
補助について 課題 調査の実施 （参考） 課題 （参考）

（１）貴市町村（貴管内）において、学校給食での地域産食材の利用率・品目数の向
上に向けた取組や学校給食施設への働きかけを行っていますか。行っている場合
取組内容をご記入願います。

（２）貴市町村（貴管内）において、生産者への学校給食での地域産食
材の利用推進に向けた生産用資材導入費の補助や作付け誘導、学校
給食実施主体への地域食材導入への補助などを実施していればご記
入願います。

（３）貴市町村（貴管内）において、学校給食での地域産（県産）食材の
利用率・品目数の向上に向けた取組の課題についてご記入願いま
す。

貴市町村（貴管内）において独自に、学校給食における地域産（国産・県産）食材の利用率や利
用品目数を調査していますか。
調査を実施している場合は調査の結果（最新の結果含め３年(回)分）、形式（対象(全施設/抽
出)・期間(年間・特定期間)・調査内容(利用品目割合など)）をご記入願います。【調査様式を添付
していただいても構いません】

地場産物活用状況調
査（Ｈ２５　農園課）
（％）

（１）貴市町村（貴管内）において、米飯給食の実施回数増加のために
米飯給食への補助等を実施していますか、実施していればその補助
内容についてご記入願います。

（２）貴市町村（貴管内）において、米飯給食の実施回数を増加させる
上での課題についてご記入願います。

米飯実施回数
（Ｈ２５スポーツ
健康課）　　（回
／週）

白石市 産業部農林課

平成１８年８月から、みやぎ仙南農業協同組合白石地区事業本部や地元野菜果物等の生
産者と連携し、地産品を地元で消費する地産地消を行っている。
なお、学校給食センターでは「米、大根、ねぎ、白菜、キャベツ、チンゲンツァイ、ちぢみ雪
菜、ちぢみ小松、りんご、キウイフルーツ、しいたけ、凍り豆腐」などの品目で利用率の向上
に努めてきたが、福島原発事故の影響で使用できない時期があった。現在も「りんご、キウ
イフルーツ、しいたけ、凍り豆腐」などの品目が使用できない。

行っていない
福島原発事故の影響により、保護者からは学校給食で地元の食材を使用し
ないで欲しいとの要望がある。

 実施していない 14.9 実施していない
児童・生徒から週２回以上のパン食を希望されているが、「白石産米（地元産
米）」の消費拡大を理由として、週４回の米飯給食を実施している状況。

4.0

角田市   19.5   5.0

蔵王町   5.2   4.0

七ヶ宿町 産業振興課 行っていない 行っていない 特になし 実施なし 10.5 実施なし 特になし 4.0

大河原町
学校給食へ提供できると思われる農家へお願いし、「いつ（時期)・何を(品目)・どの位(量)」
提供できるか年間スケジュールを報告してもらっている。それを基に、給食センターから農
家へ納品依頼している。

行っていない
兼業農家が多く、自家消費できる位の作付けしかしておらず、学校給食に提
供できる農家を探すのが大変である。

【米飯】Ｈ２４年度仙南産米100％、Ｈ２５年度大河原町産米100％、Ｈ２６年度大河原町産米100％

【野菜・果物】数量ベースとなります。
H24度産　町内産6.14％　県内産15.8０％　県外産(国産含）78.06％
H25度産　町内産8.62％　県内産12.74％　県外産(国産含）78.64％
H26度産　町内産3.94％　県内産16.12％　県外産(国産含）79.94％（11月現在）

23.0 補助なし
平成２５年度より米飯を週４日（以前は週３日）に増やしたが、アンケートなど
によりパン食を以前と同じ位に増やしてほしいとの声もかなりある。

4.0

村田町 30.0 3.5

柴田町 農政課 行っていない 行っていない  行っていない 19.7 実施していない  3.0

川崎町   26.3   

丸森町 農林課農政班 行っていない 行っていない 関係者の相互理解の促進のために、意見・情報交換の場の設定等、連携体制

 ・学校教育課で６月と９月の各５日間を対象に共同調理場１施設を調査。
・食品類は、いも及びでんぷん類、豆類、豆製品類、緑黄色野菜類、その他野菜類、果実類、きのこ類の
７種。
・調査内容については別添のとおり

