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公益社団法人日本栄養士会平成 26 年度事業報告 

概 要 

平成 26 年度の事業については、平成 26 年 3 月度理事会で承認し、平成 26 年度定時総会で意見を求め

た事業計画に基づき執行にあたった。 

平成 26 年度は、公益社団法人設立後に選出された役員の改選にあたるところから、役員選任規程に則り、

総会で 24 名の理事の選任を決議した。新たに選任された理事をもって構成した理事会で、代表理事（会長：1
名、副会長：2 名）、業務執行理事（専務理事、常務理事各１名を選定し、総会の意見を求め決定した。その後

7 月度理事会で、常任理事（部長）並びに理事の担当業務を決めて事業の執行にあたった。

事業の執行にあたっては、現在の問題に対応するとともに、管理栄養士・栄養士の将来構想の実現を視野

に事業の執行にあたることとした。このため、平成 26 年度定時総会に前年度に引き続き協議事項として、「管

理栄養士・栄養士の将来像と推進対策」を提案し理解と意見を求めた。これを受け、実現に向けて、理論形成・

実体形成・世論形成・政策形成を進めた。 

理論形成では、法体系に関する専門知識が必要なことから、弁護士で構成される厚生法制研究会に研究を

委託した。 

実体形成では、定時総会に職業倫理の制定を提案して承認を得た。これを踏まえ、専門職は、自らの技術

の保持、向上に努める責任があることから、4 月から生涯学習を生涯教育と改め、到達目標に向け管理栄養

士・栄養士の資質の向上にあたる体制の整備とシステムの構築を行った。さらには、栄養の指導の活動を広く

社会に理解してもらうために、栄養ケア・ステーション事業の推進を検討した。 

世論形成として、管理栄養士・栄養士は国民に寄り添い、「国民の健康の維持・増進および生活習慣病予

防・重症化予防」を目的に「栄養の指導」を行う「専門職」であることを、国民をはじめ、広く社会により理解しても

らうため、広報活動の充実を図ることが必要であることから、ホームページ等のあり方を検討した。 

政策形成については、栄養士関連制度に関する事項であることから、理論形成・実体形成・世論形成を見

据えて、実現を期すこととしている。 

公益社団法人の設立後 3 年目を迎え、会務運営にあたり、体制の整備を図るため、各種規程等の見直しを

行った。 

一方、本会活動の基盤は、活動に賛同し入会する会員の会費にあることから、会活動の強化、運営の充実

を図った。さらには、管理栄養士・栄養士の活動は、広範囲にあたることから、生涯教育では、活動分野別の技

術の強化を図るとともに、職域事業部での活動の更なる充実を目指し活動した。 

また、栄養士活動の国際化に対応し、肥満と低栄養の課題を抱えるベトナム国に、専門職である栄養士制

度の創設に向け、講師の派遣、日本国での活動の理解のため、関係者の招聘等支援活動を行った。 

－4－



各事業部の事業報告は、下記のとおりである。 

Ⅰ 公１事業 食・栄養の科学振興事業 

１ 食と栄養の科学に関する調査・研究・技術開発事業 

１－１ 保健指導等のデータ調査解析 

平成 25 年度に引き続き、特定分野「特定保健指導担当管理栄養士育成事業」の登録者の実践デー

タの登録を行った。一定のデータがまとまったことから、今後は、解析を行い、管理栄養士の行う特定保

健指導の有効性等をあたることとした。 

１－２ 業務分野毎の専門性の向上に関する調査研究 

平成 26 年度は、医療事業部を中心に全国の病院を対象として栄養部門実態調査を実施した。会員

の勤務先である病院・クリニック等に調査票を発送し、約 3,500 件のデータを回収（回収率 約 58％）し

た。この結果、①施設機能種別区分、給食管理部門、病棟管理部門、栄養指導部門での管理栄養士数

が算出できた。これによりビジョン達成に向けた詳細な数値化が可能となった。②管理栄養士の充足数

から、患者満足度（栄養指導件数、情報書、アレルギー対応数、嚥下対応数）が評価できる。③管理栄

養士の充足数から、職員の能力向上、組織活性度（実習施設の受け入れ状況、学会や論文投稿等へ

の影響を把握）の評価が可能となった。④食事療養区分での食事提供状況が把握できた。⑤生涯教育

への会員の意識が調査でき、今後の展開に利用できることとなった。

１－３ 管理栄養士専門分野別人材育成事業（厚生労働省委託事業） 

平成 26 年度は、平成 25 年度に引き続き、がん専門領域に関する体制の整備について、日本病態栄

養学会と協働し、「がん病態栄養専門管理栄養士」の認定制度を構築した。平成 29 年度までは暫定認

定機関とし、平成 26 年度暫定認定試験受験者は 92 名、合格者は 81 名であった。暫定認定者による

制度検討会を平成 27 年 3 月 21 日、22 日に行った。

新たに、CKD（慢性腎臓病）分野に関して「腎臓病専門管理栄養士(仮称)」の認定制度の創設を目指

し、日本病態栄養学会、日本腎臓学会等の関係学会との調整を進めた。平成 27 年 2 月 7 日・8 日にプ

レ研修を実施した。平成 27 年度には、（暫定）認定試験を実施し、がん領域同様に、認定制度の構築を

目指すこととした。

１－４ 管理栄養士・栄養士の業務規範の作成 

平成 26 年度定時総会で、「管理栄養士・栄養士倫理綱領」が承認された。これを受けて、生涯教育研

修に取り上げ、倫理綱領の周知を図った。また、具体的に理解しやすいように業務規範を作成することと

し、業務規範ワーキングを立ち上げ、検討した。業務規範には、栄養関連用語の統一も含まれることから、

多くの関係者から意見を求め時間をかけて検討することとした。 

１－５ 国への栄養施策の提言活動 
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会長が、食育推進会議委員として、意見を述べた。また、専務理事等が食品表示、スマイルケア食等

の各種関連会議で、栄養の指導の専門職の立場から意見を提言した。 

また、国の行う栄養関連パブリックコメントに対して、意見を提言した。さらに、学校給食での牛乳の提

供中止に関して、意見を公表するなど各種栄養関連事項に本会の考えを提示した。 
 

１－６ その他各種調査研究活動 

  

１－６－１ 管理栄養士による在宅高齢者の栄養管理のあり方に関する調査研究事業（厚生労働省） 
当初の事業計画にはなかったが、理事会で補正予算を承認して執行した。事業は、管理栄養士が低

栄養のリスクを有する在宅高齢者に対して、適切な栄養管理を推進することを目的とした。居宅療養管

理指導の栄養管理について、栄養ケア・ステーションや病院、診療所、介護老人保健施設などの連携も

含めた手段などの体制づくりやサービス提供のあり方等について、ガイドラインを作成し、報告書としてと

してとりまとめた 

 

１－６－２ 保育所を活用した生活不活性病防止食事受け取りシステム構築事業（復興庁） 
平成26年度復興庁「新しい東北」先導モデル事業に公募し採択されたことにより、当初の事業計画に

はなかったが、理事会で補正予算が承認され委託事業として執行した。本事業は、被災地の仮設住宅

における高齢者の生活不活発病（廃用症候群）や低栄養、健康管理への不安、孤食等多くの問題に保

育所を利用して栄養と食の面から対処するものである。高齢者の適切な食事管理や見守り、園児等と一

緒に会食し楽しい会話ができるよう、また高齢者の社会参加や生きがいづくりを図るため、保育所給食を

利用した共食や食事の受け取りシステム（ほっこり食事プロジェクト）の構築を図った。岩手県、宮城県、

福島県栄養士会の各栄養ケア・ステーションと協働し、各地で計 9 回 105 名の高齢者の参加を得て、地

域の保育所を中心とした様々な取り組みパターンの事例を得た。これらは被災地の仮設住宅の高齢者

の問題だけではなく、全国の高齢者に共通する課題への取り組みでもあることより、東北発信の全国に

向けた地域生活支援、健康づくりの拡充を図った。これら事業拡大により保育所への管理栄養士・栄養

士の配置の充実、促進も視野にいれながら次年度につなげる活動を行った。 

 

２ 食と栄養の科学に関する調査・研究・技術開発の支援事業 

２－１ 栄養の指導に関する文献検索システム利用・活用の促進と論文作成の支援 

『日本栄養士会雑誌』に掲載された実践事例報告について、科学技術情報発信・流通総合システム

の学術電子ジャーナル（J-stage）を毎月更新し、日本栄養士会ホームページ上の『「文献検索システ

ム」により、広く情報提供を図った。 

 栄養指導・食事療法に関する研究助成事業で助成を行った事業に対して、『日本栄養士会雑誌』“実
践事例報告”への投稿を義務づけている。掲載にあたっては、論文作成の指導を行い掲載した。 
 

２－２ 栄養の指導に関する研究助成および育英資金の支給事業 
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4 件の申請があったが、①健康松戸 21 にかかる「栄養・食生活」分野におけるベースラインデータお

