
 

 

 
 
 
 
 
 

 

～子どもたちに生産者の心がこもった地場産野菜を！～ 
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はじめに 

平成 23 年度～26 年度に実施した「学校給食野菜供給拡大事業」では、学校給食に地

場産野菜を供給する生産者組織の育成と供給拡大に取り組んできました。 

そこで、このたび、本事業による取組事例についての事例集を作成しましたので、今後、

学校給食向け野菜の生産・流通に携わる関係者や生産者組織の参考としてご活用いただけ

れば幸いです。 
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１．はじめに 

草津市では、都市化が進み、生徒数も増加

傾向にあり、小学生数 8,000 人を超える状

況となっています。また、平成２８年 4 月に

は、小学校が１校増える予定です。 

生徒数増加に対応するため、平成 25 年 4

月に学校給食センターが建て替えられました。  

市では、建て替えを機に、市内産野菜の利

用を増やしたいとのことで、市役所農林水産

課、給食センター、JA および当課で定期的

に情報を交換する機会をもっています。 

 

２．学校給食での市内産野菜の利用拡大に向

けた情報交換 

①連携会議の開催 

これまで、給食センターでは市内の野菜生

産の状況について把握されておらず、メニュ

ーに反映されていませんでした。そこで、市

内の野菜生産状況について、いつ頃どのよう

な野菜が出荷できるか、新たな品目や地元で

取り組まれている加工品などの情報提供を行

いました。平成２５年度は、月 1 回定期的に

開催し、必要な時は生産者自ら現状を説明し

てもらい、メニューへの反映を進めました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②情報交換による成果 

給食センターへの納品では、入札制度が課

題となりますが、他市町の取組などを紹介し

ながら進めたところ、平成 25 年度には、試

験的に随意契約で市内産キャベツを 12、1

月に納品することができました。また、入札

ではありますが、新たにチンゲンサイや今ま

で使用されていなかった時期にも市内産野菜

を使用してもらえるようになりました。 

 平成 26 年度には、地元生産者が 6 次産業

化で取り組んでいる小松菜ペーストを使った

パンも使用してもらうことができました。ま

た、入札は月単位が原則でしたが、供給でき

る品目については、日単位でも可能となり、

供給しやすい体制となりました。 

 

 

 

 

 

 

３．今後の取組について 

平成 26 年度には、学校給食センターへの

出荷者をグループ化することができましたが、

生産量が安定しないことから、今後はさらに

生産者を増やし、求められる時期に安定的に

供給できる体制を目指します。 

 

４．終わりに 

市役所や JA、給食センター等が連携でき

る体制づくりとこまめな情報交換が重要で、

生産者とともに関係機関が一体となることで

学校給食での市内産野菜の利用拡大を進める

ことができたと考えています。 

 

（お問い合わせ：大津・南部農業農村振興事

務所農産普及課 ℡077-567-5421）

 

ＪＡ草津市学校給食グループ（草津市） 

連携会議による市内産野菜の利用拡大 

大津・南部農業農村振興事務所農産普及課 

関係者による情報交換 

市内産野菜の利用量および利用率 

年度

22 4,290 3.0

23 10,920 9.0

24 8,700 6.3

25 16,480 12.0

市内産利用量(ｔ) 市内産利用率(％)
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１．はじめに 

平成２１年に結成された「栗東食育ファー

ムの会」は、市内の一学区で始まった朝市グ

ループによる給食センター（6,000 食/日）

への給食野菜の供給活動が発展したものです。    

定年帰農者を中心とした 20 代～７０代ま

での老若男女３３名の組織で、会員は市内全

域に広がっています。 

給食への野菜の供給だけでなく、すべての

小学校において４年生を対象とした食育授業

を実施されています。 

また、学校水田の設置や運営の支援、栽培

指導にも協力されています。 

 

２．生産者が運営する自主組織での流通 

会は、数名の役員を中心に運営を担ってい

ます。入札・納品に関してはＪＡに委託され

ており、全員の供給可能量を基にＪＡが入札

に参加します。 

落札された出荷数量は役員が個人に配分し、

各地域で選出されている地域連絡員を通じて

伝達される仕組みです。 

気象状況により供給不足になりそうな場合

は、会員間の調整も役員を中心に行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出荷は、各会員がＪＡへ持込み、まとめて

