
第１号議案   2020 年度事業報告 

総務部                事業区分： その他の事業     

１．2020 年度春期全道栄養士研修会大会並びに定時総会運営 

  2020 年 6 月 20 日（土）かでる２・７ホール  研修大会は中止 定時総会のみ開催 

２．2020 年度秋期栄養士研修大会及び 2020 年度受賞者祝賀会運営 

  2020 年 10 月 19 日（土）かでる２・７ホ－ル・Web 参加者数 343 名 祝賀会中止 

３．2020 年度財務管理 

  １）2020 年 4 月 2019 年度 決算報告   ２）2020 年 4 月 2019 年度 定期監査 

  ３）2020 年 9 月 第１回財政検討委員会 ４）2020 年 11 月 2020 年度 中間監査 

５）2021 年 2 月 第２回財政検討委員会 ６）2021 年 2 月 2021 年度予算書作成 

 

組織部                事業区分： その他の事業     

１．組織の検討 … 具体的な運営を考慮した組織の検討 

２．新入会員増対策 

  １）１４支部、７協議会に新規会員の勧誘及び PR 活動 

  ２）栄養士養成校の卒業予定者に入会案内勧誘依頼 

  ３）栄養士養成校の学生に各研修会無料参加の呼びかけ依頼 

  ４）未加入者に対する各研修会参加の呼びかけ 

  ５）協賛団体及び支持協力団体との関係強化 

  ６）入会案内の作成…Ａ３版パンフレットおよびＡ４リーフレット作成 

３．退会者予防対策 

１）会員動向の把握           ２）14 支部に会員名簿の送付 

４．会費未納者対策 

１）機関紙などに会費納入の案内掲載   ２）会費未納者に納入及び会員継続依頼 

 

研修企画部              事業区分： 公益事業１・３     

１．公益事業１（栄養改善普及事業） 

１）2020 年度春期全道栄養士研修大会    開催中止 

２）2020 年度秋期全道栄養士研修大会 かでる２・７会場・Ｗｅｂ会場 

・「消化吸収と生体防御」 

・「管理栄養士・栄養士にお伝えしたい摂食嚥下障害の対応」─言語聴覚士の立場からお願いしたいこと─ 

・「高齢者のサルコペニア・フレイルと栄養管理におけるリスクマネジメント」 

３）介護予防事業              開催中止 

４）すこやか北海道２１ヤクルト協賛事業（支部事業報告 参照 後志・釧根のみ開催） 

  ※レシピ冊子作成（協賛事業を中止した支部からレシピを提供） 

５）共催事業     今年度は該当事業なし 

６）支部研修会（支部事業報告 参照） 



２．公益事業３（職域研修事業） 

１）生涯教育研修会 （2020 年度生涯教育研修会報告 参照） 

２）イブニングセミナー 

7 月・９月開催中止 11 月開催かでる２・７会場を Web 会場に変更し開催 

11 月 18 日（水） 「患者さんの生活とともにありたい食事療法・薬物療法」 45 名 

  ３）支部研修会（支部事業報告 参照） 

  ４）職域協議会研修会（協議会事業報告 参照） 

  ５）北海道栄養士会 Web 講演会   2020 年 8 月 29 日（土） 

    「栄養士の地位向上を目指す！北海道栄養士会の役割」 

 

広報部                事業区分： その他の事業     

１．機関誌「えいよう北海道」の発行 年３回 

  １）188 号(2020 年 5 月 15 日)  ２）189 号(2020 年 9 月 15 日) 

３）190 号(2021 年１月 15 日) 

２．ホームページの充実 

１）連載記事内容の充実     ２）メールマガジンの発信 116 号～125 号発行 

３．広報活動の内容検討・強化 

 

栄養ケア・ステーション        事業区分： 公益事業２      

１．栄養ケア・ステーション（個人型・事業者型）設立支援 

   日本栄養士会 認定栄養ケア・ステーション  2 件 

   北海道栄養士会 栄養ケア・ステーション   2 件 

２．栄養ケア・ステーションの広報および啓発 

   COVIT-19 感染拡大防止の観点より積極的な啓発活動は自粛 

   栄養ケア・ステーションの紹介講演依頼(薬品企業 2 社) 

