
　本会は、すべての県民が自己実現をめざし健やかによりよく
生きるために、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、専門
職業人としての倫理に則り、科学的根拠に裏づけられかつ高度な
技術をもって行う食と栄養の指導や支援を通して、県民の健康と
福祉の増進、公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。

会員は、高知県栄養士会と日本栄養士会の両方に所属します。
高知県栄養士会のホームページまたは日本栄養士会のホームページから入会手続きをすることで、
高知県栄養士会と日本栄養士会の両方に所属することになります。もちろん、それぞれの活動への情報
提供が受けられます。

入会すると、7つの領域の中からいずれかに属します。
職場の属性によって、7つの領域（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）のうち、いずれかに所属することになります。ただし所属に関わらず全ての研修会に参加できます。

入会すると、地域の特性を生かした事業に参加することができます。
ご自宅や職場の近くで、地域に提携した活動（栄養相談、料理教室、市民公開講座等）に参加できます。

入会前に知っていただきたいこと

公益社団法人 高知県栄養士会
〒780-0850
高知市丸ノ内 1丁目 7-45
総合あんしんセンター 2F 
TEL：088-872-9411　FAX：088-855-5754
E-mail：info＠eiyotosa.jp

はじめまして
高知県栄養士会

です

　WEB もしくは申込用紙をダウンロードして郵送で申し込み後、会費をお振込みください（クレジット
カード決済可）。なお、高知県栄養士会に入会できる方は、高知県が居住地または勤務地の方になり
ますのでご留意ください。 

入会申し込み

〇 WEB からのお申し込み

〇 郵送でのお申し込み
    高知県栄養士会ホームページの入会申込書をダウンロードの上、必要事項を記入し、
    郵送で高知県栄養士会宛にお送りください。 
    【郵送先】〒780-0850 高知市丸ノ内 1丁目 7-45 総合あんしんセンター 2F 

高知県栄養士会 検索

高知県栄養士会の WEB 入会申込をクリックした
のち、 日本栄養士会 HP の入会新規申込画面
から手続きを行ってください。 再入会の方は
そこから再入会申込ページへ飛ぶことができます。

 ▲

お問い合わせ

●グランド通駅出口から　徒歩約 4分
●枡形駅出口から　徒歩約 4分
●上町一丁目駅出口から　徒歩約 7分
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地域活動事業部

みなさんのスキルアップを実現する
ために、 キャリア形成に重点を
おいた生涯教育制度として、研修会・
講習会を実施しています。
ぜひご参加
ください。

各種研修会・講習会におトクな
会員割引価格で参加できます！

高知県栄養士会ホームページで企業・
団体の 求人情報を紹介しています。 
また、会員同士の交流から、 求人
情報を得られることも あります。

管理栄養士・栄養士の就職・転職
サポートをします！ 

就職・転職

保健、福祉、医療などの専門職として、
日々の業務には、重い責任が伴う
場合があります。万が一に備えて、
入会と同時に、栄養士賠償責任保険
への加入を代行します。
※希望者には３億円
　まで上乗せするこ
　ともできます

万が一の事故に備えて、最大 1 億円の 
栄養士賠償責任保険に加入できます！

安心の保険

新人研修会を開催しています。管理
栄養士・栄養士は１施設にひとりと
いう場合も少なくありません。 悩み事
を相談したり、 アドバイスを受けたり、
あなたと同じ職域や
地域の先輩・後輩
との 交流の場が
できます。

研修会やイベントでは、同じ職域、
地域の仲間が見つかります！

仲間・交流

時代の早い変化に乗り遅れない
よう、 日々の情報収集はとても
重要。 新制度や業界ニュースを
はじめ、 実践資料、
研修会案内などを
発信しています。 

「日本栄養士会雑誌」と 「高知県
栄養士会だより」を毎月お届け！

南海トラフ地震等の災害に備え、高知県栄養士会では、「JDA-DAT 高知チーム」として、
災害支援活動リーダー・スタッフの養成をしています。2019年には高知県立大学にて
当リーダー養成研修が実施され、全国から100名以上が参加しました。今後も避難所の
状況調査、栄養課題等、 様々な課題に取り組んでいきます。 

