第２号議案

２０１９年度 事業計画
Ⅰ 基本方針
愛知県栄養士会は、公益社団法人として公益的な事業に重点を置き、一層の社会貢献を目指し
て日々事業を展開しております。近年、健康の基盤となる栄養に関する関心が高まり、高齢社会
の進展や少子社会における児童の健全育成、さらには頻発する災害に対応する栄養士会の役割が
期待されてきています。新年度は、このような社会の課題に対応するため、本会の公益的な事業
がさらに充実した内容となるよう、会員の資質の向上を図るとともに、より魅力ある企画を提案
して参ります。
本会事業を発展的に展開するためには、栄養ケア・ステーションの充実が不可欠であると考え
ております。現在、栄養ケア・ステーションには在宅医療・介護委員会、食育推進委員会、スポ
ーツ栄養委員会の 3 つの委員会があり、それぞれの課題を踏まえながら、県民のニーズを捉えた
活動を展開しております。
中でも在宅医療・介護委員会は、質の高い管理栄養士の育成が喫緊の課題となっております。
このような課題の背景には、市町村の地域包括支援センターにて実施されている地域ケア会議の
メンバーに管理栄養士が位置づけられたこと、在宅訪問栄養食事指導及び居宅療養管理指導にお
ける医師会や診療所等との連携が構築されてきていることなどがあり、人材の紹介にあたって、
速やかな対応ができるよう、多くの優秀な人材の育成が必要です。この課題に対応できるよう、
人材育成の研修対象を医療、福祉、公衆衛生、地域活動部会員等、職域を拡大するとともに、よ
り地域・現状に合ったプログラムによる研修を進めて参ります。
他の委員会においても人材育成が重要となっています。健康寿命延伸のための社会貢献を目的
としている食育推進委員会や 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会及び 2026 年ア
ジア競技大会（愛知県）を視野に入れたスポーツ栄養委員会においても、同様に会員の質（知識・
スキル）を高めることが大きな課題です。さらなる研修の充実を図って参ります。
また、本会の栄養ケア・ステーションには県内の栄養ケア・ステーションのリーダー的な存在
となることが求められています。現在、日本栄養士会認定ケア・ステーションが５か所登録され
ていますが、お互いに情報交換できるような体制作りが必要と考えております。
平成２９年度から進めております「無料職業紹介所」の利用や、健康イベントでの栄養相談等
の依頼、行政が企画する健康関連会議や他職種が主催する会議の構成員としての依頼など、管理
栄養士・栄養士の活躍の場が増えてきております。これらは本会が、身近な相談者として、社会
貢献できる専門職集団としての認識がされてきたものと考えられますが、これらはみな、会員の
皆さまの普段からの活動の成果であります。会員の皆さまがより働きやすい場づくりも本会の重
要な事業です。各職域部会の固有の課題を整理し、それぞれの部会が目的・目標をもって進める
ことができるよう支援し、会員増を図るとともに、ひとりひとりの活動を活かすことができるよ
り公益性の高い事業に取り組んでまいります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。
Ⅱ 重点項目
１ 栄養ケア・ステーションの充実と強化
様々な場面での多職種連携がスムーズに行えるよう、栄養ケア・ステーションの充実と強化
を図っていきます。また、県内の日本栄養士会認定栄養ケア・ステーションの活動を側面から

支えます。
２ 関係諸機関・団体との連携強化
関係諸機関・各団体との連携・調整・強化を図り、各種の共催事業、後援事業に協力し、管
理栄養士・栄養士の専門性と重要性を訴えつつ、事業の支援、協力に努めます。
３ 会員の専門知識・技術の向上および倫理観の醸成
会員の自己研鑽の場としての生涯教育研修会、各種専門的研修会・講演会を開催し、知識・
技術の向上を図ると共に、会員以外にもその場を開放し、広く管理栄養士・栄養士の専門性を
発揮できる場づくりと倫理観の醸成に心がけます。
４ 組織強化対策
各職域部会の組織の強化を図るため、所属する部会の目標、課題を設定し、活動内容と評価
について検証します。
また、新規会員の入会を促進するために、引き続き管理栄養士・栄養士の養成校を訪問し、
資格がもつ社会貢献の意義について啓発するほか、各会員の活動を掲載するなど広報誌を充実
させ、職場、地域での継続会員の確保に努め、組織の強化を図りつつ社会貢献に寄与します。
５ 管理栄養士の設置要望活動
行政への管理栄養士の配置についての要望活動を行い、
地域の栄養改善力を高めていきます。