24.1 実施していない 現在、丸森町では週４回が米飯給食であり、実施回数としては適性であると考 4.0

仙台市

毎年６月の「せんだいっ子給食月間」、１１月の「すくすくみやぎっ子みやぎのふるさと食材
月間」において、学校給食における地域産食材の活用をはかる全市的な取り組みとして、
仙台市内の学校給食の献立に仙台産や県内産の食材を積極的に取り入れています。
また、「全国学校給食週間」では、献立に、地域産食材を使った「郷土料理」を取り入れる等
しています。

行っていない

給食センターでの食材は、登録業者による見積合わせにより、金額と品質の
両面から選定を行っているが、多量の食材を安価かつ安定的に調達するこ
と、また、見積合わせの時期が使用月の前々月であり、産地での収穫量の
急変も考えられることから、産地を指定しての見積合わせは応札が少ないた
め、実質、品目数の向上につながっていない。

17.2 3.1

塩竈市 19.3 2.4

名取市   14.9   3.0

多賀城市 市民経済部農政課 地場産食材利用拡大のため農協との調整を図っている。 行っていない
・学校給食へ納められる生産者の人数が限られている。
・センターへの納入規格遵守が難しく、数量が揃えられない。

地場産野菜発注量については別紙のとおり　【別紙】 28.1 実施していない 米飯給食とパン給食とのおかずの価格調整で給食費増大への懸念。 4.0 【資】

岩沼市   21.8   3.0

亘理町 農林水産課農政班 行っていない 行っていない

・給食センターの食品規格以外（品質や形）の作物を使用するのが難しい。
・夏場の期間は、安全な給食運営のため、衛生管理の関係上、傷みが早い
食材の使用が難しい。
・計画的に予定通りの作物収穫ができれば、給食に取り入れやすい。

【　米    飯　】県産、郡産を使用しているが、調査は行っていない。
【野菜・果物】調査している。【別紙】

16.5 実施している（１人１食３円の補助）
 ・現在、週４回の米飯、週１回パン給食を行っていて、バラエティ豊かな給食
を実施するためには、米飯給食の回数は現在の状況で適当と担当部署は考
えている。

4.0 【資】

山元町
栄養教諭・栄養職員に対し、給食食材の購入にあたり、可能な限り地場産食材を活用する
ように指示している。

行っていない
栄養教諭・栄養職員の地場産食材利用への意識は高いが、給食費との兼
ね合いがあるため、安価に購入できる県外産を選択することが少なくない。

独自の調査なし 14.6 実施なし 特になし 4.0

松島町 　 　 19.6 　 　 3.0

七ヶ浜町 3.0

利府町 29.5 3.0

大和町 16.7 4.0 米飯補助あり（４回の

大郷町 農政商工課
大郷町地場農産物利用推進委員会による地場産食材の利用促進と利用率向上のための
取組を行っている。
(食材規格や納品スケジュール確立などの調整）

行っていない

少ない食料費の中で、割高な地場産品を使用している。
安定した量の供給と品質、価格が保証されていれば地場産をもっと使用でき
る。
使用する立場で地場産品の使用する意識は高まっていても、生産者側で給
食センターへ提供する意識が高まらないとかみ合わない

　【　米　飯　】平成17年度から大郷産米を使用、米飯回数はH25.4から週３回から４回
　【野菜・果物】平成２５年度　１７品目　全体購入10，376.2ｋｇ　うち県内産3，350.7ｋｇ　　　32.3％
　　　　　　　　　平成２４年度　１６品目　全体購入10，529.0ｋｇ　うち県内産4，366.5ｋｇ　　　41.5％
　　　　　　　　　平成２３年度　１５品目　全体購入13，382.4ｋｇ　うち県内産4，647.9ｋｇ　　　34.7％

39.3 　 　 4.0 【資】

富谷町 学校給食センター

学校給食食材の安定確保に向けて、給食センターで使用する作物の品質や量、規格を提
示し、それに合わせて、生産者、産業振興課、JAあさひなとで農産物の生産計画を提示し
ていただいています。献立作成においても、年間の学校給食食材出荷計画一覧を参考にし
ながら、地場産物の優先使用に努めています。
また、サトー商会を通して、富谷町の農産物をデザート等に加工してもらっています。
例）・お米のムース（平成２５年度より）　・ブルーベリーゼリー、ブルーベリークレープ（平成
２５年度より）
　 ・トマトゼリー（平成２６年度より）
　今後、さらにポテトコロッケやトマトを使用した製品を加工していただく予定です。