ＪＡから納品されます。個々の生産量は多く

ありませんので、皆で少しずつ出しあい、出

荷されています。 

栽培技術の向上のため、会員同士の情報交

換の他、品種の比較調査や全員での勉強会な

どが行われます。 

農産普及課では、栽培指導や品種、病害虫

防除などの情報を提供しています。 

 

３．今後の取組について 

地場産の品目数の拡大と、供給数量のアッ

プが目標です。そのために、新しい品目の栽

培にも積極的に取り組まれています。 

 

４．終わりに 

個々の生産量は少なくても、仲間づくりを

通じて生産物を集めることで、給食野菜の出

荷量が拡大されました。 

積極的な仲間づくりやＪＡとの役割分担に

よる出荷労力の軽減、関係機関との話合いに

より価格についても納得できるものとしてき

たことが、取組の拡大・継続のポイントと言

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ：大津・南部農業農村振興事

務所農産普及課 ℡077-567-5421） 

 

栗東食育ファームの会（栗東市） 

定年帰農者を中心に老若男女が活躍！ 

大津・南部農業農村振興事務所農産普及課 

学校給食に向けた野菜栽培 取組の全体の様子 
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１．はじめに 

こうか食育生産者グループは、甲賀地域（甲

賀市・湖南市）の学校給食向けに野菜を生産

するグループです。このグループの生産者が

学校給食向けに野菜を栽培するほ場（畑）を

「食育畑」と呼んでいます。生産された野菜

はＪＡこうかを通じて出荷されています。 

 

 

２．生産拡大について 

「食育畑」の生産者は平成 19 年度に 10

名でスタートし、現在 37 名の生産者がおら

れます。これまで、学校給食における地元産

農産物の利用拡大を図るため、学校給食で需

要量の多いタマネギ、ニンジン、キャベツ、

ジャガイモに着目し、栽培研修会や新規栽培

者の掘り起こしが行われてきました。近年、

甲賀地域の学校給食における地元産野菜利用

率は重量ベースで年平均 20％前後で推移し

ています。 

また、「食育畑」生産者と小学生との交流会

も実施されており、地元野菜への理解が図ら

れています。 

 

３．供給体制について 

管内の学校給食センターでは地元産の利用

拡大に努力されています。また、ＪＡも学校 

給食における地元産野菜の利用拡大に向け、 

 

 

 

 

 

 

積極的に「食育畑」の生産者を中心に集荷、 

供給しています。 

ＪＡから連絡を受けた生産者はＪＡこうか

青果センターを中心に収穫物を持ち込み、そ

こから給食センターに納入されます。    

配送には通いコンテナを利用しており、出

荷箱の準備が不要となることから、運搬の省

力化が図られています。 

 

４．今後の取組について 

これらの活動は、甲賀地域の関係者で構成

される甲賀・湖南食育推進連絡会議での協議

内容や提案をもとに発展してきました。 

農産普及課では学校給食での地元産農産物

の利用を拡大するため、食育畑に取り組む生

産者の拡大、出荷規格に応じた栽培技術の向

上を図ってきました。今後は、出荷規格の緩

和、献立に応じた計画的な生産出荷体制の構

築、規格外品や需要外品の新たな販路開拓が

重要です。そのためにも、生産側と利用側が

折り合う、継続した話し合いが必要です。関

係者と学校給食センター等との定期的な話し

合いを持ちたいと考えています。 

 

 

（お問い合わせ：甲賀農業農村振興事務所農

産普及課 ℡0748-63-6127）

 

