
【報告】
令和３年度特定給食施設集団
指導アンケート結果について

食事摂取基準（2020年版）の活用及び
食塩相当量及び野菜提供量について

宮城県仙南保健所成人・高齢班



回答数

•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。）

•参加率 ６７．９％（対象施設１０６）



日本人の食事摂取基準（2020年版）
について
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• 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％でした。

【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。

理解できなかった施設は個別に対応
しますので，何が理解できなかった
か整理した上、御連絡を！



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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• 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３
６％でした。

【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。

過不足がないか確認することは必須
です！
必ず確認してください！



適切な品質管理に基づく献立
の実施・評価
• 栄養・食事計画に基づく予定献立がいかに良くと
も、実際に作成した食事と予定献立がかけ離れた
ものであるならば、適切な栄養・食事計画も意味
のないものとなってしまう。

• 逆にいかに作成した食事が綿密に作られていたと
しても、栄養・食事計画や予定献立がしっかりと
立案されていなければ、それも意味のないものと
なってしまう。

• つまり、適切な品質管理及び作業管理に食事の提
供が重要であり、計画どおりに食事が提供されて
いるのか、常に改善への配慮をしながら観察を行
う必要がある。

日本人の食事摂取基準2020年版の実践・運用（第一出版）より引用



野菜摂取量の増加や
減塩に取り組もうと
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野菜摂取量の増加や減
塩のため提供する食事
に工夫をしているか

• 野菜摂取量の増加
や減塩に取り組も
うと思ったのは、
参加者の96%で
あった。
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• 野菜摂取量の増加や減塩
のため提供する食事に何
らかの工夫をしていると
答えたのは集団指導参加
者の約８割であった。

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

実施
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• 野菜摂取量の増加や減塩
のため栄養教育や情報提
供していると答えたのは
集団指導参加者の約５割
であった。



食塩相当量と野菜提供量の目標値達成状況

食塩相当量の目標達成状況は，病院で最も高く次いで高齢者，児童福祉の順に高
かった。全施設で食塩摂取量の目標設定が行われていた。

野菜提供量の目標達成状況も病院が最も高く次いで学校，事業所の順に高かっ
た。野菜摂取量の目標設定はほとんどの施設で行われていたが，学校，児童福
祉，高齢者で一部設定されていない施設があった。

*いずれも施設で設定した目標値と提供量を単純比較したもの。全体的な傾向をみ
るために比較している
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食塩相当量の目標量と提供量
※施設毎の提供エネルギー量等は考慮しておりません。

【学校】
目標量 提供量

平均 2.0 2.6
中央値 2.0 2.6
最大値 2.1 2.7
最小値 1.9 2.5

【児童福祉施設】
目標量 提供量

平均 1.7 1.7
中央値 1.6 1.6
最大値 2.1 2.0
最小値 1.5 1.3

【事業所】
目標量 提供量

平均 3.3 3.9
中央値 3.0 3.6
最大値 5.8 5.9
最小値 2.0 2.5

【病院】
目標量 提供量

平均 7.4 7.2
中央値 7.5 7.1
最大値 8.0 8.0
最小値 6.5 6.6

【高齢者施設】
目標量 提供量

平均 7.4 7.5
中央値 7.5 7.4
最大値 8.0 10.0
最小値 6.5 5.9

【障害者施設】
目標量 提供量

平均 7.6 9.0
中央値 7.4 9.1
最大値 8.5 10.6
最小値 7.0 6.9



野菜提供量の目標量と提供量
※施設毎の提供エネルギー量等は考慮しておりません。

【学校】
目標量 提供量

平均 93.8 93.1
中央値 93.0 89.6
最大値 100.0 108.3
最小値 89.0 80.0

【児童福祉施設】
目標量 提供量

平均 81.6 76.7
中央値 80.0 75.0
最大値 95.0 110.0
最小値 63.0 25.0

【事業所】
目標量 提供量

平均 131.5 142.4
中央値 120.0 125.5
最大値 262.0 330.0
最小値 80.0 54.0

【病院】
目標量 提供量

平均 343.8 353.6
中央値 350.0 358.8
最大値 450.0 470.0
最小値 200.0 212.0

【高齢者施設】
目標量 提供量

平均 339.5 304.0
中央値 350.0 304.9
最大値 360.0 418.0
最小値 257.0 198.0

【障害者施設】
目標量 提供量

平均 352.0 360.3
中央値 350.0 355.0
最大値 360.0 430.0
最小値 350.0 300.7



宮城県及び仙南地区の方に多くみられる食習慣は、

○食塩のとりすぎ

○野菜摂取量の不足

各施設で提供する食事について「減塩」「野菜摂
取量の増加」に取り組むことが必要です。



仙南地区で給食を継続的に食べている方

給食喫食者数 約１８，０００人
１日の給食提供数 約４２，０００食

＊仙南地区の人口の約１割が給食を
食べている計算に！！

★すべての給食施設で「減塩」や「野菜摂取増加」に取
り組めば大きな効果が期待されます



栄養教育媒体としての食事の役割

•給食の食事そのものが栄養教育の媒体としての
役割を担う。

•給食の目的の１つに利用者の望ましい食習慣の
形成があげられる。

•食事は食べるという体験を通じて、正しい食習
慣を確立するためのツールとなり、「生きた媒
体」となる。

•すなわち、モデルとして成り立つ適正な食事あ
ることが望まれる。

日本人の食事摂取基準2020年版の実践・運用（第一出版）より引用



実施を検討いただきたいこと

【減塩】
①給食の塩分量の減少
②家庭での減塩につながる健康教育や情報提供

【野菜摂取量の増加】
①給食の野菜提供量を増やす
②給食の野菜料理の残食量を減らす
③家庭での野菜摂取増加につながる健康教育や
情報提供

★各施設で取り組めることはないか検討をお願いします



年に１度は総点検を

•食事摂取基準に基づいた栄養管理、給食の提供
が行われているか定期的に確認してください。

•食事摂取基準に基づいた給与栄養目標量の設定
の仕方、評価の方法、目標量に沿った給食の提
供のための献立の修正など悩んだときは、

仙南保健所 成人・高齢班 まで

御連絡・御相談ください。

• 参考図書：日本人の食事摂取基準2020年版の実践・運用（第一出版）


