
平成22年度「すくすくみやぎっ子　みやぎのふるさと食材月間」調査結果
■学校給食の地域食材利用について取り組んでいる事例　（抜粋）

学校・施設名 取組事例

仙台市荒巻学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○牛乳・大麦・米は100％県内産であること。
○赤みそは仙台みそを使用すること。

仙台市太白学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○麦ご飯給食　平成21年度小21回，中21回実施。
○牛乳は県内産。米飯は県内産ひとめぼれを使用。赤色辛みそ県内産。

仙台市立旭丘小学校
○明成高校とタイアップして，仙台白菜の紹介，展示，明成高校で作った白菜を提供してもらう。
○試食会実施（さめ，ふかひれメニュー）
○掲示・給食だより等での啓発

仙台市立広瀬小学校 通常業者さんとの情報交換

仙台市立川前小学校
○地域の生産者で作られた野菜を使っての親子料理教室
○麦ごはんを年間３４回位実施
○毎月19日を食育の日として，地場産品を使用しての給食を実施

仙台市立大倉小学校
○麦ご飯給食を年間１２回実施。
○学童農園で子どもたちが育てた野菜，校地になる柿の利用

仙台市立榴岡小学校

○宮城野区の野菜をＪA仙台を通して年間通して納入してもらっている。話し合いをもちながら行っている。
○宮城野区の米・野菜生産者に３年生・５年生の授業にゲストティーチャーとして協力してもらっている。
○ＪA仙台の協力をもらって１～６年の栽培体験を実施している。（校地内の花壇等を利用）
○学校給食週間中に宮城県の食材を活用して，郷土料理を紹介する取組を毎年実施している。（日替メ
ニュー５日間）

仙台市立中野小学校
○毎月19日（食育の日）に合わせて，宮城県の郷土料理や地場産品を利用した献立の実施
○生産者団体と納入計画について会議の開催

仙台市立岡田小学校
○５品目前後の野菜・みそについて，ＪAを通して地元の岡田の農家より購入（通年利用）
○麦ご飯給食を年間10回実施

仙台市立東仙台小学校
予定献立表等で保護者へふるさと月間についてお知らせした。
学校農園でとれたさつまいもを食材として使用し，お昼の放送・掲示物で収穫の様子を紹介した。

仙台市立鶴谷小学校 毎月19日の「食育の日」に地域食材を使用した献立の実施

仙台市立燕沢小学校
地域の生産者の協力を得て，児童が体験学習としてもち米・さつまいも・たまねぎ・スナックえんどうの収穫を
行っている。その収穫物を給食で全校児童が味わう取り組みを行っている。

仙台市立幸町南小学校 毎月19日「食育の日」に合わせて，地域食材を利用するように献立に取り入れている。

仙台市立荒浜小学校

【学校農園】
○地域の方の協力により，児童が体験学習として稲刈り，さつまいもの苗植えを行っている。
○学校農園で収穫されたさつまいもを使って，大学芋を給食で提供。
○学校田で収穫した米を全校で給食時間に食べる。
【児童への啓発】
○給食時のミニたよりで，地元産食材紹介を行っている。

仙台市立古城小学校 近隣の農家から直接野菜を購入している。

仙台市立蒲町小学校
○給食だよりにて保護者に紹介
○学級へのお便りにて児童に紹介

仙台市立向山小学校
○３年生と５年生が学習でお世話になっている農家から，可能な野菜を納めてもらっている。
○季節に応じた宮城県の郷土料理を給食に取り入れている。

仙台市立西多賀小学校
○麦ご飯給食を月１回実施
○地域の方から旬の地域食材を提供していただいている

仙台市立四郎丸小学校 麦ご飯を年間１０回以上実施

仙台市立坪沼小学校
○地域の農家に協力を依頼し，月数回程度，新鮮で旬な野菜を納入してもらっている（地産地消メニューの
実施）
○通常業者（八百屋）に，できるだけ県内産および仙台市産の野菜を取り扱ってもらえるよう依頼している

