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徳島保健所管内集団給食施設協議会  ２０年のあゆみ徳島保健所管内集団給食施設協議会  ２０年のあゆみ
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平成13年度
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令和元年度
令和２年度

徳島保健所管内集団給食施設協議会　設立総会（於：郷土文化会館）
会報編集，危機管理体制整備，研修担当の各委員会を設置
会報「創刊号」発行
会報の名称「あのねのね」に決定（会員から募集）
「緊急時の食事提供に関する手引き書」第１版　発行
県内給食施設協議会　合同研修会を開催
生活習慣病対策委員会　設置（徳島県糖尿病緊急事態宣言を受けて）
県内給食施設協議会　会長会議開催（県協議会設立に向けての意見交換）
備蓄用非常食等の共同購入事業を開始
「緊急時の食事提供に関する手引き書」第２版　発行
徳島県集団給食施設協議会設立総会（於：ＪＲホテルクレメント徳島）
「優良従事者・優良施設」会長表彰の実施
設立10周年記念事業準備委員会　発足
記念事業としてホームページを開設
設立10周年記念大会を開催（於：ときわホール）
ホームページ「緊急連絡板」の活用，「コメント送信訓練」の開始
「緊急時の食事提供に関する手引き書」第３版　発行
糖尿病予防・重症化予防啓発チラシとクリアファイルを作成
設立20周年記念事業としてホームページをリニューアル

創刊号は
縦書き
でした！

第２号　会報名を
給食に関して

何でも聞けそうな
気がする

「あのねのね」に決定！

第２号　会報名を
給食に関して

何でも聞けそうな
気がする

「あのねのね」に決定！

県協議会設立に向けた会長会議

設立10周年記念大会  ホームページの紹介

県協議会設立総会

設立総会

会員施設で
活用できるように
配付しました
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　以前から行っているご当地メニューに加えて令和２年６月よ
り美味しく食べて健康に！をテーマにした『健美食（お酢で健
康！夏バテ防止！）』，令和２年７月より調理員が考えたメ
ニューが登場する『調理員の１品！（手作りえのきハンバーグ）』
を新しく始めました。夏にはMUTSUMI CUPという病棟対抗の
レシピコンテストも開催。９月には県内の有名店とコラボし、
『お月見御膳』を提供しました。いろいろな企画をすることで非
日常を感じていただけるよう工夫しました。コロナ禍であま
り外出ができない患者さんも喜んでいただけたのではないで
しょうか。これからも楽しいイベントを企画していきたいと
思います。

むつみホスピタル

こんな活動しています！こんな活動しています！こんな活動しています！

いろいろな企画でコロナ禍でも楽しめる食事を♪

病棟対抗レシピコンテスト開催

緊急連絡板の活用　～ コメント送信訓練 ～緊急連絡板の活用　～ コメント送信訓練 ～

コメントの一部です。送信ありがとうございました。

備蓄食品と
ディスポ食器で
食事提供

厨房使用不可
ガスコンロの支援を要望

厨房は一部浸水
機器は一部使用可能

厨房スタッフの出勤状況等に
応じて献立変更 在庫食品と

備蓄食品で
給食提供

コロナ禍の状況でしたが
４４施設が参加しました！

６月「健美食」 ７月「調理員の一品！」 ９月「お月見御膳」

　昨年度に引き続き，被害想定をして実施しました。
　被害状況は昨年度と同様の想定（床上50㎝の浸水）としましたが，発生時刻を午前11時から午後８
時へと変更し，曜日も金曜日から日曜日へと変更しました。
　夜間や早朝，休日には，少ない職員で対応しなければならない施設も多いと思いますので，翌朝か
らの食事提供をどのように対応するかを検討いただけたと思います。
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　薄切り肉を茹でてカロリーを減
らし，もやしと共にふんわり盛り
付けることでボリューム感を出し
ます。
　香味野菜は，料理の香りを引き
立てて食欲を刺激するので、風味
豊かで減塩効果もあるタレとなり，
手軽に肉と野菜をバランス良く食
べることが出来ます。
　野菜はやや硬めに茹でるのがポ
イント。よく噛んでゆっくり食べる
ことに繋がり，低エネルギーでも
満腹感が増すヘルシーな一品です。

ゆで豚の香味ダレ
介護老人保健施設　清寿園

　エネルギー　181 kcal　　　炭水化物　 　 4.7 g　
　たんぱく質　   11.4 g　　　食塩相当量  　0.8 g
　脂質　 　　     12.1 g　　

＜材料（１人分）＞
豚スライス  　60 g
ねぎ　　　    　5 g 
にら 　　　　　5 g
人参 　　 　　  5 g 
生姜             0.5 g
にんにく       0.3 g
醤油 　　　　　5 g
砂糖 　　　　　3 g
酢　             1.8 g
ごま 　　　　　1 g
もやし           30 g
トマト         1/8 個  

