連盟だより
Japan Dietetic Federation

2021年
12月

管理栄養士・栄養士に期待する

栄養士議員連盟事務局長 参議院議員 上野通子先生
新型コロナウイルス感染症の影響が続いていますが、国民の栄養・健康を守る
最前線でご活躍されている管理栄養士・栄養士の皆様におかれましては、感染の
危機感を抱きながら、業務に御尽力頂いていること、心より敬意を表するととも
に、厚く御礼申し上げます。
人生百年時代を迎える我が国においては、健康寿命の延伸に向けた栄養改善・
健康づくりの推進がこれまで以上に重要になってきます。そうした中、
全ての方々
の栄養状態を改善・維持し、健康増進に繋げることを通じて社会・経済活動を支えるという重要な役割を担っ
ておられる管理栄養士・栄養士の皆様のご活躍は、今後益々社会の期待が大きくなると考えております。
また、世界全体を見ても、持続可能な社会の実現には栄養改善の取組の充実が求められます。2015年の国
連サミットで採択された持続可能な17の開発目標
（SDGs）
の中でも、飢餓をゼロとする栄養改善と、全ての人
の健康と福祉の2つが目標に位置付けられております。本年12月には
「東京栄養サミット2021」
が開催されます。
皆様のお力も頂きながら政府が主催する本サミットの成功、そして、これまで
の我が国の栄養改善活動の知見を国内外に繋げることを希求しております。
全ての人々にとって、栄養改
▲母の思いを形に
「おにぎりカフェ」
オープン！
地元のお米、野菜、
豆腐など地元食材
と地域の協力でワ
ンコイン、ランチ
ボックスができま
し た。SDGsと 地
産地消で次世代を担う若者へ郷土料理
の伝承をします。

▼上野先生には栄養士議員連盟の事務局長として、本連盟
の総会や支部長会等開催において議員連盟の先生との調整
に多大なご尽力を頂いております。今回、地元栃木県粂支
部長も出席し、今後の連盟活動に話が弾みました。

善は健康の基盤であり、豊かな
人生の根幹となるものです。健
康でWell beingなまちづくり、国
づくり、そして国際貢献に大き
な役割を果たす皆様方のお仕事
に関わりを持てることの幸せと
誇りを胸に、今後とも共に頑張っ
てまいります。
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ご就任の栄誉 おめでとうございます
■11月10日

第二次岸田内閣が発足し、第一次に引き続き再任され、栄養士議員連盟役員の先生が閣僚に

就任されました。

▲鈴木俊一財務大臣

▲後藤茂之厚労大臣

▲堀内詔子東京オリパラ担当・ワクチン接種推進担当大臣

2021年度上半期活動報告
コロナ禍の中、殆どの活動が集合とWebでの開催となりました。着実に活動を行っています。
■日本栄養士連盟第46回通常総会
（6月28日 於：参議院会館）
山東昭子参議院議長、
逢沢一郎議連会長代行、
土屋品子議連幹事長、
上野通子議連事務局長のご臨席とご挨拶を、
日本栄養士会中村会長からWebで挨拶を頂き、本年度の活動を開始しました。

山東昭子
参議院議長

逢沢会長代行

土屋幹事長

上野事務局長

日本栄養士会
中村会長
▲▶︎堀内環境
副大臣セミ
ナー。

▲ 第46回 通 常 総 会
Webでの参加者。

（4月10日、7月5日、9月4日

◀︎ 月 日、中村会長
と田村憲久厚労大臣に
要望書を提出した。

■日本栄養士会との連絡協議会
於：日栄会議室）
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日本栄養士連盟と
（公社）日本栄養士会のそれぞれの役割について再確認をし、共

30

通理解を深めました。そして、要望事項の実現に向けて情報の共有を一層強め、
連携して活動を進めていくことになりました。
■地区別支部長会議・地区栄養士会長会議合同会議

7月の京浜地区から順次開催され、11月の北海道・東北地区で7地区の会議がすべて終了しました。地区別支
部長会議では、会員増対策と栄養士会との連携について意見交換をしました。
■第2回幹事会（10月14日

於：参議院会館）

開催日が衆議院議員解散日と重なりましたが、栄養士議員連盟役員の先生のご臨席を賜り、
「コロナ禍のな
かでの栄養士・管理栄養士の業務と役割について」
の期待と応援のメッセージを頂きました。
1. 上半期活動報告

2. 上半期収入支出 3. 地

区別支部長会議・栄養士会会長会議報告

4．職

域幹事の活動実績報告及び要望とその提案報
逢沢一郎先生

根本匠先生

土屋品子先生

櫻田義孝先生

橘慶一郎先生

野田毅先生

山谷えり子先生

上野通子先生

中川雅治先生

山東昭子先生

▲忙しい時間を割いてご挨拶いただいた栄養士議員連盟役員の先生方。
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告 5．日本栄養士連盟規約改正
（案）等につい
て協議しました。

▲Webでの参加者。

▲総会議長

2022年度（令和4年度）予算・税制等に関する要望について
11月26日

自由民主党組織運動本部厚生関係団体委員会主催の
「予算・税制等に関する政策懇談会」に出席

しました。
日本栄養士連盟 井上幸子会長、（公社）日本栄養士会 中村丁次会長は、自由民主党厚生関係団体委員長、
長坂康正先生、厚労省関係議員の方々に、2022年度の要望をいたしました。

