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〜自由民主党栄養士議員連盟会長代行 逢沢一郎先生〜
◀逢沢先生にインタビュー

インタビュー
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11月1日、衆議院議員会館に於いて、ご多忙の中お話しを伺いました。
衆議院議員逢沢一郎先生は、“どのような時代、世界になろうとも輝き
を持つ素晴らしい日本でありたい”という熱い信念をお持ちで、多方面の
問題に全力で取り組んでおられます。
栄養士議員連盟会長代行を始め、国際母子栄養改善議員連盟副会長、日
本・AUアフリカ連合友好議員連盟会長など100近くの役職を務めグローバ
ルにご活躍されています。

—2020年は栄養サミットが開催されますが、日本で開かれるということは画期的なことです。今、世界の
人口は100億人で、栄養面での問題は大きな課題です。アフリカ諸国は、2100年には40億人と爆発的に人口
が増えていきます。しかし、5歳まで生きられる割合は日本の比ではありません。世界に先駆ける母子の栄
養に関する日本の管理栄養士・栄養士の力を認識して頂く良い機会でもあります。
—国際貢献において、日本の母子手帳は成功体験です。インドネシアから始まってアフリカへと広がりを見
せています。現在、連合友好議員連盟会長として取り組んでいます、AUアフリカ連合は55ヵ国、人口ボー
ナスを背景に、大きく成長に向けて動き始めたアフリカと、21世紀に向けて日本は最高のパートナーを目
指します。アフリカの自助努力と国際社会の支援が必要です。管理栄養士・栄養士のみなさんも積極的に関
わって頂きたいと思います。
▶ 左 か ら 松 本 副 会 長、 逢 沢 一 郎 先 生、 井 上
会長

—この度、
「日本の節句文化を継承する会」を結成しました。日
本には美しい四季があり、その季節がもたらす山の幸、海の幸は、
日本独特の食文化を育てました。そして今日に続くのが五節句
です。こうした食文化を将来に渡って大切に守り、発展させて
いくことが、日本の和食の継承発展に繋がります。この「節句文
化」をユネスコ無形文化遺産に登録しようとチャレンジを始めま
した。幅広く国民運動を展開します。管理栄養士・栄養士のみな
さんのお力をお貸しください。ぜひ応援をお願いします。
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参議院議員選挙報告 比例区「山東昭子氏」当選！
◀常任幹事一同でお祝い

7月21日に行われました参院選比例区では、連盟が総力を挙げて応援してきた
栄養士議員連盟会長の山東昭子先生が8期目の当選を果たされました。また、各
都道府県選挙区においても、先生方への応援に、多大なるご尽力いただき誠に
ありがとうございました。
8月1日、山東昭子先生は

第32代参議院議長に就任されました。

2019年度上半期日本栄養士連盟活動報告
◀第

■6月23日

新大阪ワシントンホテルに於いて、第44回日本栄養

回

44

通常総会

士連盟通常総会が開催されました。栄養士議員連盟加盟議員の先
生方、地元大阪の議連の先生方も多数ご臨席賜り、ご挨拶とご指
導をいただきました。先生方の力強いお言葉は、会員の意識高揚
に繋がりました。総会は、昨年の活動報告収支決算の承認、2019
年度の活動計画及び収支予算が承認されました。役員選出に関す
る規程の一部改正報告があり、終了致しました。
■9月13日

第2次安倍改造内閣では、加藤勝信先生

が厚生労働大臣、高市早苗先生は総務大臣、橋本岳先
生は厚生労働副大臣、上野通子先生は文部科学副大臣
に就任されました。今回、栄養士議員連盟の先生方が

▲高市早苗総務大臣

多数重要ポストに就かれました。
今後とも一層のご指導、ご支援を賜りたいと存じま
す。

▲上野通子文科副大臣

■10月4日

▲橋本岳厚労副大臣

参議院議員会館会議室に於いて第2回幹事会を

開催しました。当日は、第200回国会の開会日とも重なり
10名以上の議員連盟役員の先生方にご臨席賜り、ご挨拶を

山東昭子先生

武見敬三先生

根本匠先生

上野通子先生

頂きました。先生方の熱いお言葉は、連盟への力強いメッ
セージになりました。
幹事会会議は、地区別支部長会議の報告を受け、それぞ
れの意見を集約し、情報共有を図りました。役員選挙、支
部長会議、栄養士議員連盟総会へ向けての要望書作成と地
区幹事、職域幹事の役割を励んで参ります。数は力なり、
会員増対策は喫緊の課題です。栄養士会とともに、会員増
に努めて行きます。
当日は、国会開会式が中継され、天皇陛下をお迎えし、山
東参議院議長の進行の様子を拝聴しました。
■10月30日

中川雅治先生

逢沢一郎先生

橘慶一郎先生

左から
後藤茂之先生
土屋品子先生
堀内詔子先生
▲逢沢一郎会長代行のご挨拶から始まり、国会初日の忙しい時間を割い
てご挨拶いただいた栄養士議員連盟役員の先生方

自由民主党主催の「予算と税制等に関する政策懇談会」に出席し、2020年の要望を述べました。

今後も陳情活動の強化に於いて栄養士議員連盟の先生方との連携を深めて行きたいと考えています。
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2020年度 予算・税制等に関する要望について
◀政策懇談会会場各団体からの厚い要望
厚生労働関係の先生方