おいしくてヘルシー！
施設人気のお薦めメニュー
おいしくてヘルシー！
施設人気のお薦めメニュー
おいしくてヘルシー！
施設人気のお薦めメニュー

栄養価
（１人分）

・うどんを使用することで野菜が
苦手な子供でもつるんとさっぱ
り食べやすい。
・鶏ささみを入れることでたんぱ
く質アップ！
・鶏ささみを豚肉に変えることで
冷しゃぶ風にしても美味しい。

サラダうどん
沖浜シーズ認定こども園

　エネルギー　106 kcal　　　炭水化物　   15.9 g　
　たんぱく質　     4.6 g　　　食塩相当量  　1.0 g
　脂質　 　　       2.3 g　　

＜材料（１人分）＞
うどん　　  　60 g
鶏ささみ　     10 g 
きゅうり 　　　5 g
もやし　　　  10 g 
トマト　　  　10 g
レタス             5 g
めんつゆ          8 g
水         　     52 g
マヨネーズ       3 g

栄養価
（１人分）

<作り方>
①豚肉を茹でて，ザルにあげる 

②醤油・砂糖・酢・ごまを混ぜ，タレの
　ベースを作る

③ねぎ・にら・人参・生姜・にんにくは
　みじん切りにして，にら・人参はゆでる 

④③を②に加えて軽く混ぜる

⑤付け合わせのもやしは茹で，トマトは
　1/8にカットする 

⑥お皿に①⑤を盛り付け，④のタレをかける 

<作り方>
①ささみを茹でてほぐしたら，マヨネーズで
　和える 

②きゅうりを千切り，トマトを角切り，
　レタスを一口大にちぎる
　もやしはさっと茹でてからザク切りにする

③うどんを茹でて流水でしめる

④うどんの上に野菜と鶏ささみを乗せる

⑤めんつゆを水で希釈し，かける
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ホームページをリニューアルホームページをリニューアル

設立２０周年記念事業

ホームページをリニューアル

協議会のユーザー名、パスワードを入力

クリックすると
ログイン画面が
開きます

写真や資料の添付も
できるようになりました。

協議会作成の
資料等を掲載　　　　　　　　

参考資料を
ダウンロードできる
ページを新設

会員専用

ページを一
新！

スマートフォンや
タブレットでも

見やすくなりました！

緊急時に限らず
会員施設間の
情報交換に活用

緊急連絡板と
情報掲示板を

「会員専用掲示板」
に統合
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残念ですが，
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，
昨年度に引き続き中止となりました。

会報編集委員
委員長　横田　修二（徳島赤十字ひのみね総合療育センター）
委　員　髙田　有美（木下病院） 　吉岡　陽子（みどり保育園） 
　　　　池内　栄里（吉野川育成園）
　　　　矢野　貴子（阿波老人ホーム 仙寿園）
　　　　中村　　綾（勝浦町学校給食センター） 
              

〒770-0855　徳島県徳島市新蔵町 3丁目 8 0
徳島県東部保健福祉局＜徳島保健所＞健康増進担当内
電話 088－602－8904　FAX 088－652－9334

徳島保健所管内集団給食施設協議会事務局

　「給食に関して何でも聞けそうな気がする」と
いうことで決定した会報名「あのねのね」。
　気軽な情報交換の場となるよう，皆様からの
「あのねのね」をお待ちしてます。

　原稿募集のお知らせは年１回ですが，
原稿はいつでも受け付けていますので，
皆様からの応募をお待ちしています。

栄養士研修会

調理師研修会

令和２年度 研修会報告

徳島県集団給食施設協議会研修会

管理者研修会

危機管理体制整備委員会
から，厚生労働省等の国
の機関が公表している
「消毒・除菌の方法等に
ついて」情報提供をさせ
ていただきました。

編　集　後　記

原 稿 募 集

令和２年10月12日

第１回　令和２年９月11日
講演：近年の豪雨災害から学ぶ
　　　　　～被災した給食利用施設の業務再開と課題～
講師：徳島大学環境防災研究センター　センター長　中野　　晋 先生

第２回　令和３年２月24日
事例報告：新型コロナウイルス感染症に対する栄養部門での取り組み
　　　　　　　～徳島大学病院栄養部門での対応例～
講師：徳島大学病院　栄養部　副部長　鈴木　佳子 先生

講演：「食品衛生法」の一部改正とHACCPに沿った衛生管理
講師：徳島県危機管理部 消費者くらし安全局 安全衛生課
　　　HACCP食品安全担当　課長補佐　近藤　竜也 先生

令和２年８月６日

生活習慣病対策委員会から
「糖尿病の現状について」情
報提供をさせていただき，
各施設における「世界糖尿病
デー・全国糖尿病週間」の啓
発活動をお願いしました。

令和２年10月12日

内容：新しい「授乳・離乳の支援ガイド」について
講師：相模女子大学 栄養科学部　健康栄養学科　教授　堤　ちはる 先生

　　　（「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会 委員）

第２回研修会は，
オンライン併用での
開催でした！
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