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プログラム作成の趣旨

ɞུ༹֗ܖȪ଼28ා༹ၙల74ȫ̦ଷ̯ͦȂ౷֖̤̫ͥͅူוȆ͈ڰ٨͈̹͛
͈৾ͤழ͙ͬଔૺ̳̭ͥ͂ȂࣞႢ৪͈֓ၷ͈ږ༗ͅၙ༹̳ͥ۾Ȫგ68ා༹ၙల91ȫͅ
̧֓̿ܖၷ༗ࡏ৪̤̞̀ͅঔ̳ͥඅ࠲ࢫऔ͍ݞඅ༗࠲ঐ൵̤̞̀ͅȂ͈ڰ٨
ঐ൵͚ͬ܄༗࠲ঐ൵͈ঔͤ͢ͅڰਠພ͈ထཡ̭ͬͥ͂൝ͤ͢ͅȂ༗࠲చॐ̤ͅ
̞̀࠲ࢫ̩̿ͤူו͍ݞȆ͈ڰ٨ͬଔૺ̳̭̦֚ͥ͂ਹါ̧̞̳͂̈́̽̀̀͘ȃ
ɞ࣭͈֚ࣞႢࡇ̜́ͥോआࡇ͉́ȂઁঊࣞႢ͚ૺͅ௸ݢ̦اಎ́Ȃͬپ̲̹࠲ࢫ̩̿
ͤȂٚࢌထཡచॐȂঊ̓ͬ͜࠲̧̥̭̦۪̩֗̀ͥ͂́ͥͤ̿͞ͅޏȂ͈֗ଔૺ൝Ȃ૧
හশ࣐͈ܢଽူוআȪոئȶ૧හူוআȷ̞̠͂ȃȫ̷̜͈́̽̀͜ڰ൲͈͒ܢఞ͉ఱ̧
̩̞̳̈́̽̀͘ȃ
ɞ༷֚Ȃࡇ͞ঌఆ̤̞͉̀ͅȂ़࣐ଽ٨͞ڟ౷༷ࡀ̦ଔૺ̯ͦͥಎ́Ȃူוআ͉ෝ
ႁ̢ͅحȂ࣐ଽෝႁ̢̹ͬ૽ऺ଼̦֗ਹါ̧̞̳͂̈́̽̀̀͘ȃ
ɞോआࡇ͉ਲြȂ౷֖༗࠲ਲম৪͈ৗ͈࢜ષͬ࿒ঐ̱̀ȂાࡄٸਘȪࡇ৽ट͈ਬࣣࡄਘȫ
ͬಎͅঔ̧̱̱̹̀͘ȃ̱̥̱Ȃ߃ා͈࣐ଽ٨͞ڟ౷༷ࡀ͈ࣉ̢༷Ȃ̷̱̀౷֖͈
ΣȜΒͅ؊̲̹࢘ၚഎ́࢘ضഎ࣐̈́ଽȜΫΑ଼͈͈֗ऺ૽̧̦ͥ́ރև͉ͅȂ࡛ા́
ঔ̳ͥાඤࡄਘȪ࡛හ֗ޗȫ̳ͬͥاޑΏΑΞθ̩̦̿ͤຈါ̱̹͂̈́ͤ͘ȃ
ɞോआࡇ͈૧හူוআ͈࡛ે͂هఴ͉ˍͅা̳̠͢ͅȂࡇȂঌఆ̴̞̤̞ͦ̀͜ͅူו
আ͈ުྩඤယ̦ࣞഽاȂໝॠȂఉအ͈ޙે̞̱ͥ̀اಎȂਫ਼௺ͅˍྴ͈౾̞̠͂ા̦
ఉ̩Ȃ̞͈̾̀ͅȆঐ൵ఘଷ͈ະ̯̥̩ͣͥުྩͅచ̳ͥະհ͞Ȃူו
আ̱͈͈͂̀ܿ৻̯̦̈́̓ࡉ̳ͣͦ͘ȃ̹͘Ȃঐ൵ఘଷ௰̥͙ͣͥ͂Ȃ࣐ଽူוআ
̱͈͂̀ෝႁͬౣږͅۼܢ̫̾ͅͅȂ௲ႁ̹͈͂̈́ͥ͛ঐ൵ఘଷ͈ະ̯̦̈́̓
̬ͦͣݷȂ૧හူוআু଼ͣಿ̧́ͥ׳ΏΑΞθ̩̦̿ͤབ̞̳ͦ̀͘͘ȃ
ɞ̭͈̹͛Ȃ଼26ාȂ଼27ා͈ȶ૧හশ̫̤ͥͅܢ౷֖༗࠲ਲম৪͈࡛හ̳ͥ۾֗ͅޗ
൦ٛ༭࣬ȷ
Ȃ଼29ාˏ͈ȶ૧හশ଼֗ऺ૽͈ܢίυΈρθບث൦ٛ༭࣬ȷ
Ȃോआࡇ
̦ै଼଼̱̹29ා23͈ȶ૧හশ͈ܢ༗࠲׳ίυΈρθȷͬ४ࣉͅȂോआࡇ̦ঔ̱
1

̧̹̀අಭഎ̈́༗࠲ڰ൲ͬ൩̢̹͘ȶ૧හশ࣐͈ܢଽူוআ׳ίυΈρθȷͬै଼̱̱͘
̹ȃ

プログラムの性格
ɞȶ૧හশ࣐͈ܢଽူוআ׳ίυΈρθȷȪոئȂȶίυΈρθȷ̞̠͂ȃȫ͉Ȃ૧හူו
আͬˎා࿒́͂͘௴̢Ȃུܖഎ̧̫̤̹̞̭̾̀͂ͬͅͅྶ̥̱̱̹ͣ͘ͅȃ
ɞ̭͈ίυΈρθ͉Ȃࡇ͂ঌఆͅ൱̩૧හူוআ̦̫͕̱̞̾̀ͅෝႁͅઙതͬ൚̀̀Ȃ
ু̦ͣهఴͬࡉ̫̺̱̾Ȃ࣐൲͍̩̠ࠫ̾̈́͢ͅඤယ̱̱̹͂͘ȃ
ɞ౷֖༗࠲ڰ൲࣐̠ͬෝႁ͉ȂུܖഎෝႁȂ࣐ଽෝႁȂෝႁͅାၑ̯ͦȂ̭͈ίυΈρ
θ͉́Ȃ৽ͅෝႁ̞ܱ̾̀ͅश̱̱̹ͬ͘ȃ
ɞ༗࠲ڰ൲͈ܿ͂͂͜ͅȂϋάΞϋΏȜɦˍȫ଼͈֗ͬ৽̹̞̤ͅ܉ඤယͬେࣺ͙̱ͤ͘
̹ȃ
ɞ̭͈ίυΈρθͬ४ࣉͅȂ̷̸͈ͦͦ༗࠲ਫ਼͞ঌఆ͈ࣉ̢༷͞মު̜̹̽ͅঌఆඊু
͈͈̮ͬ͜൦̩̺̯̞ȃ

プログラムの構成
ɞ࡛හ͉֗ޗȂুࡨอȂΐοήυȜΞȜΏοϋȂાඤࡄਘȂાࡄٸਘͅ႒̯̳ͦ͘
̦Ȃ̭͈ίυΈρθ͉ાඤࡄਘ͈ඤယ̞ܱ̾̀ͅश̱̞̳̀͘ȃ
ɞίυΈρθ͈ࢹ଼͉Ȃ૧හူוআ͂ঐ൵৪̦ފ൱́ڰဥུ̳̭̳̞̱ͥ͂ͬ̀͘ͅܖȃ
ɞ̭͈̹͛Ȃˎ͈̾ণത́ࢹ଼̯̞̳ͦ̀͘ȃˍ͉̾૧හူוআু̦ˎා࿒́͘ͅ࿒ঐ̳
ΌȜσ̫̾ͥ͞ͅෝႁ͈ࣜ࿒Ȃ̠͜ˍ̷͉̳̾ͦͬͥ׳ঐ൵ఘଷ͞ঐ൵εͼϋΠ൝ͬ
ାၑ̱̞̳̀͘ȃ
ɞူוআ͉ઁତ౾ਅ͈̹͛ȂίςΓίΗȜ఼͈ঠ͉ࡠ̤ͣͦ̀ͤȂ̷͈̹͛ުྩඤယ
͞ίςΓίΗȜ͈͂߸۾൝̞̾̀ͅȂͅࠚܨ̧́ͥ৪ͬ౾̩̭̦͂ຈါ̜̭̥́ͥ͂
ͣȂા͈ٸ൳ਅ଼֗ͅͺΡΨͼΎȜͬ౾̩̭̱̱̹͂͂͘ȃȪ˔ȅ૧හ଼֥ܿ֗
͈΅ȜεͼϋΠȊঐ൵ఘଷȁ74βȜΐͬ४ચȫ

※１）
コンピテンシーとは、成果主義と併せて用いられる考え方で、
「高い業績を上げる人材に見られる特性」とか「高
い成果を実現していくことができる行動特性」等と定義づけられる。人間は、持って生まれた人格や性格、才
能等の上に、後天的な教育により、知識を習得したり、経験を通じてスキルを身につけていくが、行動特性が
適切でなければそれらを十分に生かすことができない。コンピテンシーは、姿勢、考え方、行動、価値観、こ
だわり等を示すものである。
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島根県の市町村栄養士数の推移

みたい。

24
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12年

分でテーマを決めて重点的に取り組

■分野が広すぎてたいへんだけど、自

かりたい。

■専門技術、話術のスキルアップをは

̭̭̦̱̹̞ͭ̈́͂Ȥ

いことがある。

■「栄養士です」と胸を張って言えな

23

23

13年
25

25

14年

たい。

24

27

24

34

17年

25

34

19年

（人）

かと交わることで修正が必要。

◆自分なりのやり方で進みがち。誰

していく時代。

◆栄養士であることを自分からＰＲ

してみられていることを忘れずに。

人でもベテランでも同じ。専門職と

◆地域から求められていることは、新

◆地域の実態把握の方法。

意識を持つ。

ら、この事業を進めているという

◆今の国の流れ、県の流れを見なが

職務の進め方。

◆行政職員として、法令に基づいた

◆コーディネート能力、企画力。

̩̫͂̾̀ͅͅ
ȁ͕̱̞ෝႁȤ

୶̥ͣ
ȁ͈Ȥ

※市町村栄養士数は増えているが、常勤職員は横ばい。
（臨時・嘱託職員での対応が増加の傾向）

けがついていく。

◆事業をこなすうちにテクニックだ

生懸命。全体を見る視点が弱い。

◆日々の事業をこなしていくのに一

メージせずに働いている。

◆求められている栄養士の姿をイ

してほしい。

い。計画の中での位置づけを意識

◆自分がやっていることしか見えな

ベーションが低い！

◆何をしていいのかわからず、モチ

新任栄養士の現状と課題

24

35

16年

図１

15年

■職種のちがう上司にも育ててもらい

な。

■気軽に相談できる人がいたらいい

ܛབ̳̭ͥ͂Ȥ

中で整理できない。

■栄養業務以外の業務が多く、自分の

かかえ込んでしまいがち。

■職場に栄養士が自分だけだと一人で

イスをしたらいいのかわからない。

ちが困っていることにどんなアドバ

て仕事をしたらいいのかがわからな

い。

■子育て経験がないので、お母さんた

■栄養士１人でどこにポイントをおい

を求められても…。

■新任なのに、ベテランと同じレベル

■地区活動という概念がわからない。

■行政のルールがわからない。

̞̭ࣾ̽̀ͥ͂Ȥ

ະհͅএ̞̭̽̀ͥ͂Ȥ

■地域へ出かけることで、地区ごとの特徴、課題を知ることができた。

メージをもって就職していない。

■人前で前を向いて話せるようになった。

◆研修への参加意欲は高い。
◆行政に入って何がしたいか、イ

૧හူוআ
ȁ͈Ȥ

■仕事以外の場所で声をかけてもらえた。

■名前を覚えてもらった。

■行政の栄養士になれてうれしい。

͈ࣽ́͘ࠐࡑ͈ಎ̠̱̥̹̭́ͦ̽͂Ȥ

̭̭̦ͥ̈́ͅܨȤ
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ȁူוআ͉Ȃ౷֖ఘ͈࠲ࢫͬ࢜ષ̵̯̭ͥ͂ͬ࿒എͅȂࡢ૽ȆزȂΈσȜίȂ౷֖͒͂
ڰ൲༷ͬ࢜ͅอജ̵̯Ȃ̦͜ϋΩχȜ̳̠ͥ͢ͅ൱̧̥̫̱ͬȂਯ͙̞͢౷֖̩̿ͤ
̰̱̞̳ͬ͛̀͘ȃ̭͈ίυΈρθ͉૧හူוআু̦͈ࣽે଼̱̀ै́ࠁ̧ͥ́ږͬޙ
̞̳̦͘Ȃ࿒ດ୭͞ບ͉̓̈́ثঐ൵৪͈༷͂ͅდ̱ࣣ̞̱̦ͬ̈́ͣૺ̩̺̯̞͛̀ȃ

１．新任栄養士の使い方
ȁ૧හူוআ͈ڰ൲࿒ດͬȶਯ͙̞͢౷֖̩̿ͤȷ͂୭̱Ȃகڰ൲̥ͣͼιȜΐ̱̳͞
̞̠͢ͅȂ༗࠲ڰ൲͈చય͈ͼΒͬ୨࢛̱ͤ͂̀༗࠲ڰ൲ͬߊ̱Ȃˎ͈̠͢ͅȶࡢ༆
STAGE 1
主にケースワーク

個に対する支援活動
（個別支援）

保健活動に用いる活動技術

STAGE 2
小集団への支援活動
（グループ支援）

主にケースワーク

〈小集団の目的による分類〉
◇健康教育、
相談会などに集まった人々で構成する小集団
（例：食生活改善推進員養成講座、
母親教室、
乳幼児教室など）
◇高齢者クラブやボランティアグループなどのメンバーで構成する小集団
◇同じ疾患や課題を抱えた人々を対象とした保健事業に参加している小集団
（例：糖尿病教室、
骨粗鬆症予防教室、
転倒予防教室など）
◇同じ疾患や課題を抱えた人々が目的を持って活動している小集団
（例：クローン病友の会、
パーキンソン病友の会、
糖尿病友の会など）

STAGE 3
人材及び住民組織の育成、
連携体制づくり

地域で健康づくり及び栄養・食生活の取り組みを
推進する社会資源
（人材・施設・関係機関）
を把握
し、
課題解決のために有効な連携体制。

地域診断

STAGE 4

◇地域住民の健康上の課題とその背景を明らか
にするとともに、
その解決方法を見いだす保健活
動の１つのプロセスであり技術である。

地域
（住民・集団）
を対象にした保健活動

コミュニティー・オーガニゼーション
コミュニケーション・オーガ二ゼーション＝地域組織化事業
プロセス
Plan
（計画）
◇情報収集
（統計情報、
住民調査や社会資源調査）
◇情報の解析
◇共同計画の策定
Do
（実施）
◇計画、
事業の実施
Check
（評価）
◇事業の評価
Action
（改善）
◇計画、
事業の見直しや修正

図２

実践プログラムの構成
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׳ȷȶΈσȜί׳ȷȶ૽ऺ͍ݞਯྦྷழ଼͈֗ȂႲࠈఘଷ̩̿ͤȷ̦ȶ౷֖̩̿ͤȷ͂อ
ജ̳ͥ׳ίυΈρθͅࢹ଼̱̞̳̀͘ȃ̱̥̱Ȃڰ൲͈ίυΓΆ̜̩֚͘͜͜႕̳́ȃ
ম႕֑̹̳͈ͤ̽ͤͥ́͢ͅȂঐ൵৪͈༷̱̦͂̈́ͣૺ̩̺̯̞͛̀ȃ
ȁ̹͘Ȃ͈ࣽু͈࿒ດ୭̭̓́͘͞ൢో̱̞̥͈̀ͥບ͉ثঐ൵৪͈༷̱͂ږȂهఴ
ͬྶ̱ͅږȂ̷͈ࢃ͈ڰ൲́ͬةਰ̳̥ͥͬވခ̱̀ުྩͅ൚̹̩̺̯̞̽̀ȃ

２．指導者の使い方
ȁঐ൵̳ͬͥष͈ͺΡΨͼΑඤယȂΙͿΛ·εͼϋΠ͞ڰဥ̱̳̞͞အਬͬାၑ̱̱̹͘
͈́Ȃ̮ڰဥ̧̞̹̺Ȃ࡛ા̜̹̽ͅࠁͅਰ̱̩̺̯̞̀ȃ
ȁ̭͈ίυΈρθ͉́Ȃ૧හူוআু̦ুࡨΙͿΛ·̱ͬ̀࿒ດ୭̭̓́͘͞ൢో̱̀
଼̞̥̦̳̞̱ͥ̀͘ै̧̠ͥ́͢ͅږȂຈ̴ඤယ͉ঐ൵৪͈༷̦̱ږȂهఴͬྶͅږ
̱Ȃ̷͈ࢃ͈ڰ൲́ͬةਰ̳̥ͥͬྶ̥̱ͣ̀ͅঐ൵ͅ൚̹̩̺̯̞̽̀ȃ
ȁ̤̈́Ȃ̭͈ίυΈρθै଼͈षͅ४ࣉ̱̹ͅၳ͉ȶ˕ȩ̭̺̫͉̤̹̞̏ͦ̽̀ܖய
েȁ76βȜΐȷܱͅश̱̜̳͈̀ͤ́͘Ȃ४ࣉ̱̩̺̯̞̀ͅȃ
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3

૧හူוআ͈ൢో࿒ດ

新任栄養士の到達目標
健康長寿日本一

ڰ൲࿒ດ

健康で明るく、生きがいをもって生活できる社会づくり

健康を支援する
環境づくり

一次予防の重視

ോआ͈ڰ൲͈අಭȆণത

多様な実施主体による
連携の取れた効果的な運動の推進

目標等の設定と評価

ٟᏋǢȉȐǤǶȸ

専門的知識・技術の指導

ਦݰᎍȷǵȝȸǿȸ

計画策定、評価能力・地域診断能力
ヘルスプロモーション活動能力

ǳ⌴ȁȳǰ

コーチング能力・施策提案能力・組織管理能力

ਦݰ

ਦݰᝧ˓ᎍ

ਦݰ

ǳȳȔȆȳǷȸ
᭗ƍ

ƋƳƨᐯ៲ư
੨ƍƯǈǇƠǐƏ

˯ƍ
ᲢݲƳƍᲣ

ᧉݦᏡщ

★地域の健康課題を抽出、
明確化することができる。

２年目

★地域の実態を反映した事業提案ができる。
地域づくり活動の具体的な展開方法が理解できる。
地域課題解決のための組織化ができる。

■関係団体の活動を地域
課題にそって、整理す
ることができる。

★地区視診ガイドライン
により、地域を把握す
ることができる。

★地域活動を見
学し、地域の
特性を知る。

●個別のケースの課
題をグループや地
域の課題へ整理す
ることができる。

▼教室や事業の課題を
元に、地域活動につ
なげるように整理す
ることができる。

○予算の仕組みと事業要
求の関連性の理解がで
きる。

▼マニュアル化された
教室等を一人で企画
運営を実践する。
■関係団体の活動
を把握する。

ˁʙƴݣƢǔॖഒ

ᢋज़

■地域において健康づくり及
び栄養・食生活改善を推進
している人材を把握する。

▼教室等を見学し、
地域やグループの
特性を把握する。

●個別ケースのケアマ
ネジメントができる。

▼教室等の副
担当として、
実践を学ぶ。

ૅਤႎᘍѣ

１年目

ႸਦƢٟ

ਦᅆႎᘍѣ

ᲢٶƍᲣ

主体性をもって
仕事に取り組む
ことができる

住民主体の地域活
動の推進

○担当業務の内、事
業運営ができる。

○行政運営に必要な事務
処理が実践できる。

●問題の少ないケースに
一人で指導ができる。

○健康危機管理への
知識を習得する。

●健診等を見学し、個別の
栄養指導の手法を理解で
きる。

・組織の一員と
しての自覚
・報告、連絡、相談
・上司との人間関係

˯ƍ

○法的根拠が理
解できる。

ᘍᏡщ

図の中の記号の説明：●個別支援

２年目

１年目

፼ࢽᏡщ

᭗ƍ
ᲢٶƍᲣ

▼グループ支援

図３

★地域づくり活動

新任栄養士の到達目標
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■人材育成

○行政能力

「新任時期の保健師支援プログラム」より抜粋

＜参考：
「新任時期（１年目）の人材育成プログラム評価検討会報告書」＞
ȁ଼29ාˏͅ૧හশ଼֗ऺ૽͈ܢίυΈρθບث൦̦ٛȶ૧හশܢȪˍා࿒ȫ͈૽ऺ
଼֗ίυΈρθບث൦ٛ༭࣬ȷͬอນ̱̱̹͘ȃ̷͈ٽါ͉ষ͈̳ͤ́ȃ

１．求められる能力
ȁ౷֖༗࠲ਲম৪͉ͅȂ໙ࢩ̞౷֖༗࠲͈എে࣐ܿͬ͞ଽ֥̱͈͂̀ෝႁ̦ݥ
͛ͣͦͥȃː͉࣐ଽழ͈֥̱͂̀Ȃ౷֖২ٛͅచ̱̀༗࠲ȜΫΑ͞মު࣐̠͈ͬ
ͅຈါ̈́ෝႁͬা̱̹͈̳́͜ȃ౷֖༗࠲ڰ൲࣐̠̹͉ͬ͛ͅȂ౷֖ਯྦྷ͈͂߸۾Ȃા
ඤ͈૽߸۾ۼȂ͈͂۾ܥ߸۾ႲࠈȂ
コミュニケーション

ުྩ͈ା͞ખ͈̈́̓ηνΣ
ΉȜΏοϋෝႁ͉͈̓ෝႁ͜ͅ۾Ⴒ
̱ਹါ͂̈́ͤȂུܖഎෝႁ͉ު૽
̱͈͂̀ܖய̈́ͥͅෝႁȂ࣐ଽෝႁ
̱͈࣐͂̀ଽழ༹͞ၙ͈ၑٜ͉౷

専門能力
౷֖༗࠲ڰ൲க͈েȆܿ

地域社会

行政能力
౷֖༗࠲ڰ൲͈आݶ୰ྶ

֖༗࠲ڰ൲͈आݶ୰ྶͅຈါ̈́ෝႁ

行政組織

基本的能力
ު૽̱͈͂̀ܖய

̜́ͤȂഎ̈́েܿͬ͞ેޙ
̵ࣣͩ̀ͅڰဥ̳̭ͥ͂́౷֖༗࠲

地域保健活動実践

ڰ൲̦க̯̳ͦ͘ȃ
図４

地域保健活動実践能力の構造

２．
１年目に目指したい到達目標と行動目標
ȁ૧හ৪Ȫˍා࿒ȫ͈࿒
ດ͉Ȃ౷֖༗࠲ڰ൲͈

地域保健の視点

̜́ͥக৪̱͂

ȪਹါȂփ݅Ȃࡢ༆̥ͣ׳ਬ౬͒׳ȫ

̀Ȃచ૽ུ̈́͂ܖ͈׳
ͥম႕͈ࡢ༆͂׳൚
̳ͥ༗࠲মު̦ঔ̧́
̭ͥ͂ͬ࿒ດͅȂகڰ
൲̱̹ͬෝႁ଼͈̦֗

コミュニ
ケーション

Ȫ౷֖ਯྦྷȂ 基本的な個別支援
ષংȂ൳ၯȫ のための知識・技術

連絡・報告

ਹါ̳́ȃ

基本的な個別支援の実施
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法令、事業体系、
政策・方針の理解

行政職員としてのモラル、
倫理観

基本的能力

図５

専門能力

担当する保健事業
のための知識・技術

法的根拠の
理解

組織の一員と
しての自覚

地域社会

行政能力

行政組織
担当する保健事業を実施

１年目に育成したい実践能力の構造
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கίυΈρθ

STAGE 1

個別への食生活支援から始まる地域づくり

ȁ࠲Ȇ͈ા͈́ȶࡢ༆͈͒ڰ׳ȷ̲ͬ̀૧හশͅܢ؋̢̧̯̤̹̞̀εͼϋ
Π̜̬ͬ͂ͤȂ֚Ⴒ͈ίυΓΑ͈ಎ̳̱́͘ږȃ
個別への食生活支援の到達目標
ɞ֚૽́ڰ̧̦ͥ́׳ȃ
ɞڰͬ׳̲̀ȂུܖഎηνΣΉȜΏοϋͬ͂ͤȂှͬ߸۾ಃ̧̩̭̦͂́
ͥȃ
ɞచય৪ু̦ুࡨౝ̱॑Ȃ࿚ఴത̧ͅັܨȂু͈࣐ͣ൲་ယͤ͢ͅ࿚ఴٜͬࠨ̱̠͢
̳͂ͥచય৪ಎ̧͈̦̭̠࣐ͥ́͂ͬ׳ȃ
ȁӱ;ူוϋΓςϋΈ༹͈̫ܿͬ̾ͥͅȃ
ȁӲഐ୨̈́ૂ༭͞ރȂڰ٨͈ߓఘഎͺΡΨͼΆ̧̦ͥȃ
ɞ̧̹͉ࣾ̽͂Ȃ֚૽́ේ̴͘Ȃঐ൵৪̧̳̭̦ͥ͂́ͥͅȃ

ちょっと頭に入れておいてね！
従来の栄養指導は、知識・技能の伝達や生活改善のための具体的なアドバイ
スが中心となりがち！
短時間で、相手の行動変容につながる有効的な支援のためにも、栄養カウン
セリングの手法を積極的に取り入れてみましょう！

対象者の思いを「受容」「共感」「自己一致」
相談される方には「こんなに頑張っているのに！なぜ？？」との思いが少な
からずあるものです。まずは、対象者の労をねぎらい、悩みや考え方を肯定的
に受け止めてあげましょう。それが支援の第一歩です。

どんなケースから支援すれば良いのかな??
まずは、健診時の支援や栄養相談など、多くの対象者に関わってみましょう。
地域や、世代の特性を把握するチャンスです。難しいケースについては、先輩
栄養士や保健師に相談しましょう。
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႕ ə͛̀ˍप˒̥࠲́ڰͬ׳൚̳̭̱̹ͥ͂̈́ͤ͘ͅȃ
◇準備
ӱ͈̠̓̈́͢చય৪̦࠲ͅြ͈̥ͣͦͥ՜̧̱̤̱̠̀͘͡ȃ
ȁȆˍप˒̥͈อోͬٴၑٜ̳ͥȃ
ȁȆచય৪͈අȪ͈ેޙȂزࢹ଼Ȃ༗֗৪ȫ
ȁȆ౷֖͈ેޙȪၳ͈ව୶Ȃ͈ऺȂඅॲȂޡാ̈́̓ȫ
Ӳˍप˒̥࠲́Ȃ༗ࢌ৪ͅૂͬة༭̢̠̱͘͡ࣉ̥͈̞̞̳͊ͦރȃ
ȁȆমඤယȆࠁఠ̞̾̀ͅ
ȁȆۼ̞̾̀ͅ
ȁȆ͚̱ভ̞̾̀ͅ
ȁȆڰਠ̞̀̾ͅ൝ș
ӳຈါ̈́ঐ൵ఘ̱̱̠ͬ͘͡ȃ
ȁȆೄ୪ণಶͅژஶ̢͈ͥ͜
έȜΡκΟσȂȂΩΥσȂΑρͼΡȂȂ˲˰ˮȂίυΐͿ·ΗȜȂঞঢ়
ݳȆ૽ࠁࠠ൝ș
ȁȆඋ̠ͭ́ͣ͜ఘ
ȁȁΩϋέτΛΠȆςȜέτΛΠȂ̹ͤ͢൝ș
Check-Point 1
事前に情報を整理して、支援の目的を明らかにしてから実施できましたか。
指導媒体の準備はできましたか。

◇優先順位をつける。
ȁచ؊͈ຈါȪ႕ȫ
ȁȁȆူוͬܛབ̯̞ͦ̀ͥΉȜΑ
ȁȁȆ୫વ̜̦ͥٺΉȜΑ
ȁȁȆྖȆ̵̦ࡉͣͦͥΉȜΑ
ȁȁȆ͚̱ভ͈ఉ̞ΉȜΑ
ȁȁȆڰਠ̦ະܰ௱̈́ΉȜΑ
ȁȁȆ༊͈ಠ̱̞ΉȜΑ
ȁȁȆۼͅ༊̦̜ͤͥΉȜΑ

対象者の人数により、全員の方に栄養相談を受けてもらうことが難し
い場合も…
関係スタッフと、栄養相談を受けてもらう対象者（優先順位）につい
て検討し、必要な方の食生活支援ができる体制づくりが大切です。
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Check-Point 2
食生活支援が必要な対象者をスタッフで確認することができましたか。
・問診や指導の際に栄養相談を受けてもらう人を抽出し、栄養士が支援できるよう、体制が整い
ましたか？

食事については、教科書どおりの支援では理解してもらいにくいことも…
地域の食材の活用法や、調理の工夫、食事環境など具体的な情報提供もでき
るように、栄養士自身経験を積むことも重要です。
普段の生活の中でも、食に関する情報や体験にアンテナを張っておくことも
大切ですね。

ɚɚɚ̯̜Ȋڰͬ׳ই̱̠͛͘͡Ȋɚɚɚ
◇支援の実施
ӱٛા୭א
ȁȆူו͈ાਫ਼͈ږ
Ӳူוͬٳই̧̳ͥ͂
ȁȆՕग़Ȫুࡨતٚȫ̳ͥ
ȁȆঐ൵࿒എͬྶͅږഥ̢ͥ
ӳ࿒എȂેͅޙ؊̲̹ജٳ
ȁȆယ͂ۜވȂ߹ಶ
ȁȆഐ୨̈́׳੩
ȁȆႲ၁୶
ӴσΞܱ͒शȆΉȜΑܱ
ȁȆ׳ඤယͬσΞܱ͒श̳ͥ
ȁȆܱ׳ນ͈ܱ͒श

栄養相談がはじまるまでは…
栄養相談は、診察の後最後に行われる場合が多いようです。それまで栄養士
は何をしているの??
待っておられる方を対象に、集団指導を行ったり、食品展示を見てもらった
りといろいろ役割を考えてみてね。
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ちょっとまってね！
いろいろな問題を持っている人、拒否される人も本当は支援を待ってお
られます。まずは対象の方といい出会いが大切です。いい出会いを提供す
るために、
「何かしなくっちゃ」と気負わずに対象の方の困っていること
や悩みなどをよく聴きましょう。対象者の方は、裏切らない人、安心でき
る人、見捨てない人、理解してくれる人を待っています。あなたの「温か
い気持ち」は相手にきっと通じますよ。
健診での栄養相談は１度限りになってしまうものも少なくありません。
継続支援の必要と思われるケースは、保健師と連携しフォローしていくよ
うにしましょう。

Check-Point 3
対象者との関係づくりを大切にできましたか。
Check-Point 4
支援をして、個人や家族、食環境など見ることができましたか。
Check-Point 5
健康問題を核として、生活上の課題を総合的に捉え援助できましたか。

◇ケースカンファレンス
ӱڰ̹̱׳ΉȜΑ͈ૂ༭ͬވခ
Ӳା͞΅ȜΩȜΕϋ͈ྶاږ
ӳ߸۾৪͈͞۾ܥ߸۾اږྶ͈ڬ
Ӵచય৪̺̫̩́̈́౷֖͈هఴٜࠨ

食生活支援したケースのみでなく、問診票や対象者の状況
から、栄養面で気になる点、わからない点があれば、発言し
てみましょう。多職種でのカンファレンスがより有効な場と
なると思います。

Check-Point 6
１つ１つの事例の記録を整理しましたか。
→半年１年のまとめた個別サマリー
→課題が共通している事例のサマリー
→事例から課題の整理とつながるので１つ１つを大切にしましょう
→このニーズを地域のニーズへつなげましょう
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◇報告をする。
ӱ࠲̧̧̥̹ͣ͂̀̽ܦ
ȁȆ
ȶ̹̺ࣽȂ࠲̥̹̱ͣͤ͘ܦȃȷ̜̞̯͂̾Ȋ

帰ったら、席に座る前に、指導者にまず報告してね。
①支援目的、援助内容
②その目的は達成できたか
③問題点は

◇関係機関と連携する。
ӱႲࠈ̳̥̭͉ͥ̓۾ܥ
Ӳ̶̈́Ȃ̷͈͂۾ܥႲࠈ̳͈̥ͥ
ӳ͈̠̓͢ͅႲࠈ̳͈̥ͥ
ӴႲࠈ͈ௗ࢛͉
ӵջှ̫̹̱ͬ̀׳ાࣣ͉Ȃ͈ضࠫ׳༭࣬Ȫ࢛൮ɨܱȫ
Check-Point 7
他の機関からの依頼を受けて訪問した場合は、
すぐに依頼機関に報告しましたか。

