（参考）地産地消給食等メニューコンテスト これまでの受賞一覧
第１回
（平成 20 年度）

受賞区分／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）

PFU ライフエージェンシ
ー株式会社（石川県 か
ほく市）
丸亀市綾歌学校給食セ
ンター（香川県 丸亀市）
今金町学校給食センター
（北海道 今金町）
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)
東京都江戸川区立第二
葛西小学校
(東京都 江戸川区)

社会福祉法人 義栄会
青森月見寮
(青森県 青森市）
恵那市 山岡学校給食セ
ンター（岐阜県 恵那市）
鮫川村 学校給食センタ
ー（福島県 鮫川村）

社会福祉法人 ほほえみ
福祉会 吉田保育所（島
根県 益田市）
豊田市南部給食センター
（愛知県 豊田市）

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
文部科学大臣賞
農林水産省
食料産業局長賞
※第 4 回までは
生産局長賞

（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）
大洗町学校栄養士会（茨
城県 大洗町）
鶴岡市学校給食センター
（山形県 鶴岡市）
久喜市教育委員会
（埼玉県 久喜市）
佐倉市立佐倉中学校
（千葉県 佐倉市）
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)

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)

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)

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)
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)

霧島市立舞鶴中学校
（鹿児島県 霧島市）
(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）

審査委員特別賞

コマツ
(東京都 港区)
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)
宇治田原町立保育所
あゆみのその
(京都府 宇治田原町)

有限会社タカノ
（福井県 小浜市）
砺波市学校給食センター
（富山県 砺波市）
西尾市立西尾中学校(愛
知県 西尾市)

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)

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)

津野町立東津野学校給
食センター
（高知県 津野町）
熊本市 学校給食
植木共同調理場
（熊本県 熊本市）
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）

鮫川村 学校給食センタ
ー（福島県 鮫川村）
東京都江戸川区立
第二葛西小学校
(東京都 江戸川区)

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)

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)

■被災地支援部門
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)
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
農林水産省
食料産業局長賞
※第 4 回までは
生産局長賞

鴨川市農林業体験交流
協会(千葉県 鴨川市)
十勝川温泉 三余庵
(北海道 音更町)

やすらぎ交差点協議会
(大分県 豊後大野市)
トラットリア ポルコ・ロッ
ソ(岩手県 大船渡市)

(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)

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)

株式会社 トーホー
（兵庫県 神戸市）
株式会社 日本栄養給食
協会（栃木県 宇都宮市）
人・季・想をつむぐ宿 彩
つむぎ（栃木県 那須塩
原市）

有限会社伊豆沼農産
(宮城県 登米市)
有限会社 青倉商店
(千葉県 南房総市)
農事組合法人 食彩あさ
ひ(富山県 朝日町)

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)

受賞区分／年度

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）

■学校給食・社員食堂部門
農林水産大臣賞

文部科学大臣賞

農林水産省
食料産業局長賞

審査委員特別賞

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）

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)

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）

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）

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）

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）

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）

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)

社会福祉法人 出光会上高
田保育園（長野県 長野市）
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）

認定こども園 さざなみ保育
園（熊本県 人吉市）

■外食・弁当部門
農林水産大臣賞

農林水産省
食料産業局長賞

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 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）

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）

審査委員特別賞
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）