仙台市立湯元小学校 「みやぎスペシャルデー」の設定

仙台市立大野田小学校 毎月19日（食育の日）に地域食材を使用した給食を多く取り入れるようにしている。

仙台市立芦口小学校 麦ごはん（月２回程度），米粉パン（年間９回）使用

仙台市立東四郎丸小学
校

○通年，地域で生産される野菜を利用（農家・生産者グループ）
○給食だよりによる保護者への啓発
○掲示資料による児童への啓発

仙台市立人来田小学校 麦ごはん給食を年間10回程度実施（月１回位）

仙台市立西中田小学校 地元の野菜出荷組合の協力で，直接野菜の発注・納入を行っている。

仙台市立郡山小学校
地域の生産者の方に講師になって頂き，５・６年生の児童が体験学習として米作り，野菜作りを行っている。
また，収穫物はＰＴＡバザーにおいて児童による販売を行い，地域の方に提供している。

仙台市立長町南小学校
○地域食材を積極的に利用するよう心掛けて献立作成をすること
○ご当地料理の献立に加えること

仙台市立富沢小学校
○ポスターの掲示
○給食の食材の紹介（給食時の校内放送やクラス巡回時の紹介など）
○食育コーナーでの掲示

仙台市立寺岡中学校 食育コーナーに宮城県の地図を掲示し，地域食材と産地を貼っている。

仙台市立松陵中学校
○地域の方の畑で収穫した大根の使用（例年，年２・３回程度）
○学校農園で収穫したじゃがいも・さつまいもの使用
○野菜納入業者（八百屋）に，地域食材納入の依頼

石巻市渡波学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

小松菜・スリムねぎ・長ねぎ・ほうれんそうの４品目については，ＪＡ石巻との連携により通年利用している。
（献立表の食品名に太字で記載している。）
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学校・施設名 取組事例

石巻市河南学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○ほうれんそう・小松菜・長ねぎ・スリムねぎはＪＡと生産者グループを通して通年石巻産や東松島産を使用。
○鯨は年間４回使用（石巻市６センター共通献立）
○かきは年間２回使用

石巻市牡鹿学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○ほうれんそう・小松菜・長ねぎ・スリムねぎについてＪＡとの連係により通年利用。
○鯨肉を使った給食を毎月１回実施。
○河南産大豆を使った豆腐を毎月１回利用。

塩竈市立第二小学校
○塩竈市栄養士会で一年間の地域食材やふるさと給食メニューで，地元のものを取り入れる計画を立てな
がら給食運営を行っている。
○塩竈市教育フォーラムの中の給食まつりで，しおがま汁の試食を行っている。

塩竈市立第三小学校
○塩竈市の学校給食にて，地場産物を活用した献立の実施
○米粉パンを10回／年利用，米粉めんを１回／年利用

塩竈市立浦戸第二小学
校

11/15は，「かまぼこの日」とし，蒲鉾組合からかまぼこを無料で提供されます。献立に「おでん」で児童・生
徒に出しました。給食だよりにもＰＲ。

塩竈市立月見ケ丘小学
校

ふるさと給食として，市内の特産品である練り製品や水産加工品を使用した献立を取り入れている。

塩竈市立第一中学校
練り製品関係については，塩釜蒲鉾連合商工業協同組合と学校共同購入物資担当（市校長会議）にて，契
約にて通年利用

塩竈市立第二中学校
ふるさと給食を年間計画に基づいて実施
練り製品については，塩釜蒲鉾連合商工業協同組合を通して一括注文，価格の安定をはかっている。

塩竈市立第三中学校
地域の食材を利用するため塩竈市学校栄養士会では，地域食材を使った給食「ふるさと給食」の献立を開
発，年間使用献立計画を立て，食材の契約を業者と結び，給食を実施している。

塩竈市立玉川中学校
毎月，塩竈でとれる魚や作られるかまぼこ・のりなどを使用して「ふるさと給食」として献立の中に取り入れて
いる。11月15日「かまぼこの日」には，塩釜蒲鉾連合商工業協同組合さんより給食で使用するかまぼこの贈

気仙沼市立気仙沼共同
調理場

地産地消推進の日を学期に一回ずつ定め，地場産品を数多く使用した献立の日にしている。

気仙沼市立新月共同調
理場

○宮城県産の麦を使用した麦ごはんを月1回程度実施。
○農協を通じて，月10日前後地場産の野菜や果物を給食に使用。
○保護者試食会において，地場産品を使用した献立を実施。