こうか食育生産者グループ（甲賀市・湖南市） 

「食育畑」から学校給食への食材供給 

甲賀農業農村振興事務所農産普及課 

「食育畑」交流会 

食育畑の看板 
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１．はじめに 

八日市学校給食野菜生産グループは、地場

産野菜を地域内の幼稚園および小中学校に供

給しています。子どもたちに安心・安全な地

場産の野菜を食べてもらうことで、農業への

興味を持ってもらえるよう活動しています。  

旧八日市市内の生産者や集落営農組織、計

67 戸がこの取組に参加しています。供給し

ている野菜は、キャベツ、ハクサイ、ホウレ

ンソウ、ニンジン、タマネギ、ジャガイモ、

ピーマンなど多岐にわたっています。 

 

２．取組内容について 

入札は、半月分ごとにまとめて実施されま

す。所定期間の半月前に品目や数量などの条

件が給食センターから示され、納入可能な品

目と数量、単価を決定してＪＡが応札します。   

応札単価は、生産者の手取りが市場出荷よ

りも多くなるように設定します。落札された

場合、ＪＡから専用コンテナが各生産者へ配

布され、生産者は必要数量を指定日に指定の

ＪＡ集荷施設へ搬入します。それをＪＡが各

給食センターへ所定の時間までに配送します。 

品質のよい旬のおいしい野菜を供給できる

よう努め、市場への流通ルートも確保されて

いるので、落札できなくても困ることはなく、 

生産者や JA にも負担の少ない仕組みとなっ

ています。 

入札では、単価が 1 割高までであれば、市 

内産を優先的に落札するよう配慮がなされて 

います。また、東近江市の主催により、生産

者代表、給食センターの栄養教諭、ＪＡ、市 

の教育委員会や農林水産課による意見交換会 

が、毎年 2 回を目標に開催されています。 
それぞれの立場から意見を述べて情報交換 

し、相互理解を深める場であると同時に、生

産現場を見てもらう機会にもなっています。 

 

 

 

 

 

 

３．今後の取組について 

八日市地域では近年、キャベツの作付が増

えていることから、これまで不十分だった年

明けの納入の安定化や、新たに栽培が始まっ

た葉ネギの納入を目指しています。また、関

係者の意見交換会では、学校給食関係者に生

産現場を見てもらうばかりでなく、生産者に

給食センターでの調理の実態を見てもらう機

会をつくるなど、より一層の理解と連携を深

める取組も予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．終わりに 

納入する野菜について、量だけでなくサイ

ズも明確にしていくことや、日々の配送の問

題を解決するための中間拠点の整備の必要性

など、意見交換会を通して新たに気付く課題

もあります。生産から消費まで関わる多くの

人々の相互理解を深める取組の継続により、

学校給食を通じた地産地消の輪を広げていき

たいと考えています。 

 

（お問い合わせ：東近江農業農村振興事務所

農産普及課 ℡0748-22-7727） 

 

 

 

八日市学校給食野菜生産グループ（東近江市） 

相互理解を深めよう  
ひろがれ！給食de地産地消の輪！ 

東近江農業農村振興事務所農産普及課 

栄養教諭への葉ネギの説明 
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１．はじめに 

びわこだいなか愛菜館（以下「愛菜館」）は、

近江八幡市と東近江市にかけて広がる大中の

湖干拓地に拠点を構える直売所です。びわこ

だいなか愛菜館学校給食出荷組合は、愛菜館

に出荷している専業農家を中心とした 16 名

の農家によって構成されています（平成 23

年９月設立）。 

学校給食向けの品目としては、キャベツや

ダイコンなどの露地野菜のほか、チンゲンサ

イやコマツナといった施設で栽培される軟弱

野菜、キュウリ、トマトといった果菜類など

バラエティに富んだものとなっています。 

 

２．取組のポイント 

学校給食への地場産野菜の供給は近江八幡

市内向けに平成 21 年から取り組まれてきま

した。学校給食野菜供給拡大事業が始まった

平成 23 年以降は取扱額だけでなく、出荷先

も増やすなど年を追うごとに取組が拡大され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学校給食向けに出荷する場合、「入札」や「運

搬」といった手間や経費が新たに発生してき

ます。本取組では、手間は愛菜館が負担し、

経費は出荷手数料に上乗せするという形で生

産者が負担しています。これによって生産者 

側の売上げは下がりますが、袋詰めや箱詰め 

 

 

 

 

 