ə͂͛͘
◇課題を整理する。
ӱૂ༭͈ਓਬ
ȁȆ࠲ࠫضȂ࿚ຘ
ȁȆڎਅऔȂͺϋΉȜΠ
ȁȆူוܱ׳
ӲͺΓΑιϋΠ
ȁȆ࡛ેͬম̥̠ͣ̓౯̱̹̥
ӳْࠗ
ȁȆူוআ͉̳͊ͦͬةၻ̞̥
ȁȆ͈̠̓̈́͢মުْܑ̳ͬͦ͊ၻ̞̥
ȁȆຈါ̥̈́ة͉׳
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Check-Point 8
個別支援だけでなく、今後グループ支援や地域づくり活動に発展させるために、押
さえておく事柄。
支援したケースは、必要かつ十分な保健福祉医療サービスを受けていますか。
支援したケースだけでなく同じような対象全体の（子育て中の方や壮年期、要
介護の方等）主なニーズは何かが明らかになっていますか。

指導者の関わり：支援スケジュールを立てて指導しましょう
ɞ͉͛ȇူו͈ࡉ̥ͣڠΑΗȜΠ̵̯̱̠͘͡ȃ
ȁȁȁచય৪՜ȪාႢඅȂ౷֖අȂ২࡙ٛ൝ȫ
ɞઁ̱̹ͣͦȂူוআໝତ͈́ူו̵̯̱̠ͬ͘͡ȃ
ȁȁȁਞၭࢃηȜΞͼϋΈȂܱ͈തȆ੩࡞
ȁ
ɞ൳ฺ́ࠐࡑͬୟ̺̜ͭ͂Ȃౙඊ͈́ͬঔ̵̯̱̠͘͡ȃ
ȁ
ɞˍා̮͂ͅచય৪͈هఴ̵̯ͬ͂͛͘Ȃ༹༷׳൝͈ບ̠̱̱ͬ͘͡ثȃ
ȁȁ࠲ΟȜΗ͈ଢ଼Ȃঐ൵৪͈੩࡞Ȇވခا
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《個別への食生活支援記録票》
⑴

食生活支援記録票

様式１

の活用
ȁɜ࠲ࢫ࿚ఴ͈ਅ႒༆
ͅȂ̫̺ͦ̓ͬة
ঔ̱̹̥ȃ

食生活支援記録票
対
住

象

者

氏名：

所

〒

相談場所等
■支援目的

ȁɜࡢ༆ͅ׳̱͞

歳）， 性別：男・女
，電話：

場所：自宅・他（
初回・

ȁɜ̥̥ͩͤͬই̹͛
ၑဇ͉̥ةȃ

（

），

年

月

日（

），

時

分〜

時

分

回目（初回の場合は訪問に至る経緯を記載）

栄養士の支援目的を記載しましょう。（ex 肥満の改善 等）
■家族関係

支援に関わる家族関係について記載する。（調理担当者や、兄弟 等）

̹শ̫̺͉ͦ̓ۼ
̥ȃ

■観察事項
主観的データ（Ｓ）

対象者本人、家族等から得た情報
（ex 朝は食べない。毎日ジュースを飲む 等）

⑵

個別の関わりから
事業化へ

客観的データ（Ｏ）

専門家の目から観察した結果、あるいは検査から得た情報
（ex 体重、身長、各種検査データ 等）

ȁɜࡢ༆͈ΉȜΑ͈ܱ
ͬࡓͅȂා͂

■評価（Ａ）

̥ˍා̹ͬ͂͛͘
ࡢ༆͈ζςȜͬ
ै଼̳ͥȃ

上の二つから引き出された結論。
（ex 規則正しい生活習慣が身に付いておらず、食事のリズムが整っていな
い。間食の頻度が多く、食事が十分にとれていない。）
■今後の計画（Ｐ）

栄養診断、栄養治療、教育計画

ȁ ɜ  هఴ̦  ވ̱̀

（ex 朝７時に起きる。間食の時間と量を決める。 等）

̞ͥΉȜΑ͈
ζςȜ͈ै଼̳ͬ

■援助内容・反応
栄養士の援助内容

ͥȃ
ȁɜম႕̥͈ͣهఴ͈

支援目的、今後の計画と対応するように記載する。
対象者・家族の反応

ାၑ̳ͬͥȃ
■特記事項

相談者（対象者・家族）の意志を示す。

栄養士氏名：

○情報管理の方法
ȁɜܱȇݖ۷എম͈ܱश̱͈͂͂̀౯Ȃ̷͈आݶȂঔ̱̹׳੩͞׳Ȃ
ບͬثȂྶͅږȂম͂౯̫ܱ̳ͬ̀ͥȃ
ȁɜϋάνȜΗ൝ܱ͉ͥ͢ͅ٨̰ͭ֯ͬ͞ཡ̪̹͈͛ΩΑχȜΡۯၑ͞ٸ໐̥͈ͣૺ
වͅచ̳ͥཡࢄॐͬຈ̴࣒̲ͥȃ
ȁɜૂ༭ވခ͈̹͛ఈૂ͈͒۾ܥ༭ވခ̜̹͉̽̀ͅȂࡔ௱ུ̱͂̀૽Ȫ൚ম৪ȫ͈ၭٜͬ
ංͥȃ
ȁɜܱ͈༗ۯ͞ۯၑ͉ࡎ͈̥̥ͥࡩȂࡕਹ̈́ࡎ͈༗̞࣐ͬۯȂழ̱͂̀ୣහ͈̜ͥ
༗ۯఘଷͬା̳ͥȃ
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「新任時期の保健師支援プログラム」より抜粋

Point : 訪 問 記 録 の 書 き 方
１．訪問記録の基本的な考え方
⑴ 「記録」の意味は何か。
ȁȁӱȁ༹എआ̧̿ܖͅݶང࿚̳͈ͥ́Ȃ༹എ̈́ୣහ̦̜ͥȃ
ȁȁӲȁழ́ͬ૽̞ͥ̀͛ݥͬ׳Ήͺ̳̹ͥ͛ͅȂૂ༭͈ވခ͂ࠑ̹ͬ̽ͬ׳
̳ͥȃ
ȁȁӳȁͬض଼͈ض̹̱ࠫ׳ບ̳ͥثȃ
ȁȁӴȁࡢș͈ম႕̥ͣΈσȜί͈̹̳͛ͥͬاၳ̳͂ͥȃ
ȁȁӵȁࡢș͈ম႕̥ͣঔॐ͈̹̳͛ͥاၳ̳͂ͥȃ
ȁȁȁȁȤȤ̭͈փྙܱ̹̱ͬד͈ॽ༷̦ຈါ̳́ȃ

２．具体的な記録の書き方
⑴

訪問記録のとり方の基本は「正確で、他人にとっても分かりやすいものにする。」

ȁȁɜݖ۷എͅমȪࡉ̹͘͘Ȃஶ̢̹ͣͦ͘͘ȫܱͬश̳ͥȃ
ȁȁɜૂ༭࡙ܱͬश̳ͥȃ
ȁȁɜࡉ̹̺̫̥̞̯ܱ̦́ͥ̀ͦةၑ̧ٜ̠́ͥ͢ͅࡉ̱൝̫̤̩ͬ̾̀ȃ
ȁȁɜ༗࠲ঐ൵͈ߓఘഎඤယܱͬश̳ͥȃ
ȁȁɜచય৪͞ز͈ࠐً͞؊ܱͬश̳ͥȃ
ȁȁɜփেഎٜͅ৷͞౯ܱͬश̳ͥȃ
ȁȁɜࣽࢃْ͈ܱࠗͬश̳ͥȃ

「客観的に事実（見たまま、訴えられたまま）を記載する。
」って？
ポイント：何がどのように置かれているかの状況を、見たままに書く。
ありがちな記載

こんなふうに、記載しよう!!
●食卓には、昼食の食べ残しがそのままに

ȶ໐ؚ̞̥̻̦ͥ̀̽ͣȷ

なっている。
●ゴミ箱はゴミがあふれて、畳には足の踏み
場がないほどに衣類などが置かれている。

ȶນ࡛̦ཋ̱̞ȷ

●一点を見つめて、じっとしている。
●声に抑揚がなく、口調が単調で変化がない。
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「新任時期の保健師支援プログラム」より抜粋

「客観的に事実（見たまま、訴えられたまま）を記載する。
」って？
ありがちな記載

こんなふうに、記載しよう!!
●離乳食準備期にあるが、カットしたフルー
ツを手に持たせ、なめさせている。このこ

ɜ̳֗ͥͅ۾ে̦ະ

とから、誤えんの危険があり、離乳食の進

௷̱̞̀ͥȃ

め方に関する知識が不足している。
記入する際の注意：頻度、いつ、どこで、だれが、
何を、どのように、どうしたかを記載する。

３．記録をする際の注意事項
⑴

記録で行うべきこと

ȁȁɜஜ͈ܱͬඋ͚ȃȪْ̦ࠗ༶౾̯̞̞̥̳ͦ̀̈́ͥږȃȫ
ȁȁɜ்̧̺̫̩ܱ̳́ͥͥȃ
ȁȁɜߓఘഎȂඋ͙̳̞͞Ȃࠨ̹͛ͣͦအܱͅश̳ͥȃ
ȁȁɜܱश̱̹ັ͂শܱ࣫ͬව̳ͥȃ
ȁȁɜဥঞྀܱͅ৪͈ঙྴͬྶܱ̳ͥȃ

これはしちゃダメ!!
●意味のない語句や攻撃的な表現をする。
●レッテルを貼ったり、偏見による内容を記録する。
●あいまいな表現をする。
●略語やイニシャルを使う。
●修正液による修正をする。
●記録の途中で行を空ける。
「最近では、訪問記録は、公文書として情報公開請求があると
提出が必要になっているよ」
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STAGE 2

教室やグループ支援から始まる地域づくり活動

ȁޗ͞ΈσȜί͈̈́̓ਬ౬ͬచય̱̹͉̞͂̀̾ͅ׳Ȃڰ൲ജ̦ٳζΣνͺσ̯̀ͦا
̞ͥ႕എ͈̥̈́ͣ͜ই̱̠͛͘͡ȃ
ȁ̭̭͉́Ȃȶڰ٨ଔૺ֥ူ଼࣒जȷͬ႕ͅત̱̳ٚ͘ȃ
保健事業実施の到達目標
ɞ֚૽́Ȃ႕എ̈́মުْܑ͈ȆାȆঔ̧̳̭̦ͬͥ͂́ͥȃ
ɞমުͬঔ̳ͥआͬݶၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ɞমުͬঔ̳ͥष͉ͅȂ߸۾͞۾ܥ߸۾৪͈Ⴒࠈ̭͈ͬ͂ͥ͂ఱ୨̧̯̭̦ͬͥ͂́ͥȃ
ɞমު̲ͬ̀ူוআ͈ͬڬে̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

႕ ə͈͛̀ڰ٨ଔૺ֥ူ଼࣒जͬ൚̱̳͘ȃ
◇企

画（２か月前）

企画して
みましょう。

هఴȁঌْࣣ̤̞ࠗ̀ͅȂΰσΑδρϋ
Ξͻͺ͂ވ൳̱̀࠲ࢫ̻̩̈́̿ͤ͘
ͬଔૺ̳̹ͥ͛ତͬ௩̳̭͂ͬ͞ࠇ
̬̞̀ͥȃ

ȁӱڰ٨ଔૺ֥ူ଼࣒ज͉Ȃ༗࠲
মު͈̓ͭ̈́هఴٜͬࠨ̳̹ͥ͛ͅ
ঔ̳ͥমު͈̥̈́ͬࣉ̢̠͢
ȁȆهఴ͈ାၑ
ȁȆهఴ͈୶ਜ਼պͬ൩̢̀͘ȂඤယȪచય৪Ȇ
࣒Ȇঔ༹༷ȆࠐȤȫْܑͬ
Check-Point 1
実施する事業の必要性が整理できましたか？
・地域の課題を解決するために実施している事
業かをはっきりさせることが必要です。

Check-Point 2
企画する前に、スタッフ間で意見交換を行
い、意思統一を図ることができましたか。
・この事業の目標を明確にしましょう。

Check-Point 3
目標に合った事業計画を立てることが
できましたか。
（「教室等グループ支援計画・評価記録用紙」）（様式４）

Check-Point 4
実施に向けた、具体的な作業手順やチェッ
クリストを作り、係やグループで共有し、
進行管理をすることができましたか。
（
「仕事の手順シート」
「事業実施までのチェックリ
スト」）（様式２、３）
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ඤယȁచ ય ৪ȁ71पయ͈́͘ਯྦྷ
ȁȁȁ࣒ȁȁȁ࠲ࢫଔૺه༗࠲Ȇۯၑ
ူוআ͍ݞ༗࠲ਫ਼Ȇ২ٛ
ছ݈ފٛͅջှ
ȁȁȁঔ༹༷ȁڰ٨ଔૺ֥͈ူ଼
ς΅νρθ̞̀̿ͅܖঔ
ȁȁȁࠐȁȁȁपपවထॳ͈ږ
࿒ດȁଔૺ֥̦ઁ̩̈́Ȃڰ൲̞̹̱اޑ౷
֖͈ਯྦྷͅୟޭഎͅࡤ͍̥̫Ȃူ଼
̳ͥȃ
ȁȁȁΈσȜίχȜ·ͬಎ̱̹͂ς΅ν
ρθ̱͂Ȃಏͬͤैۼ൳শ࣐̠ͅȃ
ඤ໐̵̻ࣣͩȁ
ȁȁȁٳटশܢȆ࣒͈൦
ȁȁȁ౷ߊ൚༗࠲͈͂ਹത౷ߊ͈ಒ
ȁȁȁ༡ਬ༹༷͈൦
ȁȁȁমྩ֥͂ထॳ࣐͈ږ
ঔඤယ͈ࠨ
ȁȁȁ࣒͈͂ખ̱̦ͬ̈́ͣȂٳटশܢȆ
ાਫ਼Ȇς΅νρθͬࠨ̳ͥȃ
ȁȁȁ༡ਬ༹༷͉Ȃ࿒ດో଼༹͈̹͈༷͛
఼̳ͬͥȃȪࢩ༭ࠇश͈ഐȆະഐ
̈́̓ȫ

ȁӲهఴٜࠨْܑ͈̹͈͛
ȁȆْܑ͈͈ࣽٝ࿒ດ̵̧͉̯ͬ̽ͤͥ

ܳմȁࠨমࣜͬਫ਼͈အ́ܳմ̱Ȃࠨवͬ

ȁȆঔඤယ̞̾̀ͅඤ໐̵̻ࣣ́ͩ

͂ͥȃ༡ਬඤယͬࠇश̱̹ΙρΏ)մ*͜

ȁȆ߸۾৪͈͂ඤ໐̵̻ࣣͩ
ȁȁ
Ȫ࿒ດ͈ވခاȂૂ༭ਓਬȫ

ഞັ̳ͥȃ
༡ਬȁ༡ਬΙρΏ͈֣क़
ȁȁȁঌ༭ࠇशȪࡔࣂͬ͛୨ͤ́͘ͅ
ࢩ༭͒ȫ

ȁȆঔඤယ͈ࠨ
ȁȁ
ȪȂٛા͈ାȆ࣒͈͂ખȆ
̵̻ࣣͩȫ

ȁȁȁਫ਼༗࠲Ⴒ၁ٛȆྦྷ܁ಿٛȆڰ
ȁȁȁ٨ଔૺ݈ފٛȆ࠲ࢫޗŐŃٛȆঌྦྷ
ఱڠ࣒৪ȆུȆਫ਼Ȇ༗࠲ΓϋΗȜ

ȁȆܳմ

ௗ࢛̈́̓ͅΙρΏື

ȁӳȶڰ٨ଔૺ֥ူ଼࣒जȷ͈༡ਬ
ȁȁȪͺȫ༡ਬΙρΏ͈ै଼
ȁȁȁঌ༭ࠇश͈
ȁȁȆ߸۾౬ఘȆͅ۾ܥ߸۾ΙρΏͬື

◇事前準備１（１か月前）
ӱ४ح৪ྴ༧ै଼
Ӳȶڰ٨ଔૺ֥ူ଼࣒जȷ͈̮մ
ඤ͈อ
ȁȆచય৪͈͒ͬັ
ȁȆ࣒͈͒ջှͬັ
ӳ̵࣒͈̻ࣣ͂ͩ
ӴȂඤယ൝͈൦
ȁȆτΐι൦
ȁȆٛાτͼͺ;Π൦
ȁȆঀဥऺܥ൦
ȁȆڬ͈൦

ȁ४ح৪࣒͒ज͈મळ̈́ς΅νρ
θȂ४Ȃٛા͈́͘ͺ·ΓΑ൝
ܱशȃ
ջှ
̵࣒͈̻ࣣ͂ͩ
ȁȁȁȁȁջှম͈ࣜಎͅȂ࣒݅ͅව͕̱ͦ̀
̞εͼϋΠ͂Ξ΅ΑΠ͈చયβȜΐ
ܱͬश̱̤̩̀ȃ̵̻ࣣͩ́͜ջ
ှ̳ͥȃ
ȁȁȁȁȁ࣒݅ͅຈါ̈́ၳȆ൝͈ͬږ
̳ͥȃ
ٛાτͼͺ;Π൦
ȁȁȁȁȁ͛̀ঀဥ̳ͥٛા̜́ͦ͊Ȃၑ
͈̦̓ߓܥഽఁ̞̥̽̀ͥ՜̱
̤̩̀ȃ

ȁȆၳȆၑਠࡃၛै଼

ڬȁྀ͈ٝၑਠ͈ऺॽ̫͂Ȃ
࣒͈͂ၠͬ࿒എͅȂ୶ଔૺ֥
ତྴ̜̥̲ͣ͛ͅջှ̱̤̩̀ȃ

ӵຈါ͈

ͺϋΉȜΠै଼

ȁȆͺϋΉȜΠै଼

ȁȁȁȁȁȪ႕ȫ࣒ज̮͂ۜͅேͬͤȂΑΗΛ
έ͈ιϋΠ̧ࣺ͚ͬͬঀ
ဥȃ

Check-Point 5
資料は受講生にわかりやすい資

ၑਠࡃၛै଼
ȁȁȁȁȁ࣒ज̮͂ͅၑਠ͈ΞȜζ͜་̢
ͥȃ

料ができましたか。
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◇事前準備２（１か月前）
ຈါȁ௷̞ͤ̈́ၑ͞ߓܕȂၑਠဥͅ

ӱຈါ͈

ڐఱάȜ̱̹τΏάͬȃ

ȁȆऺอಕ
ȁȆၳ֣क़

Ȇඤယ͈ږ

ӲȆඤယ൝͈ږ

ΗͼθΑΉΐνȜσ̀̽ͅ״Ȃ൚

ȁȆٛાτͼͺ;Π͈ږ

ഥోমܱࣜͬව̱̹ȶڬນȷ
ͬै଼̱Ȃ൚৪́ވခ̱̤̩̀ȃ

ȁȆঀဥږऺܥ
ȁȆ࣒ज͈ၠͦȂڬ͈ږ

◇実施（当日）
ӱ൚͈א
Check-Point 6
講座終了後のアンケートの声だけでなく、
調理実習中やグループワークでの受講生
の声をきちんと記録に残しましたか。

声の大きさ、表情、話し方、
話す速さ参加者とのやりと
り…も大切です。

・役割分担の中に記録係をきちんと決めましょう
・そして、住民からの意見をスタッフは「逃がさ
ず」「もらさず」記録し後で整理をしましょう。

Check-Point 7
受講生の意見は、テーマからはずれても、
聞き流したりしないで、最後まできちん
と聞くようにしましたか。

ΑΗΛέજٛ
ȁ४ح৪͈ۜேͬ͂͜ͅȂૺ༷࣒͛݅͞ඤယȂ
ষ͈ٝهఴ൝ͬାၑ̳ͥȃ

◇実施後

ধै଼ȁਫ਼͈́༭࣬ͬै଼̳ͥȃ

ӱঔࢃ͈ΑΗΛέજٛ

ࠧ৪͈͒Ⴒ၁ȁࠧ৪͒Ȃ൚͈ၳ͍ݞষ
͈ٝႲ၁ͬဍ̳ͥȃ

Ӳࠧ৪͈͒Ⴒ၁
ӳ༭͈࣬ै଼
Check-Point 8
アンケートの結果をスタッフ反省会で検
討し、今後の講座でどのように応えてい
くか整理ができましたか。
・記録は「次からの講座に活かすため」「今後の活
動の方向性を考えるため」実施しているので、記
録の意見を整理して、スタッフとしてどう応える
かを検討しましょう。
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◇実施後（講座修了後）
ӱ࣒जਘၭ͈༭࣬

࣒जਘၭ͈༭࣬

Ӳڰ٨ଔૺ݈ފ͈ٛ͒༭࣬Ȇતٚ

ȁهඤɨਫ਼ɨྦྷ܁൝͒ਘၭ͈༭࣬

Check-Point 9

ڰ٨ଔૺ݈ފ͈ٛ͒حව

食生活改善推進員として活動できる内
容の講座でしたか。
（
「教室等グループ支援計画・評価記録用紙」）
（様式４）

ȁ࣒जਘၭশͅȂ݈ފ͈ٛ͒حවခྫ
̱ͬږȂحවܛབ৪͈ྴ༧݈ͬފ
ٛ͒ȃ
ȁୃͅحව̳͉ͥ́͘Ȃ୶ଔૺ֥
̦౷ߊڰ൲࣒ͅ৪ͬઉ̞̀Ȃၠ
ͬ૬̠̠̤̳̞͛̀ͣͥ͜͢ܐȃ

◇年度末に!!
Check-Point 10
「教室等グループ支援計画・評価記録用
紙」（様式４）をもとに、年度末には「保
健活動・事業評価票」（様式５）を作成し
年間活動計画書や市町村活動計画書の
検討資料ができましたか。
今回の事業の発展のために。
毎回の事業の記録（評価）→半年の事業のまとめ（中
間評価）→１年間の事業のまとめ（事業評価）→次年
度事業計画→新たな事業の展開へ発展させましょう。

STAGE ４：地域活動について考えてみましょう
Check-Point 11
「食生活改善推進員養成講座」を通して、新たな課題について明らかになった点
や気づいた点がありますか。
Check-Point 12
「食生活改善推進員養成講座」を通して気づいた新たな課題や事柄を他の事業に
活用しようと思いますか。それはどんな事業ですか。
Check-Point 13
「食生活改善推進員養成講座」を通じて気づいた新たな課題を解決するために、
新たにどんな取り組みができると思いましたか。
Check-Point 14
協議会やグループの方とのコミュニケーションが持てましたか。
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指導者の関わり：支援スケジュールを立てて指導しましょう
ɞ͉͛ࡉ̥ͣڠΑΗȜΠ̵̯̱̠͘͡ȃ
…作業手順やグループの特殊性を把握しましょう。

ɞઁ̱̹ͣͦȂष͈মުْܑ͈Ȇঔͬঐ൵͈ࡓ́ঔ̵̯͙̱̠̀͘͡ȃ
…指導者、育成アドバイザーの助言を受けながら実施。

ȁ
ɞˍා̮͂ͅমު̵̯ͬ͂͛͘Ȃ࿒ດ̷଼͈͂ضȂঔ༹༷൝̞͈̾̀ͅບ̱ͬ͘ث
̱̠͡ȃ

21

「新任時期の保健師支援プログラム」より抜粋

Point 2 : 事 業 記 録 の 書 き 方 、 グ ル ー プ 支 援 の 記 録 の 書 き 方
１．事業の記録の目的
ȁɜܱ͉ࠐً༭͉̩࣬́̈́ȶ࿒ດͅచ̳ͥບ͈̳̥ͥͣ͜ͅྶͬثȷȶ૧̹̈́౷֖͈ΣȜ
Βͬࡐह̵͈̯ͥ͜اȷ̳́ȃ
ȁɜȶ࿒ດȷͅ؊଼̧̲̠̥̀ͥ́ͣ͢ͅͅྶ̦ضȂőŭŢůȪْࠗȫȽŅŰȪঔȫȽńũŦŤŬȪບ
ثȫȽłŤŵŪŰůȪ٨ȫܱ̹̞̿ͅܖ̱̳ͬ͘ȃ
ȁ

２．事業の記録の書き方
⑴

グループ支援の記録のポイント

ȁȁӱΈσȜί͂ࡢ૽଼͈ضȁӲ༗࠲͈׳ίυΓΑȁӳޗ͞মު͈࿒ດȁ͈ˏതͬྶ
̥̳̭̦ͣͥ͂ͅਹါ̳́ȃ
⑵

事業の記録の基本的要素

ȁȁˍȅ༗࠲͈এࣉًͬőŭŢůİŅŰİńũŦŤŬİłŤŵŪŰů̩́ȃ
ȁȁˎȅႲࠈȂފ൱̳ͥȪ༗࠲ۼȆఈਅȂ۾ܥ߸۾ȫȃ
ȁȁˏȅૂ༭ͬାၑ̳ͥȃ
ȁȁːȅম̱ͬږȂ࿚ఴ͈ࢹ௮ͬଢ଼̳ͥȃ
ȁȁˑȅ༗࠲͈౯̩ͬȃ
ȁȁ˒ȅ੩࡞Ȇঐ൵ඤယͬা̳ȃȤȤ༗࠲̦࣐̹̽ߓఘഎ̈́׳ඤယ̩ͬȃ
ȁȁ˓ȅ༗࠲͈చ؊ͅచ̳ͥ၌ဥ৪͈؊ȂփࠨȂ൳փ̱̹̭̩͂ͬȃ
ȁȁ˔ȅْͬࠗ׳̩ȃ
ȁȁ˕ȅমު͈ບ̳ͥͬثȪ౷֖ఘͬͺΓΑιϋΠ̳ͥȫȃ
ȁȁ21ȅ࿚ఴത͈ଵୃ̳ͬͥȃ
ȁȁ22ȅڰ൲ܱນ͞ڰ൲ζΣνͺσ൝͈ै଼̳ͬͥȃ
ȁȁ23ȅΈσȜί̥ͣ׳౷֖ڰ൲͒ജ̳ͥٳȃ
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表２

教室等グループ支援計画・評価記録例
様式

教室等グループ支援計画・評価記録用紙
＜対策＞

課題を解決
するために

＜地域の健康課題は何か??＞

課題を解決する方法とし
て○○教室が存在する。

ޗྴ

Check
課題を解決するために、本日の教室では何を
目標としているのかを具体的に記載する。

࿒ ດȪ ߓ ఘ എ ͅ ȫ


ঔ



শ

ْࠗȪထίυΈρθȫ



ঔ

ા

ਫ਼

ɚΗͼθΑΉΐνȜ
σܱ̀̽ͅ״श

చય͂ထ૽ତ
४
ح
૽
ତ

目標に沿った
ুڎহఘ͈૦ࠗޟ
開催日時、場
ْ͈́պ౾̫̿͞
所、対象者選
आ༹ݶ႓̈́̓
定。

上記の目標を達
成 す る た め に、
具体的なプログ
ラム（方法）を
記載する。

ຈ ါ ̈́ ထ ॳ

ຈ ါ ̈́ Α Η Λ έȂ
͂۾ܥ߸۾ΑΗΛ
έא́ۼષၣփ
̳̭ͥ͂
̭͈মު́ထ௶̯
଼ͦͥض

͇̞ͣ

目標に沿った具体的な評価をする。

൚Ȫྴ۾ܥȫ

具体的なプログ
ラム１つ１つで
何をねらって実
施するかを明ら
かにする。

ȁȁঔ

ບȁȁث

ɚΗͼθΑΉΐνȜ
σܱ̀̽ͅ״श

ɟমު̞̀̾ͅא

具体的なプログラムが
ねらい通りに運営でき
たのか？
参加者の反応はねらい
通りであったのか？
ɟ४ح৪͈အঊ

Do

Plan

ষٝͅచ̳ͥ٨
തȂ Ⴒ ၁ ম ࣜȂ ಕ
փমࣜ

Action

教室で見い出した課題

他の事業の中で解決した方が良い事柄

事業を通じて明らかになった又は気づい
た新たな課題は何か考えてみよう！

⑶

࿒ດ̹̽ͅ״ບثঐດ

あらたな事業の提案

気が付いた新たな課題や事柄を他のどん
な事業で展開できるか考えてみよう！

教室を通じて気づいた新たな課題を解決するため
に、新たにどんな事業提案が必要か考えてみよう！

今後の事業の発展のために
ȁܱ͉Ȃࣽࢃ͈মު͈อജ̳̥ͅڰຈါ̦̜̳͈ͤ́͘Ȃষ͈̤͂ͤୟ͙ਹ͇̠ͥ͢
̱̱̠͘͡ͅȃ
ȁȶྀ͈ٝমު͈ܱȪບثȫɨා͈মު͈͂͛͘Ȫಎۼບثȫɨˍා͈ۼমު͈͘
͂͛Ȫমުບثȫɨষාഽমުْࠗɨˏා͈ۼমު͈͂͛͘ɨমު͈อജȷ
表３

保健活動・事業計画表例
様

保健活動・事業評価表
ڰ൲Ȇমުྴ

活動・事業名
（名は体を表しているか？）

చય̤͍͢చય৪ତ

༦ਬ౬

࿒ȁȁȁດ

誰を対象にしますか？
事業だったら何人を対象としますか？
例えば募集人数とか。
教室・事業の目標を明確にしましょう！
現状を踏まえて、何をこの教室や事業はね
らっているかを再確認しましょう。
簡潔に記載しましょう。
例えば
お母さんのディマンドである「勉強したい」
にあわせて目標を「知識の向上」ではなく、
本当のニーズである「孤立化している母親
に対する仲間作りの場」と考えると目標は
「①育児に対する不安の解消ができる ②
お母さん同士の仲間作り（ネットワークづ
くり）ができる」などになります。
本当の目標はなにかを考えましょう。

ঔۼܢȆٝତ̈́̓

४ح৪ତ

ඤယ༹༷͂

هȁȁȁఴ

対象の母集団は？
例えば「痴呆性老人の家族の
集い」の母集団は「痴呆性老
人とその家族の数」です。

どのくらいの期間､何回実施し
ますか？

目標を達成するための方法です！
ここから書き始めてはいけません。
目標を達成するために、どんな
内容が必要かを考えましょう。

ບثঐດȆ۷ത

教室・事業の課題は何
でしょうか？
「目標そのもののズ
レ」、「予算」、
「マンパ
ワー」、「方法」…課題
を挙げてみましょう。

参加者は何人ですか？
何をもって目標が達成されたと
しますか？
数値目標あるいは定性的目標が
あります。
定性的目標には「参加者の不安
や悩みが共有できる」「関係機
関の知識や理解が深まる」など
があります。

ここが書ければできたも同然です。…
常に戻るのは「目標は何だっけ…」です。
事業・活動を裏付ける法令・通知は？
ਲম৪Ȫਅȫ

従事者の職種・人数は？

23

ထॳȆआݶȆ༹႓̈́̓

「新任時期の保健師支援プログラム」より抜粋

̻̽͂͡ȜΪȜήτͼ·
さあ座談会です…住民の声を引き出しましょう…
どうしたらいいでしょうか？

ポイント
１．スタッフとしての準備することは…
ȁӱ४ح৪͈༷͈ྴஜ̢͉͓̩̠̱̈́ͥ͘͡ژȃ
ȁӲࣽდ̱ࣣ̠ΞȜζͬ४ح৪ͅഥ̢̱̠͘͡ȃ
ȁӳমஜͅΑΗΛέ́Ȃ̓ͭ̈́࿚̞̥̫̳̥ͬͥდ̧̱ࣣ̤̱̠̽̀͘͡ȃ
ȁӴংٛ৪͉Ȃૺ࣐ͅැ̱̀Ȃ༆ܱͅ৪ͬै̧̤̱̠̽̀͘͡ȃ
ȁӵܱ৪͉Ȃඤယͬါ̱̞̈́́Ȃ̧̺̫́ͥ४ح৪͈࡞ဩܱ̱ͬ͘ͅͅ
̱̠͡ȃ

２．話し合いしやすい雰囲気を作りましょう
ȁӱ͛ͅս̦ܨఱ୨Ȋ! ၚೄ̈́փࡉ̱̠ͬ̀ͣ͜և͉ͅȂુഎ̈́ٛდ̥ͣ
ຽ͈ս͈͘͘ܨই̱̠͛͘͡ȃ
ȁӲอ࡞̯̹ͦඤယ̞̾̀ͅ๛എ̈́ა̱̹ͬͤȂ࡞̞̱̞̠̱ͬ̈́͘͢ͅ
̱̠͡ȃ
Ȫა̱̹̳ͤͥ͂Ȃอ࡞̦ಎഷ̹̱̳̈́̽ͤ͘ͅȫ
ȁӳ४ح৪͙̥̫ͭ̈́ͬ̀ͅȂ͓̩֥̈́ͥͅփࡉ͓̠̠ͬ̀ͣ͜͢ͅ௯̱͘
̱̠͡ȃ
ȁӴশșࣣ̞͈ͬව̹ͦͤȂ̭̻̦ͣ߹ಶ̱̞̀ͥউସͬഥ̢Ȃୟޭഎ̈́อ࡞ͬ
௯̱̱̠͘͡ȃ
ȁӵอ࡞̯̹ͦඤယͬȂାၑ̱̀ൎ̬༐̱Ȃ͙ͭ̈́ͅഥ̢Ȃࣽͬةდ̱̞͈̥̀ͥ
ে̱̠̠̦̫̱̠̀ͣ͘͜͢͡ͅȃ
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STAGE 3

