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多摩立川保健所地区施設給食協議会 201７.4.2６発行 

第６０号                       〒190-0031 東京都立川市砂川町 8 丁目 2 番 3 号 

電話 042－535-8811  ＦＡＸ042－535-8857 

 

 

人として伝えたい栄養情報 
                          多摩立川保健所地区施設給食協議会長 

西砂川病院 管理栄養士   木村  恵美子 

 

春暖の候、会員ご施設におかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当協議会は東京都多摩立川保健所管轄の給食施設による任意の参加、当協議会の活動に賛同 

する個人の方々の参加で構成されています。平成２８年度も多くの会員で活動できたことは、 

大変うれしく思います。 

 

現在のインターネットやＳＮＳが大幅に普及する中において栄養の情報がいつでも引き出せる

のはありがたいことです。しかし、一方でコミュ二ケーションを必要とする私たちの職種は、画

面を見ているだけでは不十分です。喫食者の成長、生い立ち、嗜好、喫食の能力、取得知識、性

格など様々の項目を把握して食事を提供することが大事です。いくら栄養豊富な食物でも、おい

しく料理すること、食べやすい形態に調整すること、なぜ食べた方が良いかを知らせることをし

なくては意味がありません。食事の知識を伝える事で自分の食事に留意できる健康な国民を育て

ることになり、健康栄養情報普及の一端を担うことになります。そして、その責任は大きいと思

います。 

 

 栄養士はもちろん、調理担当者、調理補助、正規、非正規の職に関係なく食事をしている喫食

者の元へ訪問し、声を掛けながら業務を行うようにしていただきたいと思います。新規卒業者か

らベテランまで在籍し、東京都多摩立川保健所のご助言を頂ける当協議会が、相互に情報共有が

出来る場であるように今後も知識やスキルの共有と情報の交換を行い、給食担当者ご施設に有用

な活動を目指していきたいと思っております。 

会員ご施設の意見を聞きながら、参加しやすい会の運営を計画してまいりたいと思いますので

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。                

 

 

 

ホームページアドレス http://www.tachishikyo.com 

 

活動の様子などを発信しています。 

ぜひご覧ください！ 

 

http://www.tachishikyo.com/
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食を通した健康づくり                   
              東京都多摩立川保健所長 

                        早川 和男 

  

 

  多摩立川保健所地区施設給食協議会 会員施設の皆様には、食事展の開催や部会研究活動を通

じて、各給食施設利用者及び地域住民の健康づくりに御貢献をいただいていることに、深く感謝

いたします。また、当保健所の様々な事業への御協力に対しまして、厚くお礼申し上げます。 

 

東京都では、東京都健康推進プラン２１（第二次）により、誰もが生涯にわたり健やかで心豊

かに暮らすことができる社会を目指して、都民一人ひとりが主体的に取り組む健康づくりを総合

的に推進しております。当保健所におきましても、プランの栄養・食生活の分野別目標の指標で

ある「野菜の 1 日あたりの摂取量３５０ｇ以上の人の割合を増やす」ために、食に関係する地域

の団体の皆様と連携し、様々な取り組みを推進しております。 

具体的には、野菜の日（8 月 31 日）に、ＪＡ東京みどりがＪＲ立川駅北口コンコースで開催

される「みんなの良い食プロジェクト」での地場野菜の無料配布の場をお借りして、立川市役所

等と連携して広報活動を行うことや、学校の給食だよりに野菜に関するコラムを掲載し家庭に対

して働きかけるなど、取り組みのより一層の充実を図っていくことにしております。 

皆様におかれましても、健康に配慮したメニューの提供や栄養成分の表示など、健康・栄養に

関するより一層の積極的な情報提供を通して、給食を利用する方々やその家族の食を通した健康

づくりに御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

東京都多摩立川保健所 
〒190－0021 

立川市羽衣町２-６３ 

 

最寄駅 JR 南武線「西国立駅」 徒歩約９分 

 

 

電話    ０４２-５２４-５１７１ 

ＦＡＸ   ０４２-５３８-２７７７ 
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２ ８ 年 度 事 業 報 告 