よび健康教育評価のためのデータ構築に関する研究（千葉県・石川有希子）、②睦町クリニックにおける

認定栄養ケア･ステーションの効果（神奈川県・工藤美香）の 2 件に助成することとした。

後進の管理栄養士を育成、支援するため、河村育英資金を設立し、奨学金を給付することとし、ホー

ムページで広く募集を行った。応募者は4名で、有識者による選考委員会で、新潟県の串田修氏と京都

府の小栗靖生氏の 2 名へ奨学金を給付することとした。 

２－３ 食と栄養の実践科学の振興に資する書籍等の刊行物の監修等 

平成 26 年度は、新たな監修等は行わなかった。

２－４ 栄養学の国際標準化の検討 

PEN-JAPAN（Practice-based Evidence in Nutrition-JAPAN）へのニーズを把握するため、1 年

間、PEN-カナダを試行利用することとし、PEN-JAPAN を立ち上げることを視野に、調整・準備を進め

た。シニアリーダー研修会を、8 月 26 日に、東京・女子栄養大学駒込キャンパスにおいて、11 名の参加

者で開催した。また、リーダー研修会を、 9 月 14 日に京浜地区で、9 月 15 日に近畿地区で開催し、17

名、9 名、計 37 名（パネルメンバーを含め 48 名）が参加した。 

また、栄養ケア・プロセスに関しては、生涯教育の基本研修に組み入れた。標準化を考慮し、基本テ

キストを作成し、多くの参加者が修得できるようにした。さらに、適任の講師がいないときは、希望する都

道府県栄養士会に常任理事を派遣した。 

Ⅱ 公２事業 食・栄養改善人材育成事業 

１ 生涯教育の基幹教育制度の運営事業 

１－１ 基幹教育研修事業 

管理栄養士・栄養士は、「栄養の指導」を通して人々の健康維持・増進、疾病予防と治療の支援にか

かわる専門職である。専門職は、使命と責務を自覚し、常にその職能の発揮に努力することが必要であ

る。そこで、今まで行ってきた生涯学習（CE：continuing education）から、生涯職能開発（CPD：

continuous professional development）の考え方を取り入れ、キャリアを支援できる生涯教育へと、平

成26 年度から新しく制度を変えた。この準備と推進のため、生涯教育検討委員会を 5 回開催し、運営の

あり方等について検討した。なお、基幹教育の基礎となる科目に関しては、希望があった 36 都道府県

に常任理事を派遣した。11 月には、全国の担当者会議を開催し、進捗状況や課題についての意見交

換を行った。さらに、生涯教育研修事業は、より多くの管理栄養士・栄養士が参加することが求められる

ことから、ホームページで周知を図るとともに、「日本栄養士会雑誌」に同封し、広く周知を行った。

１－２ 管理栄養士・栄養士への職業倫理の普及事業 

職業倫理に関しては、基幹教育の基本研修に位置付け、普及を図った。 
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１－３ 全国栄養士大会開催事業 

“栄養ケア活動の推進と充実”をテーマとして、8 月 23 日に、横須賀市・神奈川県立保健福祉大学に

おいて、545 名の参加を得て開催した。「日本人の食事摂取基準(2015 年版)のポイントと活用」につい

ての講演を行い、 併せて、職域事業部（医療・勤労者支援・公衆衛生・地域活動）の自由集会、保健指

導スキルアップ研修会、在宅訪問管理栄養士フォローアップセミナー、栄養ケア・ステーションプランニ

ングマネージャー連絡会議、JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）リーダー対象フォローアップ

研修を開催した。 

 

１－４ 都道府県栄養士会との協働研修事業等 

 賛助会員の協賛等を得て、都道府県栄養士会と協働し、管理栄養士・栄養士の資質の保持、向上の

ため、別表 1 のとおり、実施した。 

 

１－５ その他研修事業の開催 

管理栄養士・栄養士の業務を行ううえでのエビデンスとなる「食事摂取基準(2015 年版)」に関する研

修会の開催を検討したが、厚生労働省が開催することからこの周知を行うとともに、研修会の準備、評価

を行う評議員会に委員を推薦した。結果として、平成 26 年度定時総会、全国栄養士大会の特別講演と

して実施し、独自の開催は見送った。 

 

１－６ 管理栄養士・栄養士の養成教育支援事業 

臨地・校外実習で指導にあたる管理栄養士・栄養士は、「臨地実習及び校外実習の実際」を基に臨

地・校外実習の指導の標準化を図ることが求められる。この目的のため、平成 25 年度に暫定版として作

成した「臨地実習及び校外実習の実際」の内容の一部を改訂し、2014 年版として発行した。今後は、制

度に大きな変更があった時に改訂することとした。 

また、専門職としての使命、業務執行上の心構えを内容とした「管理栄養士・栄養士になるあなたへ」

を発行し、管理栄養士・栄養士養成施設ならびに都道府県栄養士会へ配布した。 

 

２ 生涯教育の運営事業 

２－１ 分野別認定管理栄養士・認定栄養士制度の創設の検討 

事例報告の方法や認定試験などの認定要件について、検討を進めた。 

 

２－２ 管理栄養士・栄養士の特定（専門）種類業務における専門的知識・技能の強化事業 

特定種類の業務に必要とされる高度の専門的知識・技能を身につけた管理栄養士・栄養士を育成し、

それぞれの専門性を認定し登録した。登録にあたっては、一定の試験を実施するとともに、更新制を取

り入れている。 

 

２－２－１ 特定保健指導担当管理栄養士育成事業 

－8－



本年度の認定者数は 3 名、認定者総数は 133 名となった。 

２－２－２ 静脈経腸栄養（ TNT-D ）管理栄養士育成事業 

静脈経腸栄養（TNT-D）委員会の委員構成を見直した。平成 26 年度は、東会場（東京）、中会

場（京都）の 2 会場で、ファーストステップ、セカンドステップ、フォローアップ研修会を、6

月から 3 月に開催した。また、更新研修会を 2 回（東京、京都）開催し、77 名の参加があった。

本年度の認定者数は 116 名、平成 26 年度までの認定者数は 921 名となった。

２－２－３ 公認スポーツ栄養士育成事業 

平成 25 年度に引き続き、日本体育協会並びに日本スポーツ栄養学会と協働し、事業を実施し

た。本年度の認定者数は 27 名、平成 26 年度までの認定者数は 153 名となった。 

２－２－４ 在宅訪問管理栄養士育成事業 

平成 25 年度に引き続き、日本在宅栄養管理学会と協働し、事業を実施した。本年度の認定者数は

135 名、平成 26 年度までの認定者数は 229 名となった。 

２－３ 保健指導担当者研修会、栄養サポートチーム担当者研修会の実施 

保健指導担当者研修会を、10 月～11 月に 4 日間の日程で、福岡市・中村学園において 14 名の

参加を得て開催した。また、8 月 23 日に横須賀市・神奈川県立保険福祉大学において、保健指導

スキルアップ研修会（更新研修会を兼ねる）を、35 名の参加を得て開催した。保健指導担当者研

修会は参加者が少なかったことを踏まえ、平成 27 年度の開催は検討することとした。 

また、栄養サポートチーム担当者研修会を、8 月 8 日～10 日に、東京・渋谷区・FORUM8 で

開催した。参加者は 87 名で、内訳は管理栄養士 36 名、看護師 29 名、薬剤師 21 名、理学療法

士 1 名であった。 

２－４ 地域リーダー育成・都道府県栄養士会公益目的事業支援事業 

各職域事業部で、別表 2-1 のとおり研修事業を実施した。 

２－５ 職域別研修（職域全国研修会その他）事業 

各職域事業部で、別表 2-1 のとおり研修事業を実施した。 

２－６ 関連団体等との協働研修・研修支援事業 

健康日本 21 推進全国連絡協議会の構成員として、活動を展開した。さらに、チーム医療推進

連絡協議会等での活動も行った。

２－７ 職域別の学習・教育用の教材および資料の制作事業 
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各職域事業部では、別表 2-2 のとおり、学習・教育用の教材および資料を作成した。 

 

Ⅲ 公３事業 食生活自律支援事業 

１ 個別特性対応型の食の自律支援事業 

１－１ 栄養ケア･ステーション事業 

管理栄養士・栄養士の将来構想の一環として、地域住民に対する活動拠点として位置付け、推進を

図った。国の補助事業である「栄養ケア活動推進事業」の実施県栄養士会（8 府県：下記）と連携するとと

もに、活動を支援した。 

実施都道府県名 事業名 

茨城県栄養士会 

埼玉県栄養士会 

新潟県栄養士会 

京都府栄養士会 

福岡県栄養士会 

佐賀県栄養士会 

大分県栄養士会 

沖縄県栄養士会 

医療機関や地域包括ケアセンターと連携した栄養ケア 

地域包括ケアシステムと連動する栄養ケア 

医療・福祉の垣根を越えた在宅訪問栄養ケア 

地域の医療関係者と連携した栄養ケア 

地域における訪問歯科診療と連携した栄養ケア 

サテライトケアステーションを活用した栄養ケア 

調剤薬局を活用した栄養ケア 

離島・過疎地域に対する栄養ケア 

１－１－１ 特定保健指導にかかるモデル事業および都道府県栄養ケア･ステーション支援事業 

(株)タニタと協働し、企業の健康保険組合の加入者を対象に特定保健指導を行うべく検討した。

これに関しては、平成 27 年度から都道府県栄養士会の協力を得て、全国的に広げることを計画

した。 

 

１－１－２ 地域住民および管理栄養士未配置医療機関等を通じた栄養ケア支援業務 

在宅訪問への管理栄養士のニーズが高まりつつあり、依頼から業務実施に至るまでの体制の整備と

人材育成等、各都道府県栄養士会における課題抽出とその解決に取り組んだ。高知県栄養士会への

支援を例に、平成 27 年度は、他栄養士会への支援も検討することとした。 

 