行っていない

・使用量に合った生産性。
・規格に合うサイズの納品。
・年間を通して使用できる野菜の生産。
・安定した供給が困難。
・第一次産業の普及。

【米飯】
100％富谷町産の米を使った米飯を供給しています。

【野菜・果物】
　別添　資料
・地場産品月別使用割合
平成２４年度・平成２５年度・平成２６年度１１月分まで

16.9 なし

完全米飯給食にした場合、献立は和食中心となり、子どもたちからの要望の
ある洋風の献立の組合せが難しくなる。
例）ごはんにグラタンやごはんにトマト味のスープ等
子どもたちの希望を聞くと、米飯も好きだがパンも好きだと答える子どもたち
が多く、現在のように米飯３回、パン２回であると、和食・中華・洋食等子ども
たちの要望に沿った、バラエティーに富んだ献立を実施することができる。

3.0 【資】

大衡村 44.2 4.0

備　　　考

大
河
原

仙
　
台

市町村名 回答部署

３　米飯給食の実施について

米飯補助の実施取組事例

１　学校給食での地域産（県産）食材（野菜・果物について）利用推進への取組について ２　学校給食における地域産（県産）食材の利用率、利用品目数について



大崎市 33.2 3.9

色麻町 行っていない 行っていない 調査していません。 32.6 実施していません 週５日の給食実施の中、４日を米飯としているのでこれで充分と考えます 4.0

加美町 農林課農業振興係
【学校給食地産地消事業】
年２～３回（今年度は２回）加美町にあるすべての小・中学校、幼稚園(私立を含む）認定こ
ども園及び保育所で統一メニューのほぼすべてが地元産食材の給食を提供している。

行っている
各学校に補助金を交付している。
学校給食に特化した生産者への補助は行っていない。

中山間地のため食材の周年供給が困難 していない 39.5 していない 米飯給食を週３～４回実施しているため課題は特にない。 3.7

涌谷町 行っていない 行っていない
生産者と給食センターでは食育についてのとらえ方が違う。双方の考えを尊
重し、センター側からの要望に生産者が応える形と、生産者が旬のものを給
食センターに提案する形の両方の形を考える必要がある。

調査していない 43.5 実施していない
涌谷町では平成２３年の１１月より涌谷町の米を１００％使った米飯給食の実
施を行っている。

4.0

美里町 産業振興課
みやぎ食育推進月間である11月に、郷土食の「すっぽこ汁」を取り入れた給食を提供する
「すっぽこウィーク」を設け、地域産食材の利用を推進している。

行っていない
生産者グループの高齢化により農産物の生産が難しくなり、学校給食への
提供ができなくなおそれがある。

別紙のとおり 30.9
町内全ての小中学校で週４回米飯給食を実施しており、これ以上の回数を
増加させる予定はない。

4.0

栗
原

栗原市
産業経済部農林振
興課

行っていない 行っていない
年間を通した食材の確保難しく季節的なものになってしまう。
また食数に対応した数量の安定確保が難しい状況である。

調査していない 28.9 実施していない
栗原市では週４回の米飯給食を実施しており、１日だけパン等となっている。
給食に対する子供たちの楽しみや食育的にはこれ以上の実施回数の増加
は難しい。なお、米はJA栗っこから購入している（栗原産米）

4.0

登
米

登米市
産行経済部農林政策
課

平成２１年度から平成２６年度まで国の事業を活用し、委託先のＪＡみやぎ登米から
登米市産食材を学校給食センターへ納品するシステムの構築事業を実施

行っていない

・学校給食のメニューを給食センターごとに作成しているため、給食セ
ンターごとに取り組みにばらつきがある。
・学校給食で使用する農産物の種類・量は把握しているが、契約栽培
を行っていないため生産者へ作付誘導ができない。
・学校給食センターが学校単位の設置からセンター方式に移行し、給
食センターの食数が増加したため、農産物等の納
品については、個別農家が対応することができなくなった。
・市内産農産物の価格が市場価格より高い場合、市内産農産物を無
理に使用することができない。
・行政が主導し、ＪＡ等と市内産食材を納品する事業を実施した場合、
市内の他の納品業者へ影響が出る。

【米飯】
・米については、１００％登米市産を使用している。
・納品の流れ
　　みやぎ登米農協→全農みやぎ→学校給食会（パールライス）→学校給食センター
【野菜・果物】
・別紙のとおり
・調査方法　　年間の給食食材の支払伝票を確認し、地域食材の利用状況を調査（Ｈ２４．Ｈ２５）