気仙沼市立小原木共同
調理場

○気仙沼市地産地消の日（毎月第一金曜日を含む週の月～金曜）
○気仙沼地産地消推進の日（年３回の予定で実施）
○地元生産農家との「学校給食食材提供者会議」（月１回程度）

気仙沼市立松岩共同調
理場

「地産地消推進の日」（年３回）の実施（市内すべての取組）

気仙沼市立大島共同調
理場

月１回の献立検討会で，ＪＡ南三陸さんから次の月の地場産の紹介を受けている。

気仙沼市本吉共同調理
場

　本吉地区の農家・生産者グループ「あおぞら給食連絡会」が組織化されており，年間通して地元食材を使
用できます。
　今年度は，生産者と栄養士とで，各学校へ出向いての食育訪問（給食会食）を実施しています。
　子どもたちも，学校給食に納めている方と一緒に時間を過ごすことで食材も身近に感じますし，生産者も久
しぶりの給食を楽しみに，また今後の生産の活力にもなっているようです。

気仙沼市立中井小学校
生産団体と納入計画について会議を開催（年４～５回）している。
献立表等を利用し，地域食材の紹介を行っている。
生産団体を招いての給食試食会を開催（年１回）している。

気仙沼市立唐桑中学校
生産団体と納入計画について会議を開催（年４～５回）している。
献立表や給食だより，お昼の放送時間等を利用し，地域食材の紹介を行っている。

白石市学校給食ｾﾝﾀｰ
1.白石産「こだわり米」を学校給食で使用（11月～３月）
2.白石市特産品である「温麺」を学校給食で使用（月１回程度）
3.「学校給食における地場産物利用拡大のための連係会議」への参加（所管：農林課）

名取市学校給食ｾﾝﾀｰ
ＪＡ名取岩沼との連係により，小松菜・チンゲンサイ・ねぎ等については通年利用しており，その他数品につ
いても季節に応じて使用している。

角田市学校給食ｾﾝﾀｰ

○地場産品の日の実施：毎月１回，普通よりも地場産品をより意識して使用した日を設け「地場産品の日」と
して実施。
○週５回の米飯給食：角田産のふるさと安心米を使用し，センター内で炊飯している。
○掲示物の作成：地場産品に関する掲示物（模造紙１枚）を作成し，各学校に掲示
○献立表及び連絡簿：主な材料のうち地場産物について表示
○給食一口メモ：地場産物の紹介を取り入れ，各学校で校内放送等に使用。多賀城市学校給食ｾﾝ

ﾀｰ
○生産団体と納入計画について会議開催（１時季ごと，年間３時季で計画）
○納品規格の緩和

岩沼市立岩沼小学校
○岩沼産の米を使った，米粉パン，米粉めんの実施
○名取岩沼農業協同組合との連携により，地場産野菜を通年利用

岩沼市立玉浦小学校 新規需要米の活用

岩沼市立岩沼南小学校 栄養士会で地域食材利用メニューの開発

岩沼市立岩沼北中学校
○地元ＪＡより定期的に農産物の購入
○地元の米を使った米粉からのパン・麺の購入

岩沼市立玉浦中学校
○米粉パン，米粉，米粉麺の使用（岩沼産米使用の米粉）
○地元産米を使用した自校炊飯
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学校・施設名 取組事例

登米市　各学校給食ｾﾝ
ﾀｰ

○受注・集荷・配送体制を一本化し，市内全ての学校給食センターへ食材を提供できる体制を構築するた
めの事業を進めるＪＡみやぎ登米へ委託した地産地消システム構築実証業務により，円滑に地場産品が使
用できるようになっている。
○登米市学校給食の地域食材の日の実施・・・毎月１回（15日を基準とする。）
○登米市産環境保全米Ｃタイプ使用
○登米市産米の米粉パン使用
○登米市産牛肉活用事業（和牛ブランド作り推進協議会からの助成金）

