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特定給食施設等の定義及び役割

特定の個人に対して繰り返して供される食事は、利用者にとって日常生活の環境である
ため、栄養管理の質の向上を図り、健康な食環境を整えていくことは利用者の栄養・健康
状態につながります。単に食事を提供する、利用者の味覚・嗜好を満足させるということだ
けではなく、利用者の健康管理という視点を持って運営していくことが求められています（健
康増進法第 21 条）。
疾病や要介護状態の重症化を予防するためには、地域の医療や介護の質として、栄養
管理の質を高めることが求められます。また、健康増進を目的とする施設においては、提
供される食事を選択して食べること、栄養・健康に関する情報を得ることを繰り返すことで、
自ら主体的に健康の維持・増進につなげていくことができます。
健康日本 21（第二次）の中でも、健康寿命の延伸・健康格差の縮小のために、社会環境
の質の向上の一つとして「利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施
している特定給食施設の割合の増加」が目標に定められています。
第二次北九州市健康づくり推進プラン（平成 30 年度から令和 4 年度）では、「オール北九
州で健康（幸）寿命を延伸する」をスローガンに、健康寿命延伸を目指し、健康なまちづくり
の推進を基本目標の一つの柱としています。
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特定給食施設とは
栄養管理が必要なものとして厚生労働省で定められており（健康増進法第 20 条、健康増進法施
行規則第 5 条）、特定の者に対して継続的に 1 回 100 食以上または 1 日 250 食以上の食事を供給
する施設です。
また、本市では、特定の者に対して継続的に 1 回 50 食以上または 1 日 100 食以上の食事を供給
している特定給食施設以外の給食施設については「小規模給食施設」として、特定給食施設に準
ずる取り扱いを行います（北九州市特定給食施設等指導要綱）。

≪用語の説明≫
○「特定」のとらえ方
食事を供給される喫食者が施設の主たる目的のために集まったもの（例：患者、従業員等）であって、
給食施設の喫食者がほぼ同一と推定される（利用率がおおむね 8 割以上）場合
○「継続的」の捉え方
給食の提供が週 4 日以上であり、おおむね 1 か月以上継続している場合、（企業の研修所など、一時
的に本来の職場や居住場所から離れて利用する施設の場合は、平均的な利用期間で判断する。）
○食数の捉え方
① 間食（おやつ）、検食、保存食は食数に含めない。職員食、経腸栄養は食数に含む。
② 定員の定めがある施設（病院、介護老人保健施設、老人福祉施設、社会福祉施設、児童福祉施設
等）の各食の食数は、原則として許可病床数や入所定数とする。ただし、寄宿舎（寮）は、1 年間の
実績を参考に判断する。それ以外の施設における各施設の食数は、１年間の延べ給食数を給食日
数で割った数とする。
○施設の捉え方
（複数の施設で厨房を共有している場合・同一敷地内に給食施設を複数設置している場合）
施設の種類や利用者の特性が明らかに異なる場合は、それぞれ別の給食施設として届け出るものと
する。
○食事の提供の捉え方
施設外で調理された弁当等を供給する施設であっても、当該施設の設置者が、当該施設を利用して食
事の供給を受ける者に、一定の食数を継続的に供給することを目的として弁当業者等と契約をしてい
る場合には特定給食施設の対象となる。
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施設の種類
種別

主
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別
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栄
養
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を
重
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し
た
施
設

病院

施設
医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の 5 第 1 項に規定す
る病院。

介護老人保健

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 8 条第 27 項に規定す

施設

る介護老人保健施設。

介護医療院
老人福祉施設

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 8 条第 29 項に規定す
る介護医療院。
老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 5 条の 3 に規定する
施設。

開始届時に
把握する食数
許可病床数
入所定員数
入所定員数
定員数

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 38 条、身体障害者福
祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 5 条第 1 項及び売春防止法
社会福祉施設