Ⅲ 公益的事業
１（公益１）県民に対する食育と健康づくりを推進しつつ、食生活の重要性を普及啓発する
ことにより、健やかに生きることや、生活習慣病の予防に貢献し、公衆衛生の向上に寄与
する為に、次の事業を展開します。
(1) 出張栄養相談事業
特定の場所に出向き、旬の食材を紹介したリーフレットを作成・活用し、日常の食事
や健康との関係等の疑問や相談に応じます。
ア オアシス２１オーガニックファーマーズ朝市村 栄養相談
期日：２０１９年４月～２０２０年３月の第２・第４土曜日（年間２４回）
場所：名古屋市 オアシス２１ 銀河の広場
イ 第２２回国際福祉健康産業展～ウェルフェア２０１９～ 栄養相談
（主催:名古屋国際見本市委員会）
期日：２０１９年５月３０日（木）
・３１日（金）
・６月１日（土）
場所：名古屋市 ポートメッセなごや
ウ あいち県民健康祭 栄養相談（主催：愛知県、株式会社トヨタエンタプライズ・
公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団共同体）
期日：２０１９年９月中旬
場所：東浦町 あいち健康プラザ
エ チューキョウくんの子育て応援団すこやかフェスタ 栄養相談
（主催:中京テレビ放送）
期日：２０１９年１０月中旬
場所：未定
(2) 講演会、セミナー、シンポジウム事業
生涯を通じた食育や健康づくりをテーマに、県民を対象に開催します。
ア 栄養ミニセミナー
内容： 栄養の楽しみ方―現代人のかかえる栄養問題―

期日：２０１９年４月６日（土）
場所： 名古屋市 ポートメッセなごや
イ 東邦ガス講演会（共催：東邦ガス株式会社）
内容：最新の話題
場所：名古屋市 東邦ガス プロ厨房 OISIS
(3) 広報活動事業
健康づくりや生活習慣病予防のための食と栄養に関する知識の情報提供を行います。
ア 慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策キャンペーン協力事業
（主催：公益財団法人愛知腎臓財団他)
期日：２０２０年３月
場所：名古屋市 三井住友銀行ＳＭＢＣパーク栄 イベントガーデン
イ ホームページによる広報
「ベジタブルランド」
「ヘルシーダイエット」
「キッチンエクササイズ」
「ちょっと
気になる食の情報」等を掲載し、県民の健康づくり、生活習慣病対策に役立てます。
(4) ＪＤＡ－ＤＡＴ（日本栄養士会災害支援チーム）事業
国内においての災害発生時に、日本栄養士会及び愛知県からの要請に応じて機動性の
高い栄養支援チーム（あいちＤ－ＤＡＴ）が、支援活動を行います。平時においては、
災害時の支援体制づくりや啓発活動を行います。
(5) その他の事業
料理教室・調理担当者研修等の調理実習を伴う講習会を行います。
ア ２０１９年度民間保育所等給食調理担当者研修 （名古屋市より受託）
場所：名古屋市 生涯学習センター他
２（公益２）科学的根拠に基づく食と栄養の指導や支援を、ライフステージの特性および特
定疾病者群に対して実施し、県民の健康づくりや生活習慣病予防及び重症化予防を図る為
に、次の事業を実施します。
(1) 生活習慣病予防対策事業
生活習慣病の発症および重症化予防のために、科学的根拠に基づき、専門性を活かし
た栄養指導を中心に実施します。
ア 特定保健指導
特定健診・特定保健指導制度に基づき、保険事業者（健保組合等）から受託をし
て実施するもので、積極的支援および動機づけ支援を実施します。
株式会社医療情報システム
２０１９年４月～２０２０年３月
(2) ライフステージ別支援事業
食と栄養の指導や支援には、ライフステージに合わせた取り組みが必要であるため、
世代別に実施します。
ア 親子がふれあう食育料理講習会
期日：２０１９年８月 1 日（木）
場所：豊明市 愛知県学校給食総合センター
３（公益３）専門職としての最新の科学的かつ高度な技術を習得する機会を提供し、管理栄
養士・栄養士の資質向上を図る。また、雇用の紹介要望には、これらを習得した管理栄養
士・栄養士を紹介し、県民の栄養改善と健康寿命の延伸に寄与することを目的に、次の事
業を実施します。
(1) 資質向上研修・講習会事業