１－１－３ 栄養ケア・ステーション認定制度の創設にむけた推進事業 

都道府県栄養士会との連携が重要であることから、地区別栄養士会長会議等で、意見を求め、具体

的に進めることとした。平成26年度は、モデル事業として進め、41 件の申請があった。これに関して、推

進を図ることとし、平成 27 年度定時総会にポスターセッションを行うこととした。 

 

１－２ 地域住民のための栄養相談事業 

平成 26 年 6 月 21 日・22 日に、第 9 回食育推進大会が長野市において開催されたが、長野県栄養

士会と共同で、“野菜を食べよう”をテーマに出展し、栄養相談、野菜クイズ、展示を行った。また、スーパ

ー等食品流通企業と協力し、来店者を対象として栄養相談のモデル事業を検討し、東京近郊にあるサミ
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ット（スーパーマーケット）を場として、（一社）J ミルクと協力して 28 日間試行した。 

 

１－３ 慢性腎疾患の重症化予防推進事業 

 日本腎臓学会では、厚生労働省の研究費を得て、「腎疾患重症化予防実践事業」を実施した。これは、

腎戦略研究班（腎疾患重症化予防のための戦略研究 FROM-J）により作成された「生活・食事指導マ

ニュアル」の改訂で、目的は、地域の実情に応じて、より活用性および実効性の高い、すぐに実践できる

ものとした。これには、管理栄養士による栄養・食事指導が重要となることから、「北海道・東北・関東地

方」、「中部・近畿地方」、「中国・四国・九州地方（沖縄県を含む）」の全 3 ブロックの宮城県、茨城県、新

潟県、静岡県、長崎県、沖縄県で 75 名ずつの慢性腎臓病（CKD）患者に対して、生活・食事指導を行

った。これに関して、管理栄養士講習会における講師派遣、運営に対する連絡等の支援を行った。 

 

１－４ 被災地における栄養ケア･ステーションの体制整備事業 

 気仙沼における栄養ケア・ステーション「あした」の現状把握とともに、その活動等の見直しを図り、人

材の検討と今後の勤務体制について調整をした。 

 

１－５ 非常災害発生時の被災者の健康支援事業 

１－５－１ 災害支援管理栄養士・栄養士の育成にむけた活動（JDA-DAT 体制整備事業） 

JDA-DAT 運営委員会を中心に、JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）体制整備事業を実施

した。 「あの日を忘れない、教訓を繋ぐ JDA-DAT 絆プロジェクト」として、全国の都道府県栄養士会

に向けて JDA-DAT 車両（河村号）を活用した災害時の栄養と食のイベント等の開催に連携・協力し、8

府県でのイベントに参加した。 

 また、「日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアル（基礎編）」をまとめ、各都道府県栄養士会への

周知とその活用を図った。あわせて、各都道府県栄養士会において、JDA-DATによる支援体制が整っ

たと申請のあった指定栄養士会に対して、指定栄養士会指定証の発行と災害派遣時の必要備品として、

車両用掲示ステッカーの配布を行った。また、JDA-DAT（河村号）車両にAED（自動体外式除細動器）

を搭載した。今後とも関係機関・団体と連携し、協力を仰ぐとともに、災害時の栄養と食の支援に向けた

適切な体制の構築を図ることとした。 

 JDA-DAT の平成 26 年度の活動事例として、広島市での土砂災害（8 月 20 日）、発生時には広島県

栄養士会と連絡調整し、対応を検討したが具体的な活動には至らなかった。長野県神城断層地震（11

月 22 日）の発災に際しては、長野県栄養士会に連絡し、翌日より情報収集のため JDA-DAT リーダー

を現地に派遣し状況把握を行った。現地での被災・支援体制の状況や関係自治体等との協議の結果、

JDA-DAT の支援活動は必要なしと判断した。 

 

１－５－２ JDA-DAT 育成事業 

 第 4 回リーダー育成研修を、11 月 8 日～9 日に、福岡市・中村学園大学にて実施し、53 名のリーダー

を育成し、4 年間で計 293 名の JDA-DAT リーダーを育成した。 

－11－



また、8 月 23 日に、全国栄養士大会（神奈川県）自由集会として JDA-DAT リーダー対象フォローア

ップ研修を開催し、スキルアップを図った。各都道府県 JDA-DAT スタッフの育成も着実に進んでおり、

リーダー・スタッフの人材育成、スキルアップを図るとともに、さらなる体制強化を実施した。 

２ 集団特性対応型の食の自律支援事業（栄養改善・健康づくりに関する国民的合意を形成する

事業） 

２－１ 健康づくり提唱のつどい 

世界保健デー（昭和 23 年 4 月 7 日制定）を記念して開催している健康づくり提唱のつどいも、今年で

35 回目を迎えた。今回は、『高血圧予防のための「健康な食事」―美味しい減塩食のすすめ―』をテーマ

として、4 月 7 日に、東京・新橋のヤクルトホールにおいて、454 名の参加者を得て開催した。アンケート

の結果の概要は、配布数 395（前年比 115％）、回収数 309、回収率 78％（前年比+2 ポイント）、初来場

者数 105 名、満足度（大変わかりやすかった、わかりやすかった）95.5％（前年比－1.4 ポイント）であっ

た。

２－２ 「野菜を食べよう」キャンペーン活動 

8 月 31 日の「野菜の日」に、別府市・ホテルサンバリーアネックスにおいて、「野菜を食べよう 2014」と

「食で防ごう糖尿病」をテーマに、健康増進キャンペーン in 大分として一般の方を対象に実施した。参

加者数は260名。来場者数（前年比84.4％）、アンケートの結果の概要は、配布数190、アンケート回収

率100％（前年比+12.4ポイント）、満足度（講演・シンポジウム内容について、大変わかりやすかった・わ

かりやすかった）84.7％（前年比-9.2 ポイント）、理解度（シンポジウムの内容を普段の食生活に反映させ

ようと思いましたか）94.7％（前年比+2.9 ポイント）であった。

２－３ 減塩プロジェクト事業 

（一社）J ミルク（乳和食）、国立循環器病研究センター（かるしおレシピ）と連携し、減塩プロジェクトを

推進した。 

また、健康づくり提唱のつどいのテーマに取り上げるとともに、健康増進のしおり並びに「ヘルシーダ

イアリー」に減塩に関する内容を盛り込み、一般住民への指導に活用して、減塩の必要性の周知に努め

た。

２－４ 児童福祉施設での食育活動 

乳幼児、保護者の食育の向上を図るため、児童福祉施設におけるクッキング講座を、14 都道府県栄

養士会と共催で、28 会場で開催した。 

３ 健康づくりと食事・栄養に関する情報コミュニケーション事業 

３－１ 日本栄養士会雑誌の発行事業 
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「日本栄養士会雑誌」は、第 57 巻 1 月号から、制作委託先を日本印刷へ変更したが、平成 26 年度

上半期は制作基盤の構築、体制整備を実行し、ミス、トラブル、遅延 0 を掲げ、制作規定書、校正ルー

ル書を作成した。4 月号より、品質に対して各種 KPI（重要業績評価指標）を立てモニタリングを行った。

この結果、4 月号の開始時期に対して 10 月号実績では、各項目のミスが文字校正への指摘 70％減、

構成への指摘 25％減、デザインへの指摘 100％減、編集観点の指摘 34％減と結果を得た。平成 27 年

度に向けて、他メディアとの整合性を踏まえて、新企画の立案、リニューアル等を検討した。

３－２ ホームページによる情報コミュニケーション事業 

従来のコンテンツの制作運用を行う一方、Web 解析を実施した。ホームページのコンディション（いつ、

どこで、誰が、どのように、何を、見ているか等）を確認、現行の課題を分析した。会員、国民をはじめ、

国、関連団体等のニーズに仮説を立て、よりコミュニケーションの質を上げるべく、リニューアルの準備を

行った。 

平成 25 年度から引き続き、最新情報の提供を目的に「みえまる」（パイロット版）を、1～2 週間に 1 回

を目途に、都道府県栄養士会並びに役員へ配信した。

三条市が学校給食から牛乳を試験的に中止することにした件について、他県・市への波及も考えられ

ることから、速やかに本会の見解を各種メディアへ公表した。これに関する事項を含めて、テレビ局 1 社、

新聞社 5 社をはじめ、各種取材への対応を行い、3 社の新聞、4 社の業界紙・Web サイトなどに、記事と

して掲載された。また、世論形成の戦略の一環として、広報基盤の強化を検討し、平成 27 年度に運用

することとした。 

３－３ 栄養指導・栄養相談用のパンフレット、リーフレット等の資料の制作・配布事業 

健康増進のしおりは、年間 4 種類作成した。4 月に、2014-1「高血圧と、上手に付き合っていきましょう。 

～無理せずに、続けていける減塩生活へ～」、8 月に、2014-2「1 日 350g！彩り良く野菜を食べて、生

活習慣病予防。」、10 月に、2014-3「早い時期食事の見直し・改善が糖尿病予防の秘訣」、1 月に、

2014-4「正しく知って、食事も楽しく！赤ちゃんの食物アレルギー」を発行した。 

 「ヘルシーダイアリー」は、国民の健康課題である高血圧予防、野菜の摂取、生活習慣病予防を主な

内容として、6 月に 31,000 冊作成した。本会並びに都道府県栄養士会が実施する栄養相談・食生活相

談で使用した。また、「ヘルシーダイアリー」の Web 版を作成した。 

Ⅳ 公４事業 食環境整備事業 

１ 連携・協働関係の構築事業 

１－１ プライマリ・ヘルス・ケアのネットワーク形成、栄養と健康を考える有識者の会の開催 

平成 25 年度に引き続き、関連学会等と連携を図った。
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第 7 回栄養と健康を考える有識者の会を、3 月 5 日に、東京・千代田区のパレスホテル東京において、