人材及び住民組織の育成、連携体制づくり

ȁ౷֖͈هఴٜͬࠨ̳̹͉ͥ͛ͅȂ̴͘౷֖́࠲ࢫ̩̿ͤူו͍ݞȆ͈ͤ৾ڰழ͙ͬଔ
ૺ̳ͥ২࡙ٛȪ૽ऺȆঔ୭Ȇ۾ܥ߸۾Ȇ߸۾౬ఘ൝ȫͬ՜̳̭̥ͥ͂ͣই̱̠͛͘͡ȃ
人材及び住民組織の育成、連携体制づくりの到達目標
ɞ౷֖́ڰ൲̱̞̀ͥۯၑူוআူו͍ݞআ൝͈ેͬޙ՜̱ȂႲࠈ̱̀৾ͤழ͛ͥఘ
ଷͬै̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ɞူוȆڰ٨ͬଔૺ̳ͥਯྦྷழ଼͈֗ͬͤȂΥΛΠχȜ·̦̭͂ͥ͛ૺͬا
̧́ͥȃ
ɞ࠲ࢫ̩̿ͤူו͍ݞȆڰ٨̳ͥͅ۾ঔॐࣣͬഎْ̥̾ࠗഎͅଔૺ̳̹ͥ͛Ȃ
ঌఆඤ͈߸۾໐ޫ͂؍౯എ̈́Ⴒࠈ̧̭̦ͬͥ͂́ͥȃ
ɞ͂۾ܥ߸۾Ⴒࠈ̱̹֗ଔૺমު̞̾̀ͅບ̱ثȂഐ୨̈́ͬ׳ঔ̧́ͥȃ

ˍȅ൚౷֖͈মުͅ۾Ⴒ̳ͥঔ୭͞۾ܥȂΈσȜίȂ߸۾৪൝͈ૂ༭ͬ՜̳ͥȃ
ȁȪ႕ȫ༗࠲ਫ਼ȂঌఆȂພ֭ȂࢷڠȂ২ٛছঔ୭Ȃൺছঔ୭൝ͅྩ̳ͥۯၑူוআȆ
ူוআ͞౷֖ڰ൲ူוআ̞͈̾̀ͅૂ༭ͬ՜̳ͥȃ
ȁˍȫުྩඤယȪ࿒എȆచયȆඤယȫ
ȁˎȫهఴ
ȁˏȫఈ͈͂۾ܥႲࠈఘଷ൝
ˎȅهఴٜࠨ͈̹͛ͅ౷֖̜ͥͅழȂ౬ఘ͈ેͬޙમळͅ՜̳ͥȃ
ȁȪ႕ȫ̞̾̀৾ͤͅழ̞ͭ́ͥழȆ౬ఘ͉́Ȥ
ȁോआࡇူוআٛȪڎ౷ߊٛȫȂၑٛȂמފٛȂၳၑȆ֩ުמڰ൳ުழࣣȂ
ڰ٨ଔૺ݈ފٛȂ͈δρϋΞͻͺ౬ఘȂྦྷ܁Ȃުފ൳ழࣣȂފުݽ൳ழࣣȂ
ঌఆ༦ঊ༗࠲ଔૺ֥ȂႲࣣິ૽ٛ൝
ȁˍȫழ͈Ⴄঃ͂ڰ൲ેޙ
ȁˎȫழ͈ςȜΘȜ͂̈́ͥ૽͈࿚ఴփে
ȁˏȫழ͈ιϋΨȜ͈࿚ఴփে
ȁȁ
Ȫ࿚ఴത͈͙̩̦̞́̈́ͭ͊̽̀ͥ໐ͬບ̳ͥثণതͬདྷ̴ͦͅȫ
ˏȅهఴٜࠨ͂ڰ͈۾ܥ߸۾̹̱߸۾൲ેͬޙ՜̳ͥȃ
ȁˍȫ͈ͤ৾۾ܥ߸۾ழ͙ેޙ
ȁˎȫ۾ܥ߸۾൳আ͈Ⴒࠈેޙ
ȁˏȫ͈۾ܥ߸۾ୣහ৪͞൚͈ࣉ̢༷
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ːȅˍȅˎȅˏȅ͈ૂ༭ͬ͂͜ͅ࠲ࢫهఴٜͬࠨ̳̹ͥ͛ͅȂুহఘ͉̻ͧͭ͜Ȃ۾ܥ߸۾
͞߸۾౬ఘ͈৾ͤழ͙ષ͈هఴͬྶ̥̳ͣͥ͂͂͜ͅͅȂ͈̠̓͢ͅழ̥̩̞̱ͬ̀ا
ଢ଼൦̳ͥȃ

動を地域課題

地域において
健康づくり及

地域にある関

び栄養・食生

係組織・関係

活改善を推進

団体の活動を

している人材

把握する

を把握する

に添って整理

地域課題を解

する

決するために
有効な連携の

地域課題に
添った人材育
成をはかる
（ 研 修 会、 連
絡会等）

あり方につい
て検討

ɦȁ̯ͣͅમ̱̩͉Ȥ

STAGE ４：地域活動について考えてみましょう

楽しく業務を進めていくポイント！
ӱু͂൳̲এ̞́ॽম̧̦́ͥ૽͙̫̭ͬ̾ͥ͂
Ӳ૽͂૽͈̦͂̾̈́ͤͬఱ୨̳̭ͥ͂ͅ

◇先輩栄養士のつぶやき…
ȁˍ͈Ȃˍා͈ఱ໐͈শॽͬۼম̳͞ͅેޙ
́Ȃ̷͈ॽম̧̦͕̭̠̞̞̩̱̓͂͂̈́́ڢȂૹ
̞̭͉̞̳͂̈́́Ȥ́͜Ȃ̷̧ͭ̈́͂ͅȂ̷͈ેޙ
ͬఈ૽̵̵̴͈̞ͅȂু̧̠̩̱́ͤͥ́͢͢ڢ
̳ͥఽٳႁ̦̜ͦ͊Ȃ̴̧͉̩̱̽͂ͥ̈́ڢȊ̷ͦ
͉ͅȂ൳̲এ̞ͬ̾ಏ̥̞ͬͅۼఉ̩ࡉ̫̾ͣͦ
̥̦ͥεͼϋΠ̺͂এ̞̳͘ȃ
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STAGE 4

地域づくり活動の具体的な展開例

１．目的の確認
ȁ౷֖౯̷͉ͦౙඊ́ంह̱̞̫͉̩̀ͥͩ́̈́Ȃ༗࠲ْ͈ࠗै଼͈̹͛ͅ౷֖͈هఴͬ
อࡉ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥાࣣ̜ͦ͊͜Ȃુ͈༗࠲ڰ൲͈ಎ̲̞́ۜ̀ͥهఴͬྶږ
̱̹ͤͅȂ̷͈ါ֦ͬࡉ̫̱̹̾ͤȂచॐͬၛ̭̀ͥ͂ͬ࿒എ̱̞͂̀ͥાࣣ̜̳ͤ͘͜ȃ
̴̞̱ͦ̀͜ͅ౷֖౯͈࿒എͬྶ̱̀ͅږȂ߸۾৪̦̭̳͂ͥږ́ۼਹါ̳́ȃ

２．活動過程の特徴
ȁ༗࠲ڰ൲ً͈͉ȂPlan（計画）−Do（実施）−Check（評価）−Action（改善）͈
PDCAͼ·σͬփে̱̦̈́ͣঔ̳̭̦ͥ͂ਹါ̳́ȃ
⑴

Plan（計画）を立てるための、情報収集とその解析
ȁ౷֖ڰ൲ͬૺ̹͉͛ͥ͛ͅȂ̴͘౷֖ͬͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ
ȁ̴͉͘Ȃ౷ߊণ΄ͼΡρͼϋȪအ˒ȫͬ४ࣉ̫̻ͅ౷֖ͬ՜̱̱̠͘͡ȃ
地域を知るための考え方
ȁɛఘ͈՜Ȫ༥̱ͣȂ౷֖ȫȁȁȁȁɛ̳͓͈̀ਯྦྷ̦చય
ȁɛȶ̜͈ͤ͘͘ȷȂ
ȶུإȷͬ௴̢ͥȁ!ɛ༗࠲֚͜ঌྦྷȂڰ৪͈ণത
ȁɛచ൝̢̈́ͥ௴́߸۾ȁȁȁȁȁȁȁ!ɛ࡛ા৽݅ȇང࿚Ȇ౷ߊ൩औ
ȁɛ૽ș̦༥̳ͣાِ̦ͬͅ౾̩

健康課題の明確化の手順
①すでに整理されている保健情報を含む既存資料の収集、解析し、課題を整理する。
ȁঘཌ̳ͥ͞ͅ۾ၳȂࢫ࠲ུܖ౯̱ࠫ̀͂ྩު͉̓̈́ضාষഎͅै଼̯̤ͦ̀
ͤȂව̦ယօ̜̹́ͥ͛ુഎͅ४ચ̧̠́ͥ͢ͅା̱̤̩̀ຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ
ȁ༗࠲ൡࠗၳ̺̫̩́̈́Ȃ২ٛȆࠐफഎ̈́ঐດ͜ਓਬ̱̱̠͘͡ȃ

②日頃の保健活動を通して、保健師自身が主観的に感じている課題を整理する。
③①と②をもとに職場の同僚や関係者と意見交換し、課題を検討する。
④③の課題の影響、要因等を把握するために、必要に応じて不足の情報について整理する。
⑤④をもとに、住民の意見を、フォーカス・インタビューや
グループ・インタビュー等の手法を用いて明らかにする。
⑥インタビュー調査の結果を元に、住民全体の意見を量
として把握するためにアンケート調査を実施する。
⑦以上をもとに地域の健康課題を明確にする。
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課題解決のために組織化できる社会資源に関する情報を収集・分析する手順
①社会資源の把握をする。
ȁȁȆ൚౷֖͈মުͅ۾Ⴒ̳ͥঔ୭͞۾ܥȂΈσȜίȂ߸۾৪൝͈ૂ༭ͬ՜̳ͥȃ
②課題解決と関係した地域組織の状況を詳細に把握する。
ȁȁ˽ȫழ͈Ⴄঃ͂ڰ൲ેޙ
ȁȁ˾ȫழ͈ςȜΘȜ͂̈́ͥ૽͈࿚ఴփে
ȁȁ˿ȫழ͈ιϋΨȜ͈࿚ఴփে
ȁȁȁȁ
Ȫ࿚ఴത͈͙̩̦̞́̈́ͭ͊̽̀ͥ໐ͬບ̠̳ͥ͢ثಕփȫ
③課題解決と関係した関係機関の活動状況を把握する。
組織化をする場合は、組織のリー
ダーとなる人やメンバーの問題意
識等を把握することが重要だよ。

ȁȁ˽ȫ͈ͤ৾۾ܥ߸۾ழ͙ેޙ
ȁȁ˾ȫ۾ܥ߸۾൳আ͈Ⴒࠈેޙ
ȁȁ˿ȫ͈۾ܥ߸۾ୣහ৪͞൚͈ࣉ̢༷

④①、②、③の情報をもとに健康課題を解決するために自治体はもちろん、関係機関や
関係団体の取り組み上の課題を明らかにするとともに、どのように組織化していくか
を分析検討する。（その際それぞれの機関等の社会的使命に着目する。）

౷֖ڰ൲͈ૺ༷͛ΙͿΛ·εͼϋΠˍ
★地域の健康課題の抽出と明確化
ȁ地域の健康水準を衛生統計指標で見て、説明できますか。
地域や市町村の健康水準の健康マップが作成できますか。
住民の声や保健関係者の意見を科学的にまとめる方法を知っていますか。
例えば：
地区の健康課題を明らかにする調査を設計することができますか。
住民の声をきちんと記録にして、整理ができていますか。

౷֖ڰ൲͈ૺ༷͛ΙͿΛ·εͼϋΠˎ
★地区や地域における人的・物的資源の把握
地区視診等を使って、地域の情報を収集しましたか。
関係機関や関係組織と積極的な連携を図っていますか。
組織の歴史や活動状況を把握していますか。
組織のリーダーとなる人の問題意識を知っていますか。
組織のメンバーの問題意識を知っていますか。
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ここからあとはちょっとむずかしいかな！
３年目以降で目指してください。でもやってみたい人は
どんどんチャレンジしよう！

⑵

Plan（計画づくり）からDo（活動・事業の実施）
ȁΟȜΗ͈ଢ଼ैު൝̥ͣං̹ͣͦهఴ̞͉̾̀ͅȂအș̈́τασ͈́చॐ̦ࣉ̢ͣͦ
̴͉̳ͥ́ȃ౷֖ਯྦྷ͈͒࿚ఴ͈͞ޣג౷֖ਯྦྷ͂͞۾ܥ߸۾̈́փࡉ̳۟ͬͥಎ
́Ȃ͈̓هఴ̥ٜͣࠨ̱̞̩͈̥̀൦̱̱̠͘͡ȃ
①解決すべき問題に優先順位をつけ、地域組織や関係機関との意見交換を通じて問題の
共有を図る。
②解決すべき課題の解決方法を様々な角度から検討し、大まかな対策を立てる。
③大まかな対策を実施するために具体的にどこが何をしたいのか、何をすればいいのか
を整理する。その際、解決策を下記の分類で整理すると良い。その際関係者同士が「ど
のように連携を図るか」という点についても十分検討する。

④解決策のうちできるものから取り組んでいく。
ȁȁȁȁ̺̦̞̥͈̳ͦ̾́ͥͬ͘ͅةڬ̳ͬͥȃ

౷֖ڰ൲͈̞̞̭͂ͧͬບ̱ثȂ
̩̱ͤ৾ڢழ͙࣐̠ͬȃ

○主に個人がすること
○主に家族がすること
○主にグループがすること
○主に団体や行政以外の機関等ですること
○主に行政がすること
図６

対策の具体化をする際の分類の仕方
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౷֖ڰ൲͈ૺ༷͛ΙͿΛ·εͼϋΠˏ
★健康課題の共有化をする。
資料を提示するときは、その資料から何が伝えたいか、訴えたいかが分かる資料
を作りましたか。
目的目標に沿った具体的な地区活動計画を立てる。この際住民とともに立てましたか。

★目標を明確にし、住民の方と共有する。
スタッフ間で地域の健康課題や方向性について意思統一をしましたか。
○○対策や○○事業を実施する理由が説明できますか。
目標が明確になっていますか。そして、説明できますか。
目標を地域や地区やグループで共有するための努力を行っていますか。
具体的に列挙：

住民と一緒に地域や市町村の有るべき姿（目標・願い）について共有していますか。

★地域活動計画づくりをする。
計画づくりに住民の参加を得ていますか。
活動計画を作る際に、住民の方の意見を十分に反映していますか。
ビジョンを住民に分かりやすい言葉で文章化していますか。
数値目標を設定していますか。
住民に対する調査に基づいて、数値目標を設定していますか。
個人がすること、家族がすること、グループがすること、団体や行政以外の機関
がすること、行政がすることを住民や関係者とともに具体的にしていますか。
行動目標策定にあたり５つの注意すべき点を確認しましたか。
①具体的に何を行うかを明記しましたか。
②実行可能性があることを明記しましたか。
③予算的裏付けがあることを明記しましたか。
④関係者の理解が得られることを明記しましたか。
⑤評価可能であることを明記しましたか。
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⑶

Do（活動・事業の実施）
ȁমު͈ঔ̜̹͉̽̀ͅȂո͈ئ۷ത̥ͣ͜୶ഽ͈ບثȆ൦̦ຈါ̳͂̈́ͤ͘ȃ
ાࣣ͉̽̀͢ͅාষഎͅমުͬঔ̱̹̱ͤ̀ଷ̳̭ͬ࣪ͥ͂͜خෝ̳̈́ͤ͘ͅȃ

ȁȁӱထே̯ͦͥ࢘ضȪঔॐ͈ထே̯͉̞ͦͥ࢘̀̾ͅضȂ୶ૺম႕̦४ࣉ̈́ͥͅȃȫ
ȁȁӲ़࡙Ȃ૽ऺ൝͈࡙͈ଷȪထॳږ༗͉̥ȉ!ఘުྩၾ͈ಎ͈ା́خෝ̥ȉȫ
ȁȁӳশۼഎଷȪ̞̾́͘ͅঔ̱̩͉̞̥̈́̀̈́ͣ̈́ȉȫ

౷֖ڰ൲͈ૺ༷͛ΙͿΛ·εͼϋΠː
★活動の実施をする。
計画のうち実施可能の事柄から実施できていますか。
参加者のだれもが発言できる場が設けられていますか。
スタッフは教える立場ではなく、
参加するつもりで臨んでいますか。
（住民から学ぶ。
）
楽しく、継続的に取り組めていますか。

⑷

Check（評価）
ȁບ͉ثȶ༗࠲ڰ൲͈࿒ດȷً̹̩̹͈͈̓ͤ̾͛ͅڰ൲̜́ͤȂບ̷̦͈͈͜ث࿒എ

̵͉̜́ͤͭ͘ȃບ̢̦༷ࣉ༹̰̯̞̈́̀̾͘͘ͅث̯ͦ̀Ȃ߃ාಕ࿒̯̞ͦ̀ͥ
ίυΓΑບثȂͺ;ΠίΛΠঐດȂͺ;Πθঐດ͈ٽැͬၑٜ̱̤̩̭̦̀͂ຈါ̳́ȃ

さまざまな評価手法
１．アウトプット評価（事業量の評価：訪問回数、健康教室実施回数等）
（ある政策等を講じることにより、国民に対して提供された

２．ア ウ ト カ ム 評 価 行政サービス等がもたらす成果について、数値等の指標によ
り表現したもの：健康度・有病率・QOL等）

３．プ ロ セ ス 評 価（目標達成に至るまでの過程を評価する）
４．ストラクチャー評価（資源、体制等を評価する：人員・施設・予算等）

౷֖ڰ൲͈ૺ༷͛ΙͿΛ·εͼϋΠˑ
★評価をする。
どのような方法でいつ評価するかを明確にしていますか。
評価の公表はどのようにするかを決めていますか。
保健活動・事業評価表を作成し、共有できていますか。
★地域活動計画から市町村保健計画へ発展させる。
地域活動の年間計画を策定しながら、市町村全体の計画づくりと連動していますか。
地域の役員の方に、市町村の健康づくり計画への参画や推進会議等へ参画しても
らい、市町村活動と地域活動との連動が図られていますか。
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⑸

Action（改善）
ȁບ̧̿ܖͅثȂڰ൲͈ࡉೄ̱࣐̞̳ͬ͘ȃ̹͘Ȃْ͈͈͂͂ࠗ͜͜࿒എȆ࿒ດ͞ঔ
ْ͈ࠗਘୃ͞૧̹̈́୭࣐̞̳̈́̓ͬ͘ȃ

౷֖ڰ൲͈ૺ༷͛ΙͿΛ·εͼϋΠ˒
★改善をする。
住民の方と一緒に、新たな活動や計画づくりをしていますか。

ȜΪȜήτͼ·

「エンパワメント」
「エンパワメント」とは
ȁਤמ͈͉́݅Ȃ
ȶ૽ș̦ু͈ͣ࠲ࢫͣ͞ুͬڰϋΠυȜσ̧́
̠̳ͥͥ͢ͅίυΓΑȷ̜́ͥȃ

＜参考＞
ȁɛϋΩχιϋΠ͉͂Ȃ̞̞ͧͧ̈́́ဥ̞ͣͦȂઁ̴̱̾։̹̈́̽փྙࣣ̞
́ဥ̞̞͈ͣͦ̀ͥ́ಕփ̳̭ͬͥ͂ȃ
ȁɛϋΩχιϋΠ͉͂Ȃࡢ૽ȂழȂηνΣΞͻ͈ˏ͈̾τασ̫̀ͅა̲
ͣͦͥાࣣ̜ͤ͜Ȃषͅঀ̠ष͉ͅȂ͈̓τασ݈́ა̱̞̥ͬ̀ͥͅુͅ
ಕփ̳ͬͥຈါ̦̜ͥȃ

「エンパワメント」が行われていく（あるいはパワーが獲得されていく）プロセス
ȁέτͼϋȪŇųŦŪųŦȫ̦ȂϋΩχιϋΠ͈֗ޗၛા̥ͣȶ߹ಶȷ
ȶచდȷ
ȶ࣐൲ȷ
͈ˏ͈ٴอജً̞̬ͬͥ̀ݷȃ
ȁȁ第１段階「傾聴」
ȇηνΣΞͻ̦༴̢̞̀ͥ࿚ఴͬၑٜ̳̭ͥ͂ȃ४ح৪̦
̤ࡽ̞ͅڰఘࡑͅীͬ߹̫̭ͥ͂́Ȃ֥̦ηνΣΞͻ͈࿚ఴ͈൚ম৪
͂̈́ͤȂু̹̻͂̽̀ͅਹါ̈́২ٛഎ࿚ఴ̭̳ͬͥ̈́͂ͥͅږȃ
ȁȁ第２段階「対話」ȇచდ͉͈̀૽ș̦చ൝͈ၛા́४ࡔ̦̭̳͂ͥح௱́Ȃ
చდ࡛̽̀͢ͅે͈࿚ఴത͈आུഎࡔ֦ͬଢ଼̳̹͈ͥ͛എএࣉȪփে
اȫ̦͙̯ͦȂ̷͈എএࣉ̽̀͢ͅ४ح৪ͅ་͈̹͈͛ڟႲఝ̦ۜ
ͦͥ͂͘ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȁ第３段階「行動」ȇু̹̻͈ু͉ڰ̹̻́་̢̞̠ͥ͂ැ͈͂͜ͅȂ
ࡢ૽എȆ২ٛഎ࣐൲͒͂อജ̱̞̩͈̜̀́ͥȃ
ȁ֚Ⴒ͈ίυΓΑ͈ಎ́ਹါ͈͉̈́Ȃ̷̸͈ͦͦ́ٴȶুࡨࠨȷ̦࣐̭ͩͦͥ
̜͂́ͥȃ
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先輩から学ぶ地域づくり活動の活動事例
◆島根県の保健活動事例
ȁୠ൝́ત̯̹ٚͦম႕ͬ৽ͅત̱̳ٚ͘ȃ

書籍名 「地域がうごく、健康な街づくり」
༎ȁਬȇؖനંݛȆ૧ന௱
อ࣐ȇ଼˓ාˏ42
ଷȁैȇ২ٛ༗ࡏๅ২
ȁȁȁȁˍȅȶਯྦྷ͂͂͜ͅȂঊ͈̓͜࠲ࢫͬࣉ̢ͥȷȇાȁாޘ૯ঊ
ȁȁȁȁˎȅȶ༗࠲͂ছ͈ࣣഎജ̫͚̀ͅٳȷȇสఆાȁോ૾
ȁȁȁȁˏȅȶΰσΑίυκȜΏοῧজȷȇࢺೋঌਫ਼ȁࡔୄঊ
ȁȁȁȁːȅȶଠ༠̤̫ࣣͥͅ༗࠲ڰ൲͈ജٳȷȇଠ༠ાȁఱܵ
ȁȁȁȁˑȅȶࣞႢاచॐ͈৾ͤழ͙̥͈̺ͣͭ͜ڠȷȇࡉાȁ५ུ͙͌͂
ȁȁȁȁ˒ȅȶհြঌ࠲ࢫ݈ٛ͂জ̹̻ȷȇհြঌਫ਼ȁݛܔࡉ܊ঊ
ȁȁȁȁɛजٛȶু̹̻́ैͤષ̬̹ڰ൲ȷ
ȁȁȁȁɛजٛȶਹത౷ߊڰ൲͂ΑΗΛέ͈এ̞

書籍名 「健康日本21の具体的展開に向けて」
۬ȁਘȇཪဇঊ
༎ȁਬȇȶ࠲ࢫུ32͈ߓఘഎജ̫̀࢜ͅٳȷ༎ਬտ֥ٛ
อ࣐ȇ3112ාˏ36
อ࣐৪ȇခࡠٛ২ȁ༗࠲ْࣣࠗࡄݪਫ਼
ȁȁȁȁˍȅȶ࠲ࢫ̳̺͘32ȷै଼͍ݞଔૺ͈৾ͤழ͙̥ͣȇȶਯྦྷ४ْȷͬಎͅ
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書籍名 「事例から学ぶ
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掲載資料
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様式10
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地域における健康づくり及び栄養・食生活の改善
保健所等健康づくり及び栄養・食生活改善業務

市町村健康づくり及び栄養・食生活改善業務
《 事 業 》

実態把握
及び分析
計画の策定
及び事業の
施 策 化

健康課題の明確化

国民健康栄養調査の実施

データを収集、分析し各種計画に反映

県民健康栄養調査の実施
各種調査研究等結果の情報提供

実態把握
及び分析
計画の策定
及び事業の
施 策 化

健康づくり及び栄養・食生活の改善に関する中長期 圏域健康長寿しまね計画
管内保健福祉に関する計画への参画
的な目標設定
科学的根拠に基づく指標を用いての評価

評

《

価

評

価

ＰＤＣＡサイクルに基づき継続的な事業の管理

特定給食施
設等への指
導

特定給食施設を把握し利用者の身体状況、
栄養状態、 給食施設ネットワークづくり
生活習慣に基づいた適正な食事の提供や品質管理の 給食施設状況調査
個別指導による巡回指導、来所指導
保持が図られるよう指導助言の実施
集団指導による栄養管理講習会
生活習慣病予防、低栄養状態予防のために、施設の 小規模給食施設等の指導
健康管理部門と連携した給食提供、栄養管理及び栄 施設との連携による健康づくり対策の推進
養に関する情報提供が図られるよう指導助言の実施 喫食者への栄養指導
食品の栄養面、安全面を含め健康や栄養に関する正
しい情報の把握

食生活に関
する正しい
知識の普及

食品事業者、関係機関、関係団体及び住民と連携し、
健康づくり・栄養情報収集・提供体制の
地域に根ざした食文化の育成や伝承、地域産物の活
整備
用、地域版の『食生活指針』
『食事バランスガイド』
健康関連施設情報収集・提供体制の整備
等の策定・活用
市町村での健康や栄養に関する正しい情報を提供で
きる体制や、栄養・食生活に関する相談体制の整備

充実した食
環境の整備

市町村に対
する技術的
な 支 援

食品事業者に対しての虚偽誇大表示の禁止や栄養表
示基準等の法令遵守の徹底
大学、研究機関等と連携し、情報収集、調査研究等を
進め、市町村が行う栄養改善、その他の生活習慣の改
善に関する健康教育等への専門的・技術的支援

市町村間の連絡調整
市町村職員の教育研修
広域的な連絡調整を図り、行政栄養士の資質向上、 新しい栄養指導技術の提供
市町村の各種計画の策定への参画、専門的・技術的 市町村の依頼による栄養指導
市町村栄養士の配置促進
な支援

保健・医療・福祉領域で活動している管理栄養士、栄
養士、養成施設等の実習生への計画的な知識の教授
人材育成
食生活改善推進員、ボランティアリーダー等の人材
育成
連携体制
づ く り

加工食品の栄養成分表示の指導・推進
特別用途食品の指導
外食栄養成分表示の推進
宅配食事サービス業者等への指導

保健所内部での横断的連携、関係機関、関係団体等
の連携体制の構築

栄養関連企業関係者の研修
地域活動栄養士の研修
食生活改善推進員リーダー研修
栄養士等養成施設の実習生の指導
調理師の研修

健康危機発生時には、被災者への身体状況に応じた
食料提供、栄養管理の実施
健康危機発生後にも、被災地域への食生活支援

ライフス
テージに応
じた生活習
慣の改善に
関する取り
組み

健 康 な
まちづくり

人材育成及
び住民組織
の育成

》

各種調査の実施

データを収集、分析し各種計画に反映
健康づくり及び栄養・食生活の改善に関する中長期的な目標
設定

各種計画の策定

ＰＤＣＡサイクルに基づき継続的な事業の管理

栄養活動の企画・調整・事業評価

《妊娠期及び出産期、乳児期及び幼児期》
○子どもが健やかに生まれ育成される環境の整備を図る
○妊産婦を対象とした生活習慣の改善に関する健康教育等の
実施
○子育てを行っている家庭に対する食生活に関する指導の実施
○家庭、関係機関、関係団体、ボランティア等との連携によ
り、地域が一体となった子育て支援の推進
○育児困難家庭に対しての、親子関係や養育環境等に配慮し
た食生活支援の推進

乳児健診・１歳６か月健診・３歳児健診
むし歯予防教室
子育て相談
離乳食講習会・幼児食講習会
訪問栄養指導
親子食育教室

《学童期、思春期》
○健やかな心と体の発育又は発達を促進する食生活が生活習
慣として定着するよう、家庭、学校等と一体となって、
「食
生活指針」等に基づいた具体的な取り組みの推進

親子料理教室
学校保健との連携による栄養相談・指
導

《成人期》
○生活習慣病の予防を図る観点から、対象者の健康・栄養状
態や食生活や身体活動等の生活習慣に応じた健康教育等の
指導や各種普及啓発活動を通じて、自分の健康を自分で守
る意識を育てる
○職域との連携により、働き盛りの世代に対して健康や食生
活に関する学習の機会を提供し行動変容の支援に努める

特定健診・保健指導
健康相談・健康教育
地区・団体向け生活習慣病予防教室
訪問指導
介護家族健康教育

《高齢期》
○高齢期の生活の質（QOL）の向上を目指した健康づくりを
進める観点から、
高齢者の健康状態や疾病の状況等に応じて、
高齢者やその家族等に対して必要な指導及び支援を実施
○適切なサービスが提供される仕組みづくりの推進

高齢者食生活改善事業
高齢者相談
高齢者健康教室
介護教室
訪問指導

健康づくり及び栄養・食生活の改善を推進するボランティア
組織等の住民組織のネットワーク化を推進し、住民が主体と
なった健康な町づくりを積極的に推進

食生活改善推進協議会連絡会
ボランティアグループの育成・支援
健康まつり、健康ウォーキング

地域の管理栄養士、栄養士、養成施設等の実習生への計画的
な知識の教授

地域活動栄養士の教育研修
栄養士等養成施設の実習生の指導

食生活改善推進員、健康づくり支援者等の人材及びボラン
ティア組織等の住民組織の育成を図り、そのネットワーク化
を推進

食生活改善推進員の養成・研修
食生活改善推進員リーダー教育研修
食のボランティアグループ支援
学生指導

市町村内の関係部局と横断的な連携を図る。

連携体制
づ く り

医療・福祉関係機関等とのネットワー

保健、医療、福祉、食品衛生、労働衛生、農林水産、環境、 クづくり
教育等の関係機関、関係団体、企業関係者、住民との情報交
民間活力の導入・支援
換を進め、連携体制づくりの推進

関係団体等の組織化、育成・指導

医療・福祉関係機関等とのネットワークづくり
民間活力の導入・支援
関係団体等の組織化、育成・指導

健康危機の発生に備え、適切な情報の提供と被害を 防災計画、健康危機管理マニュアルに基
づいた対応
最小限に抑え早期回復を支援する体制整備の確立
健
康
危機管理

企画・調整・協力・支援・連携

高度な専門技術が必要な栄養指導
医療機関、その他の関係機関や栄養士会その他の関
医療機関の連携による専門的栄養指導
係団体と連携した食生活支援体制の整備
広域的、モデル的事業

業

科学的根拠に基づく指標を用いての評価

管内栄養活動の企画・調整・事業評価
新しい栄養指導技術の提供

専門的な栄
養指導、食
生活支援

健康課題の明確化

事

健康危機の発生に備え、
住民が日頃から正しい知識を習得し、 防災計画、健康危機管理マニュアルに
自らの主体的な判断のもと食品を選択し入手できるよう、健
基づいた対応
康保護を視点とした適切な情報提供を図る。

健
康
危機管理

災害発生時に、とくに食生活支援を要する者を把握し、近隣
の市町村及び関係機関との連携・協力により適正な食料供給
体制の整備に努める。
健康危機発生時には、被災状況を把握し、近隣の市町村及び
関係機関との連絡調整を図りながら、被災者の身体状況に応
じた食料提供や栄養管理等を適切に実施
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図８

健
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ライフステージに
応じた取り組み

ま
関係団体機関との
協働での取り組み

ち
づ
く

市関
係課

法律

健康
危機
管理

人材
育成

健康なま
ちづくり

18歳〜20代前半

健康松江21基本計画の評価
松江市食育推進計画の評価

指導課・学校給食課

子育て支援センター・子育て課

７支所・松江市立病院

健康増進法

食育基本法

災害対策基本法

松江市地域防災計画

介護保険法

保健福祉課・障害者福祉課・生活福祉課

（健康危機管理）

島根県（健康推進課・松江保健所・保健環境科学研究所）
松江市医師会
松江市歯科医師会
島根県歯科衛士会松江支部
松江八束地区栄養士会
松江市公民館
松江市食生活改善推進協議会
松江市社会福祉協議会
島根県立大学短期大学部健康栄養学科

