
令和2年度特定給食施設等集団指導アンケートまとめ
対象施設 104

1　本集団指導の内容について 提出 99
（1）集団給食施設の食品衛生に関すること 提出率 95.2 ％

回答 回答数
全てにチェックがついた 58
チェックがつかない項目があった 41

計 99

チェックがつかない項目の今後の対応方針について
◇学校

◇病院

◇老人保健施設

◇老人福祉施設

◇児童福祉施設

・今年度より業者によるそ族昆虫駆除を実施する予定です
・容器は、戸が閉まる場所で保管できているが、大きい鍋等は、棚に伏せて保管している。そのため、使用前に
洗浄してから使用している
・ざおうの杜は、もう一つの施設あおそ館より車を使用して配達してもらうので主に調理、検収などは、調理員が
いあおそ館で行うため。全てにはチェックできませんでした
・使用水等（8の項目）遊離残留塩素の検査及び結果の記録については未実施のため、飲料水の安全性を確認
するためにも、残留塩素測定器の購入、結果の記録を行いたいと思います。調理（18の項目）施設の構造上（一
般家庭のキッチンに近い構造であるため）、調理と洗浄を別の場所で行うことが難しいです。しかし、ノロウイルス
や他感染の危険性がある場合の対応はマニュアル化しており、非汚染作業区域に汚染物を持ち込まないための
対策が練られています

・調理室の設備上、汚染区域と非汚染区域を明確に分けることは困難であるため、調理器具の使い分けや手洗
い・消毒の徹底、作業動線がなるべく混同しないよう努める

・建物の構造上、作業区域が不明瞭であるが、配膳車出入りの際には車輪まわりを消毒したり、履き物の交換区
域等を定期的に確認したりしています（現在の対応）
・施設が古くスペースが確保できないため、盛り付け等の清潔作業と、そうではない下処理や食器洗浄などの作
業は時間を区切って行っています。今後も作業の種類を守り、汚染から非汚染作業への切り替わりの際の清
掃、消毒を徹底する事で対応していこうと思います

・施設のつくりとして残渣や食後の食器を非汚染区域内シンクで洗っている。時間を区切り、食品と混交しないよ
うにしている
・6、外衣の交換は調理工程に応じて実施。履き物の交換は未実施。参考理由、医政指発第0201004号「医療施
設における院内感染の防止について」
・下処理室、洗浄室、調理室が明確に区分されていないため、作業前後で切り換えて行っています
・下膳の返却口を設け、汚染と非汚染の区分けをする

・建物の構造上、換気ができない、残渣が非汚染作業区域に持ち込まなければならない等、問題があるので、換
気については、冷房調整や洗浄作業の効率化、残渣については調理時間を避ける等で対応をして行く
・施設・設備-3について、近年のような気候変動による高温多湿が避けられない場合、どのような対策を講じたら
・汚染・非汚染は明確に区分できない為時間を分けて区分（残渣処理等）。コロナの対応で原材料は納入は置き
配とし、業者が検収室退室後に点検している状況
・6について、外衣の交換はしているが、下処理室と調理場は同じコックシューズを使用している

・6、下処理も調理も同じフロアでしており、且つ狭いため、履き物の交替や殺菌マットの設置が困難である。対応
として①作動動線が汚染区域と非汚染区域が交差しないようにする②床清掃時に靴裏も消毒する

・明確に区分できていないため、作業時間の工夫、スタッフの役割を明確化し、交錯しないようにしている

・配送車を増やすなどの対応ができるか検討
・水道以外の水は使用しない。受配校の距離が遠く、配送時間を要するが、汁物に関しては2時間以内の喫食が
できている
・ウェット式の施設・設備をドライ運用しているため、運用方法について再度確認し、ドライ運用を徹底していく
・教育委員会と相談しながら施設・設備の改善を検討する
・12、非汚染区域の中に、原材料を持ち込む場所を決めて、他が汚染しないようにしている。16、保冷・保温容器
を使用したり、調理終了時間をなるべく遅くしている
・チェックが外れたところに関しては検討していく