登米市北方小学校給食
ｾﾝﾀｰ

○小学校と連係して，子どもたちが育てた野菜を給食に利用
○地域食材生産者の方を訪問

登米市新田学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

地元の生産農家の方から無償でいただいた豚肉を給食に使用した。

登米市佐沼中学校給食
ｾﾝﾀｰ

○地元農協から毎月提供可能な野菜の情報があり，積極的に献立に活用
○広報活動等・・・各種おたより発行・クラス訪問・試食会等

登米市豊里・登米学校
給食ｾﾝﾀｰ

○学校訪問や献立表，給食だよりでの地場産品使用の紹介
○ＪＡからの生育状況の情報の活用

登米市米山学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○学校訪問で地場産品の紹介
○「お家の人とクッキング」地域食材を利用した郷土料理の実施

登米市石越学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○学校給食地域食材の日（石越の日）を設定
○生産者試食会の開催（石越小学校今年度２回実施）
○児童による生産者インタビューの実施（石越小学校今年度１回実施）
○生産者の紹介（掲示物・給食時間の校内放送・おたより等）
○食材情報の活用（ＪＡみやぎ登米より給食センターにメールでいただきます。）

栗原市鶯沢学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

学校農園（中学校）で，かぼちゃ・さつまいも・コーンを植え，収穫し，かぼちゃはかぼちゃの甘煮・かぼちゃ
シチュー，さつまいもはきんとん・さつまいもの煮物として給食に提供をした。
また，かぼちゃを利用してのおやつ作り：かぼちゃケーキ・クッキー・スイートパンプキン，コーンはポップコー
ン作りを実施した。

栗原市一迫学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○一迫米納入組合より米を購入。年２回，圃場・保管庫の見学を行っている。
○穀菜生産組合より一迫産の野菜を購入。毎月ごとに，納入品目と単価を記載した販売計画表をいただ
き，それを基に購入計画を立てている。

栗原市立岩ヶ崎小学校
○献立表や給食委員会によるお昼の放送を利用し，地場産食材を紹介している。
○学校給食週間の行事として給食委員会が農家を訪問し，野菜作りについてのインタビューを放送で紹介
した。（21年度）

栗原市立栗駒小学校
毎年１月に実施します「学校給食週間」に「ふるさと味めぐり」として宮城県の食材を使用した献立を行ってい
ます。今年は「ささかまぼこの磯辺揚げ」「なめこのおひたし」「カニはっと汁」「しそ巻き」を予定しています。

栗原市立鳥矢崎小学校

○麦ご飯給食を週に１～２回実施
○豆腐・油揚げ等の大豆加工品，こんにゃく，納豆に地域の物で地域業者から
○地域食材月間（週間）に積極的に活用
○月に１回は地元の畜産業者から牛肉を使用

東松島市矢本学校給食
ｾﾝﾀｰ

長ねぎ・チンゲンサイ・小松菜・三つ葉についてはＪＡいしのまき矢本支部との連係により通年利用。

大崎市　各学校及び給
食ｾﾝﾀｰ

市内統一献立による「地場産給食の日」を実施。ＪAから食材提供いただいた。

大崎市岩出山学校給食
ｾﾝﾀｰ

生産者を招いての給食センター見学と試食

大崎市田尻学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○地場産食材給食デーの実施（毎年４回程度）
○地場産食材生産者との交流給食会（３小学校で１回ずつ実施）
○地場産食材（野菜）供給者連絡会議
○麦ご飯を週３～４回実施
○米粉パン給食の実施
○米，ハム・ソーセージ類，プレーンヨーグルト，アイスクリーム，みそ，蒸し大豆，豆腐，しょう油通年利用

大崎市大崎南学校給食
ｾﾝﾀｰ

市内統一献立「地場産給食の日」当日は，三本木小学校で，農協さん，大崎市教育委員会，教育長さんら
を交えての会食会を実施。

大崎市立古川第一小学
校

○９月には保護者を対象に５０名程度の参加で試食会を行っている。
○10月には給食委員会と１年生が育てたサツマイモを給食で味わった。

大崎市立古川第二小学
校

地場産についてのお昼の放送（毎日）

大崎市立富永小学校
○地域食材の紹介（給食の放送，献立表）
○地域の生産グループ（いきいき倶楽部）の方との交流給食会

大崎市立西古川小学校
毎月，献立作成時に翌月納品可能な野菜を確認の上，地場産食材を多く取り入れた献立作成を心がけて
いる。

大崎市立敷玉小学校
○生産団体と納入計画等について年１回会議開催
○地域利用食材の試食会を学校保健給食委員会時同時開催
○生産団体との連携により，「青しそ」を通年利用