３．栄養ケア・ステーション機能の整備 

   会長直轄の組織から執行部に栄養ケア・ステーション委員会を設置 

   分科会 

①栄養ケア・ステーション機能の整備・他職種への啓発活動 

②栄養ケア・ステーション活動の啓発・周知 

③受託業務の継続・新規業務の準備  ④調査 

４．公益事業２ 

  （１）栄養・食事相談事業 

     ①外部相談         ②個別相談 

  （２）紹介事業 

     ①無料職業紹介       ②講師紹介 

  （３）外部受託事業 

     ①特定保健指導       ②栄養食事指導（クリニック、一般企業等） 

     ③献立作成・栄養価計算等  ④その他の業務受託事業 



支部 種-番 日付 内容

事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

広報 - サッポロいしかり　

事業 - 春期研修会、秋期研修会、すこやか北海道２１協賛事業、介護予防事業　他　開催中止

事-1 2020/10/1 秋期研修会の代替えとして栄養情報を郵送にて会員に配信

広報 2020/9/29 「空知支部ＮＥＷＳ」発行

事業 - 春期研修会、介護予防事業　他　開催中止

事-1 2020/10/5 すこやか北海道21　「乳酸菌のあらたなる可能性」～ストレス緩和と睡眠効果～

事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

事-1 2020/10/22 職域紹介「学校栄養士の業務について」「老人ホームの栄養士の仕事」

事-2 2020/10/29 職域紹介「老人施設での栄養士の仕事」「市役所の栄養士業務」

事-3 2021/2/10 けんこう講座（ＺＯＯＭ研修会）「おくすりと食事」

広報 - はこだて支部ニュース　128号～130号

事業 - 春期研修会、秋期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

広報 年１回 支部だより発行

事業 - 春期研修会、秋期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

広報 9月・3月 栄養苫小牧　第４４号・第４５号発行

日高 事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業、イブニングセミナー　他　開催中止

広報 １月 機関誌「プロムナード」18号　　中止となった春期研修会の講演内容について原稿にて紹介など

留萌 事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

名寄 事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

事-1 2020/9/26 第１回『とかち摂食嚥下食を考える勉強会』WEB勉強会　口腔ケアからはじめるコロナウイルス感染予防

事-2 2021/3/20 第２回『とかち摂食嚥下食を考える勉強会』WEB勉強会　使ってみようデリソフター　他

事-3 2021/1/27 帯広市介護支援専門員連絡協議会共催研修会（WEB)　栄養士と介護支援専門員における連携事例報告

事-4 2021/2/27 令和2年度地域連携栄養研修会（WEB)　地域における栄養ケアステーションについて　他

事-5 2021/3/1 栄養情報広報チラシ　作成・配布

広報 2021/1/15 とかち支部だより

事業 - 春期研修会、秋期研修会、すこやか北海道２１協賛事業　他　開催中止

事-1 2020/6/27 第１回　スキルアップ教室　講演「栄養士を考える」　

事-2 2020/7/18 第２回　スキルアップ教室　食事摂取基準について等情報共有

事-3 2020/8/29 第３回　スキルアップ教室（ＷＥＢ）　講師より臨床での栄養管理の実践例を学ぶ

事業 - 春期研修会、すこやか北海道２１協賛事業、食育推進事業　他　開催中止

事-1 2020/10/23 令和２年度給食施設栄養管理業務従事者研修会（北海道稚内保健所との共催）

広報 2020/9/15 SOYA　SPICE　第４６号（支部だより）

事業 - 春期研修会、イブニングセミナー　他　中止

事-1 2021/10/1 すこやか北海道21（幼児期栄養教室1）鮭の解体ショーおよび栄養講話、昭和どんぐり保育園

事-2 2021/10/6 すこやか北海道21（幼児期栄養教室2）鮭の解体ショーおよび栄養講話、治水どんぐり保育園

広報 - ラジオ番組「食べるのお仕事RADIO」（FMくしろ毎週水曜12：45～）
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協議会 種-番 日付 内容

事業 - 春期研修会　開催中止

事-1 2020/10/16 秋期研修会「食物アレルギー：最新の知見」

広報 2021/3/15 学校健康教育栄養士協議会広報

研究

教育
事業 - 春期研修会　開催中止

事業 - 春期研修会　開催中止

事-1 2020/10/16 秋期研修会「成果につなげる栄養指導（個人）」

広報 年２回 ネットワークぎょうせい（９月・３月）

事業 - 春期研修会　開催中止

事-1 2020/10/16 秋期研修会「日々を豊かにキレイに暮らすためのアンチエイジング」

事-2 2020/11月 地域活動のための勉強会　オンデマンド配信

事-3 2021/3月中 地域活動のための勉強会　オンデマンド配信（上記勉強会の再募集・再配信）

広報 2020/5/15 地栄協だより

事業 - 春期研修会　開催中止

事-1 2020/10/16 秋期研修会「人前で話す～効果的なプレゼン等～」

事業 - 春期研修会、地方研修会　他　開催中止

事-1 2020/10/17 秋期研修会「「高齢者のサルコペニア・フレイル診断の実際と現場での問題点」他

広報 2020/9/15 医栄協広報誌「Proad　vol.09」

事業 - 春期研修会　開催中止

事-1 2020/10/16 秋期研修会「相談援助の視点で考える新型コロナウイルスとストレス反応」他３題

広報 2020/9/15 会報誌　Welfare!!　46号
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2020年度協議会事業報告　　（8事業）



