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令和２年度特定給食施設等
集団指導結果概要

対象施設数：104施設

回答があった施設数：99施設(届出対象外施設含む)

未提出：学校１施設、事業所４施設、社会福祉施設１施設

多くの施設に御参加いただき
ありがとうございました！



日本人の食事摂取基準(2020年版)の
活用状況に関するチェックリスト
から
• チェック結果
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（２）日本人の食事摂取基準に関するチェックリスト

注意！
今回集団指導に参加している施設で「該当しない」施設は基本的にありません。
健康増進法に基づいて届け出ている給食施設では栄養管理が求められています。
今一度確認をお願いします。



日本人の食事摂取基準(2020年版)の活用状況
に関するチェックリストから

〈基準の理解〉

①日本人の食事摂取基
準を読んだ

②「推定平均必要量」
「推奨量」等の指標の
違いを理解している。

③施設の給与栄養目標
量を設定する場合、ど
の値を活用するべきか
理解している
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〈目標の設定〉

①日本人の食事摂取基準を
踏まえ目標設定の見直しを
行った

②設定した目標はすべての
人に過不足が生じないよう
に設定したか

日本人の食事摂取基準(2020年版)の活用状況
に関するチェックリストから
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「個別対応のため難しい」、「活用
に悩む」という回答がありました。



〈目標の設定〉

③(通知等で示される基準
例を活用している場合で
も)目標設定の際には、年
齢、性別、活動量だけでな
く、体格(BMIや成長曲線)や
家庭での食事摂取状況等を
考慮しているか

日本人の食事摂取基準(2020年版)の活用状況
に関するチェックリストから
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主に、学校や児童福祉施設など１食提供施設で、「家庭での食事の把握
は難しい」と回答がありました。



〈給与量の評価〉

エネルギーや栄養
素の過不足の評価は、
充足率ではなく、確
率論的に考えて行っ
ているか

日本人の食事摂取基準(2020年版)の活用状況
に関するチェックリストから
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「統計学的手法の理解が難しい」と回答がありました。
評価を行うためには、指標の理解が必要です。



 エネルギーの指標：エネルギー摂取の過不足の回避を目的とする指標
を設定する。

 栄養素の指標：三つの目的からなる五つの指標で構成する。具体的に
は、摂取不足の回避を目的とする３種類の指標、過剰摂取による健康
障害の回避を目的とする指標及び生活習慣病の発症予防を目的とする
指標から構成する。なお、生活習慣病の重症化予防及びフレイル予防
を目的として摂取量の基準を設定できる栄養素については、発症予防
を目的とした量（目標量）とは区別して示す。

３ 指標の目的と種類

図３ 栄養素の指標の目的と種類

※十分な科学的根拠がある栄養素については、上記の指標とは別に、生活習慣病の
重症化予防及びフレイル予防を目的とした量を設定

摂取不足の回避

過剰摂取による健康障害の回避

生活習慣病の発症予防

＜目的＞ ＜指標＞

推定平均必要量、推奨量
＊これらを推定できない場合の代替指標：目安量

耐容上限量

目標量

「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
策定検討会報告書 p.１～50

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）スライド集より抜粋



「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
策定検討会報告書 p.7

縦軸は、不足または過剰摂取により健康障害を生じる者の割合
推定平均必要量の場合は、不足の確率が50％



活用に関する基本的事項

１ 活用の基本的考え方

 食事摂取状況のアセスメントにより、エネルギー・栄養素の摂取量が
適切かどうかを評価するところから始まる PDCAサイクルを基本とす
る。

図４ 食事摂取基準の活用とPDCAサイクル

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）スライド集より抜粋

「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
策定検討会報告書 p.１～50



 各論では、エネルギー及び栄養素について、食事摂取基準として設定
した指標とその基準（数値）及び策定方法を示す。

 各論で使われている用語、指標等についての基本的事項や本章で設定
した各指標の数値の活用方法は、全て総論で解説されているので、各

論では説明しない。したがって、総論を十分に理解した上で各論
を理解し、活用することが重要である。

 なお、各論で設定した各指標の基準は、全て当該性・年齢区分におけ
る参照体位を想定した値である。参照体位と大きく異なる体位を持つ
個人又は集団に用いる場合には注意を要する。また、栄養素について
は、身体活動レベルⅡ（ふつう）を想定した値である。この身体活動
レベルと大きく異なる身体活動レベルを持つ個人又は集団に用いる場
合には、注意を要する。