全てに

チェックが

ついた

59%

チェックが

つかない項

目があった

41%

全てにチェックがついた チェックがつかない項目があった



◇社会福祉施設

◇事業所

◇自衛隊

◇その他

（2）日本人の食事摂取基準2020年版に関するチェック結果について
回答 回答数

全てにチェックがついた 63
チェックがつかない項目があった 35
未回答 1

計 99

チェックがつかない項目の今後の対応方針について
◇学校

◇児童福祉施設

◇事業所

◇社会福祉施設

・事業所給食につき、対応予定なし
・社員の方の家庭、食事状況などの情報や、個人の栄養量の対応は、現在の状況では、むずかしく思いました。
・対象者の体格、家庭での食事摂取状況の把握し、目標設定に反映する

・BMIの算出が行えていない。平均年齢での栄養の過不足を考慮しての献立作成を行っているが、若年層・平均
年齢・高年齢層に分けての過不足の設定をまだ全て行えてはいない

・文科省の摂取基準も参考にしていきたい
・チェックが外れたところに関しては検討していく

・同種他施設での実施方法など情報収集し、当施設における適切な実施方法について検討していきます
・充足率で評価してしまっていたので、日ごとに確認していきたい
・不足しがちな栄養素について、もう少しきちんと見るようにしていく。また、チェックしたものの不十分なところもあ
ると考えられるので、もう一度確認してその都度考えていくようにする
・資料を確認し、再度知識を深め、チェックが付かなかった点の見直し、再検討を行う

・2、施設の構造上、明確に区分する事は難しいが、作業が交差しないよう対応している

・防虫、駆除等、今後検討し取り組んでいきます
・不備・不足のあった箇所を見直し改善いたします。汚染区域と非汚染区域を明確に区分できない為、作業工程
等で衛生管理につとめる対応をいたします

・家庭での食事摂取状況等については、アンケート等を活用し全体的な把握を行っているが、個々の状況まで確
認できていない。受配校の養護教諭等と連携しながら、情報の共有を進めていきたい
・喫食者の体格や食事摂取状況等を考慮した上で目標設定の見直しを行うよう検討する
・読み込む時間が足りず、十分に反映しきれていないので、ポイントを押さえ、はやめに対処していきたい

・施設の構造上、汚染区域の明確な区分は難しいが外衣の交換・消毒を行い、交差のないように心掛けている

・使用水等8　今後使用水について、どのように検査をし記録をしていけばいいかお聞きしたい
・現在、改善に向け毎月調理員とチェックしています。厨房の構造上困難な項目もあるものの、その中でも現状よ
り改善されるよう、意識付けの徹底を実施致します

・施設が古く確実な区分けは、できていないものの、今ある環境下で汚染・非汚染をできるだけ分けるようには努
めています。今後、部分的な改築などができるようになったら、今以上の区分けを目指したいと考えています

・来年度設置予定（冷房設備）
・下処理と調理場が同室で区分別けはしているが、大きくない調理場なので履きものの交換・消毒は行っていない

・9、10→使用していない
・汚染と非汚染区域が明確に区分されていない。時間で区切る、作業が変わる時は、必ず、掃除、消毒を行い、
次の作業に移るなどしている
・使用水等ナンバー8については、記録等がないため記入するようにする。またナンバー10については実施予定
・市供給水道水のため、残留塩素0,1m/l以上の測定は実施していないが毎日の目視による色、濁り、においの
判定はしており、記録しています
・設備でむずかしい面はあるが、改善できるところを具体的に考えていくようにしたい
・施設上の問題でチェックを入れられないところがあった。その中でも非汚染作業区域が汚れないように工夫して
いる

・設備上、作業区域が明確に区分されていません。本来、区分されるべき作業が重複しないよう、作業工程に注
意しています

全てに

チェックが

ついた

64%

チェックが

つかない項

目があった

35%

未回答

1%

全てにチェックがついた
チェックがつかない項目があった



◇その他

◇病院

◇老人保健施設

◇老人福祉施設

（3）非常災害時のチェックリストのチェック結果について
回答 回答数

特に課題はなかった 35
一部見直しが必要 55
チェックリスト未実施 5
未回答 3

計 98

一部見直しが必要、チェックリスト未実施の今後の対応方針について
◇学校

◇児童福祉施設

・非常・災害時のマニュアルの内容について、チェックリストを活用しながら検討、整備していきます
・検討致します
・非常災害時に備えて施設様との連携しての対応準備を進めていきたい
・おおまかに考えていたところもあったので、チェックリストを参考にして見直していきたい