大崎市立清滝小学校 ○地域の生産者グループ「育みの会」会員との懇親会及び試食会を実施（11/16）

大崎市立松山小学校
　ＪＡみどりのを通して松山産の野菜を通年利用している。また，毎月食育の日19日に合わせて「松山の日」
を設定し，松山地域の食材をできるだけ多く取り入れている。

大崎市立鹿島台小学校
地場産給食の日実施（副市長・教育次長・ＪＡ関係者・生産者との給食会の開催）
学童農園産野菜の給食での活用（玉ねぎ・じゃがいも・さつまいも・ねぎ等）



平成22年度「すくすくみやぎっ子　みやぎのふるさと食材月間」調査結果
■学校給食の地域食材利用について取り組んでいる事例　（抜粋）

学校・施設名 取組事例

大崎市立鹿島台第二小
学校

○生産に関わった方々を招待しての収穫感謝祭，野外炊飯（児童が生産した野菜を使った豚汁）
○ＪＡみどりの青年部との地域食材利用の試食会，納入計画等会議

大崎市立鳴子小学校 給食祭（３日間）…宮城県の食材を使った郷土食等を献立に取り入れた。

大崎市立中山小学校 給食祭で郷土料理を出し，郷土食や地場産食材の紹介をしている。

大崎市立鬼首小学校

○ご飯の日には麦を入れている。
○できるだけ地域の食材を利用している。
○11/1～11/5を給食週間として，特に地場産の材料を使用しました。
○栄養士の教室訪問
○放送での紹介

大崎市立高倉小学校
○５品目（にんじん・玉ねぎ・じゃがいも・ねぎ・キャベツ）について，農家との連携により通年利用
○業者にも地域で取れた野菜を納品してもらえるようにお願いしている。

大崎市立下伊場野小学
校

○学校畑で収穫した枝豆を使い，収穫祭でずんだもちにした。収穫したさつまいもを給食に使った。
○地域の方が畑で育てたゴマを使い，総合学習の時間の教材として調理実習を行った。

大崎市立古川西中学校 季節生産野菜，味噌，しょうゆ，豆腐，油揚げ，こんにゃく，豚肉，等については業者より通年購入。

大崎市立松山中学校 ＪＡより，季節ごとに提供可能な野菜の一覧表を頂き，通年利用している。

大崎市立古川東中学校 農産物直売所「シンフォニー」さんと毎月連絡をとり，年間を通して地元の野菜や果物などを納めていただい
ている。

大崎市立古川南中学校
毎週火曜日を和食献立の日，毎週金曜日を地場産食材の日として決め，年間を通しできるだけ地域の食材
を積極的に取り入れるようにしている。

大崎市立鳴子中学校
地域食材納入者招待試食会（１１月９日）
麦ご飯給食　年間　９０回実施予定

七ヶ宿町学校給食共同
調理場

○生産者の協力により、児童が体験学習として米を育て、収穫した米を給食で全校に提供
○地域食材を利用した給食を提供する際に、生産者などの紹介文を各校に配布
→保健給食委員会が給食前に全校児童へ紹介
○生産者や直売所との連携により、利用可能な野菜等の情報の収集提供。積極的な活用
○地域食材を利用した給食試食会の実施（ＰＴＡ）
○生産農家の見学
○献立表にマーキングを行い、地域食材のお知らせ

大河原町学校給食ｾﾝ
ﾀｰ

○H22年２月に，町役場産業振興課と給食センター，町内の農家代表で地場産物利用促進会議を行った。
○金ヶ瀬中学校が職場体験学習で植えたキャベツを２回（92.5kg）使用した。このことは，給食時間の放送で
全校に知らせた。
○大河原産の米を使った米粉麺を取り扱う業者がいるので，学校給食に活用するための会議を行ってい
る。村田町立村田第一小学