43.0 実施していない
現在、週に４回から２週に９回の米飯給食を実施しており、食の多様性
の観点からこれ以上米飯給食を増やすことはできないと考えている。

4.2  

石巻
地元の野菜を農協から購入している。（長ねぎ・ほうれんそう・こまつな・スリムねぎ・わわさ
い（白菜））
地元の野菜を生産者から購入している。（ほうれんそう・こまつな）

行っていない
センター方式で実施しているので、量の確保および品質の統一が難しい。
使用品目を増やしたいが、現在使用している品目のなかで地場産品を使用
できる品目は限られている。

【別添資料】 16.0 補助等の実施はない。
現在週４回米飯、週１回パンで実施している。週５回米飯給食にすると、献立
の組み合わせに制約ができてしまう。

4.0

東松島市 農林水産課
市で策定している「東松島市食育推進計画」において、学校給食での地域食材活用デー
「イート給食」の実施目標回数を示している。

行っていない 給食施設の食数に対して供給できる生産量を確保することが難しい。
・地域食材活用デー「イート給食」の実施回数の把握
・地域食材使用品目の把握

31.9 実施していない 4.0

女川町 13.4 3.0

気仙沼市
教育委員会学校教
育課保健給食係

県産農林水産物の消費拡大への協力依頼等があった場合、各施設へ協力依頼を行ってい
ます。

・地元農家の生産が追いつかず、給食材料までまかなえない。
・農協の配達時間と調理場の納品時間の関係もあり、配送してもらえない調
理場もある。
・一度の使用量が多く、品質の良いものを大量に使用すること、品質に問題
があった場合の返品等のリスクを考えた場合、農協から返品できないことは
大きな問題である。

【米飯】　県内産「ひとめぼれ１等米」使用

【野菜・果物】資料…〈県調査様式〉
22.4

当市では、週５日のうち４日を米飯給食としている。他１日については、パン
やパン麺の日となっているがパンについても米粉パンを提供することもある。

4.0

南三陸町 33.0 4.0

みやぎ仙南営農経済部園芸課 行っていない 行っていない
納品数量が少ない
日が限定されているので出荷できない
リスクがある

なし なし
費用面
PTA等の理解

仙台 営農部販売業務課
地場産の野菜を使用する学校において依頼があればできる限りの品目を納品
（供給量、価格面において折り合いがつけば）

行っていない

給食となると一人当たりの給食代というものが決められるため一定の価格で
納品となるが市場相場と隔離した価格での納品に生産者が理解をしてくれる
か（拡大等する場合）また年々高齢化が進んでいるため若い生産者の確保
が必要。

調査していない 実施していない 米については直接納品はしていません

みやぎ亘理
名取岩沼

あさひな 園芸特産課
・管内の年間供給計画表の提出
・加工品や果物の使用提案

行っていない

・高齢化により生産者の不足があり、異物混入等の防止に苦慮している。
・各町村に担当を置いているが見積、発注、集荷、検品、納品までに人件費
がかかりすぎる。月々での単価見積ではなく年間通じての値決めをし、相場
がそれより高く推移すいる場合は補填してもらえるのであれば生産者も作り
やすいと思う。

岩沼市

古川 行っていない
行っている
年一回地場産給食の日に食材を無償提供している。

・生産者の高齢化
・品目、量の確保
・各学校への配送手段

調査していない 実施していない
管内では週５日のうち４日米飯給食となっている。週５日にするためには学
校側での課題と考える。

加美よつば 行っていない 行っていない 調査はしていません 補助はしていません

いわでやま
みどりの

栗っこ 園芸課 行っていない 行っていない
取扱量が少ない
集荷と配送が問題

みやぎ登米営農企画課

・各学校給食センターへ食材を配達しており、月毎にセンターへ食材提供可能一覧表を提
出している。
・品質の確認と利用率・品目数の向上のため、栄養士の方々と共に生産者のほ場見学を
行っている。
・毎月「JAみやぎ登米食材情報」発行、メール。

・食材の品質向上・生産量増加のため講師を招いて栽培講習会をおこなってい

・センター側の調理時間（前処理時間の確保）
・生産者へ無農薬→減農薬の指導、補助金
・部会（周年栽培可能野菜→計画栽培）
・センター側年間献立表作成、献立表変更への対応
・センター、学校側からの生産者への招待イベント(生産意欲の向上）
・配送ガソリン代、配送車両、人件費節約→前日準備、予冷庫整備
・JA食材利用手数料還元（利用率の向上）
・高値通年単価設定(収入の安定）
・センター統一品目の発注→栽培品目の選定

別紙資料【登米市内各学校給食センターへの納入実績(数量・金額）品目別納入実績など】 【資】
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