・ライフラインが止まったときの対応や備蓄品の準備をしているが、訓練を行ってないため、どのように誰が動くか
決めておらず、実施の体制について検討が必要

・実施できていない点を教育委員会、委託業者と検討し、改善していきたい
・給食部門について、具体的に記載し、それを調理員含め共通理解を図っていきたい

・災害時、給食を提供する場合の献立作成、調理室が使用できない場合の対応について検討していきたい
・チェックリスト内の項目において整備していない箇所が多くありました。水・電気・ガス（ライフライン）が停止した
場合の対応について、検討を始める予定です
・対策をしていない項目が多かったので、チェックリストを参考に検討したい
・話合いをもち、見直し必要なところを検討していくようにする

・給与量の評価を正しく行えるように、目的に沿った摂取量の過不足評価をしていきたい

・目標設定を見直し改善できるところはそれにむけて献立内容を皆さんに喫食していただけるものにして数値を
少しでも上げられればよいと思います

・チェックリストを実施し、問題点を確認していく
・防災訓練と合わせて、備蓄品の実食や提供方法の詳細など、明確にしていく。また、委託業者との情報共有を
行い、混乱が起きないよう準備していく
・今後チェックリスト利用の手引きを参考に検討していきたいと思います
・教育委員会や委託会社と非常災害時の対応・体制整備を検討する

・これからは中央値を用いて、確率論的に評価を行います

・食塩相当量の目標設定について：女性は目標量を超えてしまう状況であるが、リスク高い方は療養食提供の指
示を頂き、全体としては施設の味や利用者様の満足度などを踏まえながら、なるべく塩分量を下げていきたいで
す

・資料をきちんと確認（読み込み）し、理解し活用していく
・完璧に理解している自信がないので再度勉強しました
・施設サービス計画書に添った支援を行う
・資料をきちんと確認し（読み込み）、理解し活用していく。※食事以外で、自由に食べられる環境の為、個別対応
が難しいが、どのようにしていく事が良いのか教えて頂きたい

・通所利用者に対して、家庭での食事状況を確認する習慣がなかったので、今後は調査をし、それを含めた上で
設定していきたいと思います

・病院の管理栄養士が献立を考え、それに沿った食事を提供しています
・全ての喫食者のBMI等を把握できない為、目標の設定は基準例とし、個別に微調整する等の対応を行う予定です

・今後、目標設定の見直しを行っていく

・年齢層が幅広いため、体重の経過や摂取状況をみて個別対応するなど工夫している
・本年度中には全て2020年版に更新します

・施設の利用者の年齢層が幅広く、栄養素の目標量が異なってくるので、体重の増減や検診結果を見ながら対
応していきたい
・理解まではこぎつけたのですが、目標の設定、給与量の評価の項目にて、チェックがつかなかった箇所は、活
用が出来ていないということであると思いますので、早急に見直し等実施致します

特に課題は

なかった

36%一部見直し

が必要

56%

チェックリ

スト未実施

5%

未回答

3%

特に課題はなかった
一部見直しが必要
チェックリスト未実施



◇事業所

◇社会福祉施設

◇その他

◇病院

◇寮

◇老人保健施設

・1-④、⑤

◇老人福祉施設

・月に1回開催される災害対策検討会議で話し合い決定していく予定です

・不十分な部分もあり、検討が必要な部分を改善していきたいです
・非常災害時のチェックリストのチェックを行い、一部見直しが必要なことがわかりました。今後、見直しを行い、
非常・災害時対策に努めていきたいと思います
・チェックする事で、もっと詳細に決めていく必要があると思う所もあった為、相談しながら決めていき、職員が適
切に対応しやすいようにしていく
・マニュアルの見直し
・大項目1④～⑤、非常・災害時に安定して食事を提供できる体制づくりについて再検討していきたい・チェックリストを使って点検することで、今後検討していかなければならない部分を明確にすることが出来まし
た。栄養士が不在であっても非常時に対応出来るよう、提供のマニュアル・フローチャートの作成や、非常時の衛
生管理に関する部分が不足していたので、直ちに作成していきたいと思います