（昭和 31 年法律第 118 号）第 36 条に規定する施設並びに社会

定員数

福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 2 条に規定する事業に係る
施設で社会福祉に関する施設（児童福祉に関する施設を除く）
学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する学校。
124 条に規定する専修学校及び第 134 条に規定する各種学
学校

校。幼稚園、学校給食共同調理場含む。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

在籍者数

に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 6 項に規定す
る認定こども園のうち、当該施設が幼稚園である場合。

主
に
健
康
増
進
を
目
的
と
し
た
施
設

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 7 条に規定する施設
及び社会福祉法（昭和 26 年条法律第 45 号）第 2 条に規定する
児童福祉施設

事業に係る施設で児童福祉に関する施設。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

定員数

に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 2 条第 6 項に規定す
る認定こども園（当該施設が幼稚園である場合ば除く）。
事業所

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）別表 1 に規定する事業所
または事務所。

利用者数

寄宿舎

学生又は労働者を寄宿させる施設。

入所者数

矯正施設

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所

入所者数

自衛隊

自衛隊

隊員数

一般給食

特定した施設（複数の場合も含む。）に対して継続的に食事を

センター

供給している施設。

その他

有料老人ホーム等、上記に含まれない施設。
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利用者数
利用者数等

管理栄養士等必置指定（一号施設及び二号施設）
施設の種類及び食数により、管理栄養士の配置が義務付けられている施設があります（健康増
進法第 21 条第 1 項）。また、管理栄養士配置必置施設以外の施設については、管理栄養士、栄養
士の配置に努めるよう規定しています（健康増進法第 21 条第 2 項）。

施設種類

予定給食数

1 回 500 食以上
又は
1 日 1,500 食以上

1 回 300 食以上
又は
1 日 750 食以上

1 回 100 食以上
又は
1 日 250 食以上

1 回 100 食未満
かつ
1 日 250 食未満

医学的な管理を必要と
する施設
病院
介護老人保健施設

左記以外の施設
病院
介護老人保健施設
学校等

以外

管理栄養士配置

管理栄養士配置

必置義務

必置義務

【指定：一号施設】

【指定：二号施設】

学校 等

管理栄養士又は栄養士
配置努力義務
うち少なくとも一人は管
理栄養士配置努力義務

管理栄養士又は栄養士

管理栄養士又は栄養士

配置努力義務

配置努力義務

うち一人は管理栄養士

うち少なくとも一人は管

配置努力義務

理栄養士配置努力義務

管理栄養士又は栄養士

管理栄養士又は栄養士

管理栄養士又は栄養士

配置努力義務

配置努力義務

配置努力義務

管理栄養士又は栄養士

管理栄養士又は栄養士

管理栄養士又は栄養士

配置が望ましい

配置が望ましい

配置が望ましい

管理栄養士配置
必置義務
【指定：一号施設】

※注意 施設の種類により、他の法令等でも管理栄養士や栄養士に関する規定があります。
必ず関連法令等をご確認ください。
※施設種類については、上記施設の種類による分類をご参照ください。
※配置される管理栄養士や栄養士は、施設側・受託側を問いません。

特定給食施設が、健康増進法第 21 条第 1 項の規定に基づく、管理栄養士必置の施設であると
把握した場合には、北九州市より管理栄養士必置指定通知書（北九州市健康増進法施行細則第５
号様式）をお送りいたします。
また、健康増進法施行規則第 7 条の規定に定める基準に該当しなくなったと認められる場合は、
管理栄養士必置指定取消通知書（北九州市健康増進法施行細則第６号様式）を送付いたします。
なお、健康増進法施行規則第 7 条の規定に定める基準に該当しなくなった場合においても、適切
な栄養管理の観点から、管理栄養士の配置が努力義務となっています。
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給食施設の届出及び報告
給食を行う場合は、給食施設の設置者は関係機関に届出が必要です。ここでは、健康増進法及
び北九州市特定給食施設等実施要綱に基づく届出及び報告について説明します。
※食品衛生法や施設の種類に係る法律等により届出が必要な場合があります。別途関係機関、
関係部署へお問合せください。