『食物アレルギー対策における管理栄養士・栄養士の役割―「健康的で」「安心できる」「楽しい」食生活

を送るために―』をテーマに開催した。 

 

２ 先駆的栄養改善活動等表彰事業 

 8 月 23 日に、横須賀市・神奈川県立保健福祉大学において、全国栄養士養成施設協会と共催で、

全国栄養改善大会を開催し、栄養改善のために先駆的な活動を行い、あるいは、同活動に従事し

て顕著な功績の認められる管理栄養士・栄養士等を表彰した。 
厚生労働大臣表彰は、①栄養改善事業功労者 17 名、②栄養士養成功労者 14 名、③栄養指導業

務功労者 55 名、④優良特定給食施設 17 施設で、全国栄養士養成施設協会と共同で、副賞を授与

した。 
日本栄養士会表彰は、栄養改善奨励賞（萩原賞）を「炎症性腸疾患患者の QOL の向上に対する

功績」があった吉田典世氏に、栄養改善功労賞（森川賞）を「スポーツ栄養の発展に功績」があ

った日本スポーツ栄養学会にそれぞれ授与した。また、会長表彰として、―50 年活動―12 名、―25
年活動―679 名に対して表彰を行った。 
 

３ 国民の健全な食生活を支援する制度の整備 

３－１ 在宅療養食品の認証制度(仮称)の創設事業 

厚生労働省では『日本人の長寿を支える「健康な食事」』の策定を、農林水産省では、「スマイルケア 

食」の認定等を検討していることから、これらとの整合性を勘案し、検討することとしたが、在宅療養食品

の認証制度と兼ね合いが難しいことから、平成 27 年度事業計画からは外すこととした。 

 

３－２ 管理栄養士・栄養士の業務過誤による損害賠償責任保険制度の取り扱い事業 

前年に引き続き実施し、追加補償の加入者は、606 名であった。 

 

３－３ 管理栄養士・栄養士制度の運用改善および制度改革に関する包括的な検討事業 

管理栄養士・栄養士の将来構想を策定し、その実現に向けた活動を行った。これに関しては、平成27

年度も推進を図ることとした。 

また、入院時食事療養費の自己負担の増への対応と在宅医療・介護へ向けた栄養改善業務はどうあ

るべきかを検討した。これについては、平成 27 年 5 月をめどに要望書として提出することとした。 

 

Ⅴ 公５事業 国際公衆衛生向上事業 

１ 開発途上国の公衆衛生・公衆栄養上の課題に関する支援事業 

ベトナムの栄養課題（肥満、低栄養）を解決するために、現地で栄養士制度の設立の支援を行った。

具体的には、栄養士制度立法のため 10 月にベトナム国保健省、ハノイ医科大学学長ら 11 名を招致し、

本会をはじめ、学校、病院、保健センターへの視察、埼玉県庁への表敬訪問など、全 5 日間の工程を実
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行した。11 月には、ハノイ医科大学学生 5 名、教員 3 名を招致、十文字学園、神奈川県立保健福祉大

学での研修ほか、小学校、病院などを見学した。また、11 月からは講師を派遣、平成 27 年 3 月には実

習施設の確認のため、現地視察等を行い、ベトナムでの栄養学教育に寄与した。 

 

２ 国際栄養士連盟・アジア栄養士連盟の活動にかかる国際交流事業 

第 15 回国際栄養士会議（15th International Congress of Dietetics；ICD2008）のメモリアルシン

ポジウムを、カナダ栄養士会のマーシャ・シャープ会長並びに米国・イリノイ大学シャルドン・ドノヴァン教

授を招へいし、第 61 回日本栄養改善学会学術総会（8 月 20 日～22 日）において、同学会と共催で行

った。 
また、8 月 21 日から 24 日まで、台湾台北市・NTUH 国際コンベンションセンターで開催された第 6

回アジア栄養士会議（6th Asian Congress of Dietetics；ACD2014）の開催にあたり、スピーカーの推

薦、参加ツアーの企画、参加費の助成等を行った。その結果、日本からは参加国の中で最多の 120 名

程度が参加した。なお、併催されたアジア栄養士連盟（Asian Federation of Dietetic Associations；

AFDA）常任理事国会議および代表者会議において、第 8 回アジア栄養士会議（ACD2022）の日本開

催が正式決定した。 
9 月 19 日に開催された国際栄養士連盟（International Confederation of Dietetic 

Associations;ICDA）の電話会議に参加した。 

国際協力機構からの依頼により、ガーナの「官民連携アプローチによる Scale up Nutrition」に協力

し、本会の概要並びに栄養士の役割等について講義した。 

 

３ 海外留学助成事業 

 海外留学助成の創設を検討した。 

 

Ⅵ その他（法人運営）に関する事業 

１ 会務運営に関する取り組み等 

１－１ 総会、理事会の適切な運営 

平成 26 年度定時総会で、新役員が選任されたことから、理事会を開催し、代表理事会長、代表理事

副会長、業務執行理事・専務理事、業務執理事・常務理事を選定し、業務執行体制を確立した。これに

あたり、登記事項を変更した。 

定時理事会、臨時理事会を別表 3-1 のとおり開催し、本会事業執行について検討し、活動を行った。

常任理事会は、毎月開催し、理事会への提案事項等について検討した。 
代表理事・業務執行理事は、定款に基づき、自己の職務の執行状況を理事会に報告した。 

 

１－２ 各種事業の企画や本会の政策立案能力の向上のための事業部・事務局体制の整備、諮問

会議・地区栄養士会長会議・各種委員会などの充実した運営 

事業を効率的かつ有効に実施するために、各種会議を別表 3-1、別表 3-2 のとおり開催した。 
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１－３ 賛助会員との協働 

賛助会員会総会・幹事会を開催し、本会への活動の理解を得て、協働して事業を展開できるように協

力を求めた。

１－４ その他、上記に関連した法人運営にかかる取り組み 

ビルの老朽化を受けて、9 月 1 日に事務所を港区・新橋に移転するとともに、定時総会で、定款の一

部を変更し、内閣府に届け出た。 

２ 会員に関する取り組み等 

２－１ 会報「栄養日本・礎」の発行 

会報「栄養日本・礎」を年 4 回発行した。Vol.4-No.1（6 月発行）と、Vol.4-No.4（3 月発行）は「日本栄

養士会雑誌」に同封するとともに、ホームページにも掲載、Vol.4-No.2（10 月発行）と Vol.4-No.3（1 月

発行）はホームページのみの掲載とした。 

２－２ ホームページ（会員専用ページ）の充実 

ホームページの会員専用ページに、会報「栄養日本・礎」、定時総会開催通知・資料、栄養士総合補

償制度の案内等を掲載した。 

２－３ 会員増に向けた活動 

地域連携事業部を中心に、会員増に取り組んでいるが、平成 27 年 3 月末現在の会員数は 50,566

名（特別会員 2 名を含む。）で、平成 25 年度会員数に比べて 854 名の減となった。（別表 4）

業務支援システムの会員データを分析し、会員減の課題を入会者減と特定した。また、都道府県栄養

士会で実施している会員増対策を分析して都道府県別の課題を一覧化し、地区栄養士会長会議で検

討いただく等、課題の洗い出しを行い、会員の保持、増加にあたった。 

２－４ 業務支援システムの第２次開発 

生涯教育制度の見直しに伴う学習管理機能および情報基盤の整備を目的に、業務支援システムの 2

次開発を進めた。10 月からは Web による研修会申込み機能、会員情報変更機能、新入会申込み機能

を公開した。また、システムの脆弱性について検証し、一部暫定的に対策を実施し、今後の対応につい

ても検討した。これを踏まえ、平成 27 年度に説明会を開催することとした。

３ その他必要な取り組み等 

その他、流動する情勢に的確に対応して、法人運営上必要な取り組み等を実施した。 
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別表１ 平成 26 年度委託事業開催状況 