・チェックしていく事で、もっと詳細に決めていく必要があると思う所もあり、各課と相談しながら決めていき、職員
が適切に対応しやすいようにしていく
・チェックを行い、まだまだ対策が必要だと感じた。施設長、各部所とも連携し、より密な計画を立てなければなら
・現在、災害時BCP計画作成中であり、見直しや、追加項目の課題が見えてきました。全部署連携し具体的な
BCP計画書に向けて取り組んでおります
・見直しが必要な項目を改善するために、マニュアルを整備したり、新たに購入物が必要になった場合等、施設
としての対応を見直していきます

・施設内の構造、利用者、職員、地域、行政との連携などを洗い出し、当施設に合った非常災害時の体制構築、
訓練実施。担当が不在など事情による対応の遅れのないよう周知かつ理解を確認する・備蓄食品を使用しての実際の訓練は、2011年の東日本大震災の時に実際に食事を提供できていたので、実際
の訓練をしていませんでしたが、今後は年に一度は備蓄品を使用しての食事提供の訓練を実施したいと思って
います

・不足している部分を見通し、非常時に備えます
・利用者様の安全確保に関する事の記載はあるも、給食部門がどの様に関わるか、具体的に検討したい。（給食
部門のみ、理解しているため、他職種にもわかる様、記載したい）
・不十分なところもあるので、関係各所に確認しながら整備していきたい
・非常用電源の確保や備蓄の充実については今後検討していきます
・施設全体での非常災害時の詳細な動きの確認が必要だと感じました

・利用者以外の受け入れ、食事提供や緊急な給食の配送や弁当の調達については、必要に応じて今後検討し
ていく

・給食部門だけでなく院内全体で取り組む姿勢が必要。現在、病棟と連携するマニュアル等の準備中
・「備蓄のポイント」での項目での見直しが必要（全職員への周知など…）
・検討・見直しを行う

・寮が併設されている為、即対応できる状況でほぼ問題はないのですが、非常時の訓練がしばらく行っていな
かったので今後取り組んでいく

・給食提供不可能となった際の関係機関との連携や流れについて見直す必要がある

・栄養科だけでは判断できないものもあり、全職種と相談後、見直しをかけていきます。非常災害時のマニュアル
は存在し、年1回の見直しはかけています

・不備・不足の項目に対し検討し、対応いたします

・できていると思っていても、改めてチェックをすると抜けている部分、改善が必要な部分がでてくる為、定期的に
実施することが必要と感じた。また、情報共有の部分で、看護部の勉強会で非常食置き場の確認を取り入れても
らってはいるが、一部の職員への周知にとどまっている為、全員への周知、訓練の実施を検討していく
・連絡網について、新職員とまもなく定年職員の変更必要
・栄養部門のみならず、施設全体での対応について、見直しを図る必要性を感じました
・委託業者と共に確認し、明確にしていく
・チェックリストの内容に沿った形で、マニュアル作成を進めていく

・施設が会社で公的施設ではないので、災害時は避難所指定にはなっていないので、どこまで備えれば良いの
かわからず、今のところ備えていないのが現状です

・ニチレイ様、食堂側と連携をとって現在の災害時の対策を考えていきたいと思います
・非常・災害時に提供する献立内容の検討、見直しを行う
・災害時の献立は作成してはいないが、常に食事を提供できる食材を在庫するようにしている

・関係機関等の連携・ライフラインの確保の項目に関して、訓練時等の際に確認が及んでいなかったため、各方
面と話し合いどうするか早急に決定したいと考えております
・備えや対策が不十分な点があった。施設内でもっと具体的に話合う必要がある

・園長等と再度非常災害時の対応について話し合い、園としてどのような対応を行っていくか、どのような備蓄が
必要か等を確認する



2　書面形式での集団指導の感想

＜施設種別＞ ＜具体的な理由＞
◇学校
1　特に問題なかった

2　従来の集合型が良い

◇病院
1　特に問題なかった

2　従来の集合型が良い

3　わからない

◇老人保健施設
1　特に問題なかった

3　わからない

◇老人福祉施設
1　特に問題なかった

・当施設でも現地に向かい集合しての講義は厳しいので書面形式は最善の策
だと感じる
・新しい生活様式に則していて良い取り組みだと思います。コロナが終息に向
かうまでは、こういったやり方が主流になると思います