 

第 53 回・第 54 回わたしたちの食事展を開催して 
 

「食塩を減らして目指そう！健康生活」をテーマに同じ内容で、平成 28 年 9 月８日（土）イ

オンモールむさし村山サウスコートにて第５３回食事展、平成 28 年 11 月 19 日（土）イトー

ヨーカ堂昭島店にて 54 回食事展を開催しました。内容は簡単食事診断、体脂肪測定、野菜当て

クイズ、レシピ集配布などです。 

今年もたくさんの幅広い世代の方々に参加して頂けました。 

どんな食事に塩分がどのくらい含まれているかが一目でわかる実物展示のコーナーでは、ラー

メンやうどんの汁、ハムなどの加工品、また菓子類に含まれる塩分が想像以上に多いことを気に

される方が多くおられました。また、それそれ単品ではそんなに多くなくても組み合わせた 1 日

のトータルで見ると、多くの方は 1 日の摂取基準を超えてしまっています。塩分の取りすぎが健

康に良くないことはわかっていても、自分が摂取している塩分量を実感することはとても難しい

ことです。含まれている実際の塩の量を見て確認することで、普段の生活で 1 日に何グラムの食

塩を摂取しているかがリアルに想像できたかと思います。今後も食事展を通して、食べることの

大切さ、食べることと健康の繋がりを、楽しくわかりやすく多くの方にお伝えしていければと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

食塩についてのパネル 

実物展示 

食事診断 
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見学会 

独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター 

平成 29 年 2 月 22 日（水）独立行政法人災害医療センター 防災倉庫にて見学会を行いまし

た。災害医療センターは災害拠点病院として行政と連携しながら、災害時の医療の中心を担って

います。防災倉庫には災害時に備えた様々な工夫や、細かい管理が施されていました。見学に参

加された方々の感想を紹介します。 

 

災害備蓄用倉庫を見てどのように感じましたか？ 

・1 食ごとラック、カートに分けてあり使用しやすいと思った。 

・広いスペースで見やすく管理されていた。見てすぐに分かるようになっていることが大切だと感じた。 

・献立を参考に備蓄品を見直したいと思った。 

・マニュアルがすばらしい。 

 

施設で取り入れられそうな例は何ですか？ 

・災害時の献立を参考にしたい。備蓄場所に献立表が張ってあり、整頓されていて誰もが見ても分かるの

で行いたいと思った。 

・防災訓練を実際に職員で行う。 

・ポリ袋を使用した調理（ポリ袋などで密封して調理すること。真空調理） 

 

災害備蓄、非常対応で困っていることは何ですか？ 

・保管場所が狭い。 

・マニュアルの作成とそれを用いた訓練の実施。 

・スムーズな賞味期限の管理。 

・備蓄品が本当に食べやすいのか。 

・炊き出しをやったことがないので、災害時に動けるか 

   

独立行政法人国立病院機構災害医療センター 

〒１９０-００１４ 

東京都立川市緑町 3256番地 

電話  ０４２-５２６-５５１１ 

訓練の様子の写真、献立表 

災害食など 
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研究会活動 

 
 

 

 
 

児童施設部門 研究会報告 
 

 平成 29 年 2 月 16 日に、元練馬区保育課栄養指導担当系技能長の西田奈保子先生を講師とし

てお招きし、『発達にあった離乳食と赤ちゃんの口腔機能の発達について』というテーマで講演会

を行いました。子ども達一人ひとりに寄り添い、その子自身の発達を見て、適切な離乳食を作る

ことの大切さを改めて学ぶことができ、とても貴重な時間となりました。 

 後半にはフリーディスカッションの時間を設け、とても活発な意見交換を行うことができまし

た。立施協には、ベテランの栄養士がたくさん所属しています。困っている事、悩んでいる事な

どがあれば研究会の場で共有し、解決していければ良いと思っています。 

 

 

 