校
○・町特産そらまめ，とうもろこし（みらい），ちぢみほうれんそう，いちごなどをＪＡとの連携で提供。
○毎月３日程度「町内産食材給食の日」として農産物直売所，果樹園などから町内産食材を購入している。

村田町立村田第二小学
校

○ＰＴＡ行事にて，学校農園で収穫されたさつまいもを使用し，さつまいもパーティー実施
○学校給食にて，学校農園で収穫された野菜を提供（じゃがいも・さつまいも・黒豆など）
○特別支援学級にて，学校農園で収穫されたさつまいもを使用し，さつまいもコンテスト実施。町内の生産
者農家を見学・収穫体験し，収穫したものを使用し，調理・加工。訪問した生産者農家・学校農園のお手伝
いいただいた方を招待し試食会実施。
○各学年にて，地元高齢者との交流試食会実施
○ＰＴＡ行事にて，地元で収穫されたとうもろこしを使用し，保護者を招待し，会食実施
○廊下の給食掲示に地場産コーナーを設置し，旬の野菜・果物のポスターと，当日給食に使用する県内産
野菜の展示

村田町立村田第三小学
校

・町特産そらまめ，とうもろこし（みらい），ちぢみほうれんそう，いちごなどをＪＡとの連携で提供。
・毎月３日程度「町内産食材給食の日」として農産物直売所，果樹園などから町内産食材を購入している。
・学校の畑で児童が作った作物を給食に使用している。

村田町立村田第四小学
校

・町特産そらまめ，とうもろこし（みらい），ちぢみほうれんそう，いちごなどをＪＡとの連携で提供。
・毎月３日程度「町内産食材給食の日」として農産物直売所，果樹園などから町内産食材を購入している。
・通年をとおし，学区内の米を使用している。
・学区内のみそ，干ししいたけを生産者から直接購入している。

村田町立村田第五小学
校

・町特産そらまめ，とうもろこし（みらい），ちぢみほうれんそう，いちごなどをＪＡとの連携で提供。
・毎月３日程度「町内産食材給食の日」として農産物直売所，果樹園などから町内産食材を購入している。
・学校の畑で作った野菜を給食に取り入れている。

村田町立村田第一中学
校

○町内産食材の，そらまめ・とうもろこし（みらい）・ちぢみほうれんそう・いちごなどをＪＡとの連携により利用
○毎月「地場産品給食の日」を３日間程度設定し，町内のＪＡや物産交流センター，果樹園，その他商店な
どから町内産の食材を購入し使用している。
○「地場産品給食の日」には，給食時の校内放送で給食ひとくちメモとして紹介している。その他，給食だよ
りや献立表，掲示物などでも使用食材について取り上げて紹介している。
○町内産野菜や果物の納入について，定期的に物産交流センターとの納入計画について打合せを行い納
入品目や日程などを決定している。

川崎町学校給食共同調
理場

○川崎町の食材を使った料理コンテスト（今年２回目。小中学生対象。給食賞に選ばれたレシピを給食に出
す。）

丸森町学校給食ｾﾝﾀｰ
○地元産野菜生産団体との納入についての打合せ
○給食用米穀に地元産米を通年100％使用

亘理町立学校給食ｾﾝ
ﾀｰ

○地元業者が製造している町内産大豆を使用した大豆製品（豆腐，油揚げ，生揚げ等）の使用
○地元業者が製造している県内産こんにゃく芋を使用したこんにゃくの使用
○地元業者が製造している県内産大豆を使用した納豆の使用（月１回）
○町内産いちご，りんごの使用（12月～２月頃）



平成22年度「すくすくみやぎっ子　みやぎのふるさと食材月間」調査結果
■学校給食の地域食材利用について取り組んでいる事例　（抜粋）

学校・施設名 取組事例

山元町　中浜小学校，
山下二小学校

〈町内小学校５年生を対象とした「郷土料理体験事業」を実施〉
　はらこめし・あらじる・りんご・パプリカのきんぴら作り
　地元漁協組合と食生活改善推進委員の協力を得て実施