・時節柄、人を集めないのは当たり前だと思いました。ただ、書面よりも講義の
方がわかりやすく、同職種の方々と些細な事でも情報交換でき、仕事に対する
モチベーションを上げる事ができる場でもあったので残念でした

・入職して半年であり、従来の集合型を知らないため
・一人で資料を読み込んでもなかなか理解ができないところがあるので、わかり
やすい解説や、具体的な例を挙げる等した指導をしてほしいです

・自分の時間のある時に、確認しながらでき、わからない事があっても、連絡を
すれば、きちんと説明して頂けるので問題はなかったと思います

・感染リスクが下がることや、出張せずとも指導を受けられることが良いと感じ
た反面、資料を読んだだけでは理解できない部分もあり、直接指導を受けたほ
うが深く理解できるのではと思ったため

・従来の集合型も良いが、この状況なので、感染対策をしっかりしていても、集
合型に参加するのが不安で見送っている状態なので、書面形式で良かったで
す
・書類を確認しながら点検できたから

・皆で開ける講義と違って、各々で書面を読んだので、理解度や内容の印象は
どうしても強く残りにくいと感じた
・書面の解釈が合っているか不安もあるため、講義等で話が聞けるとよい

・世の中の状況を考慮した、新しい研修や集団指導のもち方としてはあり得る
方法とは思いました。時間のとり方（都合のつけ方）を調整できる点も良いと思
いました。ただ、集合型は他施設の方とコミュニケーションもとれ、刺激も受ける
点も利点でしたが、外に出ない今回の形式だとモチベーションが上がりにくいと
思われました

・特に問題はないと思うのですが、通常の業務に追われていて、じっくり読む時
間がとれず、提出も短い期間だったので大変でした。（私だけかもしれません）

・職場で研修する時間は、やはり取りにくいと感じました
・資料のみだと疑問等が出た時に解決に時間を要する
・現場の稼働がある中で、集中して取り組むことが難しかった。集合型でないと
すれば、Zoomなどオンラインを活用していただけるとありがたい

・書面なので仕事優先にして、報告期日までに教えることが難しかった。一方業
務を優先し欠席せざるを得ないこと人にとっては都合が良いものなのかもと
思った

特に問題な

し

67%

従来の集合型

が良い

18%

わからない

14%

未回答

1%

特に問題なし 従来の集合型が良い わからない 未回答



2　従来の集合型が良い

3　わからない

◇児童福祉施設
1　特に問題なかった

2　従来の集合型が良い

3　わからない

◇社会福祉施設
1　特に問題なかった

2　従来の集合型が良い

◇事業所
1　特に問題なかった

3　わからない

・感染リスクもなく、安心して受けられた
・提供する書類が少し分かりずらかったが、特に問題なく行えた
・感染症対策であるため、書面形式になることは、やむをえないと感じます

・当所ホームページに掲載とあるが、リンク先のURLを記載した方がわかりやす
いのではと思った。感染症を考慮した点においては対面でなく安心できた

・コロナの心配がなければ、やはり集合型の方が勉強になりますが、今後の予
想がつかないので③です

・研修のスタイルの方が、集中して学べるとは思うが、感染拡大を防ぐのであれ
ば、このような書面でもいいと思う
・コロナウイルスのことを考えれば、書面で良いと思うが、本当にこれで良いの
か問題はないのかわからない。私たちがチェックするのと実際に来て見てもらう
のでは、少しずれがあるのではないかと思う

・理解するのに時間がかかってしまい、従来は生かすことが難しく感じることも
ありましたが、今回のように資料の確認を行うのに時間の余裕があると良いと
感じました
・活字だけだと自分の解釈で当たっているのか不安が残りました。集合しなくと
も、オンラインで行ってもらえると嬉しいです