エネルギー及び栄養素 「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
策定検討会報告書 p.51

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）スライド集より抜粋



摂取不足の回避が必要な栄養素の中で

鉄やカルシウムは多くの施設であらゆる工夫をされている。

以下の例だと、月経有りの女性は半数以上で不足する確率が高く
なる。

男性(50～64歳) 鉄 女性(50～64歳) 鉄

推奨量 7.5g 10.5g

推定平均必要量 6.5g 9.0g

給与栄養目標量
（推奨量の35％）

2.7g 3.7g

給与栄養量（実績） 2.7g 2.7g

充足率 96％ 73.0％

日本人の食事摂取基準(2020年版)の活用状況
に関するチェックリストから



給与栄養目標量は、どのように設定しているか？

⇒性・年齢別に荷重平均で設定

⇒システムに人数等を入力して設定 等

(18～29歳)
男性/女性

鉄 カルシウム ビタミンＣ

推奨量 7.5g/10.5g 800mg/650mg 100mg/100mg

給与栄養目標量
（推奨量の35％）

2.7g/3.7g
[平均3.2g]

280mg/193mg
[平均254mg]

35mg/35mg
[平均35mg]

給与栄養量（実績） 2.7g 250mg 25mg

個別訪問指導の際に確認すること



３ 指標別に見た活用上の留意点

 食事摂取基準は、エネルギーや各種栄養素の摂取量についての基準を
示すものであるが、指標の特性や示された数値の信頼度、栄養素の特
性、更には対象者や対象集団の健康状態や食事摂取状況などによって、
活用においてどの栄養素を優先的に考慮するかが異なるため、これら
の特性や状況を総合的に把握し、判断することとなる。

 栄養素の摂取不足の回避については、推定平均必要量、推奨量、目安
量が設定されているが、指標によって数値の信頼度が異なることに留
意する。また、推定平均必要量と推奨量が設定されている場合でも、
その根拠によって示された数値の信頼度が異なり、活用に当たっては
留意が必要である。例えば、推定平均必要量を下回って摂取すること
や、下回っている対象者が多くいる場合は問題が大きいと考えるが、
その問題の大きさの程度は栄養素によって異なる。

• a（集団内の半数の者に不足又は欠乏の症状が現れ得る摂取量をもって推定平
均必要量とした栄養素）：問題が最も大きい。

• b（集団内の半数の者で体内量が維持される摂取量をもって推定平均必要量と
した栄養素）：問題が次に大きい。

• c（集団内の半数の者で体内量が飽和している摂取量をもって推定平均必要量
とした栄養素）：問題が次に大きい。

• x（上記以外の方法で推定平均必要量が定められた栄養素）:問題が最も小さい。

「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
策定検討会報告書 p.１～50

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）スライド集より抜粋



活用に関する基本的事項

１ 活用の基本的考え方

 食事摂取状況のアセスメントにより、エネルギー・栄養素の摂取量が
適切かどうかを評価するところから始まる PDCAサイクルを基本とす
る。

図４ 食事摂取基準の活用とPDCAサイクル

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2020年版）スライド集より抜粋

「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
策定検討会報告書 p.１～50



食事摂取基準を活用することに違和感がある…

・学校給食の場合…

文部科学省の基準があるが、2020年版への改
訂には少し時間がかかる。評価を行い、柔軟に
対応してよい。

・高齢者施設の場合…

アセスメント・モニタリング・評価を適切に
行って、給与栄養目標量の変更を行うことは差
し支えない。（健康な高齢者を対象としている
し、65歳以上のレビューは少ない！）



• 事業所の場合…

給与栄養目標量を満たす献立は売れない。

丼や麺類、がっつりしたものが人気（安い）

健康的なメニューが売れる仕組み作りも。

給食部門だけでは、難しい取組も…

他の職種や部門を巻き込んで



最後に

• 昨年度の集団指導の結果と個別訪問指導で気に
なった点をまとめました。

• 既に実践できている施設も多くあります。

• うまくいかない、悩んでいる施設の方は、他の
施設に相談してみてください。


