
令和３年度　特定給食施設等集団指導　結果概要

参加状況：ライブ配信　１９施設２１名、オンデマンド配信　５０施設５１名

　※アンケート回答数によりカウントしています。

動画再生回数：２２８回　 参加率：６７．９％（１０６施設中）

１　本集団指導の内容についてお答えください

（１）集団給食施設の食品衛生に関すること

（２-１）日本人の食事摂取基準（2020年版）について理解度

（２-２）全ての利用者に対して過不足のない目標量が設定されているか確認したか
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食品衛生に関すること

参加された方全員が「理解できた」と回答しました。

【具体的な理由】

・普段の厨房業務と照らし合わせて，HACCPに基づいてできていると

ころと改善の余地があるところの確認ができたため。

・委託先のHACCPのマニュアルもあるが，今回の資料がわかりやすく

まとまっていた為，手引書と一緒に渡し，衛生管理の重要性や大切さ

を再認識して頂くようお願いしました。

・事前に資料に目を通すことができ，より内容を理解することができ

た。
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食事摂取基準について参加された方のうち、「既に理解している」が４５％、「新たな気づ

きがあった」が５２％だった。

【具体的な理由】

・給与栄養量（実績）の数字ばかりを注目しがちだったが，各年代や

男女別にも目を向け不足している栄養素がないか確認していきたい。

・忘れている部分もあったため，総論・各論を読み直そうと思いまし

た。
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参加された方のうち、「確認した」が６０％、「確認はこれから行

う」が３６％だった。

【具体的な理由】

・一部の施設の目標量に見合わない人への対応は，個別に目標量を設

定し，対応している。

・不足しているところがありました。実際の献立でも不足しがちでし

たので，今後は留意して作成したいと思います。

・個別対応は難しいが，町の食生活アンケート等も参考にさせてもら

い確認していきたい。



（３）非常災害時の対応について

○食塩相当量の目標値と提供した値について

※施設毎のエネルギー量等は考慮しておりません。

【学校】 【児童福祉施設】

目標量 提供量 目標量 提供量

平均 2.0 2.6 平均 1.7 1.7

中央値 2.0 2.6 中央値 1.6 1.6

最大値 2.1 2.7 最大値 2.1 2.0

最小値 1.9 2.5 最小値 1.5 1.3

【事業所】 【病院】

目標量 提供量 目標量 提供量

平均 3.3 3.9 平均 7.4 7.2

中央値 3.0 3.6 中央値 7.5 7.1

最大値 5.8 5.9 最大値 8.0 8.0

最小値 2.0 2.5 最小値 6.5 6.6

【高齢者施設】 【障害者施設】

目標量 提供量 目標量 提供量

平均 7.4 7.5 平均 7.6 9.0

中央値 7.5 7.4 中央値 7.4 9.1

最大値 8.0 10.0 最大値 8.5 10.6

最小値 6.5 5.9 最小値 7.0 6.9
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非常災害時の対応について
参加された方のうち、「参考になった」が９９％、「参考にならな

かった」が１％だった。

【具体的な理由】

・災害時は人手が足りない場合が多く（自分も遠方に住んでいる為出

勤できない可能性が高い）調理器具が使えない事もある様だったの

で，一食分程度はどの職種でも提供できる（嚥下能力などを考慮しな

くてもいい）高カロリーのパウチのゼリー食などを備蓄に検討しよう

かと思いました。
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（４-１）野菜摂取量の増加

や減塩に取組もうと思うか
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（４-３）野菜摂取量の増加

や減塩のため栄養教育や情報

提供しているか



○野菜提供量の目標値と提供した値について

【学校】 【児童福祉施設】

目標量 提供量 目標量 提供量

平均 93.8 93.1 平均 81.6 76.7

中央値 93.0 89.6 中央値 80.0 75.0

最大値 100.0 108.3 最大値 95.0 110.0

最小値 89.0 80.0 最小値 63.0 25.0

【事業所】 【病院】

目標量 提供量 目標量 提供量

平均 131.5 142.4 平均 343.8 353.6

中央値 120.0 125.5 中央値 350.0 358.8

最大値 262.0 330.0 最大値 450.0 470.0

最小値 80.0 54.0 最小値 200.0 212.0

【高齢者施設】 【障害者施設】

目標量 提供量 目標量 提供量

平均 339.5 304.0 平均 352.0 360.3

中央値 350.0 304.9 中央値 350.0 355.0

最大値 360.0 418.0 最大値 360.0 430.0

最小値 257.0 198.0 最小値 350.0 300.7

○研修会の希望やご意見、ご感想

・この中研修会を開いていただきありがとうございました。今回ZOOMでの研修会に参加し，使い方等慣れ

ない所もあり，ドキドキでした。内容については，考える機会となったので良かったです。今後もよろし

くお願い致します。

・災害時の備えについて再確認できました。もう一度見直ししてみたいと思います。

・動画配信だとあまり時間に縛られず，また，早戻しして何度も再生して確認できるので便利でした。

・災害時の非常食の見直すきっかけとなりました。これからも衛生管理をしっかりとして給食を提供して

いきたいです。今後ともよろしくお願い致します。

・日本人の食事摂取基準について詳しい説明を聞く機会は少なく，改めて理解し見直す良い機会になりま

した。また，6月からHACCP管理が始まり，直ぐに業務に活かすことができる研修内容でとても良かった。