会員・非会員を問わず、管理栄養士・栄養士に対して、卒後教育として、食と栄養・
健康に関する最新の知識情報を提供します。
ア スポーツ栄養セミナー
内容：トップスポーツ選手に対する栄養サポート
現場で活かすスポーツ心理学
期日：２０１９年６月１５日（土）
場所：名古屋市 ウインクあいち
イ 生涯教育研修会
場所：名古屋市 株式会社名給
① カリキュラムに基づいた研修
内容：基本研修
期日：２０１９年９月２８日（土）
、１１月９日（土）
、
２０２０年１月２５日（土）
、２月８日（土）の４日間９講義
② テクニカル編
（ア）臨床検査値の読み方、考え方
糖尿病の基礎
期日：２０１９年８月１０日（土）
（イ）コーチング
期日：２０１９年１０月２６日（土）
（ウ）高血圧
最新のアレルギー情報
期日：２０１９年１１月１６日（土）
ウ 在宅医療・介護研修会
① 地域活動部会・在宅医療・介護委員会合同研修会
内容：在宅栄養支援ができる管理栄養士の育成研修
期日：２０１９年６月２２日（土）
、９月１４日（土）
場所：名古屋市 株式会社名給
② スキルアップ研修会
内容：在宅訪問食事指導管理実践者のスキルアップ研修
期日：２０１９年１２月１４日（土）
場所：名古屋市 株式会社名給
エ スポーツ栄養講座
① 実践コース
内容：競技・健康・障がい者スポーツ及びリハビリの一助となる管理栄養士・
栄養士の養成講座
期日：２０１９年６月３０日（日）
、７月７日（日）
場所：名古屋市 日本福祉大学
② 基礎コース
内容：競技・健康・障がい者スポーツ及びリハビリの一助となる管理栄養士・
栄養士の養成講座
期日：２０１９年１１月、２０２０年２月
場所：名古屋市 日本福祉大学
③ 現場実習

内容：競技・健康・障がい者スポーツ及びリハビリの一助となる管理栄養士・
栄養士の養成講座
期日：未定
場所：未定
オ 職域研修会
① 医療部会
（ア）腎臓病の栄養食事指導
透析患者への栄養食事指導
腎臓病のガイドライン
期日：２０１９年６月１５日（土）
場所：名古屋市 名古屋通信ビル
（イ）経腸栄養患者の栄養管理
栄養士が知っておきたい静脈栄養の基礎知識 Part２ 輸液ワークショップ
期日：２０１９年１１月２日（土）
場所：未定
② 勤労者支援部会
（ア）部会研修会を開催予定
③ 研究教育部会
（ア）部会研修会を開催予定
④ 公衆衛生部会
（ア）災害時の対応～栄養食生活支援について～
JDA-DAT の活動を学び、災害支援を考える（仮）
期日：未定
場所：未定
⑤ 地域活動部会
（ア）在宅医療・介護委員会との合同研修会を開催（３-（１）-ウ-①参照）
⑥ 福祉部会
（ア）福祉の栄養士に求められること
高齢：介護保険施設における監査対策
障がい：栄養マネジメント加算をとるには
児童：児童の身体と心の発達と食育
期日：２０１９年６月２９日（土）
場所：名古屋市 東邦ガス プロ厨房 OISIS
（イ）高齢・障がい・児童別実践報告会
期日:２０１９年１１月
場所：未定
⑦ 医療・福祉部会
（ア）フリーセミナー
○講演
糖尿病療養指導方法～看護師の立場から～、在宅の栄養管理、糖尿病の
薬の話、CT・MRI 画像の見方、高齢者施設における栄養管理、輸液について
基礎の「き」から学ぼう、給食施設における衛生管理について基礎の「き」
から学ぼう、摂食嚥下について基礎の「き」から学ぼう