病院・社会福祉・事業所部門  研究会報告 
 

1２月 13 日 ・ 3 月 14 日 実施 

今年度は研究会のテーマに「食形態の地域連携」を掲げました。同じ名称なのに食事形態が違

う、粘度が違う、きざみの大きさが違う等、施設間での統一がなされておらず、食事を召し上が

られている患者様、利用者様が困っているケースが多々ある現状です。また、私達栄養士も送ら

れてきた情報と現状の食事形態が合わず、困っているケースがあり、地域で情報の共有化が進ん

でおりません。より良い栄養サポートをするためにも、食形態の地域連携が必須と考え今年の大

テーマと致しました。現在、情報共有を始め他の施設の食事内容が見える形での冊子作り等を目

標に活動中です。来年度も引き続きこのテーマで研究会を進めて参ります。 

 

 

 

研究会に参加してみませんか？ 

多摩立川保健所地区施設給食協議会では、児童施設部門と病院・社会福祉・事業所部門

に分かれて研究会活動を行っています。勉強会や講師の先生をお呼びし、充実した内容

を年に 2 回から 3 回実施しています。ぜひ多くの方に参加して頂ければと思います。 
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当院は昭島市にあり、一般病床 30 床、地域包括ケア病床 21 床、医療療養病床 60

床、回復期リハビリテーション病床 50 床の計 161 床の病院です。昭島市内では医療機

関として唯一、地域包括支援センターの運営を市から受託しています。 

当院の基本理念に基づき、患者さんに誠実で良心的な医療を提供することで、地域社

会に信頼され貢献できるよう努めています。 

日常に季節を感じられる行事食やお楽しみ献立を年間 24 回実施し、美味しくて楽しい食

事の提供を行っています。給食業務受託者と協力して、行事食には手作りのメッセージカ

ードや飾りを添え、給食から入院生活に彩を添える工夫を行っています。 

栄養委員会の充実 

患者さんを対象に年 4 回実施している嗜好調査の結果について委員会で検討し、果物

の提供量を増やすなど、結果を食事の改善に役立てています。 

委員会には ST（言語聴覚士）の参加もあり、新しい食種（軟菜食）の検討を行う等、嚥

下に関する課題の改善にも着手しています。患者さんに安全で美味しく、かつ栄養状態

の改善が図られる食事の提供ができるよう、給食業務受託者や多職種と連携して取り組

んでいます。 

管理栄養士の病棟常駐 

今年度の栄養科組織目標に「病棟常駐」を掲げ、担当病棟に管理栄養士が常駐する体制

を構築しました。速やかなアセスメントの実施が可能となり、食思不振に対する個別対

応食、嚥下不良に対する食形態の調整、下痢に対する経腸栄養の製剤・速度の検討など

多職種連携による取組で栄養状態の改善に繋げています。 

ＮＳＴ（栄養サポートチーム）による栄養改善 

平成 26 年 4 月よりＮＳＴ加算を取得し、専従の管理栄養士１名、専任の医師、看護

師、薬剤師、その他、理学療法士、言語聴覚士、検査技師もチームに加わり多職種連携

で実施しています。 

 

 

 

医療法人社団 

竹口病院 
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立川介護老人施設わかば  
〒１９０-０００１ 

東京都立川市若葉町３-４５-２       

電話  ０４２-５３８-０８７１ 

ＦＡＸ ０４２-５３８-０８８１ 

 

  

 

当施設は、「共に喜び、感じ、励まし、笑い、尊ぶ」という、職員で話し合って決めた理念を

基 に運営されています。 

栄養課は、施設管理栄養士 1 名、委託給食会社１０名で、「食べやすくて美味しい食事・見て 

食べたくなる食事」を目指して日々努力しています 

 

  

 

 

 

 

週に 2 回手作りのおやつを提供しています。行事の時のおやつも手作りです。 

クリスマス会は、巨大なケーキを作って、利用者様にケーキカットを手伝っていただきます。 

自慢の巨大ケーキ制作のために私たちは 5 時に集合です！ 

 

 

 

 