事業名 都道府県栄

養士会 

研修目的 参加 

者数 

協賛社等 

健康づくり米食

栄養学術講習会 

東京（協力） 現在の日本人は、食事から摂取するエネルギー量は年々減

少しているが、食生活の欧米化により、摂取エネルギーに

占める炭水化物エネルギー比が減り、脂肪エネルギーが増

えて、肥満や生活習慣病の増加が懸念されている。一方、

低炭水化物が注目を集め、エネルギー必要量の重要性がや

や軽視されている傾向にある。こうした中で、『健康寿命延

伸のための適正エネルギー量とエネルギー産生栄養素バラ

ンス－適正な炭水化物量を考える－』をテーマに、「日本人

の食事摂取基準(2015 年版)」をもとに、"BMI を指標とした

適正なエネルギー量とは"、"その中での栄養素のバランス

をどう考えたらよいか"、"特に、肥満の是正がその予防の

第一義である糖尿病の食事療法における炭水化物の摂取バ

ランス"について考える。 

243 米穀安定供

給確保支援

機構 

食生活と植物油

栄養に関する講

習会 

山形、岐阜、

三重、京都、

佐賀、長崎 

近年、脂肪に関する研究、知見等は劇的に変化している。

健康の維持･増進、疾病とのかかわり、高齢者の ADL の維持･

向上の観点ばかりでなく、摂取する際の環境や食べ合わせ、

時間との兼ね合いも科学的に証明されてきている。また、

健康志向の油、原材料、トランス脂肪酸などの情報が氾濫

し、食の安全性についてもよく話題として取り上げられて

いる。一方、食の原点でもある「おいしさ」がともすれば

忘れられがちである。管理栄養士・栄養士には、情報を適

切に把握・整理し、的確にわかりやすく伝え、実践するこ

とが求められている。そのための知識の習得および自ら考

えることを目的とする。 

433 日本植物油

協会 

植物油講演会 北海道、島根

高知 

同上 336 同上 

インスタントラ

ーメン「健康と栄

養」セミナー 

千葉、東京、

神奈川、福井 

兵庫、徳島 

近年、食品加工技術・流通機構の発展などにより加工食品

の生産量は大幅に伸びている。一方、生活環境の変化など

により、その消費量も増えており、加工食品を利用しない

食生活は考えられないような状況にある。このような状況

において「栄養」と｢食｣の専門職である管理栄養士・栄養

士は、｢健康的に食べる｣という観点から、一般消費者に対

し加工食品の上手な利用方法を指導、啓発する必要がある。

そこで、「専門的かつ最新の知見を学ぶ機会とする」ととも

に、「一般消費者に対しても広く情報を提供する」ことを目

的とする。 

597 日本即席食

品工業協会

セミナー｢牛乳を

科学する｣ 

福島、埼玉、

広島、山口 

子どもから大人まで、牛乳は毎日の生活になじんだ食品と

なったが、その反面、わが国で飲まれる牛乳の量は年々減

る傾向にある。「食育」が重要視される現状において、栄養

価や食品の機能を理解することも重要だが、楽しく安全に

食べることを大切にし、「おいしい」と感じて食べてもらう

ことも管理栄養士･栄養士の役割の１つである。このセミナ

ーでは、「牛乳」をテーマとし、機能や価値、また牛乳を嫌

いになる理由なども含め、牛乳についての正しい理解と、

日々の疑問や問題点を専門家等と検討できる場とする。 

401 J ミルク 
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栄養学術講習会 大阪、大分 最新の栄養に関する知識、技能、特に臨床栄養学及び地域

における栄養特性について学習し、会員の資質向上をはか

り、もって地域住民の栄養の改善健康増進に寄与する。 

302 第一出版株

式会社 

日本臨床栄養研

究会 

秋田､石川、

熊本 

臨床栄養に関する新知見を学習し、管理栄養士・栄養士の

資質向上を図るとともに国民医療の向上に寄与する。 

364 医歯薬出版

株式会社 

指導者のための

健康・栄養セミナ

ー 

岩手、山形、

栃木、静岡、

三重、和歌山

愛媛、佐賀 

日本人の平均寿命は、国民生活の向上、生活環境の整備や

医学の進歩等に伴い、世界有数の水準に達しているが、近

年では、生活習慣病が大きな課題となり、健康増進の重要

性が増大している。健康寿命を延ばし、生活の質を高める

ためには、生活習慣病の予防が大切であり、健康づくりの

ための正しい知識の普及･啓発が重要になる。そこで、栄養

の専門職である管理栄養士･栄養士を中心に、大豆をメイン

テーマとし、現場で実践に役立つ最新の情報を提供し、も

って国民の健康の保持増進を図る。 

633 

 