給食施設の設置や廃止等による届出（要件発生から 1 か月以内に提出してください。）
種類
給食事業開始届

対象

提出要件等

開始又は再開した場合

・利用者が増え、特定給食施設・小規模給

（第２号様式）

食施設となった
・給食施設が市内へ移転した

給食事業変更届

以下の項目で変更があった場合

・設置した法人の名称や所在地が変わった

（第３号様式）

○給食施設の名称及び所在地

・設置者の職種が変わった

○給食施設の設置者の氏名及び

・給食施設の種類が変わった

住所

・給食施設を追加した

○給食施設の種類

・予定食数区分の変更（一号・二号・その

○1 日の予定給食数及び各食の
予定給食数（区分）

他）
※食数の変更は必要なし

○管理栄養士及び栄養士の員数

・管理栄養士、栄養士を配置した場合
※管理栄養士及び栄養士が配置されて
いた施設において、配置に変更のない場
合は届出必要なし 例）栄養士１⇒２

給食事業廃止届

事業を廃止した場合

・病床数の削減などで特定給食施設・小規

（第４号様式）

模給食施設ではなくなった
・給食施設が市外へ移転した

給食事業休止届

事業を休止した場合

・予定給食数が 1 回 100 食未満 1 日 250

（第４号様式）

食未満となったが今後増加が見込まれる
・改修工事等のため、1 か月以上給食を休
止する※再開時には開始届け必要

※要件発生から 1 か月以内に提出してください。
※各届出様式は、北九州市ホームページよりダウンロードしてください（様式および記入例は「様式集」参照）。

提出先
北九州市保健福祉局健康推進課
住所：〒803-8501 北九州市小倉北区城内 1－1
メールアドレス：ho-kenkou@city.kitakyushu.lg.jp
電話：０９３－５８２－２０１８
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栄養管理報告書の提出
北九州市では、特定給食施設等における給食運営及び栄養管理等の状況を把握するため、年 2
回栄養管理報告書の提出を求めています。報告月の翌月１０日までにご提出ください。
施設区分

報告月

特定給食施設

5 月・11 月

小規模給食施設

5 月・11 月

その他の給食施設

5 月・11 月

根拠法令等
健康増進法第 24 条第１項
北九州市健康増進法等施行細則第 7 条
健康増進法第 18 条
北九州市特定給食施設等指導要綱
健康増進法第 18 条
北九州市特定給食施設等指導要綱

※栄養管理報告書の様式は、北九州市ホームページよりダウンロードしてください（様式および記入
上の注意は「様式集」参照）。
※令和２年 10 月より、北九州市栄養管理報告書の様式の変更を行いました。提出に、押印は不要で
す。
※特定給食施設については、北九州市健康増進法等施行細則に基づく提出となっております。（小
規模給食施設、その他市長が栄養管理を必要と認める施設については、北九州市特定給食施設
等指導要綱により特定給食施設に準じる取り扱いとなっております。）提出について個別のご案内
はいたしません。報告月の翌月 10 日までに、速やかに下記までメールもしくは原本を郵送でご提
出ください。
報告書ご提出に際してのお願い
・提出の際は、報告書の内容に記載漏れがないか今一度ご確認ください。施設名、住所
電話番号を必ず記載ください。また、原本を提出の際は表裏両面印刷でお願いいたします。
・電子メールにてご提出の場合、メールの件名に施設名『北九州市栄養管理報告書』と記載くださ
い。
・郵送にてご提出の場合、封筒の表に『北九州市栄養管理報告書』在中と記載ください。

提出先
北九州市保健福祉局健康推進課
住所：〒803-8501 北九州市小倉北区城内 1－1
メールアドレス：ho-kenkou@city.kitakyushu.lg.jp
電話：０９３－５８２－２０１８
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