郷土料理・世界の料理・駅弁・海上自衛隊カレーなど 

利用者様に食事に興味を持っていただきたい、よろこんでいただきたい、と栄養課一同、 

知恵を絞っています 

施設紹介 

巨大ブッシュドノエル長

さ 50 センチです！ 

直径 45 センチのクリスマスケーキ。

イチゴのサンタは一人 1 個ずつです。 

 地域に根付いた老健として、包括支援セン

ターや社協主宰の料理教室に管理栄養士が派

遣されています。 

“男性料理教室”は今年で 7 年目、“こども

お菓子教室”は 5 年目になります。 
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社会福祉法人 心会     

うれしのの里  
〒１８５-００３２ 

東京都国分寺市日吉町４-３２-６      

電話  ０４２-３００-１３０８ 

ＦＡＸ ０４２-３２５-１３０２ 

 

 

 

  

 

 

 

国分寺の自然に親しみ、地域の方と触れ合える老人保健施設として、様々な事業

を展開しております。地域交流スペースと直結している中庭では、ガーデニングや

日光浴も楽しむことができ、中央に位置する一本桜の木は、春の訪れを知らせてく

れます。季節ごとに行事を開催し、食事の面からもご利用者様の笑顔に触れており

ます。 

 給食は、株式会社エム・ティー・フードに委託しております。家族の介護・子育

ての経験がある職員が多く、野菜の切り方や盛り付け方など、食べる方への配慮が

細やかにあります。今日のご利用者様の状態と、食事の内容・形態が合っているか、

介護職員と連帯し、安全を確認して行います。美味しく召し上がっていただくこと

を大切にして、体調が改善され笑顔が見られるように、努力しています。 

施設紹介 

事業内容 

特別養護老人ホーム     うれしのの里 

ショートステイセンター   うれしのの里 

デイサービスセンター    日吉の里 

国分寺地域包括センター   ひよし 

居宅介護支援事業所     たんぽぽ 

ヘルパーステーション    たんぽぽ 
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食事展等で配布しているレシピの一部を紹介いたします。 
 

【ビビンバ】   大人１人分                              

ご飯      １４０ｇ 

                          豚肉       ２５ｇ 

                          生姜・にんにく  少々 

                          油        適量 

                          人参       １２ｇ 

                          もやし      ２５ｇ 

                          ほうれん草    ２５ｇ 

                          卵        １２ｇ 

 

 

 

【つくり方】 ①生姜とにんにくをみじん切りにし、油で炒める。香りが出てきたら豚肉をほぐしながら 

炒め、Ａで味付けする。 

       ②人参は細切りにして茹でる。ほうれん草は茹でてざく切り、もやしも茹でて冷まし、水分を絞

る。卵は炒り卵にする。 

       ③炒めた肉、茹でた野菜、炒り卵すべてをＢのたれと合わせ、ご飯の上によそう。 

  

【栄養素】  エネルギー  ３２８kcal       

              蛋白質    １２．０ｇ       

       脂質     ４．８ｇ         （レシピ提供施設 育成会ひまわり保育園） 

 

 

 

                           【大根のきんぴら】 大人１人分 

 大根      ４０ｇ 

                           人参      １５ｇ 

                           油揚げ      ３ｇ 

                           サラダ油     適量 

                           砂糖       ２ｇ 

                           減塩醤油     ５ｇ 

                           だし汁      ２０ｇ 

                           いりごま     適量 

 

 

 

 

【つくり方】 ① 大根、人参、油揚げは細切りにする。 

       ② ①を油で炒め、だし、砂糖、減塩醤油を加える。水気がなくなるまで炒め、 

仕上げにごまを入れる。 

 

【栄養素】  エネルギー   ４４kcal       

              蛋白質     １．４ｇ      

       脂質      １．６ｇ         （レシピ提供施設 西砂川病院） 

レシピ紹介 

Ａ いりごま０．４ｇ 

 しょうゆ２．４ｇ 

砂糖０．３ｇ 

Ｂ ごま油０．７ｇ 

 しょうゆ２．５ｇ 

酒０．６ｇ 

砂糖０．３ｇ 