　医療現場では常に
スキルアップが求め
られています。研修
会では、チーム医療
の一員として活躍す
る管理栄養士・栄養
士として、必要な基
礎から最新情報まで
学ぶことができます。
　高知医療センター
では、各フロアに管
理栄養士を常駐し、
他職種と連携した栄
養管理を行っていま
す。そのため自己研
鑽の一つとして新人
はもちろんすべての
スタッフは積極的に
研修会に参加してい
ます。
　皆さんも是非一緒
に参加してみません
か？

　県民の皆さまの健康
づくり及び栄養・食
生活の改善に資する
ため、専門能力やマ
ネジメント力、事業
推進力の向上を図る
ため、生涯教育研修会
や各種スキルアップ
研修会の開催など、
充実した研修会の
開催に努めています。
　また、日本栄養士会
災 害 支 援 チ ー ム
（JDA-DAT）リーダー
育成研修やスタッフ
養成研修の開催にも
力を入れていきます。
災害時の管理栄養士・
栄養士の役割、具体
的な支援の方法、関係
機関との連携など、
栄養・食生活支援活動
について、会員みんな
で取り組んでいます。

医療事業部1

学校健康教育事業部2

勤労者支援事業部3
研究教育事業部4

公衆衛生事業部5
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職域事業部
　管理栄養士・栄養士が必要とされ
る職場は、人が生活するあらゆる
ところにあります。 こうした広い
範囲の職場において業務を行うこと
から、それぞれの職域に必要な
専門性を踏まえた公益目的事業を
推進するため７つの職域が

あります。

　

医療機関に勤務する管理栄養士・
栄養士、そして医療や栄養管理に関心
を持つ管理栄養士・栄養士で構成してい
ます。管理栄養士・栄養士の資質向上目
的に育成を行い、県民の疾病予防、傷病者
の栄養管理、栄養指導など療養支援に取
り組んでいます。また、会員に向けて、
日頃の業務に役立つ、診療報酬改定
やガイドラインの最新情報を

提供しています。

小・中学校、特別支援学校、定時
制高等学校、学校給食センター（共同
調理場）及び教育行政機関に勤務する管
理栄養士・栄養士等で構成しています。
子ども達に食を通じて「生きる力」を育
むために、学校、家庭、地域が連携し
た食育が推進されていますが、その
一翼を担う管理栄養士・栄養士
育成のために、資質向上を

図っています。

勤労者及び若者の健康増進と病
気の予防を促進する活動を行って
いる管理栄養士・栄養士で構成して
います。勤務先は、保健事業会社、
給食会社、自衛隊などがあります。
給食管理業務や特定保健指導を
はじめとした健康づくり
事業を展開しています。

管理栄養士・栄養士養成施設や
調理師養成施設等に勤務する管理
栄養士・栄養士で構成しています。
教育研究機関の特徴を活かし、研究
開発や健康栄養情報の発信、学生と
実践現場の管理栄養士・栄養士を
つなぐ研修会や企画にも力を

入れています。

県・福祉保健所、保健所設置市、市
町村に勤務する管理栄養士・栄養士で構
成しています。活動は、母子保健、生活習
慣病予防及び重症化予防対策、介護予防（栄
養改善）、食育の推進、乳幼児から高齢者ま
での各ライフステージにおける地域住民の
健康づくりに取り組むとともに、特定給食
施設指導、人材育成、地区組織活動の
企画や調整、健康危機管理など、多
方面にわたり地域保健業務を

推進しています。

開業や栄養ケア・ステーション活動
など、フリーな立場で地域住民の健康
づくりに取り組んでいる管理栄養士・栄
養士で構成しています。栄養・食生活に関
わる専門職として、乳幼児から高齢者まで
地域住民の多様なニーズに対応し、きめ細
かな健康づくりのサポートができるよ
う、会員相互の連携とより効果的な
指導を行うための講習会を行っ

ています。

福祉事業部7
児童福祉施設、保育所、老人福祉施設、
社会福祉施設、障がい（児童）者施設な
どに勤務する管理栄養士・栄養士で構成し
ており、栄養管理、食生活指導、食教育等を
行っています。乳児から高齢者の幅広い
年齢層と特殊性から、専門職としての資質
向上を目指すとともに会員相互の親睦を
深める活動に取り組んでいます。
また、介護報酬改定など、最新
情報を提供しています。

5つの
メリット

高知県栄養士会

栄養ケア・ステーションは、「食」と「栄養」を通して
県民の皆様の健康づくりを応援するための支援の拠点です。健康づくりの専門家である管理栄養士・
栄養士が、栄養や食生活についての相談や研修の講師などをお引き受けします。


