(8)事業報告書の作成
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生産者 マルヒ食品

給食施設児童・生徒

原料の農作物の生産、販売 冷凍野菜、水煮の加工、販売

一次加工品を使用し給食製造地産地消食材の給食の喫食



3.今回使用した施設における給食提供等のしくみ

(1)入札システムと予算
大崎市では、共同購入における見積合わせ及び各センタ―独自の入札を実

施して食材の購入を決めている。父兄から徴収した給食費については、市

会計とは別会計で施設ごとに予算管理運用されている。入札においては、

2ヶ月前に、産地、等級、価格の提示が必要だがその時点で、使用日、数
量が確定していない場合も多い。単独校においては、地元の八百屋さんか

ら納品になるまで、価格がわからない場合もある。

(2)献立作成と発注
献立作成については、センターは入札方式の為 2ヶ月前が基準。単独校に
ついては、共同購入品以外は随意契約であり、主に 1ヶ月前に献立が作成
される場合が多い。発注については、月末に 1ヶ月分の使用予定日と予定
数量が FAXで送られてくる。

(3)納 品
 常温品については、前日までの納品。冷凍品、チルド品については例外は

 あるものの当日 8:00～9:30までに納品しなくてならない。魚、肉、牛乳
については 5℃以下で納品。野菜については、まるものは通常トラックで
納品可能であるが、カット野菜等については前日処理の物を冷蔵車で納品。

 尚、食品を手にする者については検便の実施が必要。

(4)入 金
 原則的には、月末締切の翌月末までの支払。しかし、給食費の徴収は、5
月～2月の 10ヶ月で行っているところがほとんどで、4月分については
給食費が集まってから入金という場合も多く、学校によっては 2ヶ月以上
の遅れが発生する場合もある。
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4.実施内容詳細

１．学校給食施設に提供した一次加工品について 

今回の事業で学校給食施設に提供した品目、加工形態については下表のとおり。供給期間が短か

ったため、実際に用意できる5品目での提供となった。 

①枝豆については、JA岩出山で昨年夏に収穫した湯上り娘という品種の物である。弊社でテスト製

造したもので、青果価格にて原料を購入している為本来の販売価格は2000/Kになる。 

  現在、今期生産に向けて原料価格と作付面積、流通方法を検討中。 

②蓮根につきましては、例年弊社で取り扱っている伊豆沼産の蓮根を販売。食感の良いのが特徴なの

で、あえて加熱処理をしていない。昨年は、九州、四国、茨城とも不作で価格が高騰して 

  おり品不足。四国産の水煮蓮根で、1,500/Kくらいの相場。 

③チンゲン菜については、北関東が不作で青果価格は上昇中。ダイアファームのチンゲン菜は、今期

初めて加工したが色も食感も良く価格的にもバランスの良い商材となった。 

④人参については、冬季の糖度の高い人参を使用している。今回は、ペーストのご案内でしたが 

 一口サイズの乱切り、15㎜のダイスカットも対応可能。 

⑤かぼちゃについては、例年7月より加工を行っている。ダイスカットの他に、ペースト、乱切り、

天ぷら用スライス、かぼちゃ天ぷらの提供が可能。 

28年度予定しているその他の県内産野菜加工品  

  ①松島、愛島産たけのこ水煮 →ホール、千切り、短冊カットを予定 

  ②栗原、大崎産ズッキーニ  →2センチカット、コインカットを予定 

③山元産さつまいも     →乱切り、ペースト、やきいもを予定 

④大崎産ブロッコリー    →ミニカット、茎のダイスカットを予定 

⑤大崎産白菜        →3センチカット、味噌汁用千切りを予定 

⑥蔵王産大根           →おろしを予定 

※その他、里芋、ずいき、パプリカ、いんげんについて生産を検討中。   
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【品目】 【生産】 【加工形態】 提供価格 2 月生鮮価格

1 ・えだまめ JA岩出山 むき（冷凍） 1,500/K  なし 

2 ・れんこん 伊豆沼れんこん組合 カット、ホール（フレッ

シュ加工） 

2,200 ～

2,450/K

2,000/K 

3 ・チンゲンサイ ダイアファーム（鹿島台） カット（冷凍） 600/K 800/K 

4 ・にんじん JAみどりの ペースト（冷凍） 520/K 327/K 

5 ・かぼちゃ JAみどりの・JA加美よつば ダイスカット（冷凍） 560/K 851/K 



5.結果と課題
(1)一次加工品の企画
別添資料 1、2にあるのは、JA加美よつばと JAみどりのの園芸品目の年
間カレンダーである。宮城県の農産物は、加工用野菜を栽培している専業