学校保健法

（健康危機管理）

食生活改善推進員の育成・研修

松江市健康福祉フェスティバルの開催

訪問栄養指導
健康まつえ21食部会活動支援
地域活動栄養士等との協働
松江圏域健康長寿しまね推進会議
食生活改善推進員等ボランティア団体との協働

栄養改善を効果的に進める体制づくり・他職種・他関係機関との連携

健康教育
健康まつえ21健康講座
糖尿病対策
（ヘルシー教室・夜間糖尿病予
防教室）
健康教室ＯＢ会支援
地区・団体向け生活習慣病予防
教室
食生活改善推進員の養成・研修
訪問栄養指導
松江地域糖尿病対策会議
プレパパ・プレママ教室
子育てホームサポーター養成講座

健康松江21基本計画
食部会事業の推進
松江市食育推進計画
関係機関、関係機関の取り組み

保健衛生統計

20代後半〜50代

壮年期

介護保険課

なごやか寄り合い事業
高齢者食生活改善事業
（食生活改善推進協議会へ委託）
高齢者向けレシピの提供
（天神まめな館）

60代以降

高年期

５．生涯現役で活動的な生活を送る

健康的な食生活を実践する

松江市高齢者保健福祉計画・介護保険計画

４．自分の健康を管理する

健診時生活アンケート・事業実施アンケート

12〜17歳

青年期

３．健康な食生活を自ら実践する

食生活改善推進員の活動支援 健康まつえ21食部会活動
（ 学 童 ク ラ ブ の お や つ 作 り・ （大学生向け食育）
クッキング）
（小学生対象伝統食クッキン
グ）
（中学生向けヘルスサポー
ター事業）

６〜12歳

学童期・思春期

２．食習慣・食文化を学ぶ

食の基礎を身につける

新健康まつえ21基本計画
松江市食育推進計画
松江市障害者基本計画・障害者福祉計画
松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画

母子保健法

４か月児健康診査
１歳６か月児健康診査
３歳児健康診査
もぐもぐ教室（離乳食前期）
かみかみ教室（離乳食後期）
親子すくすく食育教室

０〜５歳

乳幼児期

１．食習慣の基礎を身につける

松江市次世代育成支援行動計画

基本目標「癒しと温もりに満ち、いきいき暮らせるまちをつくる」

松江市総合計画

ライフステージにあわせた市町村の食生活・栄養改善活動（松江市）

各種計画
関係機関

り
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様式９

新任栄養士業務指針（県版）
ܖȁུȁ࿒ȁດ
ɠ࡛ह୭̯̞ͦ̀ͥ
౷֖هఴ̦ၑ̧ٜ́
ͥ
ɠ࠲ࢫ̩̿ͤו͍ݞ
ူȆڰ٨মު
ͅ۾Ⴒ̳ͥܡంၳ
͞ૂ༭൝ͬਓਬ̧́
ͥ
ɠਓਬ̱̹ܡంၳ͞
ૂ༭൝ͬၑٜ̱Ȃ
ଢ଼̧́ͥ

૧

හ

ו

ူ

আ

࣐ȁ൲ȁ࿒ȁດ
౷֖Ȫުྩȫͅܡ̳ͥ۾ంၳȆמൡࠗ
൝̥ͣຈါ̈́ૂ༭ͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ

࣐

൲

࿒

ດ

࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ
౷֖͈ૂ༭͞মު۾Ⴒ͈ૂ༭ͬਓਬ̳ͥ
࠷ْ֖ࠗȂমުْࠗȂমު༭࣬൝̥ͣম
ު͈هఴͬ՜̳ͥ

মު൝̲ͬ̀߸۾͞۾ܥ߸۾ਅྌ͉ਯ মު൝̲ͬ̀߸۾͞۾ܥ߸۾ਅྌ͉ਯྦྷ
ྦྷ̥ͣΣȜΒȆૂ༭ͬ՜̱ȂାၑȆ఼Ȇ ̥ͣΣȜΒȆૂ༭ͬਓਬ̳ͥ
༗̧̦̭̳ͥ́͂ͥۯ
ૂ༭ͬାၑ̱Ȃ༗̳ͥۯ
ਓਬ̱̹ၳ̷͈ͬ͂͜ͅඤယͬၑٜ̱Ȃ
ૂ༭ͬଢ଼̱Ȃهఴͬྶ̳ͥͅږ
ຈါͅ؊̲̀ၳ̧̦̭̳ͥ́͂ͥا
͈̠̓̈́͢ાࣣͅऔ̦ຈါ̜̥́ͥ౯
̧́ͥ

⡏ఠ՜ݞ⢸ଢ଼

͈̠̓̈́͢औ̦ຈါ̜̥́ͥͬ୰ྶ̧́
ͥ
ɠ౷֖͈ఠ՜ࠫض
൝ͬ൩̢͘Ȃऔ͈
ْܑͬၛմ̧́ͥ

͈

౷֖͈هఴͬାၑ̱Ȃऔຈါͬ൦̳ͥ
औ͈࿒എͬྶ̳ͥͅږ
औ༹༷ͬ൦̱Ȃຈါͅ؊ْ̲̀ࠗͬै
଼̳ͥ

औͅຈါ̈́͞۾ܥ߸۾౬ఘ൝͈͂Ⴒ၁Ȇ
औͅຈါ̈́۾ܥ߸۾Ȃ౬ఘ൝ͬྶ̳ͥͅږ
ା̧̳̭̦ͥ͂́ͥ
औͅຈါ̈́ΑΗΛέ̷̸͈͈ͦͦͬڬ
ၑٜ̱Ȃু͈ͣږͬڬ̧࣐́ͥͅ
औඤယȆࠫͬضഐ୨ͅၑٜ̱Ȃ߸۾৪ͅ
̥̳̩ͩͤ͞া̱Ȃ୰ྶ̧́ͥ

ຈါ̈́ΑΗΛέ̷̸͈ͦͦͬڬၑٜ̱Ȃু
͈̳ͥͅږྶͬڬ
औඤယȆࠫͬضଢ଼̱Ȃ͂͛ͥ͘
߸۾৪̥̳̩ͩͤ͞ͅা̳̹͈ͥ͛ၳͬ
ैͥ

औࠫͬضഐ୨ͅଢ଼̱Ȃ̭̦͂͛ͥ͂͘
̧́ͥ

औࠫͬضഐ୨ͅଢ଼̱Ḁ̳̩̑ͩͤ͂͘͞
͛Ȃهఴͬྶ̳ͥͅږ

࣭ྦྷ࠲ࢫȆူוऔ൝̳ͥͅ۾आ༹ݶ႓ݞ
ུ͍ܖഎমࣜͬၑٜ̳ͥ

आ༹ݶ႓ͬၑٜ̳ͥ
औຈࠈ͈ඤယͬၑٜ̳ͥ

औঔঌఆȂ༗࠲ਫ਼́ࡉڠȆࡄਘȆ४ح
ɠૂ༭͈ਓਬȆାၑȆ
̳ͬͥ
ଢ଼͍ݞͬރঔ ࣭ྦྷࢫ࠲ྦྷࡇ͍ݞȆူוऔ֥ͬழ̱Ȃ
औ͈̹͈͛ထॳ̱ͬږȂ࣐̳ͥ
̳ͥ
ထॳ̱ͬ̀ږȂऔͬঔ̧́ͥ
औຈࠈ̧̿ͅܖऔ࣐̠ͬ
ȶ̧৾ͤူוऔ̧͈֨ȷͬၑٜ̳ͥ

⡐ْࠗ⢳ॐݞ⢸মު⢳ঔॐا

ɠ౷֖هఴͅచ؊̧́
ͥ
ɠ౷֖هఴ͞൦هఴ
ͅచ؊̳ͥমުܑͬ
ْ̱Ȃْࠗै଼̦́
̧ͥ

औ༹༷ͬ߸۾৪ͅഥ̢̧̭̦ͥ͂́ͥ

ۯඤူוআ൝ͅऔ͈ࡉ̫̥͍ͥࡤͬڠ

ܡంমު͈࿒എͬ౷֖͈අȆΣȜΒ͂۾
Ⴒ̫̿̀ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ

ܡంমު͈࿒എͬ౷֖͈අȆΣȜΒ͂۾Ⴒ
̫̿ͥ

౷֖هఴ̦ܡంমުٜ́ࠨ̧༷̜́ͥ࢜ͅ
͈̥ͥ൦̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

౷֖هఴ͂ܡంমު͈࿒എͬ۾Ⴒ̫̿Ȃমު
൦̳ͬͥ

ຈါͅ؊̲̀૧ܰমުͬၛմ̳̭̦ͥ͂́
̧ͥ

߸۾৪͂͂͜͞ͅ۾ܥ߸۾Ȃܡంমުͬບث
̱Ȃຈါͅ؊̲̀૧̹̈́৾ͤழ͙̞̾̀ͅࣉ
̢ͥ

૧ܰমުͅຈါ̈́ထॳȆ૽֥൝̞̾̀ͅ
൦̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

૧ܰমުͅຈါ̈́ထॳȆ૽֥൝̞̾̀ͅࣉ̢Ȃ
߸۾৪͂൦̳ͥ

মު͈ၛմ̜̹͉̽̀ͅȂਯྦྷ४ͬحୟޭ
എͅଔૺ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

ਯྦྷ͈४̫̥͍ͥࡤͬح

૧ܰমު͈ຈါ͍ݞඤယͬ୰ྶ̧́ͥ

মުঔ͈࿒എ̞ͬ͞ྶ̱ͅږȂ߸۾৪ۼ
́փএൡ̳֚ͬͥ
૧ܰমުْ͈ࠗͬै଼̳ͥ

⡑ບث

౷֖͈ఠȂমު࿒എȂমުඤယȂບثঐ
ດͬచ؊̵̯̀ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥ

ɠমު͈ບ̧̦ͥ́ث
ɠࠑഎͅমު͈ۯၑ
̧̦́ͥ
ਯྦྷ͂̽̀ͅ߃̥̳̩̥́ͩͤ̾͞ڠش
എ̩̿ͅܖঐດͬဥ̞̀ບ̧ͥ́ث

౷֖͈ૂ༭͞মު۾Ⴒ͈ૂ༭ͬਓਬ̳ͥ
ఠȂমު࿒എȂমުඤယȂບثঐດͬచ؊̯
̵̀ାၑ̱Ȃບ̳ͥث
̥̳̞ͩͤ͞ບثঐດ̜̭́ͥ͂ͬ൦̳ͥ
̥̳̞ͩͤ͞ບثঐດͬဥ̞̀ບ̳ͥث
ບً͈ث̥̳̩ͬͩͤ͂͛ͥ͘͞
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ܖȁུȁ࿒ȁດ

૧

හ

ו

ူ

আ

࣐ȁ൲ȁ࿒ȁດ

࿒

ດ

ບه̥ͣضࠫثఴͬྶ̱ͅږȂ٨చॐͬ
൦̱̀ষْ͈ࠗͬࣉ̢ͥ
ষْ͈̫ࠗ࢜̀ͅু̧̦̳͓̭͂ͬࣉ̢ͥ

⡒എ⢯ူוঐ

൵❶ڰ׳

⡓අݯঔ୭൝⢽⢳ঐ൵൝

ম͂۾Ⴒ૬̞ພ̞͈̾̀ͅڠڎٛܖȂ
হၷঐૻȂহၷ΄ͼΡρͼϋ൝͈ૂ༭ਓਬͬ
̱Ȃၑٜ̳ͥ

අݯঔ୭ঐ൵̳ͥͅ۾आ༹ݶ႓ܖ͍ݞ
ུഎমࣜͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ

අݯঔ୭ঐ൵̳ͥͅ۾आ༹ݶ႓͍ݞඅ
ݯঔ୭ঐ൵ζΣνͺσ൝ུ́ܖഎমࣜͬၑ
ٜ̳ͥ

ڎঔ୭͈ۯူוၑેͬޙ՜̳ͥ
౷औ͍ݞঐ൵̤̞̀ͅȂζΣνͺσͬ
͂͜ͅऔͬঔ̱Ȃેͅޙ؊̲̹ঐ൵͂
੩࡞ͬঔ̱Ȃ̧ܱ̦́ͥ

۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘႲࠈ̱Ȃૂ༭ͬވခ̳
̧̭̦ͥ͂́ͥ

⡔ڰ⢰۾⢟⣍ୃ⢝⢍ে⢳ຽݞ

۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘ͍ݞਯྦྷ͂Ⴒࠈ̱Ȃ౷
֖ͅआ଼̰̱̹͈֗͞اഥઇ̭ͬͥ
̧̦͂́ͥ

ɠ̱ୃ̳ͥ۾ͅڰ
̞ে͈ຽͬݞͤ
̭͂ͥ͛ૺͬا
̧̦́ͥ

൲

࠲ࢫ௩ૺ༹̞̀̿ͅܖȂഎူוঐ൵ͅ
ུܖ̳ͥ۾എ̈́ٽැ൝ͬၑٜ̳̭̦ͥ͂́
̧ͥ

౷औ͍ݞঐ൵̤̞̀ͅȂڎঔ୭͈൚
৪͍ݞਫ਼ඤ߸۾ਅ͂ା̱Ȃ౷औͬ
ɠ ༹ ႓ ͬ ୃ ̱ ̩ ၑ ٜ ঔْ̳̹͈ͥ͛ࠗȨ̦̑́ͥ
̱Ȃඅݯঔ୭൝
͈ঐ൵ͬঔ̧́ͥ

ɠ͈ူו࿂Ȃհ
࿂ͬו͞ࢫ࠲̹͛܄
ူͅૂ̞̱ୃ̳ͥ۾
༭ͬਓਬ̧́ͥ

࣐

࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ

ˬˠ˟˝ͼ·σͅࠑ̧̿ܖഎͅমު͈
ۯၑ̧̦́ͥ
ɠ֓ၷ۾ܥ൝͈͂Ⴒࠈ
͈͂͜Ȃഐ୨̈́
എူוঐ൵ͬঔ́
̧ͥ

͈

۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘ͍ݞਯྦྷ͂Ⴒࠈ̱Ȃ౷
֖ॲ͈ڰဥͬଔૺ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

ঔऔ͍ݞ౷ঐ൵̤̞̀ͅȂঔ୭͈൚
৪͍ݞਫ਼ඤ߸۾ਅ͂ା̳ͥ
౷औ͍ݞ౷ঐ൵ْ̳̹͈ͬͥ͛ࠗͬै
଼̱Ȃ̳ͥ
අݯঔ୭ঐ൵ζΣνͺσ͈ΙͿΛ·εͼ
ϋΠͤ͢ͅેޙ՜̳ͬͥ
ஜ͈ٝঐ൵Ȇ੩࡞ඤယ͜͏̢͘Ȃેͅޙ؊̲
̀ঐ൵Ȇ੩࡞Ȃૂ༭̳ͥͬރ
ڎঔ୭͈ۯူוၑેޙȂঐ൵Ȇ੩࡞ඤယܱͬ
̳ͥ
ူו࿂Ȃհ࿂̳ͬͥ۾ͅူו͞ࢫ࠲̹͛܄
ૂ༭࡙ͬͥ
۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘ̦ٳट̳݈ͥٛ൝ͅຈါ
ͅ؊̲̀४̳ͥح
౷֖͈ૂ̞̀̾ͅا༭ͬਓਬ̳ͥ
۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘ̦࣐̞̽̀ͥ౷֖͈
଼͈֗͞اഥઇͅڎ̳ͥ۾ਅমު̞̾̀ͅȂ
ၑٜ̳ͥ
۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘ̦࣐̞̽̀ͥ౷ࡓॲ͈
કڐఱমު̞̾̀ͅૂ༭ͬਓਬ̳ͥ
౷֖ॲ͈ڰဥ̞̾̀ͅȂຈါͅ؊̲ܥ߸۾
۾Ȃ߸۾౬ఘ͂Ⴒࠈͬͥ
࠷ْ֖ࠗ൝͈̠̓͢ͅͅȶڰঐૻȷ̦େ
ࣺ̜̥ͤͭ́ͥͬၑٜ̳ͥ

۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘ̦࣐̞̽̀ͥȶমΨρ
۾ܥ߸۾Ȃ߸۾౬ఘ͂Ⴒࠈ̱Ȃ
ȶڰঐૻȷ ϋΑ΄ͼΡȷຽݞমު̞̾̀ͅૂ༭ͬਓਬ̳ͥ
͞ȶমΨρϋΑ΄ͼΡȷ͈ຽڰ͞ݞဥͬ
মΨρϋΑ΄ͼΡ̞̾̀ͅ౷֖͈ऺͬڰ
̧̭̦ͥ͂́ͥ
ဥ̱̹୰ྶ̧̦́ͥ

⡕ਰ⢝⢥۪ޏ⢳ା

߸۾౬ఘ̦ȶমΨρϋΑ΄ͼΡȷ̦ڰဥ́
̧̠̳ͥͥ͢׳
ူוນাഐୃاঐ൵̳ͥͅ۾आ༹ݶ႓͍ݞ
ུܖഎমࣜͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ

ူוນাഐୃاঐ൵̳ͥͅ۾आ༹ݶ႓ܖ͍ݞ
ུഎমࣜͬၑٜ̳ͥ

͈ူוນা̳ͥͅ۾মު৪̥͈ͣ
ɠ ༹ ႓ ͬ ୃ ̱ ̩ ၑ ٜ ͬȂူוນাܖ൝ͅਲ̞Ȃഎͅږ؊̲ͥ
̱Ȃူוນাഐୃ̧̦̭ͥ́͂ ا
ঐ൵ͬঔ̧́ͥ

͈ူוນা̳ͥͅ۾মު৪̥͈ͣ
ͬȂူוນাܖ൝ͅਲ̞Ȃഎͅږ؊̲ͥ

͈ူוນা̳ͥͅ۾٨ঐ൵ͬȂူו
ນাܖ൝ͅਲ̞Ȃഐͅږঐ൵̧̦́ͥ

⡖ঌఆ⢰చ⢟⣍
ܿഎ⢯׳

ɠঌఆူו٨ުྩ
̞̾̀ͅ՜̱Ȃຈ
ါ̈́ͬ׳ঔ̧́
ͥ

͈͂۾ܥ߸۾Ⴒࠈͤ͢ͅȂૂ༭ਓਬȂऔ
ࡄ̧̦̭ͥ́͂ͥ͛ૺͬݪ

ঌఆူוআ൝͈ڬ൝ͬၑٜ̱Ȃ౷֖́
͈ڰ൲ඤယͬ՜̱Ȃྶͅږ୰ྶ̧́ͥ
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ً͈ݲঐ൵ඤယ̱ͬږାၑ̳ͥ
͈ူוນা̳ͥͅ۾٨ঐ൵ͬȂူוນ
াܖ൝ͅਲ̞Ȃഐͅږঐ൵࣐̠
ঌఆ͈֗ଔૺْࠗ൝̠࣐̦۾ܥ߸۾औ
ࡄͬݪၑٜ̳ͥ
ຈါͅ؊̲̀ঌఆͅૂ༭̳ͥރ
ۯඤঌఆူוআڰ൲ͬࡉ̳ͥڠ
ঌఆူוআ൝͈ڬ൝ͬၑٜ̱Ȃڰ൲ඤယ
ͬ՜̳ͥ

ܖȁུȁ࿒ȁດ

૧

හ

ו

ူ

আ

࣐

൲

࿒

ດ

࣐ȁ൲ȁ࿒ȁດ

࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ

ঌఆူו٨ުྩႲ၁ା݈ٛ൝ͬܢ
എͅٳट̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

ঌఆူו٨ުྩႲ၁ା݈ٛ൝ͬܢഎ
ͅٳट̳ͥ

Ⴒ၁ٛ൝̱ͬ̀ঌఆူוআ൝͈ڰ൲ͅ
ຈါ̈́ૂူו༭͈ރȂ͍ݞΑ΅σͺΛί
͈̹͈͛ࡄਘْͬࠗഎͅঔ̧́ͥ

ঌఆ͈ΣȜΒͬ՜̱ȂႲ၁ٛ൝̱ͬ̀
ঌఆူוআ൝͈ڰ൲ͅຈါ̈́ૂူו༭͈
ރȂ͍ݞΑ΅σͺΛί͈̹͈͛ࡄਘْܑ̳ͬ
ͥ

ɠ̳͓͈̀ρͼέΑ
ΞȜΐͅ؊̲̹ڎਅ
ঌఆ̦࣐̠ူו٨̷͈ఈڰਠພ͈
মުȪူוȆڰ
٨ͅڎ̳ͥ۾ਅমުུ̞̾̀ͅܖഎমࣜ
చॐȫ̞̾̀ͅບث
ͬၑٜ̳ͥ
̱Ȃຈါ̈́ͬ׳
ঔ̧́ͥ

ঌఆ̦࣐̠ူו٨̷͈ఈڰਠພ͈٨
ͅڎ̳ͥ۾ਅমުུ̞̾̀ͅܖഎমࣜͬၑ
ٜ̳ͥ

⡗૽ऺ଼֗

ɠူו٨ڰ൲̦ڲ
ഐ୨ͅঔ̧́ͥ͢
̠Ȃ૽ऺ଼֗Ȇ׳
࣐̠ͬ

౷֖ڰ൲ူוআ൝͈ڬ൝ͬၑٜ̱Ȃ౷֖
͈́ڰ൲ඤယͬ՜̱Ȃྶͅږ୰ྶ̧́ͥ

౷֖ူוআ൝͈ڬ൝ͬၑٜ̳ͥ

౷֖ڰ൲ူוআ൝͈ڰ൲ͅຈါ̈́ड૧͈ו
ူૂ༭͈ރȂ͍ݞΑ΅σͺΛί͈̹͈͛
ࡄਘْͬࠗഎͅঔ̧́ͥ

౷֖ڰ൲ူוআ͈ΣȜΒͬ՜̳ͥ

ႉ౷߱Ⴏਠ͈ঐ൵ْࠗͬै଼̱Ȃਠ
ঐ൵̦ঔ̧́ͥ

࠲ࢫ̩̿ͤȆ֗ଔૺমު൝ུͅܖ̳ͥ۾
എমࣜͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂̀ͥ

Ⴒࠈఘଷ⢪⢕⣌

ɠ͂۾ܥ߸۾Ⴒࠈ̱̹
࠲ࢫ̩̿ͤȆ֗ଔ
ૺমު൝̞̾̀ͅບ
̱ثȂഐ୨̈́ͬ׳
ঔ̧́ͥ

౷֖͈́ڰ൲ඤယͬ՜̳ͥ

ૂ༭͈ރા͞ࡄਘْܑ̳ٛͬͥ
ঐ൵ْࠗͬै଼̳ͥ
ঐ൵ْ̧ࠗ̿ͅܖȂ۾ܥ߸۾Ȃ߸۾৪͈ା
̳ͬͥ

౷֖δρϋΞͻͺ౬ఘ͈ڬ൝ͬၑٜ̳ͥ
౷֖δρϋΞͻͺ౬ఘ͈ڬ൝ͬၑٜ̱Ȃ
౷֖δρϋΞͻͺ౬ఘ͈౷֖͈́ڰ൲ඤယͬ
౷֖͈́ڰ൲ඤယͬ՜̱Ȃ୰ྶ̧́ͥ
՜̳ͥ
౷֖δρϋΞͻͺ౬ఘ͈ڰ൲ͅຈါ̈́ड૧
͈ૂူו༭͈ރȂ͍ݞΑ΅σͺΛί͈̹
͈͛ࡄਘْͬࠗഎͅঔ̧́ͥ

21

͈

̩ͤ̿ࢫ࠲̫̤ͥͅ۾ܥ߸۾Ȇ֗ଔૺম
ު൝͈هఴͬၑٜ̱Ȃ̷͈ٜࠨ̫̹࢜ͅ
ΞȜζ́ࡄਘْٛͬࠗȆ̦אঔ̧́ͥ

ࡄਘْܑ̳ٛͬͥ
आ༹ݶ႓ͬၑٜ̳ͥ
֗ଔૺْࠗ൝ڎਅْࠗͬၑٜ̳ͥ
̩ͤ̿ࢫ࠲̫̤ͥͅ۾ܥ߸۾Ȇ֗ڰ൲൝͈
ૂ༭ਓਬ̳ͬͥ
̩ͤ̿ࢫ࠲̫̤ͥͅ۾ܥ߸۾Ȇ֗ଔૺমު
൝͈هఴͬၑٜ̳ͥ
هఴٜࠨ͈̹͈͛ࡄਘْܑ̳ٛͬͥ

̩ͤ̿ࢫ࠲͈́۾ܥ߸۾Ȇ֗ଔૺমު൝
̞̾̀ͅȂঔ୭͈ેͅޙ؊̲̹̦׳ঔ
̧́ͥ

߸۾ঔ୭ૂ͈ۼ༭͍ݞփࡉ͈̦۟௯ૺ̯
̠ͦͥ͢ȂႲ၁ٛ൝ْܑ̦Ȩ̑ͥ́א

̩ͤ̿ࢫ࠲͈́۾ܥ߸۾Ȇ֗ଔૺমު൝͈
ેͬޙ՜̱هఴͬାၑ̳ͥ
ຈါͅ؊̲̳̀ͥ׳
֗ΥΛΠχȜ·݈ٛ൝ْ̳ࠗͥͅ۾Ȃ༭
࣬ͅેͬޙ՜̳ͥ
֗ΥΛΠχȜ·݈ٛ൝ْܑ̳ͬͥ
ူו۾ܥ߸۾আႲ၁ٛͅ४̳ͥح

࠲ࢫۯܥܓၑζΣνͺσ൝ͬၑٜ̳̭ͥ͂
̧̦́ͥ

ࡇȂঌఆ͈ཡबْࠗ͞࠲ࢫۯܥܓၑζΣν
ͺσͬၑٜ̱Ḁ̞̭̑ͩͣ̈́͂ͧͬঐ൵৪ͅ
̩

࠲ࢫۯܥܓၑ

ু͈࣐൲ͬͼιȜΐ̳ͥ

22

ɠ࠲ࢫܥܓম႕̦อ
̱̹षͅచ؊̳̭ͥ
̧̦͂́ͥ

बٺอ̢̀ͅຽݞอ̞̾̀ͅ൦̳
̧̭̦ͥ͂́ͥ

ঐܞ৪͈ঐাͅਲ̹̽ΙȜθ͈֥̱֚͂̀
͈࣐൲ͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ
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बٺশͅڰͬ׳ຈါ̳͈͂ͥͬ͜՜
̳ͥ
ၳಇ௯ૺ͈̹͈͛ຽݞอ༹༷̞̾̀ͅ
൦̳ͥ
ঐܞ৪͈ঐা࣐̞̀̿ͅܖ൲̳ͥ
बٺ৪͈ఘેͅޙ؊̲̹ၳۯူו͞ރ
ၑ൝̞̾̀ͅ൦̱ഐ୨ͅచ؊̳ͥ

様式10

ܖȁུȁ࿒ȁດ

⡏ఠ⢳՜ݞ⢸ଢ଼

ɠ࡛ह୭̯̞ͦ̀ͥ
౷֖هఴ̦ၑ̧ٜ́
ͥ
ɠ࠲ࢫ̩̿ͤו͍ݞ
ူȆ͈ڰ٨൝
͈মު̲ͬ̀Ȃ
ၳ͞ૂ༭൝ͬਓਬ́
̧ͥ
ɠ༗࠲ਫ਼͞ࡇ̦ঔ̱
̹औࠫضȂൡࠗ൝
͈ၳͬਓਬ̧́ͥ
ɠਓਬ̱̹ܡంၳ͞
ૂ༭൝ͬၑٜ̱Ȃ
ଢ଼̧́ͥ
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࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ
౷֖͈ૂ༭͞মު۾Ⴒ͈ૂ༭ͬਓਬ̳ͥ

౷֖Ȫުྩȫͅܡ̳ͥ۾ంၳȆמൡࠗ
൝̥ͣຈါ̈́ૂ༭ͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ

༗࠲ਫ਼ྌ͉ࡇ̦ঔ̱̹औࠫͬضਓਬ̳ͥ
ঌఆْࠗȂমު༭࣬൝̥ͣهఴͬ՜̳
ͥ

মު൝̲ͬ̀߸۾͞۾ܥ߸۾ਅྌ͉ਯ মު൝̲ͬ̀߸۾͞۾ܥ߸۾ਅྌ͉ਯྦྷ
ྦྷ̥ͣΣȜΒȆૂ༭ͬ՜̱ȂାၑȆ఼Ȇ ̥ͣΣȜΒȆૂ༭ͬਓਬ̳ͥ
༗̧̦̭̳ͥ́͂ͥۯ
ૂ༭ͬାၑ̱༗̳ͥۯ
ਓਬ̱̹ૂ༭̷͈ͬ͂͜ͅඤယͬၑٜ̱Ȃ
ૂ༭ͬଢ଼̱هఴͬྶ̳ͥͅږ
౷֖͈࠲ࢫهఴͬྶ̧̦̭̳ͥ́͂ͥͅږ
͈̠̓̈́͢ાࣣͅऔ̦ຈါ̜̥́ͥ౯
̧́ͥ

౷֖͈هఴͬାၑ̱Ȃऔຈါ͈ခྫͬ
౯̳ͬͥ
औ͈࿒എͬྶ̳ͥͅږ

͈̠̓̈́͢औ̦ຈါ̜̥́ͥͬ୰ྶ̧́
ͥ

ɠਓਬ̱̹ૂ༭൝ͬ൩
̢͘Ȃఠऔܑ͈
ْͬၛմ̧́ͥȃ

औ༹༷ͬ൦̱Ȃຈါͅ؊ْ̲̀ࠗͬै
଼̳ͥ

औͅຈါ̈́͞۾ܥ߸۾౬ఘ൝͈͂Ⴒ၁Ȇ
औͅຈါ̈́۾ܥ߸۾Ȃ౬ఘ൝ͬ՜̳ͥ
ା̧̳̭̦ͥ͂́ͥ
औͅຈါ̈́ΑΗΛέ̷̸͈͈ͦͦͬڬ
ၑٜ̱Ȃু͈ͣږͬڬ̧࣐́ͥͅ

ຈါ̈́ΑΗΛέ̷̸͈ͦͦͬڬၑٜ̳ͥ͂
͂͜ͅȂু͈̳ͥͅږྶͬڬ
औඤယȆࠫͬضഐ୨ͅၑٜ̳ͥ

औඤယȆࠫͬضഐ୨ͅၑٜ̱Ȃ߸۾৪ͅ
̥̳̩ͩͤ͞া̱Ȃ୰ྶ̧́ͥ

⡐ْࠗ⢳ॐ⟣মު⢳ঔॐا

ɠ౷֖هఴͅచ؊̧́
ͥ
ɠ࠲ࢫهఴ৾ͤͅழ͚
̹͛Ȃ࿒ດͬ୭̱Ȃ
মުْܑͬၛմ̳ͥ
̧̭̦͂́ͥ
ɠڎਅْ͈ࠗॐͅ४
ْ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

߸۾৪̥̳̩ͩͤ͞ͅা̳̹͈ͥ͛ၳͬ
ैͥ

औࠫͬضഐ୨ͅଢ଼̱Ȃ̭̦͂͛ͥ͂͘
̧́ͥ

औࠫͬضഐ୨ͅଢ଼̱Ḁ̳̩̑ͩͤ͂͘͞
͛Ȃهఴͬྶ̳ͥͅږȃ

औ༹͈༷ͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ

༗࠲ਫ਼̦ঔ̳ͥऔͬࡉ̳ͥڠ

ஜාഽমު͈هఴͬ՜̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

ڎਅْࠗȂমުْࠗȂমު༭࣬൝̥ͣ
মު͈هఴͬ՜̳ͥ

ܡంমު͈࿒എͬ౷֖͈අȆΣȜΒ͂۾
Ⴒ̫̿̀ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ

ܡంমު͈࿒എͬ౷֖͈අȆΣȜΒ͂۾Ⴒ
̫̿ͥ

౷֖هఴ̦ܡంমުٜ́ࠨ̧༷̜́ͥ࢜ͅ
͈̥ͥ൦̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

౷֖هఴ͂ܡంমު͈࿒എͬ۾Ⴒ̫̿Ȃমު
൦̳ͬͥ

ຈါͅ؊̲̀૧ܰমުͬၛմ̳̭̦ͥ͂́
̧ͥ

߸۾৪͂͂͜͞ͅ۾ܥ߸۾Ȃܡంমުͬບث
̱Ȃຈါͅ؊̲̀૧̹̈́৾ͤழ͙̞̾̀ͅࣉ
̢ͥ

૧ܰমުͅຈါ̈́ထॳȆ૽֥൝̞̾̀ͅ
൦̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

૧ܰমުͬঔ̳ͥͅ൚̹ͤȂຈါ̈́ထॳȆ
૽֥൝̞̾̀ͅࣉ̢Ȃ߸۾৪͂൦̳ͥ

মު͈ၛմ̜̹͉̽̀ͅȂਯྦྷ४ͬحୟޭ
എͅଔૺ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

ਯྦྷ४̫̥͍ͥࡤͬح

૧ܰমު͈ຈါ͍ݞඤယͬ୰ྶ̧́ͥ

মުঔ͈࿒എ̞ͬ͞ྶ̱ͅږȂ߸۾৪ۼ
́փএൡ̳֚ͬͥ
૧ܰমުْ͈ࠗͬै଼̳ͥ

ঌఆ͈ڎਅْ͈ࠗॐͅୟޭഎͅ४ْ̳
̧̭̦ͥ͂́ͥ

՜̱̹ఠ͞ଢ଼ࠫڎͬضਅْ̯ࠗͅד
̵ͥ
༗࠲ਫ਼͈͂Ⴒࠈͬͥ
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⡑ບث