 

といった手間や経費を削減できることで、売

上げの減少分以上のメリットが生まれていま

す。また、大中地域はもともと県内有数の野

菜産地であるため、多種多様なニーズに対応

することができます。出荷先も市場や愛菜館

といった複数のチャンネルを持っているため、

落札できなかった場合でも他の出荷先へ振り

向けることができるため、販売に困ることは

ありません。 

学校給食への地場産野菜の供給を持続的な

取組としていくためには、①新たに生じる手

間や経費をどちらか一方が負担するのではな

く、お互いにメリットが出るよう分担するこ

と（Win-Win の関係）、②入札の結果によっ

て出荷先がなくなることがないよう、常に複

数の出荷先を確保しておくことが重要なポイ

ントとなります。 

 

３．今後に向けた思い 

生産者のみなさんは、自分たちが育て、出

荷した野菜を食べているのは「地元のわが子

たち」という思いを持たれており、そのこと

が「やりがい」へとつながっています。 

今後は、そうした子どもたちやその両親、

学校の先生などを畑に招き、お互いの顔を合

わせての交流を行っていきたいと考えておら

れます。 

 

４．終わりに 

現在、多くの学校給食において郷土食や地

元食材を用いた献立を提供する日が設けられ

ています。こうした取組を一層広げていくこ

とで、食育の推進と地場産野菜供給の取組双

方が活性化していくことが望まれます。 

 

（お問い合わせ：東近江農業農村振興事務所

農産普及課 ℡0748-46-6504）

 

びわこだいなか愛菜館学校給食出荷組合（近江八幡市） 

成功の秘訣はＷｉｎ-Ｗｉｎ 

東近江農業農村振興事務所農産普及課 

学校給食等の取扱額の推移 
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１．はじめに 

高宮学校給食野菜生産者グループは、彦根

市高宮町の小規模野菜生産者 12 名のグルー

プです。 

以前は直売所出荷や自家消費のために野菜

を生産されていましたが、当課や市関係部署、

学校栄養職員、ＪＡ等の関係機関により、近

隣学区への野菜供給が可能なモデル学区に選

定されたことをきっかけに、学校給食への野

菜供給がスタートしました。 
 

２．供給体制の整備 

当初は、需給調整や配送、出荷規格等に様々

な課題がありましたが、関係機関や生産者が

何度も顔を合わせて協議が重ねられた結果、

役割分担等が明確になり、供給体制が整いま

した。 

また、当グループでは多くの品目を長期間

供給できる生産体制ではなかったため、既存

の栽培品目について、出荷しやすい時期に絞

って供給が開始されました。 

その後、学校給食でよく利用される野菜の

新規作付や作付拡大が行われるようになり、

供給品目および供給時期が拡大し、供給量も

増加しました。当グループでは、野菜の栽培

技術の向上のために、栽培研修会を実施され

る等、自主的な取組も開始されました。 

 これらに加えて、市や県の補助事業を活用

して、定植苗の共同購入による作付拡大や、

出荷用コンテナの導入による供給体制の整備

等も行われています。 

 

３．今後の取組について 

当グループは、まだまだ生産量が少ないた 

め、さらに多くの学区への供給は難しい状況

ですが、近隣学区に密着した取組であるため、 

供給先の小学校で生産者が紹介されたり、食 

 

 

 

 

 

 

育農園（看板）を設置される等、生産者の顔

が見える取組となっています。 

今後もこれらの取組を継続するためには、

生産者のみの取組だけではなく、現在まで行

われてきたような関係機関のバックアップが

不可欠であると思います。 

 

４．終わりに 

彦根市の学校給食は現在、市内１８小学校

を中心に自校調理方式により実施されていま

す。市内全域に供給する場合、比較的大規模

な生産者の野菜を利用することができますが、

学区ごとに小分けにしたり、限られた時間内

での配送等、課題もあります。一方、生産者

の近隣学区への供給の場合、学区ごとに生産

者を確保する必要がありますが、顔が見える

関係を築くことができます。 

現在はこれらの方法が併用されており、双

方とも一長一短がありますが、生産者と関係

機関の給食に対する理解や努力がなければ、

継続できない取組であると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ：湖東農業農村振興事務所農

産普及課 ℡0749-27-2228）

 