大塚製薬株

式会社 

Soylution セ ミ

ナー 

宮城、山梨、

富山、奈良、

鳥取 

同上 779 同上 

生活習慣病予防

のための食生活

セミナー 

茨城、京都、

岡山 

国は、平成 25 年 4 月から 10 年間、子どもから高齢者まで

全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち、

ライフステージに応じて、健やかで心豊かに生活できる活

力ある社会を実現するため、壮年期死亡の減少、健康寿命

の延伸および生活の質の向上を実現することを目的とし

た、「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動(健康

日本 21(第二次)」の積極的な推進を図ることとしている。 

そこで、後期高齢者の低栄養防止、改善、個人の生活の質

の向上を目指し、食事、特に油や油糧成分の摂取とのかか

わりについての知見や最新の話題についても取り上げ、管

理栄養士・栄養士の現場で役立つ情報を提供し、国民の健

康の維持増進を図る一助とする。 

213 日清オイリ

オグループ

株式会社 

オリーブセミナ

ー 

北海道 オリーブオイルはカラダにいいとよく言われているが、本

当にヒトは、健康のために何かを食べるのか。本質的には

調味料であり、和食にも合うオリーブオイルだが、無論、

揚げる、炒めるといった加熱調理にも適性がある植物油で

ある。栄養素だけでなく、その産地、歴史、生産秘話等に

触れながら、おいしさアップの要素としてのオリーブオイ

ルを再発見し、オリーブオイルの魅力の 1 つである、あの

フルーティな香りも楽しみながら、自分好みの味や適する

料理を見つける。 

80 同上 
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｢食生活改善にお

ける野菜と植物

性乳酸菌の力｣セ

ミナー 

岩手､滋賀､

宮崎 

近年、急速な人口の高齢化や生活習慣の変化により、疾病

全体に占める生活習慣病の割合が増加、国民医療費の高騰

に繋がっている。こうした疾病構造の変化に対応し、すべ

ての国民が健やかに生活できる社会とするために、平成 12

年に、国民健康づくり運動として「健康日本 21」が策定さ

れ、平成 24 年から第二次がスタートした。方向として、健

康寿命の延伸と健康格差の縮小、生活習慣病の発症予防と

重症化予防の徹底、栄養・食生活に関する生活習慣及び社

会環境の改善等が掲げられている。そこで食生活の中で、

「野菜」と「乳酸菌」が持つ栄養や生理機能、効果的な摂

取方法などの最新情報をトピックスとし、健康づくりに関

する知識を学ぶ機会を提供し、今後の食生活・栄養指導等

に役立てる。 

259 カゴメ株式

会社 

専門職の食と栄

養セミナー 

長野 厚生労働省が進める国民の健康づくり運動「健康日本21（第

二次）」では、2013 年度からの 10 年間を対象にした第二次

計画の目標に健康寿命の延伸が掲げられた。この目標を達

成するため、実践をする上で重要なことは「メタボリック

シンドローム」及び「ロコモティブシンドローム」の理解

並びに予防方法の周知はもちろんのこと、健康で長寿であ

るための生きがいの創出、よりよく生きるための多様な支

援である。平成 25 年に厚生労働省が発表した都道府県別の

平均寿命では、長野県が男女とも 1 位だった。その長野県

において長寿日本一の理由を解き明かし、その活動を全国

に伝えていくことをねらいとする。 

374 味の素株式

会社 

メタボリックシ

ンドローム予防

のための健康セ

ミナー 

青森､山梨､

（滋賀は台

風のため中

止） 

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満に加え、脂

質異常、高血糖、高血圧が 2 つ以上集積した状態である。

改善には運動、食生活の改善による内臓脂肪の低減が必要

で、平成 20 年度から始まった特定健康診査もメタボリック

シンドローム改善に着目した内容になった。保健指導の現

場で役立つ栄養代謝および、メタボリックシンドローム予

防に関する知識を習得する。 

208 花王株式会

社 
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別表2-1　平成26年度職域事業部事業執行状況

全国リーダー研修事業 職域に関する技術、技能向上に関する研修事業 その他の職域専門性の向上事業 事業の企画・運営に関する会議

医療 26.4.19(土)・20(日)  【第34回食事療法学会】 【第28回臨床栄養学術セミナー】 常任企画運営委員会（11回）

千代田区・日本健康・栄養会館 27.3.28(土)・29(日)      26.7.26（土） 企画運営委員会（4回）

参加者数：47名 仙台市：仙台国際センター 文京区・東京医科歯科大学 組織委員会（1回）

参加者数：654名 参加者数：121名 広報委員会（2回）

【スキルアップセミナー】 

26.11.15（土）・16日（日）

文京区・東京医科歯科大学

参加者数：53名

【全国栄養士大会における自由集会】

26.8.23（土）

神奈川県・神奈川県立保健福祉大学

参加者数：59名

【地区リーダー研修会】

7ブロック（上半期）　各会場15-20名

7ブロック（下半期）　各会場約20名

学校健康教育 日時：26.12.5（金） 【全国研修会】 【スキルアップ研修会】 企画運営委員会（5回）

会場：港区・「厨BO!SHIODOME」 26.12.6(土)・7(日） ①スキルアップ研修会Ⅰ

参加者数：43名 港区・東京ガス本社ビル  26.7.12（土）・13(日)台東区・学校法人華学園43名

参加者数：115名 26.7.19（土）札幌市・ホテルライフォート札幌21名 【調査研究】

26.7.25（金）～27日（日）宮崎市・南九州大学34名

 26.8.2（土）～3（日）松江市・島根県教育会館21名

26.8.8（金）～10（日）盛岡市・岩手県公会堂32名

 26.9.6（土）～7（日）京都市・同志社女子大学30名

26.9.28（日）石川県地場産業振興センター21名

②スキルアップ研修会Ⅱ-①

＊子どもの食事指導・支援プログラムについて

26.12.14(日）仙台市・東北大学医学部艮陵会館48名

26.10.5（日）世田谷区・学校法人食糧学院28名

26.9.7（日）新潟市東区プラザ72名

26.10.26（日）名古屋市・東邦ガス60名

26.11.30（日）京都市・同志社女子大学22名

26.11.29（土）岡山市・中国学園大学72名

②スキルアップ研修会Ⅱ-②

*学校給食摂取基準について

26.10.11（土）文京区・東京都学校給食会館41名

26.11.15（土）京都市・同志社女子大学27名

③スキルアップ研修会Ⅲ

26.10.26（日）盛岡市・ｱｲｰﾅ⇒中止

27.1.24（土）港区・厨BO!SHIODOME23名

27.1.31（土）世田谷区・学校法人食糧学院84名

26.11.1（土）新潟市・新潟県立大学55名

27.2.28（土）新潟市・新潟県立大学32名

27.1.24（土）名古屋市・株式会社名給52名

27.2.21（土）名古屋市・株式会社名給73名

26.10.5（日）京都市・同志社女子大学14名

26.12.13（土）京都市・同志社女子大学31名

｢子どもの栄養食事指導･支援プログラ
ム｣ワーキンググループ
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全国リーダー研修事業 職域に関する技術、技能向上に関する研修事業 その他の職域専門性の向上事業 事業の企画・運営に関する会議

勤労者支援 【ブロック代表者ネットワーク会議】 【勤労者支援研修会】 企画運営委員会（5回）

26.8.23（土） 千代田区・日本健康・栄養会館 矯正グループ打合せ会

神奈川県・神奈川県立保健福祉大学 *全3回（5・6・7月）

参加者数：23名 参加者数：第1回10名、第2回10名、第3回11名

【ブロック研修会】　

26.7.12（土）岡山県

参加者数：28名

【全国矯正栄養士研修会】

27.1.23（金）

会場：千代田区・貸会議室内海

参加者数：74名

研究教育 【全国リーダー研修会】 【全国研修会】 【ブロック研修会】 企画運営委員会（3回）

日時：平成27年3月8日(日) 日時：平成27年3月7日(土) ＜北海道・東北ブロック＞

会場：東京農業大学 会場：東京農業大学 日時：8月10（日）・11日（月）

参加者数：64名 参加者数：74名 会場：プラザおでって

＜関東・甲信越・京浜ブロック＞

日時：11月8日(土)

会場：ウィリング横浜502会議室

＜東海・北陸ブロック＞

日時：8月29日(金)

会場：名古屋経済大学

＜中国・四国ブロック＞

日時：平成27年2月8日（日）

会場：山陽学園短期大学本館301教室

＜九州・沖縄ブロック＞

日時：9月2日(火)・3日(水)

会場：西九州大学短期大学部

公衆衛生 26.4.26（土） 【全国研修会】 【新任者研修会】 企画運営委員会（8回）

千代田区：日本健康・栄養会館 日時：26.8.28（木）・29（金） 日時：27.1.29（木）・30（金）

参加者数：44名 会場：東京家政学院大学 会場：東洋大学白山キャンパス

参加者数：105名 参加者数：78名

【全国栄養士大会における自由集会】

26.8.23（土）

神奈川県・神奈川県立保健福祉大学

参加者数：22名

地域活動 27.3.6（金） 【第32回公衆栄養活動研究会】 【全国栄養士大会における自由集会】 企画運営委員会（5回）

滋賀県・滋賀県立県民交流センター 27.3.7(土) 地域活動栄養士情報交換会

参加者数：120名 滋賀県・滋賀県立県民交流センター 26.8.23（土）

参加者数：191名 神奈川県・神奈川県立保健福祉大学

参加者数：84名
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全国リーダー研修事業 職域に関する技術、技能向上に関する研修事業 その他の職域専門性の向上事業 事業の企画・運営に関する会議

福祉 27.3.7(土）・8(日) 【全国研修会】 【第19回専門研修会】 企画運営委員会(10回）

千代田区・都市センターホテル 26.10.18(土)・19(日)      ＜中堅者研修Ⅰ＞ 臨時企画運営委員会

参加者数：55名 江東区・東京ビッグサイト 東会場①　26.6.28（土）・29(日)

参加者数：361名 　熱海市・熱海ニューフジヤホテル

　参加者数：50名

東会場②　26.7.19（土）・20(日)

　熱海市・熱海ニューフジヤホテル

　参加者数：57名

西会場①　26.7.12（土）・13(日)

　岡山県和気郡・和気郡鵜飼谷温泉

　参加者数：57名

西会場②　26.9.6（土）・7(日)

　岡山県和気郡・和気鵜飼谷温泉

　参加者数：51名

西会場③　27.1.11(土)・12（日）

　宜野湾市・カルチャーリゾートフェストーネ

　参加者数：60名

＜中堅者研修Ⅱ＞

東会場　26.9.20(土)・21(日)

　熱海市・ハートピア熱海 

　参加者数：54名

西会場　26.9.27(土)・28(日)

　京都市・ホテル京都エミナース

　参加者数：52名

＜中堅者研修Ⅲ-2＞

東会場　26.10.4(土)

　千代田区・TKP神田ビジネスセンター

　参加者数：90名

西会場　26.8.16(土)

　岡山市・オルガホール

　参加者数：54名

＜中堅者研修Ⅳ-2＞

東会場　26.12.6(土)・7(日)

　熱海市・熱海ニューフジヤホテル

　参加者数：60名

西会場①　26.7.26(土)・27(日)

　岡山県和気郡・和気鵜飼谷温泉

　参加者数：41名

西会場②　26.11.15(土)・16(日)

　岡山県和気郡・和気鵜飼谷温泉

　参加者数：60名

＜中堅者研修Ⅲ-3＞

東会場　27.1.10(土)

　千代田区・TKP神田ビジネスセンター

　参加者数：100名

西会場　27.2.1(日)

　岡山市・オルガホール

　参加者数：88名

＜中堅者研修Ⅳ-3＞

東会場　27.2.7(土)・8(日)

　熱海市・ハートピア熱海 

　参加者数：64名

西会場①　27.3.21(土)・22(日)

　岡山県和気郡・和気鵜飼谷温泉

　参加者数：57名

【児童福祉施設におけるクッキング講座】

（14都府県28ケ所、各会場25～41名参加）　
【すこやか推進事業】
【すこやか推進事業】
平成26年度第25回麻生福祉まつり
26.11.16（日）
川崎市・麻生区役所他
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別表2-2　平成26年度職域事業部制作物等

職域名 制　作　物　等

医療 「医療事業部のしおり」、「栄養部門実態調査報告書」

学校健康教育 「子どもの栄養食事指導・支援プログラムVer.2」(CD）

公衆衛生 「行政栄養士による活動事例集」(HP掲載）

地域活動 「地域活動栄養士だより」

福祉 「福祉全国ネットワークだより」2回（E-mail配信）
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開 催 期 日 回 次 会　議　名 開 催 場 所

26.6.22(日）・23（月） 26年度 （公社）日本栄養士会定時総会 江東区・東京ビッグサイト

26.8.23（土） 第10回 全国栄養士大会 神奈川県・神奈川県立保健福祉大学

26.05.10（土） 臨時 理事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.05.17（土）・18（日） 5月度 理事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.23（月） 6月度 理事会 江東区・東京ビッグサイト

26.07.05（土）・06（日） 7月度 理事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.18（土）・19（日） 10月度 理事会 港区・事務局会議室

27.01.24（土）・25（日） 1月度 理事会 港区・事務局会議室

27.02.14（土） 臨時 理事会 港区・新橋会議室

27.03.14（土）・15（日） 3月度 理事会 港区・事務局会議室

26.04.19（土） 4月度 常任理事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.05.17（土） 5月度 常任理事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.22（日） 6月度 常任理事会 江東区・東京ビッグサイト

26.07.05（土） 7月度 常任理事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.06(土） 9月度 常任理事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.18(土） 10月度 常任理事会 港区・事務局会議室

26.11.15（土） 11月度 常任理事会 港区・事務局会議室

26.12.13（土）・14（日） 12月度 常任理事会 港区・事務局会議室

27.01.12（月・祝） 臨時常任理事会 京都市・同志社女子大学

27.01.23（金） 臨時常任理事会 港区・事務局会議室

27.01.24（土） 1月度 常任理事会 港区・事務局会議室

27.02.13（金） 臨時 常任理事会 神戸市・神戸ポートピアホテル

27.02.14（土） 2月度 常任理事会 港区・新橋会議室

27.03.14（土） 3月度 常任理事会 港区・事務局会議室

27.03.15（日） 常任理事会（医療事業部との合同会議） 港区・事務局会議室

26.05.16（金） 監事会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.11.14（金） 監事会（上半期） 港区・事務局会議室

26.05.10（土）・11日（日） 第1回 諮問会議 千代田区・日本健康・栄養会館

27.02.14(土）・15（日） 第2回 諮問会議 港区・新橋会議室

26.07.03(木） 顕彰審査会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.04.30(水） 第2回 選任決議管理委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.04.25（金） 臨地・校外実習マニュアル改訂検討ワーキング 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.23（月） 平成26年度賛助会員会総会 江東区・東京ビッグサイト