農家は少なく、特に給食で必要とされている根菜類(じゃがいも、たまね
ぎ、人参、里芋、さつま芋、かぼちゃ等)の生産については、必要量以上
の作付は、行っていない。作付から収穫を考えると、できれば 6ヶ月、少
なくても 4ヶ月前に使用作物がわかっていないと供給時期に野菜を集め
るのは難しい。特に今回は事業開始時期が、冬場で収穫できる作物がなく

献立作成がすでに終わっていた為、限定的な提供となった。別添資料 3 
の事前アンケートで使用したい作物の一覧で取り上げられている野菜は

 ほぼ、県内で作付可能であるが原料確保の為には、作付から生産者と協議

 していく必要がある。また、市場の青果価格と加工原料価格については、

 大きな開きがある為、コスト削減の努力も生産者としっかり打合せていか

 ないと、給食費で使用できる価格帯のものにならない。

(2)製造
工場で生産するには、その日確実に指定の量の原料が入荷することが

 必要である。しかし、生産量の少ない宮城県では当日まで入荷量がわか

 らない場合が多い。今回のチンゲン菜も収穫してみたら、予定の半量しか

 収穫できず、工場を半日遊ばせる結果となった。根菜類は、現地で数日

 原料を集めて必要量に揃えることができるが、葉物は収穫してすぐに加工

 する必要がある為、コントロールが難しい面がある。

(3)配送
 大崎市の給食施設は、先に記載した通り現在 27ヵ所ある。現行の納品で
は、フレッシュ野菜は当日 8:00～9:00までの納品時間に限られており、
現行で、時間内にすべての施設に野菜を納品するのは不可能である。ちな

みに仙台市では 野菜の納品は使用日の前々日の午後となっている。前日

午後に、洗浄を行い、使用日に処理する段取りである。せめて、前日午後

納品であれば現行でも納品はほぼ可能になる。更に別添資料 4にあるよう
に、大崎市の給食センター化が進み、7ヵ所で午後納品であれば安定して
納品できるので、これは教育委員会とも今後話し合っていく必要がある。
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(4)コスト
 コストについては、九州、北海道等の加工野菜の先進地区と比較すると

 圧倒的に原料価格が高い。これは、加工野菜を生産するという仕組みづく

りができていないことが一番の原因である。生産量が少ないこともコスト

を上げる原因である。又、青果の取引は 15日、長くても 30日の取引に
なるが、給食の献立にあわせて冷凍品の生産を行うと、在庫期間が最長

13ヶ月分、保管料と原料費の建替えが生じるので資金繰り的には非常に
きびしい。

(5)意見交換会の実施内容
3月 22日大崎市岩出山庁舎第 3会議室にて PM2時より開催
 出席者 古川第一小学校   技術主査  遠藤 由美

     古川第四小学校   栄養教諭  尾形 美穂子

     宮沢小学校     技術主査  及川 和子

     田尻給食センター  栄養士   山口 淑子

     大崎市教育委員会  技術主査  佐々木香代子

               技術主幹  伊藤 純子

JAいわでやま 主任補佐  高橋 大樹

JAみどりの    園芸課 三神 仁

     マルヒ食品㈱    常務取締役 佐藤 香織

     宮城県農林水産部  技術補佐  千葉 啓嗣 

               技師    齋藤 達彦 

 提供品目 5品
     ・えだまめ

     ・かぼちゃ

     ・れんこん

     ・チンゲン菜

     ・人参

 提供実施施設

     学校給食センター      3施設(計 3回) 
     単独校 小学校       5施設(計 8回) 
         中学校       2施設(計 5回) 
     保育所、支援学校等     5施設(計 6回)
     合 計          15施設(計 22回)
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現状での地場産品の活用の現状