ɠমު͈ບ̧̦ͥ́ث
ɠࠑഎͅমު͈ۯၑ
̧̦́ͥ
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࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ

౷֖͈ఠȂমު࿒എȂমުඤယͬచ؊̯
̵̀ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥ

౷֖͈ఠȂমު࿒എȂমުඤယȂບثঐດ
ͬచ؊̵̯̀ାၑ̱ບ̳ͥث

ਯྦྷ͂̽̀ͅ߃̥̳̩́ͩͤ͞Ḁ̑̾ش
ڠഎआ̩̿ܖͅݶঐດͬဥ̞̀ບ̧̦́ث
ͥ

̥̳̞ͩͤ͞ບثঐດ̜̥̠̥́ͥ̓ͬ൦
̳ͥ
̥̳̞ͩͤ͞ບثঐດͬဥ̞̀ບ̳ͥث
ບً͈ث̥̳̩ͬͩͤ͂͛ͥ͘͞

ˬˠ˟˝ͼ·σͅࠑ̧̿ܖഎͅমު͈
ۯၑ̧̦́ͥ

ບه̥ͣضࠫثఴͬྶ̱ͅږȂ٨ॐͬ൦
̱̀ষْ͈ࠗͬࣉ̢ͥ
ষْ͈̫ࠗ࢜̀ͅু̧̦̳͓̭͂ͬࣉ̢ͥ

ষଲయ଼֗׳చॐ͞࠲̥͞ঊ32͈ࣉ̢
༷ͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ
ষଲయ଼֗׳చॐ͞࠲̥͞ঊ32͈ࣉ̢
̧༷̿ͅܖȂළૡܢॲ͍ݞܢȂݞܢ
͍ဘူו͈ܢȆڰ׳Ȃ࠲ࢫ̦֗ޗ
̧́ͥ

⡒⤔⣖⤃⣨⣴❺⣧⢰؊⢞⢥ڰਠ⢳٨⢰۾⢟⣍৾ழ

ɠළॲິ൝ͬచય̱͂
̹ڰਠ͈٨ͅ
ူו̳ͥ۾ঐ൵̷͈
ఈ͈༗࠲ঐ൵࣐̠ͬ
̧̭̦͂́ͥ

͈֗׳۷ത͛͜܄Ȃঊ࣐̞֗̀ͬ̽̀
ͥزͅచ̳ͥڰ̦̭̠࣐́͂ͬ׳
̧ͥ

౷֖̦֚ఘ̹͂̈́̽ঊ̭֗̀ͥ͛ૺͬ׳
̧̦͂́ͥ

ষଲయ଼ْ֗ࠗ׳Ȃ࠲̥͞ঊ32ْࠗ൝Ȃ
ၳ̳ͬͥږ
ঐ൵ܱȆমު͈͂͛͘൝͈ၳͬඋ͙Ȃළ
ॲິ͈ူוȆه͈ڰఴ̳ͬͥږ
ڰْ͈ͬࠗ׳ၛ̀Ȃ׳Ȇͬ֗ޗঔ
̳ͥ
͈֗׳۷ത̥ͣȶළॲິ͈̹͈͛ڰ
ঐૻȷ
ȶȆၗ͈ͼ΄׳Ρȷ̱ͬږȂ
ڰঐ൵࣐̠ͬ
ঊ֗̀۾ܥ̳ͥ߸۾ͅ׳Ȇ౬ఘȆΈσȜί
൝ͬ՜̳ͥ
༗֗ਫ਼Ȇ֓ၷ۾ܥ൝۾ܥ̳ͥ߸۾Ȇ౬ఘȆز
൝͂Ⴒࠈ̱̀ڰ̠࣐ͬ׳
౷֖͈࡛ેͬ՜̳ͥ

֗ࣾඳز̧͈̦͒ͥ́׳

ɠڠൺܢȂএ͈৾ܢ
ழͬૺ̭̦͛ͥ͂́
̧ͥ

ঊޏ۪֗ူ͞߸۾൝ͅၪ̱̹ڰ׳
࣐̠ͬ

ࢷڠ൝̦࣐̞͈̽̀ͥ֗৾ͤழ͙̞̾̀ͅ
زȂࢷڠ൝֚͂ఘ͂̈́̽̀ȶڰঐૻȷ
ૂ༭ਓਬ̳ͥ
൝ͅߓ̹̞̿ܖఘഎ̈́৾ͤழ͙ͬૺ̭͛ͥ
̧̦͂́ͥ
۾ܥ߸۾൝͂Ⴒࠈ̱̹৾ͤழ͙࣐̠ͬ
࠲ࢫ௩ૺْࠗ͞අ࠲ࢫऔ൝ঔْࠗ൝́
౷֖͈ఠȂ࿒ດ൝̳ͬͥږ

ɠ଼૽ܢ
ȁঌఆ࠲ࢫ௩ૺْࠗ
͞අ࠲ࢫऔ൝
ঔْࠗ൝ͬ൩̢͘Ȃ
౷֖͈ڰਠພచ
ॐࣣͬഎ̥̾࢘ض
എͅജ̦̭̳͂ͥٳ
̧́ͥ

ڰਠພ͈ထཡͬͥ۷ത̥ͣȂచય৪
͈࠲ࢫȆેူוఠ͞ڎਅຽݞอڰ൲ͬ
̲̀Ȃু͈࠲ࢫͬু́ͥփেͬ֗̀
̧̭̦ͥ͂́ͥ

අ༗࠲ঐ൵Ȃ࠲ࢫȂ࠲ࢫ֗ޗ൝́చય
৪͈࠲ࢫȆેူוఠ͞ఘڰ൲൝͈ڰਠ
ͅ؊̲̹ڰ̠࣐ͬ׳
చય৪͞౷֖̥ͣං̹ૂ༭ͬڰဥ̱Ȃ౷֖
ఘ͒ه͈ڰఴ͞٨തͬอ̳ͥ
࠲ࢫ௩ૺْࠗ͞අ࠲ࢫऔ൝ঔْ͈ࠗບ
ثȆૺ࣐ે̳ͥږͬޙ
֖ͅ۾ܥ̳ͥ߸۾Ȇ౬ఘ൝̷͈͍ݞমު൝
ͬ՜̳ͥ

֖͈͂Ⴒࠈͤ͢ͅ൱̧େ͈ͤଲయͅచ̱
࣐̀൲་ယ̧͈̦̭̠࣐ͥ́͂ͬ׳
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۾ܥ߸۾Ȇ౬ఘ͂Ⴒࠈ̱Ȃ൱̧େ͈ͤଲయͅ
చ̱̀࠲ࢫ͞ڠ̳ͥ۾ͅڰਠ͈ܥٛͬ
࣐̱ރ൲་ယ͈̠࣐͒ͬ׳
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࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ

࠲ࢫ֗ޗȂ࠲ࢫ൝̤̞̀ٚͅࢌထཡͅ۾
ࣞႢ৪͈࠲ࢫેఠ͞ພ͈ેͅޙ؊̲̀Ȃ ̳ͥঐ൵Ȇ̠࣐ͬ׳
ࣞႢ৪̷͈͞زͅచ̱̀ຈါ̈́ঐ൵͍ݞ
ٚࢌထཡͅু৽എ৾ͤͅழ͚౷֖ڰ൲ͬ՜
̧̦ͥ́׳
̱Ȃ̠࣐ͬ׳

ɠࣞႢܢ
ȁࣞႢ͈ܢ͈ڰৗ
౷֖͈ૂͤٚ͢ͅࢌထཡমުͅޙે̱̀۾
Ȫ˭˫˨ȫ͈࢜ષͬ
ͬ՜̳ͥ
࿒ঐ̱̹࠲ࢫ̩̿ͤ ೩ેူוఠྌ̷̷͉͈̤͈̜ͦͥ৪ͅచ
ͬૺ͛ͥ۷ത̥ͣȂ ̱Ȃ͂۾ܥ߸۾Ⴒࠈ̱̀೩ેူוఠͬ٨
౷֖͈ૂͤ͂͢ͅ۾ܥ߸۾Ⴒࠈ̱̀೩ူו
ࣞႢ৪̷͈͞زͅ ̧̳̹͈̦̭̠࣐ͥ͛ͥ́͂ͬ׳
ેఠͬ٨̳̹͈ͥ͛ࡢ༆ْ͈ࠗͬै଼̱Ȃ
చ̱̀ຈါ̈́ঐ൵ݞ
೩ેူוఠͬ٨̳̹͈̠࣐ͥ͛ͬ׳
͍̦̭̠࣐͂ͬ׳
̧́ͥ
ȜΫΑ൝͈౷֖͈ેͬޙ՜̳ͥ
ࣞႢ৪͈ږ͈ူו༗͍ݞ͈ڰ̦׳
̠ͣͦͥ͢Ȃഐ୨̈́ȜΫΑ̦ ̯ͥͦރຈါͅ؊̲̀ȜΫΑ൝̲̹͈ͬူו
ږ༗Ȃڰͬ׳൦̱Ȃഐ୨̈́ȜΫΑ
ॽழ͙̩̿ͤͬૺ̧̭̦͛ͥ͂́ͥ
̦̠̯ͥͦ͢ރ̳ͥ׳
⡓࠲ࢫ⢯⣃⢧⢪⢕⣌

ਯྦྷழ൝ͥ͢ͅڰ൲͈අͬၑٜ̳ͥ
ɠਯྦྷ̦৽ఘ̹͂̈́̽
࠲ࢫ̻̩̈́̿ͤͬ͘
ୟޭഎͅଔૺ̳̭ͥ
̧̦͂́ͥ

⡔૽ऺݞ⢸ਯྦྷழ⢳଼֗

ɠ౷֖̤̞̀ͅ࠲ࢫ̿
̩ͤူו͍ݞȆ
͈ͤ৾ڰழ͙ͬଔૺ
̳ͥ૽ऺ଼̳ͬ֗ͥ
̧̭̦͂́ͥ

ူוȆڰ٨ͬଔૺ̳ͥਯྦྷழ͈
ΥΛΠχȜ·̧̦̭ͥ́͂ͥ͛ૺͬا

ڰ٨ଔૺ݈ފٛ൝δρϋΞͻͺழ͈
ڰ൲࿒ດȆඤယͬ՜̳ͥ
ڰ٨ଔૺ֥൝ူוȆڰ٨ͬଔૺ
̳ͥழ൝͈ু৽ুၛͬఄਹ̱̾̾Ⴒࠈ
ͬૺ͛ͥ

౷֖͈ۯၑူוআူו͍ݞআ͍ͅۯၑו
ူআူ଼ঔ୭൝͈ਠͅచْ̱̀ࠗഎͅ
ຈါ̈́েͬޗ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ

ਯྦྷழ଼͈֗ͬͤȂΥΛΠχȜ·ͬا
ૺ̧̭̦͛ͥ͂́ͥ

౷֖͈ۯၑူוআȆူוআ͈ેͬޙ՜̳ͥ
౷֖͈ۯၑူוআȆူוআͅຈါ̈́ૂ༭ͬ
̧̦̭̳ͥ́͂ͥރఘଷ̩ͬ̾ͥ
ڰ٨ଔૺ֥൝౷֖͈δρϋΞͻͺ͒ୃ
̱̞ૂ༭̳ͬͥރ
ڰ٨ଔૺ֥൝͈ਯྦྷழ͈Ⴒࠈͬଔૺ
̳ͥ

⡕Ⴒࠈఘଷ⢪⢕⣌

ঌఆඤ͈߸۾໐ޫ͈߸۾֥Ȇ߸۾মުͬ
՜̳ͥ
ɠႲࠈఘଷ̩̿ͤͬૺ
̧̭̦͛ͥ͂́ͥ

࠲ࢫ̩̿ͤူו͍ݞȆڰ٨̳ͥͅ۾
႕എͅૂ༭͈ވခͬاଔૺ̳ͥ
ঔॐࣣͬഎْ̥̾ࠗഎͅଔૺ̳̹ͥ͛Ȃ
ঌఆඤ͈߸۾໐ޫ͂؍౯എ̈́Ⴒࠈͬͥ
۾ܥ̳ͥ߸۾Ȃ౬ఘȂܑުȂਯྦྷ͈͂ૂ༭
̧̭̦͂́ͥ
۟ͬૺ͛ͥ
Ⴒࠈఘଷ̩̿ͤͬૺ͛ͥ

࠲ࢫۯܥܓၑζΣνͺσͬၑٜ̳̭̦ͥ͂
̧́ͥ

ঌఆ͈ཡबْࠗ͞࠲ࢫۯܥܓၑζΣνͺσ
ͬၑٜ̱Ḁ̞̭̑ͩͣ̈́͂ͧͬঐ൵৪̩ͅ

⡖࠲ࢫۯܥܓၑ

ু͈࣐൲ͬͼιȜΐ̳ͥ
ɠ࠲ࢫܥܓম႕̦อ
̱̹षͅచ؊̳̭ͥ
̧̦͂́ͥ
ɠबٺอ̢̹ͅఘ
ଷା̭̦ͬͥ͂
̧́ͥ

बٺอ̢̀ͅຽݞอ̞̾̀ͅ൦̳
̧̭̦ͥ͂́ͥ

࠲ࢫܥܓอশ͉ͅঐܞ৪͈ঐাͅਲ̹̽
ΙȜθ͈֥̱͈࣐֚͂̀൲ͬၑٜ̳̭ͥ͂
̧̦́ͥ
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बٺশͅڰͬ׳ຈါ̳͂ͥ৪͈՜ͬ
̳ͥ
ၳಇ௯ૺ͈̹͈͛ຽݞอ༹༷̞̾̀ͅ
൦̳ͥ
ঐܞ৪͈ঐা࣐̞̀̿ͅܖ൲̳ͥ
ब৪͈ఘેͅޙ؊̲̹ၳۯူו͞ރ
ၑ൝̞̾̀ͅ൦̱ഐ୨ͅచ؊̳ͥ

6

ൢోેͬޙેࡑࠐྩު͞ޙ
ΙͿΛ·̱̀هఴͬࡉ̫̠̾͢

ȁူוআ̱͂̀ުྩ̱̞̩̹͉ͬ̀͛ͅȂ
ȶ̥̹ͩ̽Ȃၑٜ̱̹Ȃে̦̜ͥȷ͉̩́̈́ȶ࣐
൲̧̦́ͥȷȶ଼̧̦̭̬̜ͥ́͂ͥͬضȷ̞̠̭̦͂͂ຈါ̧̳͂̈́̽̀͘ȃ
ȁ̷͈̹͉͛ͅȂুু̦̱̰͛ͬةḀ͈̞̹̱̑ͬةȂ̷̱̀Ȃ଼̠̓ಿ̱̹͈̥ͬږ
̧̳̭̦̠ͥ͂́ͥ̈́͢ບ̦ثຈါ̧̳͂̈́̽̀͘ȃ̭͈̹͛Ȃȶ૧හူוআ͈࿒ດΏȜ
Πȷ͂ߓఘഎ̈́ުྩ̦ͅັ̞̞̥̀ͥͬບ̳ͥثȶুࡨບثΙͿΛ·ΏȜΠȪ૧හশͅܢ
̫̹̞̾ͅমȫȷȂ૧හ৪̦ু͈ުྩ͈պ౾̫̿ͬྶ̭̳ͤ͂ͥ͢ͅͅږȂু͈ၛ̻
պ౾̹̳ͬ͛ͥͅږȶ૧හူוআުྩঐૻȷȪအ˕ȫ)အ21*ͬࣽٝै଼̱̱̹͈́͘Ȃ
̭ͦͬ४ࣉͅু͈هఴͬྶ̥̱͙̱̠ͣ̀͘͡ͅȃ

１．目標を具体化しましょう
例：「新任栄養士の目標シート」（様式７）
ȁ̭͈ΏȜΠ͉Ȃ૧හူוআ͂ঐ൵৪́დ̱ࣣ̞ບ͈ثশ̀͛ࠨͬܢȂ̷̭͈́͘Ϋΐο
ῧΌȜσͬ૧හူוআু̦ྶͬྩު̱̀ͅږঔ̱Ȃঐ൵৪͂ບ̳̞࣐ͬ͘ثȃ

新任栄養士の目標シートの使い方
ၣփমࣜ

ڰ

ဥ

͈

ॽ

༷

ບ͈ثশ ܢȁˏ̥Ȃ˒̥Ȃ23̥Ȃˎාഽ́ঔ̱̳ͬ͘ȃ
ܱश༹༷

ɛ૧හူוআু̦ܱश̱̳͘ȃ
ɛȶ૧හူוআ͈࿒ດΏȜΠȷ̧͈༷
ȁӱু͈̞ܐȶΫΐοϋȷͬຝ̩ȃ
ȁ̜ͤ͘ࣉ̢ࣺ̞̈́́͘Ȃ͈ࣽু͈ࣉ̢͞এ̞ͬၚೄ̧̱̠͘͡ͅȃ
ȁӲু͈࿒ດȶΌȜσȷͬࣉ̢ͥȃ
ȁু͈ȶΫΐοϋȷͬ൩̢̹͘ȶু͈࿒ດȷͬࣉ̢̳͘ȃड̥֚ͣ̾ͅ
͉ࠨ̞͈͛ͣͦ̈́́Ȃ̞̞ͧͧικ̧̱̤̱̠ͬ̀͘͡ȃ
ȁӳু͈࿒ດȶΌȜσȷͬࠨ͛ͥȃ
ȁικ͈ಎ̥̭̺̞̠֚ͣͦ͂̾ͬࣆͤȂ̷͈ၑဇ̢̀͜حȶ૧හူוআ͈࿒
ດΏȜΠȷܱͅश̱̳͘ȃ
ȁӴࠨ̹͛ȶΌȜσȷͬঐ൵৪ͅນྶ̱̱̠͘͡ȃ̧́ͦ͊߸ඤȂાඤ́Ⴚ̱
̱̠͘͡ȃ
ȁঐ൵৪ͅু͈ै̹̽ȶ૧හူוআ͈࿒ດΏȜΠȷ̞̾̀ͅ୰ྶ̱̱̠͘͡ȃ
ల२৪ͅນྶ̳̭ͥ͂́Ȃুু͈ࠨփ̥̩͊ͤ́̈́Ȃ൳ၯ̥͈ͣ႗̱͘ͅ
̳̈́ͤ͘͜ȃ

ບ ༷ॽ͈ثȁঐ൵৪͂ࡢ༆ͅ࿂୪̱ͬ̀Ȃ࿒ດ̱͂̀୭̱̹ඤယ̦̠̺̹̥̓̽ͬდ̱ࣣ̞
̱̠͘͡ȃ
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《記載例》
様式７

【 新任栄養士の目標シート 】
ঙྴ

ፉᩮ⧎ޓ

 ාȁȁȁȁȁȁ
㧠 㧛

࿒ດশܢ

㧛ᐕᓟ
ゴール（具体的な達成目標）

㘩ߣᱤߩࡢࠠࡦࠣㇱ

ビジョン

ળࠍ㐿ߔࠆޕ

（はっきりとした願いや思い：何をどうしたいか）
その理由

ၞ᳃ߦኻߒߡޔ㘩
ߩᖱႎឭଏࠍߔࠆޕ

ᜂᒰߔࠆᬺോࠍ㑐ଥᯏ㑐
ߣㅪ៤ߒߥ߇ࠄޔታᣉߢ
߈ࠆࠃ߁ߥ▤ℂᩕ㙃჻ߦ

達成方法
ᤓᐕᐲ߹ߢߩㇱળߩ᭽ሶࠍࡊࡊ࠲߆ࠄ⡞ߊޕ
ㇱળຬߩᵴേౝኈࠍ⍮ࠆޕ
ၞߢᵴേߔࠆᩕ㙃჻㧒ၞᵴേޔ
ⴕޔ
∛㒮ޔ
ᣉ⸳╬㧓
ߩᬺോࠍ⍮ࠆޕ
ㇱળຬߩᗧࠍ߰߹߃ޔ᳃ߦᔅⷐߥᖱႎࠍᛠីߒޔ
ឭଏߔࠆޕ
㧒ࡄࡦࡈ࠶࠻ߩᚑ㧓

ߥࠅߚޕ

２．業務を通じて達成度を見てみましょう
例：
「自己評価チェックシート（新任時期に身につけたい業務チェックシート）」（様式８）
ȁুࡨບثΙͿΛ·ΏȜΠ͉Ȃ͈ࣼުྩͬ͂͜ͅȂ૧හশ࣐̫ͥ̾ͅͅܢଽෝႁ͞
ෝႁͬାၑ̱̹͈̳́͜ȃ
自己評価チェックシート（新任時期に身につけたい業務チェックシート）の使い方
ၣփমࣜ

ڰ

ဥ

͈

ॽ

༷

ȷ͂ˎා࿒́͘ͅ࿒հ̱̫͂̀̾ͥࣜͅ
Ι Ϳ Λ · ӱɚ֣͉ȶɚȇˍා࿒Ȃɚɚȇˎා࿒Ȃ
Ώ Ȝ Π ࿒ͬা̱̱̹͘ȃ͈̓ා́ൢో̳̥͉̜̩ͥ́͘͜࿒հ̳͈́́Ȃঐ൵৪͂͂͜ͅ
͈ ࡉ ༷ ڎા́ࠨ̱̠͛͘͡ȃ
Ӳ͈̮͂ྩުڎൢోഽ͉Ȃ૧හူוআުྩঐૻȪအ˕Ȃ21ȫͬ͂͜ͅȂ଼֗ͺΡ
ΨͼΎȜȂঐ൵৪͂͂͜ͅࠨ̱̠͛͘͡ȃ
ບ͈ثশ ܢȁˏ̥Ȃ˒̥Ȃ23̥Ȃˎාഽ́ບ̳̱ͬ͘ثȃ
ܱश༹༷

ȁু̧̭̹̥͈̳͈̳́̓́́ͬ́́ͥ͘͜ږȂ̜̩́͘͜৽۷എͅບ̱ͬث
̱̠͘͡ȃ
ȁບ༹͉༷ثˑ̳̱́͘ٴȃ
ȁ˝ȇ:1ɓոષൢోȶ̹͇̽͞Ȋ̧͕͖̹͇́Ȋȷ
ȁ˞ȇ86ɓഽൢోȶ̠֚́͜ఱસຳȷ
ȁ˟ȇ61ɓഽൢోȶ̜͘ȁ̩̞̥ͣ̈́ȷ
ȁˠȇ36ɓഽൢోȶ̧̻̹̥̽͂́̈́͡ȁ̦̠ͭ͊ͧȊȷ
ȁˡȇ21ɓոئȁȁȶ̺̺͘͘Ȃ̭̥̺͇ͦͣȁ̦ͭ͊ͦȊȊȷ

ບ ༷ॽ͈ثȁু̺̫͈ບ଼͉́ثಿ̵̦̜͈ͤͭ́͘Ȃুࡨບͬض̹̱ࠫثȂঐ൵৪͂ࡢ༆
ͅ࿂୪̱ͬ̀Ȃდ̱ࣣ̞Ȃਘୃ̱̹ͤȂࣽࢃ͈࿒ດ୭ͅၛ̳̀͘ȃ
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7

ڰဥ̧́ͥအ႕ਬ
全て、添付のＣＤ−Ｒに登載されていますので、
ダウンロードして活用してください。
各職場で使いやすい様式に改編して
ご活用ください。

＜様式例＞

様式１．食生活支援記録票
様式２．教室等実施までの作業手順シート
様式３．教室等事業実施までのチェックリスト
様式４．教室等グループ支援計画・評価記録用紙
様式５．保健活動・事業評価表
様式６．地区視診ガイドライン（エスノグラフィー）
様式７．新任栄養士の目標シート
様式８−１．自己評価チェックシート（専門能力）
様式８−２．自己評価チェックシート（専門能力）
様式８−３．自己評価チェックシート（行政能力）
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様式１

食生活支援記録票
対
住

象

者

氏名：

所

〒

相談場所等

（

，電話：

場所：自宅・他（

■支援目的

歳）， 性別：男・女

初回・

）
，

年

月

日（

），

回目（初回の場合は訪問に至る経緯を記載）

■家族関係

■観察事項
主観的データ（Ｓ）

客観的データ（Ｏ）

■評価（Ａ）

■今後の計画（Ｐ）

■援助内容・反応
栄養士の援助内容

対象者・家族の反応
■特記事項
栄養士氏名：

48

時

分〜

時

分
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画

実 施 後
ޗ͈͂͛͂͘
ষ̫ٝ࢜̀ͅ

実
施
Ȫ൚ȁȫ

最 終 確 認
Ȫˏஜȫ

事 前 準 備
Ȫˍۼஜȫ

事 前 準 備
Ȫˍ̥ஜȫ

事 前 準 備
Ȫˎ̥ஜȫ

企

仕事の流れ

主な内容

具体的方法

根拠となる法令・規則

教室等実施までの作業手順シート
疑問点・問題点・課題点

様式２

50
̵࣒͈̻ࣣ͂ͩ
ၳ֣क़
ٛાτͼͺ;Πږ
ঀဥږऺܥ
Ȃڬ͈ږ

̵࣒͈̻ࣣ͂ͩ
Ȃඤယ൝͈ږ

൚͈א

最終確認
Ȫˏஜȫ

実
施
Ȫ൚ȁȫ

ΑΗΛέ͈́ۼજٛ
ͺϋΉȜΠ͈ࠫضଢ଼
هఴ͈ಒ

τΐι൦
ٛાτͼͺ;Π൦
ঀဥऺܥ൦
Ȃڬ͈൦
४ح৪ྴ༧ै଼
ͺϋΉȜΠै଼
ၳै଼

Ȃඤယ൝͈൦
ຈါ͈

事前準備
Ȫˍۼஜȫ

実 施 後
ޗ͈͂͛͂͘
ষ̫ٝ࢜̀ͅ

చય৪͈͒ͬັȪˍ̥ஜ́͘ͅȫ
࣒͈͒ջှͬັȪˍ̥ஜ́͘ͅȫ
মஜ͈ڠਠ

մඤ͈อ
মஜ͈ڠਠ

事前準備
Ȫˍ̥ஜȫ

ΑΗΛέ͈փࡉ͞ͺϋΉȜΠࠫ͂ͬ͜ͅضȂඤယȂঔ༹༷൝̞̾̀ͅજ̱Ȃ૧̹̈́
هఴͬାၑ̱Ȃষ̥̳ٝͅ

༹̥̳̞༷ͤͬ͞ࢥຳ
Ȫ͈ఱ̧̯ȂນૂȂდ̱༷Ȃდ̳௸̯Ȃ४ح৪͈͂ͤ͂ͤ͞Ȥȫ

هఴ͈ାၑ
߸۾৪̵͈̻ࣣ͂ͩȂૂ༭ਓਬ
هఴͬ͏̢̀͘ȂඤယȪచય৪Ȃ࣒Ȃঔ༹༷ȂࠐȤȫْܑͬ
ঔඤယ̞̾̀ͅඤ໐݈́ފ
ঔඤယ͈ࠨ
࣒͈͂ખȆ̵̻ࣣͩ
ٛા͈ږ༗

具体的方法

主な内容
ஜ͈ٝજത͈ږ
૧̹̈́هఴ͈ାၑ
هఴٜࠨْܑ͈̹͈͛
Ȃٛા͈ା

仕事の流れ
企
画
Ȫˎ̥ஜȫ

教室等事業実施までのチェックリスト

ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ

チェック
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ
ɠ

様式３
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ঔ



ા



ਫ਼

শ

教室で見い出した課題

ষٝͅచ̳ͥ٨
തȂ Ⴒ ၁ ম ࣜȂ ಕ
փমࣜ

̭͈মު́ထ௶̯
଼ͦͥض

ຈ ါ ̈́ Α Η Λ έȂ
͂۾ܥ߸۾ΑΗΛ
έא́ۼષၣփ
̳̭ͥ͂

ຈ ါ ̈́ ထ ॳ

ুڎহఘ͈૦ࠗޟ
ْ͈́պ౾̫̿͞
आ༹ݶ႓̈́̓

చય͂ထ૽ତ
४
ح
૽
ତ

ঔ



࿒ ດȪ ߓ ఘ എ ͅ ȫ

ޗྴ

＜対策＞

͇̞ͣ

൚Ȫྴ۾ܥȫ

࿒ດ̹̽ͅ״ບثঐດ
ȁȁঔ

あらたな事業の提案

ɚΗͼθΑΉΐνȜ
σܱ̀̽ͅ״श

＜地域の健康課題は何か??＞

他の事業の中で解決した方が良い事柄

ɚΗͼθΑΉΐνȜ
σܱ̀̽ͅ״श

ْࠗȪထίυΈρθȫ

課題を解決
するために

教室等グループ支援計画・評価記録用紙

ɟ४ح৪͈အঊ

ɟমު̞̀̾ͅא

ບȁȁث

様式４
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ਲম৪Ȫਅȫ

࿒ȁȁȁດ

చય̤͍͢చય৪ତ

ڰ൲Ȇমުྴ
༦ਬ౬
ඤယ༹༷͂

ထॳȆआݶȆ༹႓̈́̓

هȁȁȁఴ

ঔۼܢȆٝତ̈́̓

保健活動・事業評価表

४ح৪ତ
ບثঐດȆ۷ത

様式５
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͂   ͙

Ȇ

ၷ

Ⴚ

ঔ

ഝ

୭

ޗ

ι Ο ͻ ͺ ͂  ๅ 

ଽহ͈̳ͥ͜ͅ߸۾

૽ ș ͈ ࠲ ࢫ ે ఠ

ਕ

౷ ֖  ͂  ޡാ 

౷ߊ͈͂ܨڰਯྦྷুহ

ͬځ༜̩૽ș͂൲

ഝ

֓

২ ٛ  Ȝ Ϋ Α ۾ ܥ

মૂ͂ވ۾ܥ

ਬ ̠ ૽ ș ͂ ા ਫ਼

ࢩા͞ߗ̧౷͈အঊ

ؚ ز

ࣜȁȁȁ࿒

౷

ߊ

͈

အ

ঊ

౷ߊྴȪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȫ
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様式６
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͈

အ

ঊ

ਯྦྷ͈ਕ͈ޗඅಭȃਕ͞ޗަͅ۾Ⴒ̱̹ঔ୭Ȇ࠺ȃ̷͈౷֖ඊඅ͈͈̦̜̥ͥ͜൝ȃ

ਕ

ਯྦྷ͈࠲ࢫેఠȃম͞ম͈อȃ౷֖ඊඅ͈ۛȃ֓ၷݻ͈́͘۾ܥၗȃ

ଽൂ͞ଽহȃ݈֥̳ͥͅ۾মྩਫ਼ȃεΑΗȜȆۭโȆ౷ߊͅଽহ͈ခႁ৪̦̞̥ͥȃਯྦྷ͈ଽহ͈͒۾ȃ

ਯྦྷ̦৽ͅ၌ဥ̱̞̀ͥ૧ȆॠধȆΗ;ϋধȆιΟͻͺȆΉȜήσΞτΫ͈ခྫȃ̷͈ͦͣඅಭ͞ਯྦྷ͈͒૫
൫ഽȃ

૽ ș ͈ ࠲ ࢫ ે ఠ

ଽহ͈̳ͥ͜ͅ߸۾

ι Ο ͻ ͺ ͂  ๅ 

ޗ

૽ਅ͞ྦྷͬນ̳͈̦̜̥ͥ͜ȃ̷͈౷ߊ͈අॲȆऱͤȆ۷౷౷ߊඊඅ͈͈͜ȃޡാȃا൝ȃ

౷ ֖  ͂  ޡാ 

ਯྦྷ͈ฃ̞ાਫ਼ȃഝȃഝ͈ځඅಭȃ၌ဥ৪͈අಭȃഝ͈́͘Ⴚഝ͈ਅ႒ȃ၌ဥેޙȃ

̭͈౷֖͉อജ̱̞̥̀ͥȆଚప̱̞̥̀ͥḁ̜̦̑ͥܨڰȃুহఘ͈ڰ൲ͬা̳ۭโȂࠇাโȂεΑΗȜȂΙ
ρΏȂΌηȂΌη౾̧ા͈အঊȃ౷֖͈ୄ̯ࠩȃ۪ޏاȃ

ഝ

౷ߊ͈͂ܨڰਯྦྷুহ

Ⴚ

ਬ̞͈͉̩̽̀ͥ́̈́͘ਔս̞ͥͅ૽͞൲ȃ̓ͭ̈́૽̷͈ͬ౷֖́ࡉ̥̫ͥڥȃশۼఝ̷͈͞૽ș͈අಭ֣͞
યȃ

Ȇ

ͬځ༜̩૽ș͂൲

ഝ

֓ၷ͈ܰ۾ܥ࿅ȃၷྴشȃඅಭȃ࠺͈အঊȃ౷ߊ͈͂ྟഽȃ

֓

୭

২ٛȜΫΑ͈۾ܥਅ႒ȃ͈۾ܥ࿒എȃ၌ဥેޙȃ࠺͈အঊȃ̓ͭ̈́૽̦၌ဥ̱̞̥̀ͥȃߓఘഎ̽ͬ͞ͅة
̞̥̀ͥȃ

২ ٛ  Ȝ Ϋ Α ۾ ܥ

ঔ

৬͞ൽႹ͈ેޙȃईॠેఠȃވ͈۾ܥਅ႒ȃ၌༒ȃ৽̈́၌ဥ৪൝ȃ

মૂ͂ވ۾ܥ

ၷ

૽ș̦ਬ̞̽̀ͥ͘ાਫ̷਼͈͂ਬ౬͈අಭȃਬ̥͈̞̱̽̀ͥ̀ͬ͘ةȉ!࿒എ͉̥ةȃশ͞ۼङ͉̠̥̓ȃ

ਬ ̠ ૽ ș ͂ ા ਫ਼

ؚزȆؚඤȆਬ၂͈အঊȃؚ͈زளऺ͞࠺ಃ༹༷ȃਔս͈زș͈ેޙȃਯ͈ྟഽȃࡣ̯ȃ๊֚ેఠȃ̓ͭ̈́૽
̦ਯ̞̥ͭ́ͥȃ

ߊ

നศȆȆߗ̧౷൝͈ࢩ̯ȃ̷̭̜ͥͅȃ̻৽Ȇঀဥ৪ȃঀဥેޙȃߗ֣͈ۼયͬಎͅȃޏ͈֖ߊٮޏ
ٮȪুட͈͈͜Ȇࠐफഎ͈̈́͜Ȇ౷ၑഎ͈̥̈́͜ȫͬٮޏນ̳͈̦̜̥ͥ͜ȃ̞̱ͣٮޏս֣͞ܨય͈ခྫȃ