26.06.23（月） 第1回 賛助会員会幹事会 江東区・東京ビッグサイト

27.02.14(土） 第2回 賛助会員会幹事会 港区・新橋会議室

27.03.05(木) 第7回 栄養と健康を考える有識者の会 千代田区・パレスホテル東京

27.01.10（土） 第1回 総務部会 港区・事務局会議室

26.04.08（火） 第1回 諸規程に関する打合せ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.04.23（水） 第2回 諸規程に関する打合せ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.18（木） 第3回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.09.30（金） 第4回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.10.10（金） 第5回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.10.21（火） 第6回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.10.30（木） 第7回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.11.11（火） 第8回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

別表3-1　各種会議の開催
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開 催 期 日 回 次 会　議　名 開 催 場 所

26.11.25（火） 第9回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.12.09（火） 第10回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.12.17（水） 第11回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.12.22（月） 第12回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

27.01.08(木) 第13回 諸規程に関する打合せ 港区・事務局会議室

26.05.15（木） 業務支援システム打合せ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.13（金） 業務支援システム打合せ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.17（金） 業務支援システム打合せ 港区・事務局会議室

26.11.26（木） 業務支援システム打合せ 港区・事務局会議室

26.06.23（日） 第6回 業務支援システムWG 江東区・東京ビッグサイト

26.07.06（日） 第7回 業務支援システムWG 千代田区・日本健康・栄養会館

26.08.09（土） 第8回 業務支援システムWG 千代田区・日本健康・栄養会館

26.08.20（水） 第9回 業務支援システムWG 横浜市・日立ソリューションビジネス

26.09.08（月） 第10回 業務支援システムWG 港区・事務局会議室

26.12.22（月） 第11回 業務支援システムWG 港区・ForumS＋汐留

26.05.11（日） 第1回 学術研究事業部会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.05.17(土) 第2回 学術研究事業部会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.19（日） 第3回 学術研究事業部会 港区・事務局会議室

26.12.11（木） 第4回 学術研究事業部会 港区・事務局会議室

26.05.18(日） 第1回 国際交流委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.05.16（金） 第1回 PEN対応検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.07.06（金） 第2回 PEN対応検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.07.30（水） 第1回 河村育英資金選考委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

27.01.29(木) 第1回 業務規範WG 港区・事務局会議室

26.05.11(日） 第1回 人材育成事業部会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.11.22（土） 生涯教育担当者会議 千代田区・TKP神田ビジネスセンター

26.04.20(日） 第1回 生涯教育検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.05.18(日） 第2回 生涯教育検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.07.27(日） 第3回 生涯教育検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.07(日） 第4回 生涯教育検討会 港区・事務局会議室

26.11.03（月・祝） 第5回 生涯教育検討会 港区・事務局会議室

26.01.12（月・祝） 第6回 生涯教育検討会 京都市・同志社女子大学

27.03.21（土） 第7回 生涯教育検討会 港区・事務局会議室

26.04.27(日) 第1回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>事業運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.29(日) 第2回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>事業運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.21（日） 第3回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>事業運営委員会 港区・事務局会議室

26.11.03（月・祝） 第4回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>事業運営委員会 港区・事務局会議室

26.12.21（日） 第5回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>事業運営委員会 港区・貸し会議室フクラシア浜松町

26.11.15（土） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>ワーキング 港区・事務局会議室

26.12.21（日） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>ワーキング 港区・貸し会議室フクラシア浜松町

27.3.8（日） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>ワーキング 港区・事務局会議室

26.07.17（木） 第1回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>企画評価委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

27.02.09（月） 第2回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>企画評価委員会 港区・事務局会議室

26.11.24（月・祝） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>打合せ 港区・事務局会議室

26.12.13（土） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>打合せ 港区・事務局会議室

26.08.31(日) 第1回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>意見交換会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.07(日) 第2回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>意見交換会 港区・事務局会議室
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開 催 期 日 回 次 会　議　名 開 催 場 所

26.11.16（日） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>モデル研修評価検討会 TFTホール

27.3.21（土）-22（日） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<がん分野>研修プログラム検討会 ホテルヴィラフォンテーヌ汐留コンファレンスセンター

26.08.03(日) 第1回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>準備委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.23（火） 第2回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>準備委員会 港区・事務局会議室

26.10.13（月） 第3回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>準備委員会 港区・事務局会議室

26.09.18（木） 第1回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>企画評価委員会 港区・事務局会議室

27.03.02（月） 第2回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>企画評価委員会 港区・事務局会議室

26.11.24（月・祝） 第1回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>事業運営委員会 港区・事務局会議室

27.01.10（土） 第2回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>事業運営委員会 京都市・京都国際会館

27.03.10（火） 第3回 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>事業運営委員会 港区・貸し会議室フクラシア浜松町

26.12.14（日） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>打合せ 港区・事務局会議室

27.2.7（土）-8（日） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>プレ研修 港区：フクラシア品川

27.3.21（土）-22（日） 管理栄養士専門分野別人材育成事業<CKD分野>追加研修 港区・ホテルヴィラフォンテーヌ汐留コンファレンスセンター

26.06.19(木) 第1回 老人保健健康増進等事業　準備委員会 港区・デスカット品川港南口店

26.08.19（火） 第2回 老人保健健康増進等事業　準備委員会 横浜市・関東学院大学KGU関内メディアセンター

26.10.09（木） 第3回 老人保健健康増進等事業　準備委員会 港区・事務局会議室

26.08.19（火） 第1回 老人保健健康増進等事業　調査研究事業委員会 横浜市・関東学院大学KGU関内メディアセンター

26.12.08（月） 老健事業打合せ 港区・事務局会議室

27.01.05（月） 老健事業ガイドラインWG 横浜市・加瀬の貸し会議室

26.04.29（祝・火） 第1回 栄養ケアプロセス（NCP）検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.21（土） 第2回 栄養ケアプロセス（NCP）検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.08.31(日) 第3回 栄養ケアプロセス（NCP）検討会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.05(日) 第4回 栄養ケアプロセス（NCP）検討会 港区・事務局会議室

27.03.20(金) 第5回 栄養ケアプロセス（NCP）検討会 渋谷区・日本赤十字医療センター

26.10.04(土) 第1回 静脈経腸栄養(TNT-D)委員会 港区・事務局会議室

26.05.18（日） 第1回 情報コミュニケーション事業部会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.19（日） 第2回 情報コミュニケーション事業部会 港区・事務局会議室

27.03.13（金） 第3回 情報コミュニケーション事業部会 港区・事務局会議室

26.06.03（火） 第1回 日本栄養士会雑誌　企画委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.15（水） 第2回 日本栄養士会雑誌　企画委員会 港区・事務局会議室

26.11.21（金） 第3回 日本栄養士会雑誌　企画委員会 港区・事務局会議室

27.2.6（金） 第4回 日本栄養士会雑誌　企画委員会 港区・事務局会議室

26.05.18（日） 第1回 日本栄養士会雑誌　編集委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

27.01.09（金） 第2回 日本栄養士会雑誌　編集委員会 港区・事務局会議室

26.04.25（金） 第1回 日本栄養士会雑誌　5月号振り返り会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.7.31（木） 第2回 日本栄養士会雑誌　8月号振り返り会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.9.3（水） 第3回 日本栄養士会雑誌　9月号振り返り会 港区・事務局会議室

26.10.3（金） 第4回 日本栄養士会雑誌　10月号振り返り会 港区・事務局会議室

26.11.7（金） 第5回 日本栄養士会雑誌　11月号振り返り会 港区・事務局会議室

26.12.5（金） 第6回 日本栄養士会雑誌　12月号振り返り会 港区・事務局会議室

27.1.9（金） 第7回 日本栄養士会雑誌　1月号振り返り会 港区・事務局会議室

27.2.6（金） 第8回 日本栄養士会雑誌　2月号振り返り会 港区・事務局会議室

27.3.9（月） 第9回 日本栄養士会雑誌　3月号振り返り会 港区・事務局会議室

26.04.25（金） 第1回 ホームページ運営委員会 港区・事務局会議室

27.02.15(日） 第2回 ホームページ運営委員会 港区・事務局会議室

27.03.21(日） 第3回 ホームページ運営委員会 港区・事務局会議室

26.04.21（月） 第1回 栄養ケア･ステーション事業部会 千代田区・日本健康・栄養会館
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26.06.08（日） 第2回 栄養ケア･ステーション事業部会 兵庫県・武庫川女子大学

26.09.30(火) 栄養ケア･ステーション事業部　打ち合わせ 稲毛市・駒沢女子大学

27.03.17（火） 栄養ケア･ステーション事業部　打ち合わせ 港区・事務局会議室

26.04.12（土） 第1回 JDA-DAT運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.07（土） 第2回 JDA-DAT運営委員会 福岡県・福岡howffice net会議室

26.07.27（日） 第3回 JDA-DAT運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.08.22（金） 第4回 JDA-DAT運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.05（日） 第5回 JDA-DAT運営委員会 港区・事務局会議室

26.01.31（土） 第6回 JDA-DAT運営委員会 港区・事務局会議室

27.03.28(土) JDA-DAT打合せ 港区・事務局会議室

27.01.25（日） 第1回 地域連携事業部会 港区・事務局会議室

26.05.11(日） 第1回 職域事業部会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.19（日） 第2回 職域事業部会 港区・事務局会議室