・参加はしていないですが、他の方の意見等も聞きたいと思いました。今後参
加をしていきたいと思います

・給食を運営する上での重要項目を簡易的に確認することができてよかった
・書面に必要な情報量があったと思ったため
・資料が簡潔で分かりやすく、動画を利用できたのがよかった
・自分のタイミングで行えてよかった

・通常業務の中で、集中して資料を読み込むことが難しいです。また、理解でき
ない箇所について、質問できる場があると有難いです
・資料のページ数も多く、目を通すだけでは指導にはならないのではと感じまし

・目を通す書類が多くて大変でしたが、自分のあいた時間で取りくめたのでよ
かった。ただし、集合研修の方が、より理解できるようにも感じた。（内容が今回
むずかしかったので）

・疑問点の解決が難しいが現状において仕方がないと考えます

・特に大切なポイント等がわかりにくい
・書面で十分なところもありましたが、直接指導していただいた方が良い点も、
様々あると感じました。コロナの影響もしばらく続くと思うので、このような形でも
仕方ないと思います
・（３）非常災害時のチェックリストに関して、一職員が回答できないレベルが含
まれていたように思う

・一部資料を閲覧するためにホームページを見なければならなく不便に感じ
た。資料を添付してもらえると助かる

・コロナ禍の4月15日厨房で使用するアルコールの入手が困難となって来たた
め、代用品や使用方法の検討を行った。仙南保健福祉事務所に電話をさせて
頂き、4月16日に返答を頂きました。このようにご相談をさせて頂きました（食品
衛生班の田中様より）
・コロナウイルス感染症対策として適当であったと思う
・自分の時間のある時に、確認しながらでき、わからない事があっても、連絡を
すれば、きちんと説明して頂けるので問題はなかったと思います
・自分のペースで進めることができたので、特に問題なかった
・ドアノブなどきちんとアルコールでふいています
・出来れば従来の集合型のほうが、顔を見て直接お話を聞くことが出来たり、
他の施設の方のお話も聞ける貴重な機会となるので良いのですが、書面形式
の集団指導もコロナ禍における新しいやり方であるとも感じたので、特に問題
ありませんでした



◇その他
2　従来の集合型が良い

3　オンライン講習等の受講環境について

＜施設種別＞ ＜具体的な理由＞
◇学校
1　問題なく受講できる

2　一部支障がある

3　受講できる環境がない

◇病院
1　問題なく受講できる

2　一部支障がある

◇老人保健施設
1　問題なく受講できる

3　受講できる環境がない

未回答

◇老人福祉施設
1　問題なく受講できる

2　一部支障がある

◇児童福祉施設

・ネット回線はありますが、ワイファイ環境を構築中です

・インターネット環境があるため
・受講環境は、整っている為、希望すれば、受講できる
・問題なく受講できる環境ではありますが、気軽に見ることが出来る分、動画を
じっくり見るだけの時間をとるのは難しいと思います。5～10分区切りの動画で
あれば見やすいと思います

・オンライン講習を視聴出来るPCは園長室にあり、他職種で使用しているた
め、不便性がある
・電波が悪い
・視聴時間指定や音声入力がなければ受講できる可能性が高い

・栄養士専用のPCがあるので問題なく受講できた

・インターネット回線がないため受信できません
・セキュリティの関係で使っているパソコンがネットにつながっておらず、接続で
きるパソコンが限られています

・ネット環境は整っているが、外部とのメールのやり取りは事務が一括して行っ
ているため、その辺のやりとりで一部スムーズでない場合があるかもしれませ
ん

・状況によっては、受講できない場合はあると思うが、受講環境は整っている
為、希望すれば受講できる
・インターネットにつながっているパソコンが職場にあるので、受講できると思い

・通信不良があり、映像がとぎれる時があった

・環境が整っていないそうです

・部署ごとに使用できるPC、ネット環境がある

・オーダリングが始まり、一部業者にネット注文出来るノートパソコンを入れても
らったが、遅く、重くあまり受講に適しているとは思えない
・対応できる機種の台数が少ない。場所も離れている。よって自由に使用でき
・PCのセキュリティが厳しくYouTubeは、見られる環境にない（自分の携帯等で
見ることとなる）