  ͙

౷

ࢩા͞ߗ̧౷͈အঊ

͂ ؚ ز

ࣜȁȁȁ࿒

＊日々の保健師活動の中で住民の声を聞いたり、地域を回ったりしながらその雰囲気を知る方法。

地区視診のガイドライン（エスノグラフィー）
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ビジョン

その理由

࿒ດশܢ

達成方法

ාȁȁȁȁȁȁ

（はっきりとした願いや思い：何をどうしたいか）

ঙྴ

【 新任栄養士の目標シート 】

ゴール（具体的な達成目標）

様式７

自己評価チェックシート「新任時期に身につけたい事柄」
：専門能力編№１

ܖ

ུ

࿒

૧

ດ
࣐

൲

හ
࿒

শ

ܢ

ດ

ࡢ૽Ȇز̞͈̾̀ͅͺΓΑ
ιϋΠͅ؊̲̹͈׳ঔ̳
̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ࡢ༆ΉȜΆ̧͈̦׳Ȃࡢ
༆ΉȜΑ̥ͣ౷֖ఘ͒ণത
ͬࢩ̧̬̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȪͼιȜΐȇ࠲൝͈́ࡢ༆
ঐ൵ȫ
ӱૂ༭ਓਬȂଢ଼
Ӳْࠗ׳ၛմ
ӳ׳
Ӵࡢ༆ΉȜΑ͈هఴͬ౷֖͈
చॐ͒

ࡢ༆̫̤ͥͅ׳২࡙ٛ൝
ͬڰဥ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

ࡢ༆ͬ׳ਹ͇ͥಎ́Ȃ౷֖
ͬచય̱̹͂చॐ͈ຈါͬ
୰ྶ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

൚মު̞̾̀ͅ໗൚̱͂
̀ঔ̧́ͥȃ

൚̳ͥޗ൝͈মު̦́
̧Ȃਬ౬͈̥͒ͣ׳౷֖
ఘ͒ণതͬࢩ̧̬̭̦ͥ͂́
ͥȃ
ӱ࡛ે՜
Ӳهఴ̦̥ͥ
ӳْܑ̧̦́ͥ
Ӵঔ̳ͥ
ӵΈσȜίه͈׳ఴͬ౷֖
ఘ͒

൚౷֖͈মުͅ۾Ⴒ̱̹࠲
ࢫهఴͬྶ̥̳̭̦ͣͥ͂ͅ
̧́ͥȃ
႕͈൚মުْܑ͈ȆାȆ
ঔ̧̦́ͥȃ

ޗ൝ਬ౬͈͒ͬ׳ਹ͇ͥ
ಎ́൚౷֖ͅވ̱̹ΣȜ
Βͬྶ̧̥̳̭̦ͣͥ͂́ͅ
ͥȃ

͈

࣐

൲

࿒

ດ

࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ

ུܖഎ̈́
ൢోশܢ
͈ ࿒ հ

ഐ୨̈́ૂ༭ਓਬ̳ͬͥȃ

ɚ

ૂ༭̥ͣͺΓΑιϋΠ̳ͬͥȃ

ɚ

ͺΓΑιϋΠ̹̱ͬͅܖȂ׳
༷ૻͬၛ̀ͥȃ

ɚ

২࡙ٛ൝ͬၑٜ̳ͥȃ

ɚ

ͅ׳ຈါ̈́Ȃ২࡙ٛ൝͈ૂ
༭ͬਓਬ̱Ȃڰဥ༹༷ͬၑٜ̳
ͥȃ

ɚ

২࡙ٛ൝ͬచય̵ࣣͩ̀ͅڰ
ဥ̳ͥȃ

ɚ

ΣȜΒ՜ུ͈ͬܖၑٜ̱Ȃ౷
֖͈ΣȜΒͬྶ̥̳ͣͥͅȃ

ɚɚ

Σ Ȝ Β  ՜ ͈  ͬ ུ ܖၑ ٜ ̱Ȃ
ΣȜΒ̹̞̿ͅܖমުմͬմ
̳ͥȃ

ɚɚ

൚মު͈ຈါͬ୰ྶ̳ͥȃ

ɚ

൚মުͅ۾Ⴒ̳ͥ২࡙ٛͬ
՜̱ȂέͼςϋΈ̳ͬͥȃ

ɚ

মުఘْܑ͈ȆାȆ͈א
֚Ⴒ͈ၠͦͬၑٜ̳ͥȃ

ɚ

ঐ൵৪͈ঐ൵ͬ͞ږ̫̦̈́
ͣমުͬঔ̳ͥȃ

ɚ

൚౷֖͈মުͅ۾Ⴒ̱̹࠲ࢫ
هఴ̞̾̀ͅ୰ྶ̳ͥȃ

ɚɚ

൚মު͈ຈါͅ௲ْܑ̱̹
ͬै଼̳ͥȃ

ɚɚ

মުঔͅ۾Ⴒ̳ͥ͂۾ܥ߸۾
͈ା̳ͬͥȃ

ɚɚ

֚૽́႕͈মު̦ঔ̧́
ͥȃ

ɚɚ

൚౷֖͈࠲ࢫهఴ̦౷֖ͅވ
̱̹ΣȜΒͬಒ̳ͥȃȪ႕
̢͊࠲̥ͣ౷֖͈ঊ֗̀
͈׳ຈါ൝͒ণത̦ࢩ̦̽
̹തȫ

ɚɚ

̜̹͈̈́
ൢో࿒ດ
͈ শ ܢ

様式８−１
ুࡨൢోഽ
ˍා

ˏ˩

˒˩

ˎා
23˩

ঐ൵৪̦̳̭ͥ͂

ͺΡΨͼΎȜ̦̳̭ͥ͂

ঐ൵৪͈ιϋΠ

ˎ˵
ૂ༭ਓਬȂْࠗ׳ॐȂ
ૻ༷׳൝͈֚Ⴒ͈ၠͦͬږ
̱Ȃະ௷̱̹ത̳ͬͥ׳ȃ
ાඤ́ম႕൦ٛ൝ͬٳट
̱Ȃུ૽̦̠̩̈́̿͢ܨঐ൵
̳ͬͥȃ

ະ௷̱̞̀ͥ২࡙ٛ൝̾ͅ ૧හူוআުྩঐૻ̧̿ͅܖ
̞̀ૂ༭̳ͥͬރȃ̹͘Ȃ ଼̳֗ͥȃ
୶͈মު൝ͬࡉڠڠਠ̳ͬ
ͥȃ

ΣȽΒ͂ΟͻζϋΡ͈֑̞ͬ
୰ྶ̳ͬͥȃ
ࡢ༆͈ΣȜΒͬࡓͅ౷֖ఘ
͒͂ࢩ̬ͥণത̞̾̀ͅঐ൵
̳ͥȃ

ड͉ࡉ̱ͬڠȂ̭̹͂ͦ
ͧ́Ȃ̧́ͥത̥֚ͣͅম
ުͬঔ̱ই͛ͥȃ

დ̱ࣣ̞͈ಎ̥ͣȂ࠲ࢫهఴ
ͬࡉ̫̾ͥܿͬঐ൵̳ͥȃ

૧හူוআުྩঐૻ̧̿ͅܖ
଼̳֗ͥȃ

ࡉ̦ͤ̈́ͣȂຈါͅ؊̲̀
ঐ൵੩࡞̳ͬͥȃ

დ̱ࣣ̞͈ಎ̥ͣȂ࠲ࢫهఴ
֚ͬͅࣉ̢ͥȃ

ಕփমࣜȫུܖഎ̈́ൢోশ͈ܢ࿒հȇɚˍා࿒Ȃɚɚˎා࿒
ȁȁȁȁȁুࡨൢోഽ͉ˑٴບ̳ͥ́ثȃ˝ȇȶ̹͇̽͞Ȋ̧͕͖̹͇́Ȋȷȁ˞ȇȶ̠֚́͜ఱસຳȷȁ˟ȇȶ̜͘ȁ̩̞̥ͣ̈́ȷȁˠȇȶ̧̻̹̥̽͂́̈́͡ȁ̦̠ͭ͊ͧȊȷȁˡȶ̺̺͘͘Ȃ̭̥̺͇ͦͣȁ̦ͭ͊ͦ""ȷ
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自己評価チェックシート「新任時期に身につけたい事柄」
：専門能力編№２
ུ ܖ

࿒

૧ හ শ  ͈ ܢ༗ ࠲  ͈ ࣐ ൲ ࿒ ດ

ດ
࣐

൲

࿒

ດ

࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ
ࡢ༆ΉȜΆ͉ম႕̹ͬ͂͛͘ζςȜȂޗ
൝͈মު̥͉ͣ༗࠲ڰ൲মުບث൝ͬڰဥ̱̀
ވ̳ͥهఴͬྶ̥̱ͣͅȂΑΗΛέ͞߸۾৪
́ۼփএൡ̳֚ͬͥȃȪهఴ͈ވခاȫ

ུܖഎ̈́
ൢోশܢ
͈ ࿒ հ

౷֖͈ఠͬ՜̳̭ͥ
̧̦͂́ͥȃ

౷֖͈࠲ࢫهఴͬಒ
̱Ȃ࠲ࢫهఴͬାၑ̳ͥ
̧̭̦͂́ͥȃ

౷֖͈২࡙ٛȪ૽എȆ
എȫͅૂ̳ͥ۾༭ͬਓ
ਬଢ଼̱ȂͺίυȜΙ͈
౷֖ͬచય̱͂̀Ȃ࠲ ॽ༷ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͅ ࿚ఴٜࠨ̳̹ͬͥ͛ͅழ̧ͥ́ا২࡙ٛ
Ȫ૽എȫιϋΨȜ͞ςȜΘȜ͈փেͬ՜̳ͥȃ
ࢫ̩̿ͤͬ࿒എ̱̹͂ ̧̦́ͥȃ
౷֖̩̿ͤڰ൲͈ജٳ
౷֖́ਯྦྷ͈͂დ̱ࣣ̞͈ાͬ୭̳ͥȃ
̧̦́ͥȃ
ਯྦྷ͂͂͜ͅ࠲ࢫهఴͬ
ྶ̥̱ͣͅȂهఴͬވခ ࠲ࢫهఴ͞࿒ດͬྶ̱ͅږȂਯྦྷͅ୰ྶ̳ͥȃ
̱Ȃࣽࢃ࿒ঐ̳࿒ດͬྶ
̥̳̳̭̦ͣͥͥ͂́ͅ
̧ͥȃ
Ȫ࠲ࢫهఴ͞࠲ࢫ ࠲ࢫهఴ͞࿒ດͬਯྦྷ͂ވခ̳ͥȃ
࿒ດ͈ވခاȫ
̥́ͥ͜చॐͬၛ̀Ȃ̞̦̳̥̾ͥͬྶ
̥̳ͣͥͅȃ
ਯྦྷ͂͂͜ͅڰ൲ͬঔ ঔخෝ̭̥̩̱̈́͂ͧͣڢȂࠑഎঔ̳ͥ
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
̭͂ͬࣉ̢ͥȃ

ঐܞ৪͈ঐা࣐̞̀̿ͅܖ൲̳ͥȃ

ˍා
ˏ˩

˒˩

ˎා
23˩

ঐ൵৪̦̳̭ͥ͂

ˎ˵

ͺΡΨͼΎȜ̦
̳̭ͥ͂

ঐ൵৪͈ιϋΠ

ຈါশ੩࡞̳ͥȃ

૧හশ͉ܢȂ୶͈মުͅ൳ฺ̱͐ڠȃ

૧හူוআުྩঐૻ
଼̧̳ͥ֗̿ͅܖȃ

ˎාոષ
ɚ
ࡉͤȂ੩࡞̳ͬͥȃ
ɚ
ɚ
ɚɚ

ાඤ൦ٛͬٳट̳ͥȃ

ɚɚ
ɚɚ
ࡉͤȂ੩࡞̳ͥȃ
ɚɚ

૧හူוআުྩঐૻ
଼̧̳ͥ֗̿ͅܖȃ

ˎාոષ
ˎාոષ
ˎාոષ
ˎාոષ

૧හশ͉ܢȂ୶͈মުͅ൳ฺ̱͐ڠȃ

ˎාոષ

ˎාոષ
ਯྦྷ͂͂͜ͅڰ൲͈ບ ثडͅບ༹༷͞ثບثঐດͬࠨ͛ͥȃ
Ȫ٨ȫ̳̭̦ͬͥ͂́
ਯྦྷ͈༷֚͂ͅບ̱ثȂ૧̹̈́৾ͤழ͙̾ͅ
̧ͥȃ
ˎාոષ
̞̀ࣉ̢ͥȃ
ুڎহఘ͈ཡबْࠗ͞࠲ࢫۯܥܓၑζΣνͺσ
ɚ
࠲ࢫۯܥܓၑζΣνͺσ ͬඋͭ́ၑٜ̱Ḁ̞̑ͣ̈́ਫ਼ͬঐ൵৪̩ͅȃ
ͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́
࠲ࢫܥܓম႕̦อ̱ ͥȃ
ু͈࣐൲ͬͼιȜΐ̳ͥȃ
ɚ
̹षͅచ؊̳̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ
ঐܞ৪͈ঐাͅਲ̹̽
ΙȜθ͈֥̱͈࣐֚͂̀
൲̧̳̭̦ͬͥ͂́ͥ

ুࡨൢోഽ

ɚɚ

মުঔ͈࿒എ͇̞ͣͬ͞ྶ̱ͅږȂΑΗΛέ
ࡢ༆͈ΉȜΑ͞ޗ൝
ɚɚ
͞߸۾৪́ۼփএൡ̳֚ͬͥȃȪ࿒എ͈ވခاȫ
͈মު̥ͣ౷֖ఘ͈
মު͈ঔ̧̦́ͥȃ ౷֖هఴٜͬࠨ̳̹ͥ͛ ࿒എ͇̞ͣͬ͞ో଼̳̹͈ͥ͛Ȃ༷ॐ̞̾̀ͅ
ˎාոષ
߸۾͞۾ܥ߸۾৪Ȃম ͈মުْܑ͈ȆାȆ ߸۾͞۾ܥ߸۾৪ْܑ̳͂͂ͬͥ͜ͅȃ
ު͉̽̀͢ͅਯྦྷ͂͂ ঔ̧̦́ͥȃ
মު͈ঔ̜̹͉̽̀ͅȂ߸۾৪͈͞۾ܥ߸۾
͜ͅঔ̳ͥQmboȽEp
ˎාոષ
̱ͅږྶͬڬȂঔ̳ͥȃ
ȽDifdlȽBdujpo
ْܑ̳ͬͥषͅȂບثঐດ͞ບ̥ͣྶ༹༷ͬث
ˎාոષ
̳ͥͅȃ
߸۾৪͂͂͜͞ͅ۾ܥ߸۾Ȃບͬثঔ̱Ȃম
ު͈ࡉೄ̱࣐̠ͬȃ
౷ߊণΏȜΠ൝ͬڰဥ̱̀Ȃ౷֖͈ૂ༭ͬਓ
ਬ̳ͥȃ
ਯྦྷ͈ಎͅවͤȂૂ༭ਓਬ̱ͬȂ౷֖͈૽എඅ
ಭͬ՜̳ͥȃ
༗࠲ૂ༭ͬܡ͚܄ంၳ͈ਓਬȂٜଢ଼̥ͣهఴ
ͬାၑ̳ͥȃ
ܡంၳ̥͈ͣهఴ͈͂ࣼڰ൲̥͈ͣهఴͬ
ାၑ̱Ȃهఴͬ୰ྶ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ܡంၳ̥͈ͣهఴ͈͂ࣼڰ൲̥͈ͣهఴͬ
ࡓͅ૧̹̈́औͬঔ̱Ȃهఴͬାၑ̳ͥȃ
౷ߊণΏȜΠ൝ͬڰဥ̱̀Ȃ౷֖Ȫ૽എȆ
എȫ͈ૂ༭ͬਓਬ̳ͥȃ

̜̹͈̈́
ൢో࿒ດ
͈ শ ܢ

様式８−２

ɚ

ਫ਼௺͈́༗ۯાਫ਼ͬা̳ͥȃ
࠲ࢫۯܥܓၑζΣνͺσ͈ૂ༭̳ͥރȃ
૧හ৪͈ྶͬڬা̳ͥȃ
ાඤ́ΏνητȜΏοϋͬঔ̳ͥȃ

૧හူוআުྩঐૻ
଼̧̳ͥ֗̿ͅܖ

ྶ̈́ږঐা̳ͬͥȃ

ಕփমࣜȫུܖഎ̈́ൢోশ͈ܢ࿒հȇɚˍා࿒Ȃɚɚˎා࿒
ȁȁȁȁȁুࡨൢోഽ͉ˑٴບ̳ͥ́ثȃ˝ȇȶ̹͇̽͞Ȋ̧͕͖̹͇́Ȋȷȁ˞ȇȶ̠֚́͜ఱસຳȷȁ˟ȇȶ̜͘ȁ̩̞̥ͣ̈́ȷȁˠȇȶ̧̻̹̥̽͂́̈́͡ȁ̦̠ͭ͊ͧȊȷȁˡȶ̺̺͘͘Ȃ̭̥̺͇ͦͣȁ̦ͭ͊ͦ""ȷ

59 〜 60

61 〜 62

ڰςΒθͬା̢ͥȃ
δρϋΞͻͺڰ൲൝̱ͬ̀
২ٛఘࡑͬཅີ̳ͥͅȃ

ুࡨ͈࠲ࢫۯၑ̧̦́ͥȃ
ুࡨอͅୟޭഎ৾ͤͅழ͚̭͂
̧̦́ͥȃ
ਫ਼௺͈ުྩ͂ழ͈ڬȆܥෝͬ
ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

൚ުྩ͈ಎ̱̦́̈́ͣ
֚Ⴒ̧͈ͬঔ̳ͥȃ

৾ͤե̞ܰͬၑٜ̱Ȃঔ
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

ထॳ͈̱̩͙ͬၑٜ̳̭̦ͥ͂́
̧ͥȃ

ڰ൲͈ಎ̥ͣΣȜΒ̹̱ͬͅܖঔ
ॐ͈մͬࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ

ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ
ɚɚ

ࡉͤȂഐܽͺΡΨͼΑ̳ͥȃ
ຈါ̈́ૂ༭̳ͬͥރȃ
ঔါࣇͬ൦̱ͺΡΨͼΑͬ
࣐̠ȃ
ߓఘഎ̈́੩࡞࣐̠ͬȃ

ଽॐմ͈࡛̫࢜ͅȂ੩࡞̳
ͥȃ

ଽॐմ͈࡛̫࢜ͅȂ੩࡞̳
ͥȃ

ଽॐմ͈࡛̫࢜ͅȂ੩࡞̳
ͥȃ

࣭Ȇࡇ͈༞੩߄ါࣇͬၑٜ̳
ͥȃ
࣭Ȇࡇ͈༞੩߄ါࣇ̱ͬͅܖ
̹౷֖ඊু͈ঔॐ̞̾̀ͅࣉ
̢ͥȃ
মުঔ͈षȂထॳͬࣉ̢̈́
̦ͣঔ̳ͥȃ

ષং͒༭̳࣬ͥȃ

ɚɚ

ɚɚ

ɚɚ

ɚɚ

ɚɚ

ɚɚ

ɚɚ

ɚɚ

ထॳ͈ॽழ͙ͬୃͅږ୰ྶ̱Ȃ
࣐ે̳ͥږͬޙȃ

ၑဇͬଢ଼̱̦̈́ͣȂٜࠨॐͬ
֚ͅࣉ̢ͥȃ
մඤယͬ൦̳ͥȃ
մমմͬρͼϋ̵͈̠ͥ͢ͅ
഼͛ͥȃ
ࡄਘ̞̾̀ͅȂૂ༭̳ͥރȃ
ષং͉Ȃࡄਘْࠗͬၛմ̳ͥȃ

ɚɚ

ɚ

ɚ

ɚ

ࡉͤȂഐܽͺΡΨͼΑ̳ͥȃ

ުྩ̱ͬ̀ఈਅ͈͂Ⴒࠈ͈
ા࿂ͬఘࡑ̵̯ͥȃ
ުྩ̱ͬ̀ఈਅ͈͂Ⴒࠈ͈
ા࿂ͬఘࡑ̵̯ͥȃ

মު͈ඤယ͞ၠ̦ͦၑ̧ٜ́̀
̞̥̳ͥͥږȃ

࣭Ȇࡇ͈༞੩߄ါࣇ൝

୪ߚࡄਘ͈ࠑȪાඤȂ
ٸȫ

ࡄਘȪાٸȫ

ুহࡄਘ
মྩ̧͈֨

σȜΙϋমު͈ζΣνͺσا

༹߸۾႓൝ͬା̳ͥ

႕എ̈́ުྩ൦͈ٛঔ

ɚ

ɚ

մ̞̾̀ͅͅ؊̲ͥȃ

ڰ൲ܱဥঞ͈ै଼

ှࢹ͈߸۾ಃȪș͈̥
̫ȫ

ɚ

̧̹̭͉͕́͂͛Ȃະ̈́ത
͉ঐഊ̳ͥȃ

ુުྩ̱ͬ̀ঐ൵̳ͥȃ

ાඤ͈ςϋΞȜΏοϋ

ාۼΑΉΐνȜσ͈ै଼
মުͬঔ̳ͥषͅैުਜ਼
ΏȜΠͬै଼

ાඤ͈ςϋΞȜΏοϋ

ࡇȂঌْུ͈ࠗܖ

ڎਅমުͅ۾Ⴒ༹̳ͥ႓൝ͬ
ା̳ͥȃ

౷֖༗࠲༹
౷֖༗࠲చॐ͈ଔૺ̳ͥͅ۾
ུܖഎ̈́ঐૻȪˤ˒࢚જ࣬
াȫ
౷֖̤̫࣐ͥͅଽူוআ͢ͅ
ͥ࠲ࢫ̩̿ͤူו͍ݞȆ
͈ڰ٨̞̾̀ͅȪ଼31ා
2121ັ࠲อల2121114ȫ

ழఘ͈ٽါͬ୰ྶ

ুহࡄਘ
Ȫ૧ܰनဥ֥ࡄਘȫ
ௗ࢛చ؊ζΣνͺσ͈ै଼

ুহࡄਘ
Ȫ૧ܰनဥ֥ࡄਘȫ

ȁȁȁȁࣉ

様式８−３

ɚ

ɚ

ͅࠚܨ̫ͥսͥैͬܨȃ
ယ̳ͥఠഽͬఱ୨̳ͥͅȃ

ΗͼθςȜ̈́শͅܢ੩࡞̳ͥȃ
ߎ̈́໐̧̠ͬ࣪́ͥ͢ͅ
੩࡞̳ͥȃ
߸۾႒Ȃୠ൝̢ͬȂমު
͈ຈါ̈́໐ͬત̳ٚͥȃ

ɚ

ɚ

ɚ

ɚ

ɚ

ɚ

ɚ

ુ̥ͣდ̱ࣣ̠শͥैͬۼȃ

ྩ̦̞̥ܰͦ̀ͥږ
̱Ȃຈါশঐഊ̳ͥȃ
ΑΉΐνȜσۯၑͬঐ൵Ȃ੩࡞
̳ͥȃ
̴̞̹̾͘শ͉Ȃါ֦ͬྶ̥ͣ
̱̀ͅঐ൵̳ͥȃ
৾ե̞ܰȂࠨवܰ௱̾ͅ
̞͈̀મळ̈́ςϋΞȜΏο
ϋ̳ͬͥȃ
ୃܳͅږմ̧̞̥́̀ͥȂږ
̱ঐ൵̳ͥȃ
̳ͥ۾ͅ۾ܥ߸۾ၳͬέͼ
ςϋΈ̱̀Ȃ୰ྶ̳ͥȃ
ഐܽȂ̦̫̱ͬȂૺ࣐ഽͬ
՜̳ͥȃ

͈დ̩ͬ͢ಶ̧Ȃ༭̳࣬
ͥȃ

ࡄਘ४͈͒حփဳͬা̳ȃ

ಕփমࣜȫུܖഎ̈́ൢోশ͈ܢ࿒հȇɚˍා࿒Ȃɚɚˎා࿒

࣐ଽ֥̱͈͂̀
ෝႁ̫ͬ̾ͥͅ
̧̭̦͂́ͥȃ

ু̞̹͍ͣ͂ڠএ̠ࡄਘ͈͒փဳ
̦̜ͥȃ
Πρήσ͞·τȜθͅచ̱̀చ؊
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
૧̹̈́ڰ൲ͬߓఘ̵̹̯͛ͥͅا
ຈါ̈́মު͈༞੩ါࣇ൝ͬၑٜ̳
̧̭̦ͥ͂́ͥȃ

༗࠲মުঔͅຈါ̈́ܳմȂ
൝͈ै଼̧̳̭̦ͬͥ͂́ͥȃ
ͬ۾ܥ߸۾՜̱Ȃͬڬၑٜ̳
̧̭̦ͥ͂́ͥȃ

ΑΉΐνȜσͬၛ̀̀Ȃષং
̱̦͂̈́ͣমުͬঔ̳
ͥȃ

ྩܰͬၑٜ̱ͥȃ

ɚ

ْུࠗܖȪ༗࠲֓ၷْࠗȆ
ْུͬࠗܖැ൮̤̞̹ͅমު
࠲ࢫ௩ૺْࠗ൝ȫͬ͂͜ͅ
ͬאͥȃ
౾̩ȃ

ɚ

ɚ

۾Ⴒ༹Ȃଷഽ̱ͬḀ̑ͤ
̳̩͞୰ྶ̳ͥȃ

ɚ

ɚ

ɚ

ɚ

ௗ࢛చ؊༹༷ͬঐ൵̳ͥȃ
ఘ͈་̩̿ܨͅاȃ
͈ેͬޙ՜̳ͥȃ
ࡉͥ͂͂͜ͅૂ༭̳ͬރ
ͥȃ
௺ࢃȂਫ਼௺͈́ςϋΞȜ
Ώοϋ̳ͬͥȃ

ɚ

ུܖഎ̈́ൢో
শ͈ܢ࿒հ

૧૽ͬၑٜ̳ͥȃ

ঐ൵৪͈̜̹̦̳̭̈́ͥ͂

۾Ⴒ༹Ȃଷഽ̱ͬḀ̑ͤ
̳̩͞୰ྶ̳ͥȃ

ࡇȂঌ̤̫ͥͅ߸۾໐͈
࣐ଽْࠗͬඋͭ́ၑٜ̳ͥȃ

ࡇȂঌ̤̫ࣣͥͅ૦ࠗޟ
ْ͈༗࠲ছڰ൲໐ͬၑٜ
̳ͥȃ

মުထͬࡉ̱̀Ȃু͈ΑΉ
ΐνȜσۯၑ̧̦́ͥȃ

༗࠲ছڰ൲͈ಎ̤̫ͥͅ൚ު
ྩ͈պ౾̫̿ͬၑٜ̳̭̦ͥ͂́
̧ͥȃ
ْུࠗܖȪঌఆ૦ْࠗޟȂࡇಿ
ܢಎْࠗܢȂ༗࠲֓ၷْࠗȂ࠲ࢫ
ْ̩̿ͤࠗ൝ȫ̞̾̀ͅၑٜ̳ͥ
̧̭̦͂́ͥȃ
ྩ֥̱͂̀ྩܰͬၑٜ̱Ȃ
̧̭̦ͥ͂́ͥȃ

༗࠲ਫ਼Ȇঌఆ̤̫ͥͅ༗࠲ছ
ڰ൲͈ඤယͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́
ͥȃ

̫̩̈́̀ڞ൝ͅდ̳ͬ
ͥȃ
͈ྴஜ͂ဥͬ՜̳
ͥȃ

ழ૽̱͂̀ͬ߸۾ۼ૽̈́ڲ༗
̧̭̦̾͂́ͥȃ
౷֖͈༷͂ഩდȂ࿂୪Ȃௗ࢛͈́
చ؊̧̦ͥ́ͅڲȃ

ਫ਼௺͈মྩઊͬၑٜ̳ͥȃ

࿒ດో଼͈̹̳̭͛ͥ͂ͅ

࣐൲࿒ດ

ै଼ါႀͬ४ࣉͅै଼
̳ͥȃ
֚۾ܥ߸۾။ນ͞ުྩඤယͬ
έͼςϋΈ̳ͥȃ
ॽমਞၭࢃೄ̻ͅષংͅೄ୪
ຈါ̈́༭̧̦࣬́ͥȃ
༭̳࣬ͥȃ
Ȫ˓˳ˏˤȫ
ຈါ̷̭͉͈̈́͂സഽષংͅ
༭࣬ȆႲ၁Ȇ ຈါ̈́Ⴒ၁̧̦́ͥȃ
̭͛͘ͅૂ༭ͬഥ̢ͥȃ
Ȫ̷͕̠̠ͦͭȫ
̥̞̭͉ͣ̈́͂ͅࠚܨ
̧̳̭̦ͬͥ͂́
ຈါ̧̦̈́́ͥȃ
̩ȃ
ͥȃ
ષং̳̈́ͭ́ͥ͜ͅȃ
ڰ൲ਞၭࢃೄ̻ܱ̳ͬͅ
ڰ൲̧ܱ̦́ͥȃ
ͥȃ
ু͈̲̹̭ۜ͂͞փࡉȪփȫ ু͈̲̹̭ۜ͂̈́̓ͬષং
 ڰ൲ ͬ  ̱ ̀ ષ ͬմ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
̳ͥͅȃ
ংȆ൳ၯ͈ην
ΣΉȜΏοϋͬ ু͈ංփ̈́໐͂ߎ̈́໐̦ ߎ̈́໐ͬளೄ̫ͅগ
̧̭̦ͥ͂́ͥȃ ̥ͤȂ੩࡞̧̫̭̦ͬͥ͂́ ͛Ȃ഼̳̠࣪ͥ͢ͅႁ̳ͬ
ͥȃ
ͥȃ
ڎমު͈आ༹ݶ႓ȂȂါࣇ൝ आ༹ݶ႓൝͓̦ͬ̈́ͣުྩ
͈ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ͬঔ̳ͥȃ
ڎমުͬঔ̳ͥಎ́Ȃඤယ
মު͈ඤယȆၠ͈ͦၑٜ̳̭ͬͥ
ၠͦͬ՜̱Ȃু͈ͬڬ
̧̦͂́ͥȃ
ၑٜ̳ͥȃ
༗࠲ڰ൲༹͈എआ
ݶȪ൝ȫ͞ ڰΙȜθ͈֥̱֚͂̀ ̳̹ضͬڬΙȜθ͈֥̱֚͂̀ͬފ
൲ ఘ ଷ ̦ ၑ ٜ ́ ̧̭̦͂́ͥȃ
ఱ୨̳ͥͅȃ
̧Ȃக̧́ͥȃ ાඤ͈ఈ͈ਅ͈͂Ⴒࠈ͈ఱ୨ ఈਅ͂ވ൳̱̹ުྩͬঔ
̯ͬၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
̳ͥȃ
༗࠲Ȇ֓ၷȆছΙȜθ̤̫ͥͅ
ΙȜθ̤̫ͥͅူוআ͈ڬ
ူוআ͈ͬڬၑٜ̳̭̦ͥ͂́
̞̾̀ͅࣉ̢ͥȃ
̧ͥȃ
̹̽״ْུࠗͅܖထॳ͈ॽழ͙ͬ ൚ުྩ̱ͬ̀Ȃထॳ͈ॽ
ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ழ͙ͬၑٜ̱Ȃ࣐̳ͥȃ
মྩমު͈ଇ௸Ȇഎ̈́ږঔ̦́ মྩমުͬଇ௸Ȇഎͅږঔ
̳ͥȃ
࣐ଽͅאຈါ̈́ ̧ͥȃ
মྩੜၑ̳̭ͬͥ ުྩͅຈါ̈́ڎਅ࣐ଽૂ༭͞ൡ
൚ުྩͅຈါ̈́ૂ༭൝͈ါ
̧̦͂́ͥȃ
ࠗȂऔ൝͈ါതͬၑٜ̳̭ͥ͂
തͬၑٜ̳ͥȃ
̧̦́ͥȃ
൚ުྩ͈࿒എȆ࿒ດͬၑٜ̳ͥ
ঔါࣇͬै଼̳ͥȃ
̧̭̦͂́ͥȃ
ࣾඳ̈́ম႕͈͒చ؊̱̠̳͂ͥ͢ ࣾඳম႕̞̾̀ͅȂષংͅ
փဳͬ̾ȃ
̳ͥȃ
෴ͬ͛ͥȃ
෴̧̭̦ͬ͛ͥ͂́ͥȃ
෴͈ࡔ֦ͬଢ଼̳ͥȃ
ॽম͈͒փဳ̦ࣞ
̞ȃ
মުͅచ̳ͥմ̳̭̦ͬͥ͂́ ࿒എో଼͈̹͛Ȃࢥຳ͞٨
̧ͥȃ
തͬ́մ̧́ͥȃ