単位 講　師

講義 1
酪農学園大学
　　　　准教授　小林　道

講義 1
酪農学園大学
　　　　講師　　 木村 宣哉

必 講義 1
手稲渓仁会病院 栄養部
　　　　 部長　　田中　智美

講義 1
H ・ N ・メディックさっぽろ東
　　　　院長　角田 正隆

講義 1
北海道文教大学
　　　教授　　板垣　康治

講義 1
北海道保健福祉部高齢者支援局
　主任技師 髙橋 収

講義 1
栗山赤十字病院 真井 睦子
特別養護老人ﾎｰﾑ暢寿園 福士 一恵

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

4月  5月  
6日 15日 

8日 16日 

9日 27日 

16日 

22日 

3日 1日 

20日 21日 

22日 

18日 

21日 21日 

25日 

三役・執行部長合同会議

2020年度定時総会

日本栄養士会　定時総会

公益財団法人 札幌市学校給食会評議員会

研修企画委員会

札幌市学校給食評議員会

2019年度第2回諮問会議（WEB会議）

2020年度第１回理事会

2019年度定期監査

栄養改善事業北海道補助金監査

6月  7月  

2020年度第1回諮問会議

2020年度　生涯教育研修会

基本研修
7-1.研究方法・研究発表

栄養実践活動を学会等で報告するための方法
について

実務研修
　調査研究　72-101

これさえわかれば大丈夫！ポスター発表のノウ
ハウ

実務研修
　病態栄養　23-102

糖尿病と腎臓病

実務研修
　　食物アレルギー　23-112

感染症と食物アレルギー

実務研修
　　医療連携　412-101

 栄養ケアプロセス　高齢者の事例

実務研修
　　その他　90-110

介護予防・自立支援のための地域ケア会議

Ｗｅｂ（オンデマンド配信）　１１月１９日～１１月３０日

７月４日（土）・５日（日）　　１１月１４日（土）・１５日（日）　　かでる２・７開催中止

栄養ケアプロセス
　4-10　栄養管理記録

栄養管理記録

第3回選挙管理委員会

役員推薦検討委員会

広報委員会

2020年度　（公社）北海道栄養士会活動状況

えいよう北海道第188号発行

三役打ち合わせ会

2019年度第3回理事会

三役・執行部長会議

令和2年第1回北海道食の安全・安心委員会



5日 2日 

6日 

13日 

6日 15日 

18日 17日 

29日 18日 

24日 

28日 

書面 

書面 

2日 4日 

7日 18日 

16日 19-30日 

17日 21日 

27日 27日 

30日 

2日 4日 

13日 

28日 18日 

25日 

3日 3日 

10日 

4日 

13･14日 

5日 

14日 16日 

20日 17日 

25日 

27日 

2月  3月  
三役・執行部長合同会議 三役・執行部長合同会議

北海道医療・福祉関係 職能団体等懇談会（Web)

第２回北海道アルコール健康障害対策推進会議
(Web)

第61回北海道総合保健医療協議会総会（Web)

第2回諮問会議(Web)

支部長・協議会長合同会議

2020年度第3回理事会

第2回生涯教育担当者会議（Web）

研修企画部・委員会（Web)

JDA-DAT第10回リーダー育成・第5回リーダース
キルアップオンライン研修（Web）

2020年度秋期全道栄養士研修大会 北海道・東北地区栄養士会長会議

日本栄養士会JDA-DAT会議

研修企画部広報委員会

中間監査

仕事納め

認定栄養ケア・ステーション面接（Web)

ホームページ委員会

食育推進優良活動表彰選考会

栄養ケア・ステーション打ち合わせ会

ホームページ委員会

10月  
北海道公衆衛生協会

2020年度第2回理事会

8月  

顕彰審査委員会

12月  1月  
三役・執行部長合同会議

11月  

9月  
三役・執行部長合同会議 三役・執行部長合同会議

令和2年度北海道母性衛生学会通信理事会

2020年度イブニングセミナー（WEB/リアルタイム）

財政検討委員会

栄養ケア・ステーション委員会

ホームページ委員会

栄養ケア・ステーション打ち合わせ

令和2年第1回北海道糖尿病対策推進会議

北海道栄養士会WEB講演会

三役・執行部長合同会議

札幌市学校給食会定時評議員会

どさんこ食育推進協議会（Web)

三役会議

2020年度生涯教育研修会（WEB/オンデマンド）

研修企画部・委員会（Web)

財政検討委員会

仕事始め

三役会議

介護報酬改定に関する相談窓口準備説明会
(Web)

日本栄養士会生涯教育WEB会議