高宮学校給食野菜生産者グループ（彦根市） 

生産者の顔が見える近隣学区への野菜供給 

湖東農業農村振興事務所農産普及課 

関係者による情報交換 
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１．はじめに 

ＪＡレーク伊吹は、米原市と長浜市（旧長

浜市地域）を管内とし、平成 19 年から管内

の給食センターへ野菜を供給しています。 

現在、ＪＡレーク伊吹学校給食出荷会は、

会員数約５０名で、20 品目・41 トン（H24

実績）の野菜を給食センターへ納入していま

す。 

かぼちゃは、５戸が５０アールを栽培し、

学校給食のほか、市場にも出荷されています。 

 

２．給食向け「かぼちゃコロッケ」の取組 

学校給食は前日からの作り置きや下処理が

できず、朝から調理してお昼までの約３時間

以内に調理する必要があります。かぼちゃを、

学校給食に使用しようとすると皮が固く調理

に時間がかかるため、青果での納品が難しく、

通常はカットされた加工品が使用されていま

す。 

そこで、地元のかぼちゃを納入するため、

給食納品加工業者と連携し、給食向けに「冷

凍かぼちゃコロッケ」が開発されました。 

① 給食センターは、短時間で調理できる 

② 農家は、地元産かぼちゃを PR でき、

市場規格に合わない大玉や小玉も利用

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 児童は、地元産野菜が周年食べられる。 

まさに「三方よし」の取組です。 

 

３．学校給食供給への対応について 

学校給食への加工品納入は、児童へのアレ

ルギー対策等が必須となります。そのため、

「冷凍かぼちゃコロッケ」加工は、高度な加

工技術や知識を持った専門の加工業者に委託

されています。 

さらに、衛生面や品質管理の観点から加工

業者が直接給食センターへ納品しています。 

 

４．終わりに 

学校給食への出荷は、一定量を長期間出荷

することが求められます。「冷凍かぼちゃコロ

ッケ」に加工することで地元野菜の周年供給

も可能となりました。 

そのほか、野菜の供給拡大に向けては、JA

営農担当者が野菜の播種や定植時期の分散、

ハウス栽培等を指導したり、貯蔵性のあるジ

ャガイモ・タマネギ等を長期保存したりと、

長期出荷に向けた取組も行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お問い合わせ：湖北農業農村振興事務所農

産普及課 ℡0749-65-6629）

 

ＪＡレーク伊吹学校給食出荷会（米原市・長浜市） 

地元産かぼちゃをコロッケに加工し学校給食へ 

湖北農業農村振興事務所農産普及課 

ＪＡ担当者による農業体験学習も 

実施し食育の指導をしています 

衛生面や異物混入を防ぐため

学校給食専用納品車両を導入 
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１．はじめに 

高島市内には、4 つの地域にそれぞれ給食

センターとＪＡがあり、地域毎に連携して給

食に地元産食材を活用されています。 

 学校給食での市内産野菜の利用割合は約

20%（H24 年度、重量ベース）となってい

ます。ここでは、食材供給側が組織的に活動

しているＪＡ新旭町と新旭学校給食センター

の取組を紹介します。 

 生産者組織は、ＪＡ新旭町直営の農産物直

売所「四季彩館」の出荷者７戸からなる「JA

新旭町学校給食出荷グループ」で、当グルー

プと給食センター（給食数約 1,000 人分）

との調整役を四季彩館が担われています。 

 

２．四季彩館が連絡調整役として機能 

給食センターは、給食当日の約 1 か月前に

四季彩館に対して納入可能な地元収穫物（品

目、量）を聞き取り、これをもとに、四季彩

館（地元産）と一般入札業者への発注量を決

定されます。 

四季彩館は、その発注量をグループ員に割

振りされ、各グループ員が給食当日（品目に

より前日）、給食センターに収穫物を納品され

ます。 

生産者が出荷品質に不安がある場合、事前

にサンプルを給食センターに確認していただ

くなど、できるだけ地元産が活用できるよう

調整されています。 

また、地元産の価格は、一般入札業者の価

格が反映される仕組みとなっています。 

学校給食出荷グループが学校給食向け食材

に取り組むメリットとして、収穫物の商品化 

率の向上（廃棄量の減少、直売の不安定感の 

解消）、組織活動による個人負担の軽減などが 

 