・他の施設の話を聞ける機会なので、従来の方が良いと思いました

・できれば、夏休み期間にいただけると、もっと取り組めたかなと思います（すみ
ません、学校のわがままです…）

問題なく受講

できる

56%

一部支障があ

る

24%

受講環境が

ない

17%

未回答

3%

問題なく受講できる 一部支障がある 受講環境がない 未回答



1　問題なく受講できる

2　一部支障がある

3　受講できる環境がない

◇社会福祉施設

1　問題なく受講できる

◇事業所
2　一部支障がある

3　受講できる環境がない

4　研修会内容の希望、御意見・御感想等

・チェック項目で確認することで、食品衛生・食事摂取基準・非常災害時の対応等について見直す良い機会となり
・コロナ禍において保健所の仕事大変苦労されていることと思います。私たちにとって何かあればやはり頼りにな
るところが保健所であります。1日でも早く日常をとりもどせるよう私もできることをしっかり取りくんでいきますの
で、これからも情報提供・ご指導よろしくおねがい致します
・保育所給食に関する情報が少なく、又、研修会も少ない気がします。コロナ禍ではしかたありませんが、落ちつ
いたなら、研修会の実施をお願いします
・感染症対策、自然災害対策等、各施設でどのように備えていらっしゃるのか、どのように備えたらいいのか、学
びたいと感じております

・今後ともご指導よろしくお願いいたします
・コロナ禍での、集団給食提供の水平展開をおねがい致します
・同じ飲食業でも、衛生面の対応に差があることを感じました。フードサービス会社としては同じ研修を受けること
は少々違和感がありました
・給食施設における新型コロナウイルス感染症対策関連などの研修会を希望致します
・介護老人福祉施設等における自立支援の実際とは、について

・空いている時間（休日、夜）に自宅でも、視聴できるオンライン講習があれば参加しているので情報等あればお
願いしたいです
・食事摂取基準について、改めて理解を深める機会となりました。ありがとうございました
・災害時の給食の提供（マニュアル例について）知りたいです
・〆切りに遅れてしまい、申し訳ありませんでした。ホームページから資料を拝見することができて、しっかりと内
容を確認できたことが良かったです。

・書面でも、このような機会をいただき、ありがとうございます
・このような指導方法も、今後進めていただければと思います

・食中毒関連以外の、給食現場での実践的な情報等を希望します。具体的な例、やり方等を示してのもの等。新
型コロナ感染流行の中、保健所の皆様のご苦労も十分に感じます。お疲れ様です

・いつもお世話になっております
・今回、ホームページ上の掲載を見ての内容でしたが、紙媒体の資料や冊子などがあるとやりやすいと思った
・日本人の食事摂取基準の見通しをかけているところでしたので、とても良かったです。入職して日が浅いため、
時間はかかると思いますが、今年度中には見直しを終了させます

・コロナが流行している間は、なるべくオンラインで研修が受けられるようにして頂きたいです。今回のような書面
でのやりとりも良いと思います
・少量で栄養量が確保できる様な、料理方法や実際に作っている調理師さんのお話等、聞いて参考にしてみた
いです

・インターネットを使用できないパソコンがあるため
・インターネット回線を使用しており、wifi等ではないため、使用料や、通信制限
の問題が考えられます
・場合によってはシステム上規制がかかるときがある

・まだ、したことがないので、設備、許可等をその時に確認しなくてはならないと
思いますが、対応はできると思います

・店舗にパソコンがないため

・研修会で集まることは、できませんが、紙面でもできることがあると思いました

・オンラインの環境整備については検討中
・YouTubeでの受講環境にはない
・オンライン講習の環境が整っていないため受講が難しい

・インターネット環境があるため、オンライン講習等の受講は可能であると考え
られます
・予め、許可をとれば可能です（実際、他の課でも行っていた）

・栄養士だけであれば問題ないが、それ以外の人もとなると、通信環境と見る
場所がないのでむずかしい

・受講はできるが、通常の業務の中では難しい
・受講環境が整えば受講可能です
・施設のWiFi等の環境が整っているため特に問題なかった

・施設の共通PCでしか見ることができないので、仕事を終えてから家庭等で受
講しなくてはならない
・自身のデスクにPCはありますが、来客や電話対応もあり、その場で受講する
ことは難しいです