 宮城県の地産地消の比率は約 26%。大崎市内は、更に地産地消率が高い
との話もあるが、現状維持が精いっぱいとの声あり。理由としては、近く

の八百屋さんが宮城県産の野菜を配達してくれない。JAが高齢化等を
 理由に、野菜が集まらないので納品できないと断られた等。白菜について

も、宮城県産を入手できないとの声あり。

地域での取り組み

27ヵ所がまとまって、取り組んでいるものは現状ない。教育委員会でも
 紹介にとどまっている。そこには、献立が個々に作成されている為、数量

 使用時期等の取りまとめがしづらい現状と、すべての施設に納品できる業

者と、生産者の連携ができていない点も挙げられる。

課題

 共通献立と使用量の取りまとめが絶対条件。施設によって、一次加工品を

 望むところ(食数が多く、下処理が難しいところ)と、フレッシュを望む
 ところ(比較的に食数が少ないところ)の調整が必要。生より高くなるので
は、給食費的に難しいとの声もあり。

一次加工品の活用現状(県産にこだわらない)
 すでに、国産冷凍野菜、水煮の使用はどの施設でも行っている。中国

 食材への不安から、国産野菜へシフトしている食材は多い。特に、青果

 で購入すると下処理に時間がかかるもの(里芋、むき枝豆、かぼちゃ等)、
 青果の出る時期が短いもの(いんげん、ブロッコリー、菜の花等)について
は、冷凍加工品が主流である。大豆、レンコン、たけのこについては、

 水煮の使用が主流である。

今回の事業で県産加工品を使用した感想等

 ・枝豆については、むき枝豆での提供で「ひじきの煮物」「ポテトサラダ」

「おから」等のメニューで使用した。大粒で、香りもよく引き続き使用

したいとの声。

   ・かぼちゃについては、「かぼちゃサラダ」「シチュー」「みそ汁」等に使

用。皮付でも、硬くなく色も甘味も良いとの評価。スープ用にペース

トの要望あり。

   ・れんこんについては、「煮物」「きんぴら」で使用。高いがおいしい。
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・チンゲン菜については、中華スープで使用。炒め物でも使用したい。

   ・人参については、ペーストで提供。「人参スープ」に使用。千切り、

    ちいさな乱切りについても希望あり。

今後の要望

 ・ブロッコリー、いんげんを県産品にしてほしい。

 ・じゃがいもの皮剥きハーフがほしい。

 ・たまねぎの皮剥き、芯とりがほしい。

 ・白菜のざく切りがほしい。

 ・じゃがいものあら砕きをポテトサラダに使用したい。

 ・コーンはできないのか。

その他

 討議の中では、価格についての心配が大きかった。生産者、製造メーカ

ーとしては、給食で使用する規格はきびしくロスが多く出るのでそこを

 改善してほしい。例えば、ブロッコリーについては、可食部分が 40%を
 切る状況になる。廃棄にまわる茎の部分をスープなどに使用すれば価格

も下がるとの提案をした。施設側では、茎部分もきんぴらやスープで使

用可能との声あり。今後、教育委員会を軸に、野菜を丸ごと利用する企

画をぜひ考えていきたいとのまとめとなった。とりあえず、今年はかぼ

ちゃ、いんげん、ブロッコリー、じゃがいもについて後日検討する。教

育委員会を軸に、共通献立を作成し使用予定時期とおおまかな数量を試

算していくことで合意。 
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6.評価・分析
(1)一次加工品の有効性(メリット) 
 県内産の野菜の生産時期は短く、献立使用日に必要量の確保が難しいもの

 が多いが、加工することで安定した数量の確保が可能。又、下処理に時間

 を要するものは、大きなセンター程生での使用が難しい為、加工すること

 で使用が可能になる。流通としては、冷凍加工品については、前日納品で

 き、物流の合理化が図られる。生産者については、青果価格が暴落しても

 安定した再生産価格で生産できる。

(2)一次加工品の課題
 生産者、加工者、使用者の連携が必要。現行では、加工者が在庫リスクを

 すべて抱えているので、多額の資金を必要とする。又、学校用の規格はロ

 スが多いので、コストが嵩む。安心、安全な野菜の加工品を作るには計画

生産が不可欠

(3)利用拡大実現にむけたポイント
 現行の入札システムに頼らない、地域連携の共通献立の作成に基づき計画

 生産を行う。生産品目や、規格の作成には時間を要することから単年度の 

 取組ではなく、長いスパンでの計画が必要と思われる。又、宮城県内には

 農作物の貯蔵倉庫がないので、青森県のように原料の集荷、貯蔵について

 も、再考する必要があると思われる。今回の事業を通じて、生産者、流通

   メーカー、使用者が一同に会し、問題点を洗い出したことで、地産地消

についての新たな光を見出すことが出来た。これを一過性のものにせず、

   地域一丸となって、事業を拡大していきたいと思う。 
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