○実践報告
診療報酬加算チーム医療 病院・施設での取り組み
○ポスター発表
期日:２０１９年８月３１日（土）
場所：名古屋市 東別院会館
⑧ 学校健康教育・公衆衛生部会
（ア）行動変容につながるコミュニケーション力とは（仮）
期日：２０１９年１０月５日（土）
場所：豊明市 愛知県学校給食総合センター
(2) 関係団体連携事業
ア 保健所等管内栄養士会連絡会議
内容：最新の情報提供及び意見交換等
期日：未定
場所：名古屋市 愛知県栄養士会事務所
イ フレッシュダイエティシャン研修会
内容：管理栄養士・栄養士養成校の学生に対して管理栄養士・栄養士業務の紹介
期日：２０１９年１１月３０日（土）
場所：未定
ウ 緑区栄養士連絡会
内容：会員相互の情報交換
期日：未定
場所：名古屋市 南医療生活協同組合 総合病院 南生協病院
(3) 管理栄養士・栄養士養成校訪問（学生を対象とした講話）
内容：
「管理栄養士・栄養士の職業倫理」
「臨地実習とキャリア支援」
期日：２０１９年４月～２０２０年３月
(4) 無料職業紹介所事業
管理栄養士・栄養士の無料職業紹介所事業に取り組みます。
Ⅳ 共益的事業
１ 広報活動
会員相互の連携と最新情報や会の活動状況を会員及び県民に知っていただき、理解と協力
を得るために各種の広報活動を実施します。
ア 会報の発行
イ ホームページの整備と充実
２ 関係団体との連携強化
Ⅴ 各種会議の開催
１ 愛知県栄養士会
ア 定時総会
期日：２０１９年５月２５日（土）
場所：名古屋市 名古屋通信ビル
イ 定例理事会
ウ 三役会議

エ 三役・部長・委員長会議
オ 各種専門委員会別会議
「生涯教育」
「ホームページ」
「広報」
「在宅医療・介護」
「食育推進」
「スポーツ栄養」
「ＪＤＡ－ＤＡＴ」各委員会を必要に応じて開催
２ 日本栄養士会関連
ア 諮問会議（各都道府県会長会議）
期日：２０１９年５月１１日（土）
・１２日（日）
２０２０年２月１６日（日）
（２０２０年２月８日（土）WEB 会議）
場所：東京都
イ 定時総会
期日：２０１９年６月２３日（日）
・２４日（月） 代議員出席
場所：新大阪ワシントンホテル
ウ 東海北陸地区会長等合同会議
期日：２０１９年９月２８日（土）
・２９日（日）
場所：静岡県
エ 全国栄養士大会
期日：２０１９年７月２７日（土）
・２８日（日）
場所： 神戸国際会議場
Ⅵ その他
本会が係わっている関係機関団体等役員の主たるものは以下のとおりです。
愛知県介護予防推進会議委員、愛知県健康づくり推進協議会構成員、
愛知県健康づくり推進協議会健康増進部会構成員、
愛知県健康づくり推進協議会歯科口腔保健対策部会構成員、
愛知県在宅医療推進協議会委員、愛知県アレルギー疾患医療連絡協議会構成員、
いいとも愛知運動推進協議会構成員、愛知県食育推進会議委員、
愛知県歯科医師会食育推進委員会委員、慢性腎臓病対策協議会委員、
慢性腎臓病対策協議会専門部会委員、名古屋市在宅医療・介護連携推進委員会委員、
名古屋市食育推進懇談会構成員、健康なごやプラン２１推進委員会委員、
名古屋市食の安全安心推進会議委員、愛知県健康づくり振興事業団評議員、
愛知県小児保健協会理事、愛知県母性衛生学会理事