重点要望事項
1 管理栄養士・栄養士の処遇改善について
（1）
医療、介護、保育の職域における管理栄養士・栄養士の収入増加の実現等の処遇改善
（2）
「日本標準職業分類表

（総務省）」への「管理栄養士」職種追加、及び「賃金構造基本統計
調査
（厚生労働省）
」
における管理栄養士、栄養士の職種分類別での調査実施
2 東京栄養サミット2021を契機とした栄養政策の充実・推進
（1）
東京栄養サミット2021の成功とその後の栄養改善活動に向けた組織強化
（2）産業の振興にも資する産学官が連携した健康的で持続可能な食環境づくりへの継続
的な予算措置
 来を担う子どもたちの健康を守るために、栄養教諭による学校における食に関する指
3 未
導及び家庭における食育推進の充実

令和3年度
（2021年度）
要望の成果

これまでの成果

介護報酬改定において、現行の栄養士に加えて
管理栄養士の配置が位置づけられ、
高齢者に寄り添った栄養管理につなげることが可能になった。

健康増進法・食育基本法の成立、栄養教諭制度の創設、介護保険制度での栄養ケア・

マネジメント業務、社会保険診療報酬での栄養管理実施加算の導入、特定健診・特定保健指導の中
での管理栄養士の位置づけが明確にされました。これらに関しても栄養士議員連盟を中心とした関
係国会議員の先生方に要望活動を展開したことによります。
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会長あいさつ

日本栄養士連盟 会長 井上幸子

東京栄養サミット2021は12月7日・8日に日本政府により開催されました。この
「日本の栄養政策」の発信は
多くの国民への普及に繋がった事でしょう。ウイズ・コロナと言われる状況の中で、会員増対策や会の組織
力の強化など今、
でき得る活動は何か、
様々な方途を探しております。
この大きな山の向こうにあるアフター・
コロナ時代の新しい栄養士・管理栄養士の姿を見据えて、日本栄養士連盟は、会員の皆様に多大なるご理解
をお願いし、力を結集して乗り越えて行きたいと思います。

地区幹事、職域幹事のメッセージ

連盟活動を振り返って、これからに期待すること！

地区幹事

職域幹事

北海道・東北／齋川 成夫

医

会員増に向け連盟の必要性を再度アピール、表裏一体の
運営を！

患者数に対する管理栄養士の配置基準の見直し、がん病態栄
養専門管理栄養士の評価への新設に向けて活動しています。

関東・甲信越／渡邊 富雄

学校健康教育／大留 光子

1. 栄養士会と共に会員増を目指そう。
2. 栄養士議員連盟を更に支援し、職域拡大を目指そう。

要望書作成で強く感じたのは、広く部員の声を集め活か
していくこと。努力したい。

京

勤労者支援／半田 廣志

浜／中山 順子

療／金子 攻

自分の仕事に政治は関係ないと思っていませんか？
私達の未来に連盟活動は必須です！

政治も人生も一寸先は闇、日々気を付けて生きていくこ
とが大事です。

東海・北陸／冨田 卓邦

研究教育／長浜 幸子

連盟活動は母体栄養士会の公益社団法人化以来ジレンマ、焦りの連続であった。連
盟会員減の原因を思い込みでなく、調査究明しなければ、これからを期待できない。

管理栄養士・栄養士の設置義務分野拡大と地位向上の実現
を切望。

近

公衆衛生／猿渡 秀美

畿／溝口 裕子

栄養士に係わる様々な課題解決には連盟活動が必須、今
こそ力を結集！

職域でも仲間の輪を広げ、共に国民の健康増進に尽力し
ましょう。

中国・四国／永易 マルﾐ

地域活動／角谷 ヒロ子

栄 養 士・管 理 栄 養 士 の 待 遇 改 善 は 連 盟 会 員 の 人 数 増 に
かかっています。

専門資格を活かして活躍するために必要な連盟活動に
理解と協力を！

九

福

州／吉浦 栄子

栄養士・管理栄養士の制度の向上を図るためには、会員数
が5万人を超えることです。
「数は力なり」

祉／織田 由美子

栄養マネジメントPDCAサイクル活用し、地域の人たち
への還元。

財政部長からのお願い「会員拡充にご協力を！」


財政部長

長谷川克己

日本栄養士連盟は日本栄養士会と表裏一体となって「栄養士免許制度廃止問題」、「栄養士法改正」への取り組みなどを行
い、栄養士法を守り、発展させてきました。また、関連法の整備、診療報酬や介護報酬の改定などに成果を上げています。
現在会員の減少が続き、栄養士会会員は4人に1人が連盟会員という状況です。会員拡充に皆様のご協力をお願いします。
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入会案内・会費納入のお願い

編集後記

入会・会費納入等については、各都道府県
支部へご連絡下さい。入会をお待ちして
おります。

連盟だよりが組織強化の一助になればと
の思いでの編集を行いました。

副会長 森惠子 地区幹事 永易マルﾐ