10月30日、自由民主党厚生部会主催の
「予算・税
制等に関する政策懇談会」
に出席しました。
当連盟会長井上幸子は、公益社団法人 日本栄養
士会会長中村丁次と共に、堀内詔子厚生関係団体
委員長はじめ各厚労関係の議員の方々に、2020年
度の要望をいたしました。
以下、要望書の内容を記載いたします。

私たち管理栄養士・栄養士は、健康寿命の延伸及び健康格差の縮小を目指し、健康日本21
（第二次）
の推進及び栄養施策の充実強化を図るため、広域にわたる職域において、栄養の指導を通した活動
を展開しています。さらに、地域包括ケアシステムの構築の推進においては、多職種と連携・協働し、
持続可能な社会保障制度の推進に貢献したいと考えております。
今後も高齢者をはじめ国民の健康の保持・増進のために、より質の高い栄養の指導を目指し、管理
栄養士・栄養士の人材育成、活動支援を行ってまいります。
2020年度政府予算の策定にあたり、次の事項について要望いたしますので、何とぞご高配を賜り
ますようお願い申し上げます。

要  望  重  点  事  項
1.	栄養サミット2020を成功させ、これまでの我が国の栄養改善活動とその成果であ
る”Japan Nutrition”を、未来に繋ぐために必要な栄養施策の充実について
2. 「頻発する災害から国民の命を守る」
取組の推進について
3.	成育基本法に基づく計画
（成育医療等基本方針）に、妊娠前から出産後の児の成長
過程において重要な栄養の指導の充実について
4.	地域高齢者等がどこにいても適切な栄養管理が行えるよう、管理栄養士・栄養士に
よる栄養管理の適切な評価について
◀井上会長

◀堀内詔子厚生団体委員長
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地区幹事・職域幹事から会員の皆様へのメッセージ
7地区幹事は、全国7ブロックの支部の提案・意見をまとめています。7職域幹事は、各職域部会に参加し
栄養士・管理栄養士の要望を取りまとめています。
地区（幹事名）
北海道・東北

問田 美智子

メッセージ

職域（幹事名）

組 織 と し て 本 部 役 員 は 党 員 で あ る 事。
日本栄養士連盟の会員の一人一人が連盟
の必要性を自覚してもらえるようにして
行きたいと思います。

医療

冨永 晴郎
学校健康教育

関東・甲信越

会員増の為の方策熟考中。議連の政治家
との関係を更に密にすべく努力する。

大留 光子

京浜

令和を生きる管理栄養士・栄養士の皆様の
パイプ役となれるよう頑張ります。

勤労者支援

渡邉 富雄
中山 順子

東海・北陸

冨田 卓邦

近畿

福永 恵子

中国・四国

永易 マルミ

九州

吉浦 栄子

連盟は政治活動が必須である
（学校栄養士
の身分は、積極的活動で今日の栄養教諭
の地位を得るに至った）
。このことを栄養
士会員に理解してもらえるよう努力して
いきます。

半田 廣志

研究教育

佐藤 加代子

近畿地区2府4県が同じ方向を向けるよう
に、連絡を密にし親睦を図るようにして
います。

公衆衛生

常識的な判断。ポジティブな方向。平等
な行動で次世代へ繋げたいと思います。

地域活動

連盟は、
（公社）日栄の目的を達成するた
めに必要な政治活動を行う組織団体であ
るが、会員数は低迷している。連盟の意
義を会員に訴えることが必要です。

福祉

高橋 みゆき
角谷 ヒロ子
織田 由美子

メッセージ
医療部会の声をまとめていきたいと思い
ます。
全国学校健康教育事業部との連携を中心
に活動。関係他団体との交流もめざして
行きたいと思います。
2020年7月に東京五輪が開催されます。
選 手 村 の 給 食（ 栄 養 を 含 む ）に は、 多 数
の管理栄養士（給食企業）が係わります。
応援をお願いします。
養成校学生の卒業後の就職配置増。また、
卒業後、やりがいを持って達成感のある
仕事、昇給制度、優遇配置の促進に貢献
していきたいと思います。
連盟役員の熱意に敬服いたします。職域
のパイプ役に苦慮していますが、役割を
果たせるようにします。
地域住民に寄り添う栄養士が自立して活
躍できる環境整備を目指します。
栄養ケアマネジメントを充実させ、評価・
結果を出し、栄養士業務を見える化でき
るようにして行きたいと思います。

あなたの声を
届けてください!!

ゆき
高橋 み

地区幹事

職域幹事

あなたの入会をお待ちしております。
連盟年会費 ： 2,000円

お問合せ ： 各都道府県支部

編集後記
今年もたくさんの出会いと感動の出来事がある中で、11月9日国民祭典の歴史的瞬間に
役員として参加できたことを感謝致します。特に、嵐の歌った奉祝曲の歌詞に心打たれま
した。♪大丈夫

君と

連盟の明日も大丈夫！

笑ってゆく
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大丈夫

君と

歩いてゆこう♪

みんなで一緒に前に向かって歩いて行きましょう。
（副会長 松本）