山元町立坂元中学校 地域に住んでいるボランティアの方々の協力を得，学校給食に提供する野菜を栽培している。

山元町立山下中学校
いちご…農家との連携により通年利用
鮭…漁協組合と連携し，年１～２回利用
ほっき…漁協組合と連携し，年１回利用

松島町学校給食ｾﾝﾀｰ
11月24日に松島地場産食材推進デーとし，今年初めて生産された環境保全米をはじめ，９品目を使用した
給食を提供した。併せて小学校において，使用した食材を展示するとともに生産者に給食を試食していただ

七ヶ浜町学校給食ｾﾝ
ﾀｰ

○町民対象の試食会を実施
○学校訪問時における地場産品の紹介
○食材月間特別号を児童生徒に配布
○地場産マップを作成し（各学校毎），食材月間中に掲示
○献立紹介（毎日）を作成し，食材に関する情報を給食時間中に放送

利府町給食ｾﾝﾀｰ（みん
なのお昼ポテト館）

①毎月実施している「食育の日メニュー」について，11月は「ふるさと食材メニュー」と銘打ち，地域食材を多
く取り入れた献立を実施。
②町産の梨加工品（ジャム，シロップ漬け），わかめを通年利用。
③町産のたけのこを加工し，たけのこご飯として提供。
④町産100％の米飯給食を提供。（11月～４月）
⑤地域食材の生産者を学校に招き，児童との交流給食会を実施。（「ふれあい給食会」）

大和町学校給食ｾﾝﾀｰ
23年１月の給食週間（1/24～28）に郷土料理・地場産品を使用した「ふるさといっぱい給食」を実施。そこで
大和町長の小学校での給食試食会や，食生活改善推進委員の試食会等を実施。

富谷町第一学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○麦ご飯給食を年間１１回実施
○黒川郡教育研究会学校給食部会で、大郷町の生産農家の見学

富谷町第二学校給食ｾ
ﾝﾀｰ

○麦ご飯給食を年間１１回程度実施
○１１月予定献立表への日毎の使用地域食材の明記や、給食時間の校内放送用資料での地域食材の紹
介による生徒や家庭への啓発

大衡村学校給食ｾﾝﾀｰ

○大衡村産の食材は，毎月の献立表で紹介。食材月間について11月の給食だよりで紹介。
○給食センター・農協・生産者との地場産野菜出荷者会議の開催（年２回）
○小学校における生産者との交流給食会（11月29日と30日に実施）
○小学校５年生で「地産地消と郷土料理」について授業実施（はっとづくり体験１時間・地産地消の授業１時
間・計２時間）
○大衡村産の特別栽培米の玄米を入れた玄米ごはんの実施（12月）

色麻町学校給食ｾﾝﾀｰ
○町内の野菜生産者との納入計画の打合せ（月１回）。生産者が納入できる野菜を通年使用。
○教室掲示用の週間献立表で今日の地域の食材を紹介。給食時間に校内放送している。
○小学校において学校給食週間の行事として，地域食材生産者を招いて給食感謝の会を開催している。

涌谷町学校給食ｾﾝﾀｰ

○19日（食育の日）に地域食材使用献立を実施。
○生産者グループとの意見交換会，給食試食会を開催
○農協，産業振興担当課，給食センターとの会議を月１回開催（地産地消で豊かな給食を考える会）
○給食時間に，当日使用する地場産食材の生産者名を放送にて児童が紹介

美里町　各学校及び給
食ｾﾝﾀｰ

11/15～11/19を「すっぽこウィーク」とし，美里町内の各小・中学校で町の郷土料理「すっぽこ汁」を提供し
た。

美里町立北浦小学校 町内一斉の研修で，地場産品の生産場所見学（野菜，しょうゆ，みそ）

美里町立小牛田中学校 地域の生産者からの生産計画の提供

女川町　各小学校 地場水産品地産地消事業により町から６品目提供（ギンザケ，ホヤ，サンマ，かき，ホタテ，鯨肉）

南三陸町学校給食ｾﾝ
ﾀｰ

農協の協力により地域食材を利用。生産団体と納入品目・納入計画について会議を開催（年１回）