 

 

 

 

 

あげられる一方で、出荷規格の緩和、ひと月

先を予測する力、食材保存手段・スペースの

確保、配送手段の簡素化などの課題があがっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．市内産食材利用量の拡大に向けて 

地元食材の学校給食での利用拡大に向けて

は、生産者・ＪＡと給食センターの情報交換

（相互理解）が不可欠であり、これを担う人

材の存在が重要となります。 

本事例でも、四季彩館と給食センターのそ

れぞれの担当の良好な連携が背景にあります。  

出荷者研修会などでは、管理栄養士自ら出

荷規格の内容やその理由を説明し、四季彩館

担当者からは生産の現状を管理栄養士や調理

師に伝えて、互いのニーズを確認し、調整し

ておられます。 

 

（お問い合わせ：高島農業農村振興事務所農

産普及課 ℡0740-22-6025）

 

ＪＡ新旭町学校給食出荷グループ（高島市） 

ＪＡ新旭町「四季彩館」と新旭学校給食センター 
の連携による地元食材の供給体制 

高島農業農村振興事務所農産普及課 

地元食材活用に向けた関係機関の連携過程 

生産者 四季彩館
給食

センター
市

学校給食課
入札業者

給食
前月

給食
当月

※献立は3か月前に決定

【照会】10日頃

納品可能品目・数量（10日頃）

【調整】

出荷者・品目・数量

【回答】20日頃

納品可能品目・数量（20日頃）

【発注】21日頃

【納品】当日or前日 【納品】当日or前日

【入札】10日頃

業者決定

※四季彩館分を差し引く
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学校給食野菜供給拡大事業の概要と取組団体 

 

【概  要】 

○事業目的 

・学校給食向け野菜を継続的に生産する食育農園を推進し、地場産野菜の学校給食への 

供給拡大を図る。 

○事業内容 

・食育農園の推進：生産者組織の育成、学校給食関係者との調整 

食育農園の看板の設置 

・生産供給の拡大：生産した野菜の学校給食への供給拡大 

○実施年度 

・平成２３年度～平成２６年度 

 

【取組団体】 

 
市町名 生産者組織名

大津市 　ＪＡレーク大津学校給食出荷部会

　JA草津市愛彩菜（わさび菜）栽培部会

　ＪＡ草津市学校給食グループ

守山市 　守山市野菜出荷協議会

栗東市 　栗東食育ファームの会

　園芸組合

　北桜志起人参組合

　野洲市青年農業者クラブ

　JAおうみ冨士にんにく・さといも部会

　北営農組合

　南櫻農業生産組合

　虫生野菜クラブ

甲賀市・湖南市 　こうか食育生産者グループ

　旬菜館さくら出荷協議会

　八日市学校給食野菜生産グループ

近江八幡市 　びわこだいなか愛菜館学校給食出荷組合

日野町 　日野町学校給食食育チームＮＹＫ

竜王町 　竜王町学校給食出荷組合

　農事組合法人フレンドリーファームいしでら

　高宮学校給食野菜生産者グループ

　開出今町農業生産組合

愛荘町 　愛知中部野菜部会

豊郷町 　とよさと特産物振興協議会

甲良町 　せせらぎの里こうら農産物生産者組合

　多賀にんじんクラブ

　木曽営農組合

米原市 　JAレーク伊吹学校給食出荷会

　「互葉会」

　湖北町農産物直売組合学校給食部会

　農事組合法人あざい農産物直売組合

　JA北びわこ学校給食部会

　JA新旭町学校給食出荷グループ

　西びわこほうれん草部会

　今津町農協野菜生産部会

長浜市

高島市

草津市

野洲市

東近江市

彦根市

多賀町
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