ழ͈֥̱֚͂̀
͈ুͬژ̭̾͂
̧̦́ͥȃ

࣐ଽͅ൱̩
̱͈͂̀ুͬژ
̧̭̦̾͂́ͥȃ

ུܖ࿒ດ
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૧හ଼֥͈ܿ֗
΅ȜεͼϋΠȊ!ঐ൵ఘଷ

ȁ૧හူוআ଼̦̱͂̀ಿ̱̞̩̹͉̀͛ͅȂા̜̹̽ͅ׳ίυΈρθ͈ै଼ͅ
̢حȂ̷̦࡛ͦͅા́ڰဥ̧́ͥঐ൵ఘଷ̦̜̥̠̥̦ͥ̓ఱ་ਹါ̳̈́ͤ͘ͅȃ

１．職場における指導体制
⑴

指導責任者、プリセプター、サポーター等の配置とその役割

ȁ૧හူוআ̦ਠං̳ͥຈါ̦̜̯ͥ͂ͦͥෝႁུ͉ܖෝႁȂ࣐ଽෝႁȂഎෝႁ̞͂̽
̀ఉ̳̞̹̀̽ͩ͘ͅܚȃ̷͈̹͛ͅਫ਼௺̳ͥΈσȜί͞߸ͅࡠ̵̴Ȃঐ൵ୣහ৪͈
౯́Ȃͤ͢എ̈́Α΅σ̹ͬ̽ਫ਼௺͈߸۾৪͞ਫ਼௺߸۾͈ٸ৪͂Ⴒࠈ଼̱̀֗ͅ൚̹
ͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ
表４

指導者の配置とその役割

ঐ൵ୣහ৪

׳ίυΈρθ͈ୣහ৪̜́ͤȂ૧හူוআȂίςΓίΗȜȂεȜΗȜȪۯ
ၑ৪͚ͬ܄ȫ͈ା̳ͬͥȃΈσȜί̜́ͦ͊هಿȂ߸̜́ͦ͊߸ಿͬே
̱̞̦̀ͥȂழેͤ͢ͅޙͅ་ࢵ̳ͥຈါ̦̜ͥȃ

ίςΓίΗȜ

ೄ୪͈ঐ൵৪Ȃ੩࡞৪ȂڬκΟσ൝ȃ
ίςΓίΞͻ͂ාႢഎͅ߃̩̹̦ࣣ̠͘૽̦ࢡ̱̞͘ȃ̜ͤ͘ා̦ၗ
̧̞͉ͦ̀ͥ͂ͅȂ̱͂̀༆̷͈ͬͅεȜΗȜ͈ಎ̥ͣͭ́
͜ၻ̞ȃ

εȜΗȜ

ίςΓίΗȜͥ͢ͅض̦࢘֗ޗഎ࣐̠ͩͦͥ͢ͅͅȂ૧හူוআ͂ίςΓ
ίΗȜͬεȜΠ̳ͥȃΈσȜίඤ͈֥̹͉͘߸֥̦̭ͦͅ൚̳ͥȃ

֗
଼
ͺΡΨͼΎȜ

ུܖഎෝႁȂ࣐ଽෝႁȂഎෝႁ̞̾̀ͅȂͤ͢എ̈́Α΅σͬ̾
૽ऺ଼ͬ֗ͺΡΨͼΎȜ̱̜̥̲͂̀ͣ͛ঐ̱̤̩̀ȃ

＜参考＞
指導者の基本姿勢（教師に要求される仕事とそのための力量から考える！）
①人間はだれでも成長発達する豊かな可能性を秘めており、その可能性を現実化して自
分を拡大し、変革していきたいという願いを持っている。
②個々の内面を知り、思いや考えを理解する技術や能力が求められている。
③指導者自身も人間としての発達途上にあり、人格形成の過程を歩んでいる。「教える
ことは教えられることである」教育は、教えられる側と指導者との人間的発達を同時
にめざしていく活動である。
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新任行政栄養士の指導体制
ȁఱനঌ଼͉́2:ාഽͅȂ͉̲͛̀नဥ̯̹ͦۯၑူוআȪౙඊ౾ȫ̞̾̀ͅȂঐ൵ࠗ
଼ْ͈̞̯̞́ͥ̀ͦ֗̀̿ͅܖȂ̷͈ম႕ͬત̱̳ٚ͘ȃ̹͘Ȃףന༗࠲ਫ਼͉́Ȃ଼31
ාഽͅनဥ̯̹ͦۯၑူוআ̞̾̀ͅȂાඤ଼͈́֗ఘଷ͈̹̯ͬ́ͦاޑȂ̷͈ম႕ͬ
ત̱̳ٚ͘ȃ

ম႕ˍ

ఱനঌ̤̫ͥͅ૧හۯၑူוআঐ൵ْࠗ

ˍȅ࿒എ
ȁ૧හۯၑူוআ்̦ͅܢાͅഐ؊̱Ȃৗ͈࢜ષ̹ͬͥ͛ȂུܖෝႁȪު૽̱͂
͈̀ܖயȫȂ࣐ଽෝႁȪ౷֖༗࠲ڰ൲͈आݶ୰ྶȫȂෝႁȪူוঐ൵͈েȆܿȫ͈
ൢో࿒ດȁ͂ঐ൵ඤယͬྶ̥̱ͣͅȂழഎ଼̳̭֗ͥ͂ͬͅ࿒എ̳͂ͥȃ
ˎȅۼܢȁȁˏාۼ
ˏȅ࡛හ֗ޗఘࠏ
職場外研修

ȁȁ൚

専門研修
・保健所管理栄養士による指導
・他市町の栄養士活動見学
・施設見学
・県新任保健師等研修

ঐ൵ୣහ৪

εȜΗȜ

・自治研修
・プリセプターによる指導
・地域活動栄養士の指導の見学

ঐ൵ْ͈ࠗୣහ৪
ঐ൵ບث

ೄ୪͈ঐ൵৪
ঐ൵৪ȪίςΓίΗȜȫ
ș͈ުྩ̞̾̀ͅঐ
Ȫ໗৽හ༗࠲ȫ
൵੩࡞

行政研修
職場内研修

ȁȁڬ

൚ުྩ̞̾̀ͅঐ൵
੩࡞

ူוআ଼֗ͺΡΨͼΎȜ എেȆ͈ܿঐ
Ȫ༗࠲ਫ਼ۯၑူוআȫ ൵
ުષ͈ڬκΟσ
Ȫ౷֖ڰ൲ူוআȫ

自己啓発

ːȅෝႁ͈ൢో࿒ດ
ȁˍȫ֗δρϋΞͻͺ଼ْܑ͈֗մͬै଼̧́ͥȃ
ȁˎȫࡢ૽ȆزȆਬ౬ͅచ̱̀ഐ୨̈́ူוঐ൵̧̦́ͥȃ
ˑȅ࣐൲࿒ດ͂ঐ൵༹༷ȁȁ༆ঞ͈̤͂ͤ
˒ȅບ༹༷ث
ȁˍȫુഎ̈́ບث
ȁȁȆ༗࠲মު͞زང࿚̈́̓ͬঔ̳ͥष͉ͅȂ૧හ৪͂ঔஜȂঔࢃͅდ̱ࣣ̞࣐ͬ
̞Ȃهఴͬྶ̥̱ͣͅȂో଼ે̳ͥږͬޙȃ
ȁˎȫࣣഎ̈́ບث
ȁȁȆ૧හ৪͂ίςΓίΗȜ͉ບثΙͿΛ·ΏȜΠͬڰဥ̱ȂˏȆ˒Ȇ23ῴ̮͂ুࡨບ
̳ͥثȃ̹͘Ȃঐ൵ୣහ৪͂ో଼ે̱ږͬޙȂో଼̧̞̞́̀̈́ത̷̞͉͈̾̀ͅ
ၑဇٜ͂ࠨॐͬࣉ̢Ȃో଼༹̳̹͈༷ͥ͛ͬྶ̳ͥاږȃ
ȁȁȆ૧හ৪͉˒ώࢃȂ23ώࢃ͈ু࿒ດͬ୭̳ͥȃ
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ڰδρϋ
Ξͻͺ଼֗ͬ࿒
ঐ̱Ȃຈါ̈́ૂ
༭ਓਬ̧̦́
ͥȃ

ૂ༭ਓ
ਬȆ
औࡄݪ
ෝႁ
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ူו༹Ȃ࠲ࢫ௩ૺ༹Ȃུ༹֗ܖȂ۾ူו
Ⴒͬඋ͚ȃ

ူוڎমު͈आ۾༹͈͂ݶႲȆমު࿒എͬၑ
ٜ̳ͥȃ

ఘ͈ၠͦͬ՜̧́ͥȃ
ܳմ̧̩̭̦ͬ͂́ͥ͞ȃ

ٛࠗȆࠀমྩఘ͈ၠͦͬၑ̧ٜ́ͥȃ

ঌྦྷ̥͈ͣৗ࿚ͅ൞̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ

ڎমު͈आ༹ݶ႓ȂমྩঔါႀȂထॳ
͈ॽழ͙̦ၑ̧ٜ́ͥȃ

মྩུ͈ܖ
̫ͬ̾ͥͅȃ

ٛ ࠗȆ ࠀ  ম ྩ
ུ͈̾ͬͅܖ
̫ͥȃ

໐Ȇॽ͈هম̦
̥ͥȃ

༗࠲ڰ൲༹͈എ
आڰ͞ݶ൲ఘଷ
̦ၑ̧ٜ́ͥȃ

ၗ͈٨ഁ̈́̓ຈါ̈́ૂ༭̧ͬͥ́͢ރ
̠ঐ൵̳ͥȃ

מ༹͙ͬͥȃူו໐͈ထॳࠗષ͂ထॳ
࣐࣐̠ͬȃ

ڎਅ͈মྩઊ൝ͬඋ͚ȃ

़ྩܰ௱͈୰ྶ̩ͬȃΎͼθΑͬঀ̠ȃ

ఱനঌੜၑܰȂఱനঌমྩࠨवܰͬ୰ྶ
̳ͥȃ

ْࣣࠗͬඋ͚ȃْ̜͈֗ࠗͥͅ߸۾
ͬඋ͚ȃ

ুࡨอ

ુުྩ́ࡢ༆ঐ൵ͬঔ̳ͥȃ
ੜߚࣾඳম႕̞͉̾̀ͅȂΉȜΑ൦̳ͥȃ

ࡢ૽͈ఘેޙȆેူוఠȂڰࠊ൝ͅచ
؊̱̹ڰ׳Ȃူוঐ൵̧̦́ͥȃ

౷֖ڰ൲ူוআͅຈါ̈́েܿͬ́͞ރ
̧ͥȃ

අಭ͈ାၑ͉ুࡨڠਠ

ڎρͼέΑΞȜΐ͈ેူוఠȂ࣐൲൝͈අ
ಭͬၑ̧ٜ́ͥȃ

౷֖ඤ͈ူוআ͈ంहͬ՜̧́ͥȃ

ভش༗࠲͈ܡంၳ͈ਓਬ̥ͣهఴͬାၑ̳
ͥȃ

౷ߊ࠲ࢫޗْܑ͈ঔͬ༗࠲͂൳ฺ̱̀
ঔ̳ͥȃ

ူוȆڰ࿂̥͈̦ͣ׳ຈါ̯͂ͦͥম
ުͅȂু̥ͣୟޭഎͅ۾ဓ̧́ͥȃ

ভش༗࠲໐ٛͬঐ൵৪͈ࡓȂْܑȆא
̧́ͥȃ

͉̾ͣ̾ޗ̦ഐ୨ͅঔ̧̠́ͥ͢ঐ൵̳
ͥȃ

ঐ൵৪͈ͺΡΨͼᾼਲ̽̀ͬྩުူוഐ୨
ͅঔ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

࿒ດో଼͈خ๛၇͉ͅບثζȜ·Ȫɝȇ࿒ດτασో଼ȁȁɛȇ଼ో͇ٽȁɢȇठͬ֗ޗါ̳ͥȫ͈ນা̳ͬͥȃ

ུܖഎ
ෝႁ͂
࣐ଽෝ
ႁ

̳֗ͥͅ۾ఠऔࠫه͂ͬ͜ͅضఴଢ଼
̧̦̠́ͥ͢ঐ൵̳ͥȃ

औࠫͬضఈ౷֖͈ူוȆڰఠ͂ڛ
̱̀Ȃ౷֖͈هఴଢ଼̧̦́ͥȃ

ঐ൵৪͉ঌ̜͈ͥͬ͜ͅ୰ྶȃ

̳֗ͥͅ۾ఠऔ̧̦̠́ͥ͢ঐ൵̳
ͥȃ౷ߊ൩औ̳ͬͥȃ

ူוȆڰऔͬȂఈਅ͈ފႁͬං̀
ঔ̧́ͥȃ

ڰͅ׳ຈါ̈́ऺޗȆͬߓޗഐ୨఼ͅ
̱̹ͤȂै଼̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

̳֗ͥͅ۾ఠऔ఼̧༹͈༷ͬ́ͥ͢
̠ঐ൵̳ͥȃ

ڰδρϋΞͻͺ͈ࡃڠਠ̳ͬͥȃ

ူוȆڰऔ༹͈༷აͬȂ౷֖අ͞࿒
എ̵఼ࣣ̱ͩ̀ͅմ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ

ڰδρϋΞͻͺͅ۾Ⴒ̳ͥൡࠗၳ͞۾
Ⴒૂ༭ͬ՜̱Ȃၑ̧ٜ́ͥȃ

ঌ͈༷ૻ͇ͬٽ̞̽̀ͥȃ

মު࿒എͅచ؊
̱̀Ȃ౷֖͈
۾Ⴒ͈২࡙ٛ
͂Ⴒࠈ̧́ͥȃ

Ⴒࠈ
ା২ٛ
࡙͈
ٳอෝ
ႁ

ဘ࠲ͺϋΉȜΠͬଢ଼̱Ȃهఴͬྶږ
̳ͥاȃ

࣭Ȇࡇ͈ঐૻ̧̿ͅܖ੩࡞̳ͥȃ

ူוআ͈ٛ͒४حȃ

ˍා࿒͉༗࠲ਫ਼ူוআ͂ΉȜΑ൦ٛͬ႕
́ঔȃ
ˎා࿒͉༗࠲ਫ਼ူוআͅଟশ̱Ȃঐ൵ͬ
̫ͥȃ

͉̾ͣ̾ޗْܑ͈̞̾̀ͅ੩࡞ȃ
൳࣐̱̀੩࡞̳ͥȃ

༗࠲ਫ਼͈̱̱خෝ͈͈̈́͜୰ྶͬ༗࠲ਫ਼
̥̫ͣͥȃ

̳֗ͥͅ۾ఠऔࠫه͂ͬ͜ͅضఴଢ଼
̧̦̠́ͥ͢ঐ൵̳ͥȃ

̳֗ͥͅ۾ఠऔ̧̦̠́ͥ͢ͅঐ൵̳
ͥȃ

̳֗ͥͅ۾ఠऔ఼̧༹͈༷ͬ́ͥ͢
̠ঐ൵̳ͥȃ

ವ༰Ȃ
ݯΓϋΗȜˏਫ਼ȃ˦˝ࡉ߆५Ȃ
ཤ२ຯȂ̧ࣣ࣐ͅঔ୭ࡉ̳ͥڠȃ

࠲ࢫ௩ૺْ͈ࠗ̈́̓ܡం͈ၳͬള̳ȃ࠲ࢫ
௩ૺͺϋΉȜΠࠫه̥ͣضఴͬ՜̵̯ͥȃ ུ૽͈͛ͅݥ؊̲̀ঐ൵̳ͥȃ
Ȫুࡨڠਠȫ

ˤ2:
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ో଼
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ో଼
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ˑ

˒

˓

˔
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１）食育ボランティア育成の企画案を作成できる
２）個人・家族・集団に対して適切な栄養指導ができる

ŐŇŇĮŐŋŕȪાٸȫ

行動目標
(大目標)

ူו٨ުྩ൚৪Ⴒ၁ٛ̀ͅ୰ྶ̳ͥȃ
࠲ࢫಿ̱͇͈͘ڰ൲͉ুࡨڠਠ̳ͥȃ

ঐȁȁ൵ȁȁ༷ȁȁ༹

༦ঊȆ଼૽Ȇভش༗࠲͈ူו໐ͬ୰ྶ̳ͥȃ

ŐŋŕȪાඤȫ

౷֖͈ူוȆ͈ڰ٨͈̹͈͛Ȃߓఘഎ ΞȜζͬࠨ͛̀ίςΏȜΡίυΏȜΡκΟσ
̈́ͺίυȜΙ༹༷͈̞̩̥̾ͬা̧́ͥȃ Ȫ࠲ࢫ֗ޗκΟσȫͬڰဥ̱ै଼̳ͥȃ

౷֖͈ူוȆڰષ͈هఴ̞̾̀ͅྶͅږ
อ࡞̧̠́ͥ̈́ͥ͢ͅȃ

ၳ̥ͣ౷֖͈ူוȂڰષ͈هఴͬ՜
̧́ͥȃ

ܡంȆ࡛࣐͈ူו٨মުȪঔ༹༷Ȃ̷͈
࢘̓̈́ضȫͬ՜̧́ͥȃ

࣐ȁ൲ȁ࿒ȁດ
Ȫ࿒ດȫ

行動目標と指導方法（評価チェックシート）

ঌ͈༷ૻ̦̥
ͥȃ

ူו͈ڰ࿂
̥ͣȂഐ୨̈́
ͬ׳ঔ̧́
ͥȃ

ভش༗࠲໐
ٛͬٳट̧́
ͥȃ

ࡢ ༆
ΉȜΑ
͈͒
׳ෝႁ

༗࠲ম
ުא
ෝႁ

মުْܑ͈Ȇၛ
մ͈ͅူו
̱̥ͬ̀ڰ४ْ
̧́ͥȃ

༗࠲ম
ުܑ͈
ْȆၛ
մෝႁ

͉̾ͣ̾ޗ͈
࿒ എ ͬ ၑ ٜ ̱Ȃ
ఈ͂۾ܥႲࠈ̱
̀ঔ̳̭ͥ͂
̧̦́ͥȃ

࣐൲࿒ດ
Ȫಎ࿒ດȫ

ͦͣ͛ݥ
ͥෝႁ

別紙
ˍ

ˎ ˏ

࿒ດో଼͈خ๛

ུ૽

ུ૽

ঐ൵৪

ঐ൵৪

ম႕ˎ

ףന༗࠲ਫ਼࠲ࢫ௩ૺΈσȜί̤̫ͥͅ૧හူוআ̞̀̾ͅ׳

ঐ ൵ ࿒ എ Ȇ૧හ৪̦Ȃ்ͅܢાͅഐ؊̳ͥȃ
Ȇ૧හ৪̦Ȃࡇ֥̱͈࣐͂̀ଽෝႁ̫ͬ̾ͅȂࡇྦྷȜΫΑ̦ঔ̧́ͥȃ
Ȇ૧හ৪̦Ȃਤמ͈ণത̫ͬ̾ͅȂ༗࠲ਫ਼ူוআ̱͈͂̀ުྩ̦ঔ
̧́ͥȃ
ঐ൵ۼܢ

ˍාۼ

ঐ൵ఘଷ

ঐ൵ୣහ৪ȇΈσȜίهಿ
ίςΓίΗȜȇူוঐ൵৽හ
εȜΗȜȇΈσȜί֥

ঐ
͈

൵


৪
ڬ

ঐ൵ୣහ৪ȇঐ൵༷ૻ͈ࠨȂঐ൵ఘଷ̩̿ͤȂˍྀ̥͈ບث
ίςΓίΗȜȇঐ൵ْ͈ࠗै଼Ȃྩঐ൵Ȃુ͈
εȜΗȜȇྩঐ൵Ȃુ͈

ාْࠗۼ

ɛːȡ21͉Ȃȶ૧ܰनဥ֥͈̫වͦ͂ঐ൵͈ૺ༷͛ȷȪോआࡇুহࡄ
ਘਫ਼ȫ͈ા̤̫ͥͅঐ൵͈༭࣬ͤ͢ͅȂ̮͂ͅ࿒ດ͈୭͂ບͬث
૧හ৪ȂίςΓίΗȜȂঐ൵ୣහ৪࣐̠͂ȃ
ɛȶോआࡇ૽মࣉهນȷͬڰဥ̱Ȃஜߓ͈ܢࢃܢఘഎْࠗͬै଼Ȃບͬث૧
හ৪Ȃঐ൵ୣහ৪࣐̠́ȃ
ɛȶ૧හশ࣐͈ܢଽူוআ׳ίυΈρθȪै଼ಎȫȷͬ͏̢͘Ȃȶ౷֖̤ͅ
̫࣐ͥଽူוআͥ͢ͅ࠲ࢫ̩̿ͤူו͍ݞڰ٨ུ͈ܖঐૻȷ̿ͅܖ
̩ުྩ̦ঔ̧̠́ͥ͢༗࠲ਫ਼ူוআ͈̞̾̀ͅȂ࡛හ߱Ⴏ࣐̠ͬȃ
ɛාഽྎͅȂ૧හူוআ׳๊̞͈̾̀ͅજٛ͂ষාഽ̞̾ͅૻ༷׳
̠࣐݈̀ͬފȃ

ঐ൵ঔેޙ
ࡄਘ४ح

༗࠲ਫ਼ުྩ

ঌఆުྩ

ࣉ

⡒❽⡔

Ȇࡇ૧ܰनဥ৪ࡄ Ȇ  ͂ ঊ ͈ ͢ ̞ ভ ͈  ϋ Ȇ٨ٛȪࡉ Ȇ༗࠲ਫ਼ުྩȂ
ਘ
·ȜσȪ൳࣐ঔȫ
ڠȫ
൚ުྩ͈୰ྶ
Ȇ૧ܰनဥ༗࠲ Ȇٸ଼ူוນাഝང࿚
Ȇူו٨ުྩ͈
൝ࡄਘٛ
Ȫࡉڠȫ
୰ྶ
Ȇਫ਼ඤ૧ܰनဥ৪ Ȇ࠷֖࠲ࢫಿ̱͇͘χȜ
Ȇࡇ൚৪݈ٛ४
ࡄਘ
΅ϋΈȂאտ֥ٛȪ४
ح
حȫ
Ȇ࠲ࢫಿ̱͇͘
Ȇݯঔ୭ਬ౬ঐ൵Ȫࡉ
ଔૺέȜρθ
ڠȫ
͈͒४ح
Ȇݯঔ୭ࡢ༆ঐ൵Ȫࡉ
Ȇࡇ٨41ਔාܱ
ڠȫ
ැఱٛ४ح
ȆၑȂူוআ྾ݺমྩ
Ȫ൳࣐ঔȫ
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༗࠲ਫ਼ުྩ

Ȇࡇ૧හܢ༗࠲
൝ࡄਘٛ
Ȇ૧૽শܢ༗࠲
൝͈̹͈͛׳
ࡄਘٛ
Ȇ࠷֖ൠෂພࡄਘ
ٛ
ȆΩΕϋࡄਘ
Ȇ૧ܰनဥ֥൝
૽ࡀȆ൳გ࿚ఴ
ࡄਘ

Ȇ࠷֖࠲ࢫಿ̱͇͘ଔૺ
݈ٛȪ൳࣐ঔȫ
Ȇ֗ΥΛΠχȜ·݈ٛ
Ȫ൳࣐ঔȫ
Ȇ֗ࡄਘٛȪ൳࣐ঔȫ
ȆڠਠȪ൳࣐ঔȫ
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ঔȫ
ȆঌȂहူוআࡄਘ
Ȫ൳࣐ঔȫ
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Ȫ൳࣐ঔȫ
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Ȇ̦͈֚ͩزၠΏͿέၳၑ
ϋ·Ȝσૣऔْܑ͈ٛ
ঔȪ൳࣐ঔȫ
Ȇݯঔ୭ࡢ༆ঐ൵Ȫ൳࣐
ঔȫ
Ȇછಸۛၑਠ
Ȫ൳࣐ঔȫ
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࣐ঔȫ
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Ȇȶভਔۛထཡ
ۯၑȷࡄਘٛ
Ȇਫ਼ඤ૧ܰनဥ
֥୪ߚࡄਘ
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ਘٛ

ঌఆުྩ

ࣉ

Ȇၑٛٛ४
ح
Ȇভش༗࠲κΟσ
ࢷࡉڠ
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Ȫ४حȫ
Ȫ൳࣐ঔȫ
Ȇףനঌڰ٨
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⑵

新任栄養士個人にあった支援プログラムの作成
ȁུίυΈρθͬ४ࣉ̱̀ͅȂ૧හူוআ̦̤̥̹ͦૄͬࣉၪ̱Ȃ̹͘૧හူוআ͈
փࡉͬ৾ͤͅව̦ͦ̈́ͣȂ૧හူוআ̜̹̽ͅࡢ૽͈׳ίυΈρθȪ࿒ດ͞ບث
͚ͬ܄ȫͬै଼̳ͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ

⑶

新任栄養士個人にあった支援プログラムの管理
ȁ૧හူוআུ͈͉׳ίυΈρθ̦̳࣐ͦͩ̀̽͘ͅ״Ȃ̭͈ίυΈρθ̦ͅో
଼̧̞̥̠̥̞͉́̀ͥ̓̾̀ͅȂșത̯ͦͥຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ૧හူוআ͂ίς
ΓίΗȜ͈͉́ۼȂުྩଛུ࣐͈̜ͥ́ܖȶ༭࣬ȂႲ၁Ȃȷͬഔೲ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ
মުȪང࿚Ȃ֗ޗȂমྩैު൝ȫ̮͂Ȃ̹͘șത̳̭̦ͥ͂ຈါ̳́ȃ̹͘هಿ͞
߸ಿ൝ঐ൵ୣහ৪͜ુ͈ȶ༭࣬ȂႲ၁Ȃȷ̲ͬ̀ίυΈρθ͈ۯၑ࣐̞̳ͬ͘ȃ
ȁ̯ͣͅഐ൚̈́শͅܢίςΓίΗȜ͂ঐ൵ୣහ৪̦ಎ͂̈́̽̀ȂίυΈρθఘͬບ
̱ثȂાࣣ͉̽̀͢ͅࡉೄ̱̱̞̩ͬ̀ຈါ̦̜̳ͤ͘ȃ̷͈ष͉ͅίςΓίΗȜ͂ঐ
൵৪̦ಎ̹͂̈́̽ບͬޙેثષং൝ͅ༭̱࣬Ȃփࡉ̳̭۟ͬͥ͂͜ਹါ̳͂̈́ͤ͘ȃ

２．地域における指導体制
ȁ૧හူוআ͈͈׳ા͉Ȃ֥̱͂̀ުྩ̲ͬ̀ા̤̞̀ͅಎ࣐̭̦ͩͦͥ͂ͅ
ུ̳ͤ̈́͂͘ܖȃ̱̥̱Ȃ࡛̀ͬા́ঐ൵̳̭͉ͥ͂ࣾඳ̳́ȃ̷ͦͬεȜΠ̳ͥఘ
ଷ̱͂̀Ȃࡇτασ͈́ࡄਘٛ͞૧හ৪൳আ͈փࡉ͈۟ા͈ږ༗̱̳ͬ͘ȃࡇ́
ঔ̱̹ࡄਘͬͤ͢ߓఘ̹̳͛ͥͅاȂ༗࠲ਫ਼ͬಎ̱̹͂౷֖̤̞̀ͅࡄਘ͈ાͬږ༗̳
̭̦ͥ͂ਹါ̳́ȃ

（県）新任保
健師研修

指導・助言
新任保健師
報告・連絡・相談
相談

プリセプター
（若手の中堅保健師）

（県）中堅の研修保
健活動企画研修

報告・連絡・相談
指導・助言

指導・助言

（県）指導者研修

指導者
（係長クラス）
評価会議
保健所：保健所管内の研修・保健所管内指導者連絡会等
県：保健所保健指導担当者会・現任教育支援検討会

図９

職場内の指導体制及び保健所管内の指導体制
（｢新任時期の保健師支援プログラム｣より抜粋）
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̭̺̫͉ͦ̽̀
̧̤̹̞ܖயে

ȁ⅐ȁ࡛හ֗ޗఘࠏ
ȁ⅑ȁਤמڰ൲͈ͺίυȜΙ༹༷
ȁ⅒ȁ࠲ࢫ̩̿ͤڰ൲
ȁ⅓ȁ֨ဥࡃȂ४ࣉࡃ
ȁ⅔ȁ̧̤̹̞̽̀ဥࢊ

⑴

現任教育体系

ȁ౷֖༗࠲༹లˏૄ͉́ȂঌఆȂസൽຸࡇȂ࣭͈ୣྩ̱͂̀౷֖༗࠲ਲম৪͈ৗ͈࢜
ષ഼̭̦̯̤͛ͥ͂ܰͦ̀ͤͅȂ̹͘Ȃ൳༹లːૄ̩̿ͅܖ౷֖༗࠲చॐ͈ଔૺ̳ͅ۾
ུͥܖഎ̈́ঐૻ̤̞̀ͅȂঌఆ͍ݞസൽຸࡇ͉૽ऺ͈ৗ͈࢜ષ̱͂̀Ȃ֥ͅచ̳ͥ
ࡄਘْܑ͈͍ݞା֚ͬࡓഎ࣐̠ͅఘଷା̳̭ͬͥ͂Ȃࡄਘඤယْܑ͈͍ݞঔ̞̾ͅ
̀߸۾໐ޫ̦Ⴒࠈ̳̭ͥ͂൝̦ܱ̯̤ͦ̀ͤȂ̹͘സൽຸࡇ͉ঌఆ͈͛ͅݥ؊̲Ȃঌ
ఆ֥ͅచ̳ͥఘࠏഎ̈́ࡄਘْͬࠗഎͅଔૺ̳̭̦ͥ͂া̯̞ͦ̀ͥȃ

現任教育体系の骨格

職場外研修
（Oﬀ-JT）

専門研修

ジョブローテーション

職場内研修
（OJT）

行政研修

図10

教育体系図
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⑵

公衆衛生活動のアプローチ方法

ȁਤמڰ൲͈ͺίυȜΙ༹༷̱͂̀యນഎ͈͉̈́͜Ȃࡢ૽͈͒ͺίυȜΙȪŪůťŪŷŪťŶŢŭġ
ŢűűųŰŢŤũȫ
Ȃਬ౬͈͒ͺίυȜΙȪŨųŰŶűġŢűűųŰŢŤũ*Ȃ౷֖২͈ٛ͒ͺίυȜΙȪŤŰŮŮŶůŪŵźġ
ŢűűųŰŢŤũȫ̜́ͤȂ̭͈ˏ͈͉̾߸۾22͈̠͢ͅၑٜ̯̞̳ͦ̀͘ȃ౷֖༗࠲ڰ൲ͬജ
̹̜̳̀̽ͥͅٳȂુ̭͈ͅˏ͈̾ͺίυȜΙࣣͬഎͅࣉ̢̭ͥ͂́Ȃࡢ૽̦൲̧Ȃਬ
౬̦൲̧Ȃ౷֖২͈ٛ൲̧͒͂ࢩ̦̳ͤ͘ȃ̹͘౷֖২͈ٛેఠ͈་͞ا൲̧̦Ȃ̯ͣͅ
ࡢ૽͞ਬ౬͈൲̧͈ૺاอജ̦̳̾̈́ͤ͘ͅȪ23*¢

