
報道機関 各位                記者発表資料

令和２年８月２７日（木）

問い合わせ先：健康教育課

課長：小椋

担当：山本、秋山

電話：８２９－１６７９

内線：４０９８

「地元シェフによる学校給食」を実施します

～地元シェフと地場産物を活用した食育の推進～

さいたま市では、学校における食育推進の一環として、地元で活躍されている

シェフのプロデュースによる「地元シェフによる学校給食」を平成２１年度から実

施しています。今年度は、５０校の市立小・中・特別支援学校での実施を計画して

おります。

１ 目的

地元で活躍されているシェフが、地場産物を活用した給食献立を提案するとと

もに、給食調理業務担当者と調理をした学校給食を提供することにより、子どもの

食への関心を一層高め、学校における食育を推進する。

２ 実施期間及び実施校

令和２年９月４日（金）～令和３年２月１７日（水）

※別紙一覧表をご覧ください。

３ 実施内容

当日は、シェフが実際に給食室で調理担当者とともに調理を行い、児童生徒へ

給食を提供します。児童生徒は、テレビ放送でシェフのお話を聞いたり、普段とは

一味違う給食を味わって食べたりします。

また、学校だよりや給食だより等で家庭に取組を紹介します。

４ これまでの実績

平成２１年度から令和元年度までの実施校：延べ２１６校

５ その他

（１）教育長が１１月１０日（火）大久保小学校、１月１９日（火）辻南小学校

を訪問予定です。

（２）実施校への取材を希望される方は、健康教育課まで連絡をお願いします。



令和２年度   地元シェフによる学校給食実施校一覧
（令和２年４月２８日現在） 健康教育課

見沼小学校 12月7日 (月) １２：２５～１３：１０

太田小学校 11月30日 (月) １２：２５～１３：０５

尾間木中学校 11月9日 (月) １２：５０～１３：２０

中尾小学校 10月27日 (火) １２：２５～１３：１０

蓮沼小学校 12月8日 (火) １２：２５～１３：１５

城南小学校 11月6日 (金) １２：２０～１３：００

日進北小学校 1月26日 (火) １２：２０～１３：１０

大砂土小学校 11月13日 (金) １２：１０～１３：１０

東岩槻小学校 10月15日 (木) １２：２０～１３：１０

鎌田　守男氏
アルピーノ

（フランス料理…大宮区）
与野西北小学校 1月27日 (水) １２：２５～１３：１０

大東小学校 10月12日 (月) １２：２５～１３：１０

常盤中学校 1月25日 (月) １２：３０～１３：２５

西原中学校 11月16日 (月) １２：５０～１３：３０

ひまわり特別支援学校 12月1日 (火) １２：００～１３：３０

大久保小学校 〇 11月10日 (火) １２：２０～１３：１０

慈恩寺小学校 10月22日 (木) １２：２５～１３：１０

上小小学校 10月16日 (金) １２：１５～１３：０５

美園小学校 10月14日 (水) １２：２０～１３：０５

美園北小学校 1月19日 (火) １２：２５～１３：１０

三室小学校 2月2日 (火) １２：２５～１３：１０

中島小学校 1月26日 (火) １２：１５～１３：００

竹内　幸也氏
ビストロ　パニエ

（フランス料理…大宮区）
島小学校 2月9日 (火) １２：２０～１３：１０

竹下　公平氏
ロイヤルパインズホテル浦和
（フランス料理…浦和区）

与野西中学校 2月17日 (水) １２：５０～１３：２５

徳力小学校 2月15日 (月) １２：１０～１２：５５

辻南小学校 〇 1月19日 (火) １２：２５～１３：１０

大宮東小学校 12月8日 (火) １２：２０～１３：００

海老沼小学校 2月3日 (水) １２：２０～１３：０５

川通中学校 12月4日 (金) １２：４５～１３：１５

川通小学校 12月8日 (火) １２：１５～１３：００

新和小学校 12月17日 (木) １２：１０～１２：５５

大門小学校 1月25日 (月) １２：２０～１３：００

栄和小学校 1月20日 (水) １２：２５～１３：０５

針ヶ谷小学校 1月21日 (木) １２：２５～１３：１０

上大久保中学校 1月26日 (火) １２：５０～１３：３０

慈恩寺中学校 1月20日 (水) １２：４０～１３：１５

田島小学校 1月22日 (金) １２：２０～１３：００

栄小学校 12月18日 (金) １２：２０～１３：０５

つばさ小学校 1月26日 (火) １２：１５～１３：０５

谷田小学校 10月30日 (金) １２：２５～１３：１０

指扇小学校 11月13日 (金) １２：１０～１２：５５

指扇中学校 1月28日 (木) １２：５０～１３：２０

西浦和小学校 9月4日 (金) １２：２５～１３：０５

大谷小学校 12月7日 (月) １２：１５～１３：００

春里中学校 1月19日 (火) １２：４５～１３：３０

植水小学校 1月26日 (火) １２：１０～１３：００

城北小学校 11月13日 (金) １２：１０～１２：５０

岩槻中学校 11月12日 (木) １２：４５～１３：２５

高砂小学校 11月2日 (月) １２：２０～１３：０５

大戸小学校 1月22日 (金) １２：２５～１３：１０

与野南中学校 11月26日 (木) １２：３０～１３：０５

※実施予定日はシェフのご都合などにより変更となる場合があります。
※〇の日は教育長が学校訪問する予定です。
※給食時間は目安です。行事等により前後にずれる場合があります。
※給食の試食を希望する場合は、食材の発注の都合により、実施日の2週間前までに連絡をお願いします。

学校名 給食時間

大山　五夫氏
　プリマベラ

（イタリア料理…浦和区）

実施日

尾崎　充氏 ホテルブリランテ武蔵野
（フランス料理…中央区）

金子　靖氏
パレスホテル大宮

（フランス料理…大宮区）

担当シェフ

上倉　政史氏
サムシングクアトロ店

（イタリア料理…浦和区）

神田　智氏
レストラン　オープンセサミ
（イタリア料理…見沼区）

黒羽　健氏
パレスホテル大宮

（日本料理…大宮区）

毛塚　智之氏
パレスホテル大宮

（フランス料理…大宮区）

合田　友祥氏
カジュアルフレンチ　アミー
（フランス料理…浦和区）

永野　隆氏
パレスホテル大宮

（フランス料理…大宮区）

夏目　薫氏
パレスホテル大宮

（中国料理…大宮区）

新妻　直也氏
トラットリア　アズーリ
（イタリア料理…南区）

根本　富安氏
パレスホテル大宮

（フランス料理…大宮区）

八田　英昭氏
パレスホテル大宮

（フランス料理…大宮区）

繁田　武明氏
パレスホテル大宮

（日本料理…大宮区）

深谷　拓也氏
パレスホテル大宮

（フランス料理…大宮区）

藤村　政二氏
パレスホテル大宮

（中国料理…大宮区）

山口　浩史氏
パレスホテル大宮

（中国料理…大宮区）

横田　順次氏
パレスホテル大宮

（中国料理…大宮区）