26.04.18（金） 第1回 医療事業部　常任企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.05.30（金） 第2回 医療事業部　常任企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.20（金） 第3回 医療事業部　常任企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.07.25(金) 第4回 医療事業部　常任企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.05(金) 第5回 医療事業部　常任企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.10.17(金) 第6回 医療事業部　常任企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.11.14(金) 第7回 医療事業部　常任企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.12.12(金) 第8回 医療事業部　常任企画運営委員会 港区・事務局会議室

27.01.30(金) 第9回 医療事業部　常任企画運営委員会 港区・事務局会議室

27.02.27(金) 第10回 医療事業部　常任企画運営委員会 港区・事務局会議室

27.03.06(金) 第11回 医療事業部　常任企画運営委員会 仙台市・仙台国際センター

26.04.20（日） 第1回 医療事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.21（土） 第2回 医療事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.21(土) 第3回 医療事業部　企画運営委員会 文京区・東京医科歯科大学

27.01.31(土) 第4回 医療事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.04.19（土） 第3回 医療事業部　選挙管理委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.04.26（土） 第1回 学校健康教育事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.29（日） 第2回 学校健康教育事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.11（土） 第3回 学校健康教育事業部　企画運営委員会 文京区・学校給食会館

26.11.08（土） 第4回 学校健康教育事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

27.03.07(土） 第5回 学校健康教育事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.05.31（土） 第1回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.14（土） 第2回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.07.05（土） 第3回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.07.26（土） 第4回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 千代田区・日本健康・栄養会館

26.08.11（月） 第5回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 千代田区・日本健康・栄養会館

27.01.17（土） 第6回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 港区・事務局会議室

27.02.07（土）・08（日） 第7回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 港区・事務局会議室

27.02.21（土） 第8回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 港区・事務局会議室

27.03.28（土） 第9回 学校健康教育事業部　ワーキンググループ 港区・事務局会議室

26.05.31(土) 第1回 勤労者支援事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.20（土） 第2回 勤労者支援事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.11.01（土） 第3回 勤労者支援事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.12.06（土） 第4回 勤労者支援事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室
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27.02.07（土） 臨時 勤労者支援事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.11.08（土） 矯正打合せ 港区・事務局会議室

26.07.13（日） 第1回 研究教育事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.11.01（土） 第2回 研究教育事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.04.25（金） 第1回 公衆衛生事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.05.25（日） 第2回 公衆衛生事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.07（土） 第3回 公衆衛生事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.07.19（土） 第4回 公衆衛生事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.08.28（木） 第5回 公衆衛生事業部　企画運営委員会 千代田区・東京家政学院大学

26.12.07（日） 第6回 公衆衛生事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.04.05（土） 第1回 地域活動事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.28（土） 第2回 地域活動事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.08.22（金） 第3回 地域活動事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.25（土） 第4回 地域活動事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

27.01.17（土） 第5回 地域活動事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.04.05（土） 第1回 福祉事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.06.21（土） 第2回 福祉事業部　企画運営委員会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.09.14（日） 第4回 福祉事業部　企画運営委員会 水戸市・茨城県栄養士会

26.11.23(日） 第5回 福祉事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

26.12.21（日） 第6回 福祉事業部　企画運営委員会 港区・事務局会議室

27.01.17（土） 第7回 福祉事業部　企画運営委員会 港区・ForumS＋汐留

27.02.11（水） 第8回 福祉事業部　企画運営委員会 那珂市・いくり苑那珂

26.11.23(日） 福祉事業部地域支援活動会議 港区・事務局会議室

26.12.27（土）・28（日） 福祉事業部打合せ 那珂市・いくり苑那珂

27.03.21（土） 福祉事業部臨時企画運営委員会 那珂市・いくり苑那珂

26.04.22（火） 国立健康・栄養研究所との意見交換会 千代田区・日本健康・栄養会館

26.10.17(金） 国立健康・栄養研究所との意見交換会 港区・事務局会議室

26.07.25（金） 第132回 全栄施協との懇談会 千代田区・アルカディア市ヶ谷

26.09.26（金） 第133回 全栄施協との懇談会 千代田区・アルカディア市ヶ谷

26.11.14（金） 第134回 全栄施協との懇談会 千代田区・アルカディア市ヶ谷

27.03.02（月） 第135回 全栄施協との懇談会 千代田区・アルカディア市ヶ谷
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別表3-2　　平成26年度地区栄養士会長会議の開催

地区名 開催期日 開催場所 摘　要

北海道・東北 26年8月30日（土）･31日（日） 山形市・ヒルズサンピア山形 行政合同

関東甲信越 26年8月28日(木)・29日（金）　 長野市・ホテル国際２１ 行政合同

26年8月6日(水） 千葉市・千葉県栄養士会事務局 行政合同

27年2月6日（金） 横浜市・神奈川県栄養士会事務局

東海・北陸 26年9月20日(土）・21日(日) 鳥羽市・エクシブ鳥羽 行政合同

26年9月19日（金）・20日（土） 近江八幡市・休暇村近江八幡

27年1月30日 奈良県・あやめ館　さつき 行政合同

中国・四国 26年8月27日(水)・28日(木） 高松市・オークラホテル高松 行政合同

九州 26年9月20日（土）・21日（日）
佐賀市・ホテルニューオータニ佐賀
アヴァンセ第1研修室B

行政合同

京浜

近畿
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別表4　平成26年度会員数（都道府県別・職域別）

合  計 新入会 継  続 医　療 学校健康教育 勤労者支援 研究教育 公衆衛生 地域活動 福　祉

北海道 2,688 213 2,475  32 1,167 221 52 108 264 261 614 1
青　森 601 55 546 24 225 47 15 42 46 58 168
岩　手 719 35 684  33 235 37 3 24 70 130 220
宮　城 902 48 854  46 344 56 29 46 116 122 189
秋　田 724 29 695  28 209 34 6 11 57 136 271
山　形 642 48 594 2 210 23 31 15 55 112 196
福　島 744 44 700  20 283 64 22 29 46 107 193
茨　城 1,158 99 1,059  11 415 143 65 35 91 138 271
栃　木 655 60 595 16 287 50 10 19 61 101 127
群　馬 1,129 84 1,045  32 367 214 17 68 90 158 215
埼　玉 1,330 129 1,201  2 566 77 52 57 104 213 261
千　葉 1,435 103 1,332  48 498 117 33 55 169 227 336
東　京 3,401 286 3,115  42 1,586 201 222 333 216 406 437
神奈川 2,274 307 1,967 79 880 165 60 113 147 459 450
新　潟 1,338 110 1,228 8 360 226 27 56 125 197 347
富　山 746 90 656 34 302 96 5 14 44 79 206
石　川 585 49 536  12 283 31 13 23 51 57 127
福　井 656 69 587  6 280 68 11 19 37 69 172
山　梨 507 76 431  13 146 20 19 36 47 83 156
長　野 1,376 115 1,261  8 427 136 43 29 135 274 332
岐　阜 743 71 672  26 308 46 21 31 70 105 162
静　岡 1,473 113 1,360  40 519 86 35 47 113 286 387
愛　知 2,229 282 1,947 28 862 258 85 164 100 334 426
三　重 511 33 478  23 214 12 14 27 42 109 93
滋　賀 521 43 478  20 189 23 14 14 38 139 104
京　都 964 84 880 6 383 41 45 74 63 143 215
大　阪 3,012 254 2,758  82 1,258 100 74 167 133 705 575
兵　庫 1,543 123 1,420  85 554 57 44 120 125 332 310 1
奈　良 589 36 553  14 174 113 8 24 30 104 136
和歌山 388 38 350  3 154 8 28 8 26 82 82
鳥　取 267 16 251  11 98 12 8 6 32 50 61
島　根 616 36 580  11 189 65 7 11 44 110 190
岡　山 1,690 121 1,569  54 639 249 27 112 105 231 327
広　島 1,344 123 1,221  52 548 81 29 94 66 249 277
山　口 873 86 787 4 381 108 14 30 46 119 175
徳　島 434 29 405  14 189 25 6 44 49 49 72
香　川 675 45 630 12 290 69 15 16 46 92 147
愛　媛 860 52 808  22 407 51 17 16 74 88 207
高　知 469 57 412  3 271 24 10 24 36 37 67
福　岡 2,575 198 2,377  19 1,339 166 71 145 134 333 387
佐　賀 337 25 312  66 155 9 1 21 30 64 57
長　崎 1,081 81 1,000  4 457 48 16 48 95 196 221
熊　本 1,254 167 1,087  26 618 38 12 34 74 110 368
大　分 773 60 713  8 305 49 14 29 53 157 166
宮　崎 319 7 312  185 174 15 10 7 21 39 53
鹿児島 839 101 738 23 549 16 10 41 52 66 105
沖　縄 577 84 493 11 215 26 19 12 41 124 140
合　計 50,566 4,414 46,152  854 20,509 3,821 1,389 2,498 3,709 7,840 10,798 2
25年度
会員数

51,420 4,495 46,925  1,215 20,512 3,905 1,481 2,472 3,810 8,109 11,129 2
対前年度
比較増減

 854  81  773 361  3  84  92 26  101  269  331 0

職域別会員数対前年度
比較増減

平成26年度会員数
特別会員
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平成 26 年度事業報告 

平成 26 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条

第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成し

ない。

平成 27 年 5 月 29 日 

公益社団法人 日本栄養士会
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