Community
Approach
Individual
Approach

Group
Approach

図11

個人の
エンパワーメント

アプローチの三様式

グループの
エンパワーメント

図12

コミュニティー
エンパワーメント

活動の広がりと相互作用
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⑶

健康づくり活動

１．地域保健活動の特徴
ȁ౷֖ͬచય̱̹͂༗࠲ڰ൲͉͂Ȃ̹̺ౙͅ౷֖̞̠͂ςͺͬచય̱̹͂ڰ൲̩́̈́Ȃ
౷֖ͬࢹ଼̳ͥࡢ૽ȂزȂΈσȜί൝౷֖̜ͥͅழȂ࣐ଽ͚ͬ܄౷֖̯̳ͥ͘ͅ߸۾
̰̈́͘۾ܥ߸۾Ȃ̷͈ఈ౷֖ͅంह̳ͥ২ٛΏΑΞθ͞ুட۪ޏ൝࠲ࢫͅ߸̳͓ͥ̀ͬచ
ય̱̹͂༗࠲ڰ൲̳́ȃ
２．地域を対象とした保健活動の必然性
ȁ૽̧͉̹ͥ͛ͅ֏ਯ͉̻ͧͭ͜ȂزȂॽমȂڠਠ۪̰̯̈́̓̈́͘͘ޏ౷֖͈۪ޏ
͈ಎ̳̞̱́̀͘ڰȃ̷̷̸̱͉̤̀ͦͦࡽ̞ͅ૬̩̤ࣣ̱ͤ̀̽߸۾Ȃࡢ૽͈࠲ࢫ࿚
ఴ̜́̽̀͜౷֖͈ڰਠ͞ޏ۪ڰ൝ͅ૬̩आ̰̱̞̳̀͘ȃ̷͈̹͛ͅ࠲ࢫ࿚ఴͬ
༴̢̹൚ম৪ͬই͛Ȃ౷֖ͬαȜΑ̱̹͂౷֖༗࠲ڰ൲͈ຈட̦̜̳ͤ͘ȃ
ȁ༗࠲ڰ൲ͬக̳͈̦ͥ͜౷֖ͬచય̱̹͂༗࠲ڰ൲͈ຈါͬে̯༷͉ͦͥ࢜ͅఱ
̧̩ˎ̫̳̾ͣͦ͘ͅȃ
ȁӱزང࿚̥ͣইͤ͘Ȃ̷͈ࡢ૽Ȇز͈࿚ఴٜͬࠨ̳̹ͥ͛ͅȂࡢ૽͈࿚ఴ͈͙̩́̈́Ȃ
ز͞౷֖͈࿚ఴȂ̯ͣͅ࿚ఴٜͬࠨ̳̹ͥ͛ͅ౷֖͈͈̠̦̓̈́͢׳ຈါ̥̈́ͥͅ
͂ࣉ̢ͥಎ́Ȃ౷֖͈࿚ఴ͞ࡢ૽Ȇز̢ͬͥΈσȜί͈৾ͤழ͙͈͂͞۾ܥ߸۾Ⴒ
ࠈ̦̈́̓ে̯ͦͥાࣣȃ
ȁӲ౷֖̦́ةఱ̧̞࿚ఴ̞̥̈́̽̀ͥͬͅ՜̳̹ͥ͛ͅ౷֖౯༹͈ͬဥ̞̀౷֖͈
࿚ఴͬڠشഎͅে̱Ȃ̷͈ٜࠨ̹ͬͥ͛ͅ౷֖ఘ͈৾ͤழ͙͈ຈါ̦ে̯ͦ
ͥાࣣȃ
̹͘Ȃ౷֖͈ಎ́՜̯̹ͦهఴ͈̠ͬ̓̈́͢ၞٜ́ࠨ̱̞̩̥̀ͬȂষ͈ˎ̾ͅߊ
̧̳́͘ȃ
ȁȁӱࡢ૽τασ͞زτασ̥ٜ́̈́ͭ͂ࠨ̧͈́ͥ͜ȃ
ȁȁӲ౷֖͈২۪ٛͬޏା̢̭ͥ͂́ࡢ૽͞زτασ͈ٜࠨ̱̳̩͈̈́ͥ͜͞ȃ̹͘ࡢ૽Ȇ
ز഼͈ႁ͈͙ٜ́ࠨ̦ࣾඳ̜́ͤȂ౷֖ਯྦྷȂ࣐ଽȂ۾ܥ߸۾൝̹ͬ͛܄ழഎ̈́
഼ႁ̦ຈါ͈̈́͜ȃ
ȁهఴٜࠨ͈̹͛ࡢ૽എ̹͉͘ழഎ৾ͤழ͙ͬȂͼιȜΐ̱̳̞̠͢͞ͅ24ͅা̱͘
̱̹ȃࡢ૽എ৾ͤழ͙̥Ȃழഎ৾ͤழ͙̥͈ਹ͉هఴͤ͢ͅ։̳̦̈́ͤ͘Ȃ̻̥̓ͣ
͈ਹ̦ఱ̧̞̺̫́Ȃ̻̥͈͙ٜ̓ͣ́ࠨ̵̯͈͉̜ͦͥ́ͤͭ͘͜ȃ

組織的取り組み
個人的取り組み
図13

課題解決
のための取り組み

課題解決のための取り組み全体、個人的取り組み、組織的取り組みの関係
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３．課題解決のための取り組み例
ȁຽڰ൲̱̞̀ͥম႕ȶࡢ૽͈࣐͈͒൲་ယȷ͂ȶࣞࠬգ͈ۯၑȷͬ႕̱̀ͅȂ̷
̸͈ͦͦߓఘഎచॐ̥ͣȶࡢ૽എ഼ႁȷ
ȶزȆΈσȜί׳ȷ
ȶ২۪̩ٛͤ̿ޏȷͅ႒̱Ȃ
̷͈ඤယͬ25Ȃ26ͅা̱̱̹͘ȃȪष͉·ςͺΛΠ̫̞ͣͦ̈́ͅાࣣ̦ఉ̞̳́ȃȫ

ӱ̠̱ͬ͢
個人的努力

Ӳ഼͈ႁ
ӳͬ൲͍ݞ̫ັܥ഼ႁ͈εȜΠ
ȁȪಏۼȂ׳δρϋΞͻͺȂ༗࠲ΑΗΛέ൝ȫ

家族・グループ支援

Ӵાਫ਼͈ڐఱ
ӵ̹̭͊୕͈௩୕

社会環境づくり

൝

禁煙しようと思いやすい地域づくりを目指す
禁煙しようと思えば禁煙しやすい地域づくりを目指す
子どもが喫煙しなくてすむ地域づくりを目指す
図14

個人の禁煙への行動変容

ӱࣞࠬգછۯၑ͈͒൲̫ັܥ
個人的努力

Ӳࣞࠬգછۯၑ഼͈ႁ
ӳࣞࠬգછۯၑͬ൲͍ݞ̫ັܥ഼ႁ͈εȜΠ

家族・グループ支援

ȁȪಏۼȂ༗࠲֓ၷΑΗΛέ൝ȫ
Ӵ̱̳̞۪͞ޏା
ȁȪ߃̩̥̥̫ͤ̾֓ͬͅږ༗Ȃ̧͉̞͈͂ͅږ༗൝ȫ

社会環境づくり

ӵ֓ၷ͈ৗ͈࢜ષ

安心して高血圧の管理ができる地域づくりを目指す
さらに高血圧にならない地域づくりを目指す
図15

高血圧症の管理
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４．健康な地域づくりとは
ȁ27͈ȶ࠲ࢫ̈́౷֖̩̿ͤȷ͉Ȃ25Ȃ26͈ˎ͈̾ম႕๊͈̹̱֚ͬͤ́͢͜اȂڰ
͈ৗ͈࢜ષͬ࿒ດ̱͂Ȃવ͈ٺఱ̧̯ͬाൽ̱͂̀ນ̱Ȃȶࡢ૽എ഼ႁȷȶزȆΈσȜί
͈׳ȷȶ࠲ࢫ̩̳̿ͤͬͥ׳২۪̩ٛͤ̿ޏȷ͈ͬ߸۾ນ̱̹͈̳́͜ȃ

（島内1987，吉田・藤内1995を一部改変）

図16

健康な地域づくりのイメージ図

５．健康なまちづくりと疾病予防・介護予防対策との関係
ȁ౷֖༗࠲ڰ൲̱͂̀Ȃٚࢌထཡ͞ιΗδςΛ·ΏϋΡυȜθထཡ৾ͤͅழ͚̭̜͂ͧ͜
̠̱Ȃ̦ͭထཡȂুफ़ထཡȂݘఞထཡ৾ͤͅழ͚̭̜̳̦͂ͤ͘͜Ȃ౷֖༗࠲ڰ൲ജ͈ٳ
۷ത̥ͣࣉ̢ͥ͂Ȃ̷ͦͣࡢ༆͈ۛထཡ͈͙ͬ࿒ঐ̱̞͈͉̩̀ͥ́̈́̀Ȃ࿒എ͉࠲ࢫ
എ́ͤ͢ၻ̞౷֖২̩ٛ̿ͤȪ࠲ࢫ̩ͬͤ̿ޏ۪̳ͥ׳ȫ̜́ͤȂ̷̭ͅਯ͚૽ș͈͢
ͤၻ̞̳́ڰȃ̷͈̹͛ͅȂু̹̻͈̻͉͘ু̹̻́ैͤષ̬̞̠ͥ͂ਯྦྷুহ͈
ୈ૰ͬসူ̱Ȃ౷֖২͈ٛழ̯̹ͦႁ଼̳̭ͬ֗ͥ͂ͬఱ୨̱̞̳̀͘ͅȃ
ȁ࠲ࢫ̻̩͈̈́̿ͤ͘ণതͬࡉ̴ͩͅȂ̭͈۪̱֚͂̀ພထཡ̜́ͥΧͼςΑ·ͺί
υȜΙ͞εάντȜΏοϋͺίυȜΙͬպ౾ັ̫Ȃచય৪֚͂̈́̽̀ͅڰ൲ͬജ̳ͥٳ
উସ̦ఱ୨̳́Ȫ28ȫȃ̢̹͂͊ȂΧͼςΑ·ͺίυȜΙ̱ͬ̀ࣞςΑ·৪͈ΈσȜ
ίࠁ଼Ȫࣞࠬգ͈ٛ൝ȫͬͤȂ̭͈ΈσȜί̦࠲ࢫ̩̿ͤ൲͈ςȜΘ̱͂̀Ȃ࠲ࢫ
࣒͈֗ޗͬই͛౷֖͈အș̈́ા࿂́ڰ̱̞̀ͥ৾ͤழ͙͉Ȃڎ౷́க଼̯ͦݷͬض
̬̞̳̀͘ȃ̹͘ȂεάντȜΏοϋͺίυȜΙ̱͂̀౷֖̪͙͈ͥෞಎထཡڰ൲৾ͅ
ͤழ͚̭͂́Ȃ࠲ࢫ̩͈̿ͤ౷ߊழ଼̦̯֗ͦȂࣞࠬգ͞ෞಎထཡ̴̺̫͂̓ͣ͘ͅ
ͅ࠲ࢫ͈̩ͬͤ৾ͤ̿ޏ۪̳ͥ׳ழ͙Ȫ࠲ࢫ̻̩̈́̿ͤ͘ȫ͒͂อജ̱̞̀ͥ৾ͤழ͙
̹̩̯̜̳ͭͤ͘͜ȃ̴̞ͦ͜Ȃ࠲ࢫ̈́౷֖̩͈̿ͤণത̱̥̞̹̭̦ͬ̽ͤ͂̽̀͂Ȃ
ਹါ̈́εͼϋΠ̳́ȃ
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ポピュレーションアプローチ

ハイリスクアプローチ

特定高齢者施策

メタボリック
シンドローム対策

一般高齢者施策

介護予防対策

働き盛りの健康づくり

高齢者の健康づくり

健康なまちづくり
図17

健康なまちづくりと疾病予防・介護予防対策の関係

ȜΪȜήτͼ·
ȁ֓ၷࢹ௮٨͈ڟ࿒ঐ̳͈̱͂̀͜Ȃڰਠພచॐٚ͞ࢌထཡ
చॐ̦ଔૺ̯ͦই̱̹͛͘ȃ̷͈ಎ́ȶΧͼςΑ·ͺίυȜΙȷ
ȶε
άντȜΏοϋͺίυȜΙȷ
̞̠͂࡞ဩ̧̦̞̳̀̀͘ȃ
̭͈̹͛Ȃ
̭ͦͣ͂ȶηνΣΞͻͺίυȜΙȷ̞̾̀ͅ୰ྶ̱̳ͬ͘ȃ

コミュニティアプローチとは
ȁηνΣΞͻȜͺίυȜΙ͉͂ȶ౷֖২͈ٛਯྦྷ̦ͤ͢ၻ̞̹͚͛ͅאͬڰȂ̷
ͦͬஷߓ̞̱ͥ̀ٺఘഎ̈́࿚ఴͬอࡉ̱Ȃआ̷ུ͚͌ͅૄͬଢ଼̱̀Ȃ̷͈౷֖২
ٛͅ௲̱̹చॐͬਏၛȆঔ̱Ȃ࿚ఴٜͬࠨ̱̞̩֚̀Ⴒً͈ȷ
Ȫ֔ఈ£ηνΣ
ΞͻͺίυȜΙ͈ၑა༹͂ܿ¤Ȃ2:74ȫ̯̤͂ͦ̀ͤȂ̷͈ߓఘഎ̈́ജ༹̦༷ٳ౷֖
౯Ȫࢩ݅ȫ̳́ȃ̭͈͉݅ͅȂ
ȶஷ̞̱ͥ̀ٺ࿚ఴȷ͈อࡉٜ͞ࠨ̺̫͉̩́̈́ȶ௯
ૺါ֦ȷ͈՜͞௩̢̓̈́ͥحͬޑ༞௷̧̳͓໐̜̱̠̦ͥ́͜͡Ȃ౷֖২ٛͬచ
યུ̳̞̠͂ͥ͂ܖഎণത͉Ȃ̳̳ࣽ͘͘ਹါ̧̞̳̈́̽̀̀͘ͅȃ
ȁηνΣΞͻͺίυȜΙ͈ঔ৪͉Ȃ౷֖ਯྦྷȂزȂ࣐ଽȂྦྷۼ౬ఘ൝̜́ͤȂ
৾ͤழ͙̽̀͢ͅ౷֖̦൲̧ȪηνΣΞͻΘͼη·ΑȫȂ
౷֖ႁȪηνΣΞͻ
ϋΩχȜιϋΠȫ̦̳ࣞͤ͘͘ȃηνΣΞͻͺίυȜΙ͉ȂηνΣΞͻ͈ܥ
ෝȂႁͬփে̱͈̀৾ͤழ͙̜́ͤȂ౷֖༗࠲ڰ൲ུ͈ܖഎ̈́ণതȂউସ̷͈͈͜
̜́ͥ͂࡞̢̳͘ȃ

ハイリスクアプローチ・ポピュレーションアプローチとは
ȁΧͼςΑ·ͺίυȜΙ͞εάντȜΏοϋͺίυȜΙ͉͂Ȃ̜ͥඅ͈ۛͬထ
ཡ̳̹ͥ͛ͅȂڠעഎ̈́۷ത̥ͣȂ൱̧̥̫ͥచય̞ͬࣞςΑ·̹ͬ̽૽ͅࡠ
̳͈̥ͥȂࢩ̩༦ਬ౬ఘ̳͈̥̞̠͂ͥ͂Ȃచય͈֑̞ͬփে̱̹࡞̞༷̳́ȃ
࡛हȂ࢚Ⴛ൱જ̦̱̞̀ͥΧͼςΑ·ͺίυȜΙ͂εάντȜΏοϋͺί
υȜΙ͜Ȃٚࢌထཡ͞ιΗδςΛ·ΏϋΡυȜθထཡ̞̠͂Ȃඅ͈ۛ͞ેఠ͒
͈ထཡచॐͬঐ̱̀ঀ̞̳ͩͦ̀͘ȃ
ȁ ౷ ֖ ༗ ࠲  ڰ൲ ͈ ા ࿂ ́ ͉Ȃ ႕ ̢ ͊ අ  ͈  ۛ ͅ  ͥ ̳ ۾ਬ ౬ ֗ ޗȪhspvq!
bqqspbdiȫ࣐̠ͬાࣣͅȂΧͼςΑ·ͺίυȜΙ̱͂̀ςΑ·͈̞ࣞ૽ͬਬ͛̀Έ
σȜίͬا࿒ঐ̳̭̜̳̱͂ͤ͘͜ȂεάντȜΏοϋͺίυȜΙ̱͂̀ࢩ̩౷֖
ͅ४ح৪ͬ༡̽̀౷֖ڰ൲͈ςȜΘȜͬူ଼̳̭̜̳ͥ͂ͤ͘͜ȃ
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⑸

知っておきたい用語

ဥȁȁࢊ
ˍȫϋάΞϋ
ΏȜ

ٽȁȁȁȁȁါ

ȁങȁ൝

ϋάΞϋΏȜ͉͂Ȃ଼͂݅৽ض̵̀ဥ ˤ27/ˏȶ૧හশ̫̤ͥͅܢ
̞ͣͦͥࣉ̢༷́Ȃȶ̞ࣞުୡͬષ̬ͥ૽ ౷֖༗࠲ਲম৪͈࡛හ֗ޗ
ऺͅࡉͣͦͥඅȷ̥͂ȶ଼̞ࣞͬض࡛ ̳ͥͅ۾൦༭࣬ȷ
̧̱̞̩̭̦࣐̀͂́ͥ൲අȷ൝͂݅
̫̿ͣͦͥȃ૽͉ۼȂ̹̽̀ͦ͘૽ڒ
͞ڒȂधෝ൝͈ષͅȂࢃഛഎ̈́֗͢ͅޗ
ͤȂেͬਠං̱̹ͤȂࠐࡑ̲ͬ̀Α΅
σ̫̞̩̦ͬ̾̀ͅȂ࣐൲අ̦ഐ୨́
̷̧̫̥̳̭̦̈́ͦ͊ͦͣͬ͂́ͅ
̞̈́ȃϋάΞϋΏȜ͉ȂউସȂࣉ̢༷Ȃ
࣐൲Ȃث۷Ȃ̭̺ͩͤ൝ͬা̳͈̜́͜
ͥȃ

ˎȫ౷ߊ౯

༗࠲̦൚̳ͥ౷ߊͅచ̱̀ুু͈ ५ಱঊȇ༗࠲ິڰ൲̤ͅ
ڰ൲ْ̜͈̠࣐̱ࠗͤ́̀͜ͅ۾Ȃ౷֖ ̫ͥ౷ߊ౯͈փ݅͂هఴȂ
౯͉͂ੈ༆̳ͥփࣺ̞ͬ͛̀ͥȃȪ̭͈ ༗࠲ິॠধȂ57)5*;378-2::1
ष͈౷֖౯͉Ȃ̷͈౷֖̤̫ͥͅΰσΑ
ΣȜΒ͈՜͂ခٜ࢘̈́ࠨॐͬࡉ̞̺̳̭
͂ͬ࿒എͅȂ
ȶ౷֖༗࠲ڰ൲ͅਲম̳̯ͥ
̰̈́͘͘͞߸۾৪̦ފ൱̱̀ജ̳ٳ
͈̜ͥ́ͥ͜ȷ

ˏȫ౷֖౯

౷֖ਯྦྷ͈࠲ࢫષ͈هఴ̷͈͂ࠊͬྶͣ ਗఱڠ֓ڠ໐༗࠲شڠȇ
̥̳ͥ͂ͅͅވȂ̷͈ٜࠨ༹༷ͬࡉ̞̺̳ ཻ ࡔ ̧ ͢ ͙Ȫ ࣽ ͬ උ ͙ ٜ
༗࠲ڰ൲͈͈֚̾ίυΓΆ̜̜ͤܿ́ ̩༗࠲ڰ൲͈΅ȜχȜΡ͢
ͥȃ౷֖౯͉Ȃ౷֖ਯྦྷ͈࠲ࢫ͂հͬ ͤȫ
࿒ঐ̱̀Ȃ࢘ضഎͅ༗࠲ڰ൲ͬঔ̳̹ͥ
࣐͈̜͛ͩͦͥ́ͤ͜ͅȂ౷֖౯Ȫૂ༭
ਓਬȆଢ଼ȫɨْࠗၛմɨঔɨບ͈֚ث
Ⴒ͈ίυΓΑ͈̜֚ͥ́͜ٴȃ౷֖౯
̤̞̀ͅȂྶ̥̱ͣͅȂٜࠨ̱̠̳͂ͥ͢
͈͉౷֖ਯྦྷু͈࠲ࢫهఴ̜́ͤȂ̷ͦ
͉ͅ౷֖ਯྦྷ͈࿚ఴٜࠨ͈ෝႁ̭ͬࣞ͛ͥ
̦͂ະ̜ͥ́ࠧخȃ౷֖౯͉౷֖༗࠲
̺̫̩́̈́Ȃ۾Ⴒ̳ͥਅ͂ਯྦྷ̦ފ
൱࣐̠͈̜́́ͥ͜ȃ
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ဥȁȁࢊ
ːȫ౷ߊণ

ٽȁȁȁȁȁါ

ȁങȁ൝

ু͈ͣ౷ߊͬ༜̧Ȃু͈࿒́ࡉ̀Ȃ̹͘

ޛရঊȇ౷֖ۭࢌ౯ͅ

̲ۜ̀ૂ༭ͬං༹༷ͥ

̤̫ͥ౷ߊণ͈և͈΄ͼ
Ρρͼϋै଼͈দ͙ȇނ
ఱڠఱ࠲شݪࡄࠏڠ֭֓ڠ
ࢫڠشȆۭࢌࢲڠ౷֖ۭ
ࢌڠ

ˑȫΰσΑίυ
κȜΏοϋ

૽ș̦ু͈ͣ࠲ࢫͬϋΠυȜσ̱Ȃ٨

ඤਘඵȆ܊ȇ༗࠲

̧̳̭̦̠̳ͥ͂́ͥͥ͢ͅίυΓΑȃ

ْࠗॐζΣνͺσΰσΑ

ΰσΑίυκȜΏοϋ͈ˎ͈̾ಔ͉Ȃӱࡢ

ίυκȜΏοϋ͈க͈̹

૽̦࠲ࢫͬϋΠυȜσ̳ͥෝႁ̢ͬͥ

͛ͅȂΰσΑͼϋΑΓ

̠̳̭ͥ͂͢ͅȪਯྦྷ৽ఘȫȃӲࡢ૽ͬ৾

ϋΗȜ -3112

ͤͅࢫ࠲ͬޏ۪̩ے̳̠ͥ͢ͅ٨̳ͥ
̭͂Ȫ۪̩ͤ̿ޏȫȃ
ུܖഎ͉ͅ࠲ࢫͬࢩ̞փྙ͈́২ٛഎიழ

பआ౺ঃȇ̞ͬ͘උ͙ٜ̩

͙͈ಎ̢̭́͂ͣͥ͂Ȃ̾ͤ͘Ȃ૽ș͈࠲

༗࠲ڰ൲͈΅ȜχȜΡȂ

ࢫͬ࢜ષ̵̯͉ͥͅࡢ૽͈͒൱̧̥̫̺̫

ű52.56Ȃ֓ڠ֭Ȃ3113

͉̩́̈́Ȃ૽ș̩ͬ৾ͤےȂ২ٛഎ۪ͬޏ
͈͒ޏ۪̰̯͚̈́͘͘܄൱̧̥̫̦ਹါ́
̜ͥȃ̯ͣͅȂພထཡ͈̠͢ͅౙͅ՛̞
ેఠ͈̈́ͥͬͅཡ̪̞̠͂કޭഎউସ͉́
̩̈́Ȃ૽ș̦ুอഎͅ࠲ࢫͬ࢜ષ̵̯ͥႁ
̞̠ͬ̾͂ஜ̧࢜̈́উସ͜ΰσΑίυ
κȜΏοϋ͈අಭ̜́ͥȃ
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૧හশ࣐͈ܢଽူוআ׳
ίυΈρθै଼൦ࠐً
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ါ
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లˍٝ

༗࠲۪ شޏȆ૧හশ͈ܢ༗࠲͈هఴ༷̞͂࢜̾̀ͅ

଼31ා˕3:⓻

ݪࡄڠਫ਼

Ȇ૽ऺ଼֗ίυΈρθུ͈ܖഎম͈ࣜାၑ̞̾̀ͅ
Ȇ૧හশ଼֗ऺ૽͈ܢίυΈρθࣸঊ͂ඤယ͈൦
̞̾̀ͅ

Ȫैު໐ٛȫ

༗࠲ਫ਼ Ȇ૧හူוআൢో࿒ດ͈ږ

଼31ා2229⓼

ȆުྩঐૻȂুࡨບثΙͿΛ·ΏȜΠ͈൦

లˎٝ

༗࠲۪ شޏȆࡔմै଼͈̹͈͛փࡉ۟

଼31ා2236⓼

ݪࡄڠਫ਼

Ȫैު໐ٛȫ

ઐࢺঌ

ȆகίυΈρθ൦

଼31ා2327⓼
Ȫैު໐ٛȫ
଼31ා232:⓿
Ȫैު໐ٛȫ

༗࠲ਫ਼ ȆުྩঐૻȂুࡨບثΙͿΛ·ΏȜΠ͈൦
ȆகίυΈρθ൦
༗࠲ਫ਼ ȆࡇๅȂঌఆๅުྩঐૻ͈൦

଼32ාˍ˒⓼
Ȫैު໐ٛȫ

༗࠲ਫ਼ ȆࡇๅȂঌఆๅުྩঐૻ͈൦

଼32ාˎ21⓼
଼32ාˎ

Ȇࡔմͬࡓͅ൦տ֥ٛιϋΨȜ͈փࡉਬ

଼32ාˎȡˏ

Ȇࡔմͬࡓͅ༗࠲ਫ਼Ȃঌఆ͈փࡉਬ
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作成検討会名簿
＜助言者＞
ਫ਼ȁȁȁȁȁȁ௺

ȁȁྴ

ോआࡇၛఱڠౣܢఱڠ໐࠲ࢫشڠူו



ോ

ਫ਼

आ

ࡇ

ຩ

ന

༗

࠲

ਫ਼

ޗ

ঙȁȁྴ


ྴგനὈঊ

ಿ

࢛ȁैו

＜検討メンバー＞
ਫ਼ȁȁȁ௺
ઐ

ࢺ

ȁȁྴ

ȁਅ

ঙȁȁྴ

ঌ

໗৽හۯၑူוআ

ۯၑူוআ

๑ঊ



ධ

༗

࠲

ਫ਼

৽

ۚ

ۯၑူוআ

ाུȁࢬঊ





༗

࠲

ਫ਼

৽

ۚ

ۯၑူוআ

ઐུࠃ၌ঊ

ף

ന

༗

࠲

ਫ਼

ူ וঐ൵৽හ

ۯၑူוআ

ཱ̥̤ͤ

ȁȁྴ

ȁਅ

ঙȁȁྴ

＜事務局＞
ਫ਼ȁȁȁ௺
࠲

ࢫ

ଔ

ૺ

ه

༗࠲۪ݪࡄڠشޏਫ਼

ˣ

˨

༗

࠲



࿆حȁં

ˣ

˨

༗

࠲



ݿȁࢨখ

৽

හ

ۯၑူוআ

܊ȁೄঊ

ۚ

༗



ȁྶঊ

ۚ

ۯၑူוআ

ॄݠȁೄঊ

৽

ȁ

৽

࠲

Ȫࠉઠၞȫ
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（参考）

ਯྦྷ̥ͣܢఞ̯࣐ͦͥଽူוআ̹͉̈́ͥ͛ͅͅȉ
ȁˏාո͈ئ૧හ࣐ଽူוআ൝ͬచયͅȂࡄਘٛȪ3119ා˓25Ȇ26ȫͬٳट̱̱̹͘ȃ
ȁ̷͈ίυΈρθ͈ಎ́Ȃȶਯྦྷ̥ͣܢఞ̯ͦͥူוআȆভמشআ̹͉̈́ͥ͛ͅͅȉȷͬΞȜζͅȂρ
ασχȜ·༹͈ͬဥ̞̀ȂΈσȜί́დ̱ࣣ̞̱ͬȂ̯̹ͦփࡉͬȂٜͅນ̱̀อນ̱̹͈́ત
̱̳ٚ͘ȃ

̜̹͈̈́ႋ͈ူוআȆভמشআ
１グループ（栄養士4名・歯科衛
生士1名）では、「あなたの隣の栄
養士・歯科衛生士」として竹の子を
イメージし、竹のように大空を目指
してグングンと成長していきたい。
たとえつまずくことがあっても、し
なやかに倒れず、竹を割ったような
さばさばした人でありたいという思
いを表現しました。

˰ൟᐯǒƕܱោưƖǔ
Ȇਯྦྷ̯̱͒͞ڢຈါͬഥ̢ͥڰ൲
Ȇਯྦྷু̦க̧̠̬́ͥ̾̈́ͥ͢

˰ൟƕɼ˳ƱƳǔѣƕưƖǔ
Ȇྀࠑ̧́ͥͺΡΨͼΆ̧̦ͥ
Ȇਯྦྷ͈࿒̜̹̽ͅ୰ྶ̧̦́ͥ

ᛢ᫆Ǜ৭੮ưƖǔ
Ȇ౷֖͈࿚ఴതȆૂ͈՜

ȍȃȈȯȸǯ˺ǓƕưƖǔ
Ȇ൳̲ਅ൳আ͈Ⴒࠈ
Ȇఈ͈ਅ͈͂Ⴒࠈ

ᢘЏƳऴإ੩̓ƕưƖǔ
ȆΞτΫ̈́̓ૂ༭̦ใ၈̳ͥಎȂ
ୃ̱̞েͬഥ̢ͣͦͥ
Ȇ࿒̥̠̭͈ͣͧഎ̈́েͬ
ഥ̢ͣͦͥ

ᇰ᫊∝
ႉⅳഫ⇓∏∐⅓

ؾƮƘǓƕ
ưƖǔ

̮᫂ưƖǔʴ᧓᧙̞ƮƘǓƕưƖǔ
Ȇ͈ܨ̻͙ͬͤ৾ݦȂ̲̩̞̽ͤ
̀ͅࠚܨ̧̧̦́ͥͥ́߸۾

Ȇ২࡙͈ٛڰ
ဥȂ̦́ރ
̧ͥ

ᐯЎᐯ៲ƷဃોծƕưƖǔ

ᐯࠁգႆƕưƖǔ

Ȇ࠲ࢫ̩̿ͤͬুͣகȆ࣐̱̀
ু͞୰ංႁ̵̹̭ͬͥ͂͜

Ȇո͈ٸ໙ࢩ̞ে̭ͬ̾͂͜
Ȇুอഎͅ૧̱̞̭͈͂༓ޑ

̷͙ਵ͈̠̈́͢ူוআȪ̞̈́ͣ৾ܨȂ̧͈̭̞̈́Ȃస̵̥̞͈ࠧ̈́͜ͅȫ
›⁁⁆

ԛ֠

Ȫ̞̥أ
͕̳̽͂ͥȫ

Ȫ̩͉̞͈̈́̀̈́ͣ̈́͜ȃྙ
̦͈ͤ̈́̾૽͂૽͉ࡘحȫ

２グループ（栄養士
5名）では、気取らな
い、飽きのこない、食
卓にかかせないもので
あるみそ汁のような栄
養士をイメージして表
現しました。

ȶ૽ྤͬఱ୨̳ͥͅူוআȷ

ᝃᏵ
Ȫ๊֚എ́հ̩Ȃͅව
̳̞ͤ͞ȃક̦اၻ̩Ȃ
̞̦ࣞثူוȃ̻͝
̥ͭͣఱ૽́͘Ḁ̑
ͣ͜ࢡ̥ͦͥߓऺȃ
ȫ

ȶ̱̹̞
ȁȁ߃̈́ူוআȷ

ئעငᓔ
Ȫ౷֖͈Ȇ
ȁȁ౷֖͈අಭȫ

ȶ౷֖ͬఱ୨̳ͥͅူוআȷ

ƜǜƿƩƠȪ؈̦૬̞ူוআȫ
ųų
ȶ͈̱̀͂زেȷ

ȆτΏά͈ރȆड૧͈েȆ͈̱̀͂زে

Ȇ́࠲ࢫͅȁ
Ȇ౷֖͈࣐ͬଽͅ
ȆͺάȜσ̧̥ͣ͒̿ܨ

ƍǓƜƩƠȪူוআུ͈ܖȫ
ऴ༏

ų
ȶ̧̧̞̞̱̞͂̀ͥူוআȷ

ǈƦ൬ƷܦᲛ

͜ఘ̱̩͜Ȇ͚̱ͬڢȆഥ̢ͥႁ

Ȫˑ૽͈এ̞ͬେͤັ̫̱̹͘ȫ

Ȫഐഽ̈́͛ࠨ͈ྙ̦ࡘحغȫ

ȶஜ̧࢜̈́উସ͂ݖ۷എণ
ത̵ͬ̾ူוআȷ
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