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「健康な食事・食環境」コンソーシアム規約 

 

（名称） 
第１条 本コンソーシアムの名称は、「健康な食事・食環境」コンソーシアムとする。 

 

（目的） 

第２条 本コンソーシアムは、「健康寿命の延伸」を実現するため、「健康な食事・

食環境」認証制度の質を担保し、その普及を目的とする。 

 
（活動） 

第３条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）「健康な食事・食環境」推進事業に関する広報 
（２）「健康な食事・食環境」推進事業における認証審査にかかる業務 

（３）「健康な食事・食環境」推進事業の内容や進め方に関する検討、提言 

（４）その他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な取組 

 

（構成） 

第４条 本コンソーシアムの目的や活動に賛同する学協会で構成する。 

２ 本コンソーシアムを構成する団体は、代表者を１人置く。 

３ 代表者は、当該団体を代表し、コンソーシアムの会議等に出席する。 

４ 代表者に諸事情があるときは、各団体は代理者を立てることができる。 

 

（役員） 

第５条 本コンソーシアムに、世話役と副世話役を置く。 

２ 世話役は特定非営利活動法人日本栄養改善学会、副世話役は日本給食経営管理学会

が担当する。 

３ 世話役は本コンソーシアムを代表し会務を総括する。副世話役は世話役を補佐する。 

 

（会議） 

第６条 本コンソーシアムの会議は、コンソーシアム会議と認証審査委員会の２種と

する。 

２ 会議の構成員は、本コンソーシアムを構成する全学協会とする。 
３ コンソーシアム会議は、原則年１回以上開催するほか、世話役が必要と認めたとき

に開催することができる。 
４ 認証審査委員会は、「健康な食事・食環境」の認証について審議し、決定する。 
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５ コンソーシアム会議の議決は、出席者（代理出席、委任状を含む）の過半数の同意を

もって決するものとし、可否同数のときは、世話役の決するところによる。 
６ 認証審査委員会の議決は、出席者（代理出席、委任状を含む）全員の同意をもって決

するものとする。 

７ 会議は世話役が招集する。 

８ 会議の議長は世話役が務める。 

９ 会議の議事録は、議事概要を作成し、HP にて公開する。 

 

（経費の負担） 

第７条 本コンソーシアムの活動を含む「健康な食事・食環境」推進事業の経費は、世

話役および副世話役が協同で確保する。 

２ 前項の規定にかかわらず、本規約第７条に定める会議の出席にかかる旅費等は、各

学協会の負担とする。 

 

（事務局） 

第９条 本コンソーシアムの庶務業務を行うために、事務局を置く。 
２ 事務局は、「健康な食事・食環境」コンソーシアム事務局が担当し、世話役の下、連

絡調整・事業推進の補佐等事務を担当する。 
３ 事務局は、以下の場所に置く。 
  〒350-0288 埼玉県坂戸市千代田 3-9-21 女子栄養大学 食生態学研究室内 

 

（その他） 

第１０条 本規約は、コンソーシアム会議の議決をもって変更することができる。 

２ 本規約に定めるほか、本コンソーシアムの運営上必要な事項については、世話役お

よび副世話役が別に定めるものとする。 

 

附則 

１ 本規約は、2017年 12月 21日から施行する。 

２ 本コンソーシアムを構成する設立当初の構成団体は別表のとおりとする。 

３ 2020年 8月１日改正。 
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別表 設立当初の構成団体 
 

名称 代表者役職 代表者 

特定非営利活動法人健康経営研究会  理事長 岡田 邦夫 

特定非営利活動法人日本栄養改善学会  理事長 武見 ゆかり 

日本給食経営管理学会 理事長 赤尾 正 
特定非営利活動法人日本高血圧学会  理事長 伊藤 貞嘉 

一般社団法人日本公衆衛生学会  理事長 磯 博康 

一般社団法人日本糖尿病学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本肥満学会 理事長 門脇 孝 

 

 
 

2018年 8月 11日現在 

名称 代表者役職 代表者 

特定非営利活動法人健康経営研究会  理事長 岡田 邦夫 

特定非営利活動法人日本栄養改善学会  理事長 武見 ゆかり 

日本給食経営管理学会 理事長 赤尾 正 
特定非営利活動法人日本高血圧学会  理事長 伊藤 貞嘉 

一般社団法人日本公衆衛生学会  理事長 磯 博康 

一般社団法人日本糖尿病学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本肥満学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本健康教育学会 理事長 神馬 征峰 

一般社団法人日本腎臓学会 理事長 柏原 直樹 

一般社団法人日本動脈硬化学会 理事長 山下 静也 
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2019年 4月 22日現在 

名称 代表者役職 代表者 

特定非営利活動法人健康経営研究会  理事長 岡田 邦夫 

特定非営利活動法人日本栄養改善学会  理事長 武見 ゆかり 

日本給食経営管理学会 理事長 赤尾 正 
特定非営利活動法人日本高血圧学会  理事長 伊藤 裕 

一般社団法人日本公衆衛生学会  理事長 磯 博康 

一般社団法人日本糖尿病学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本肥満学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本健康教育学会 理事長 神馬 征峰 

一般社団法人日本腎臓学会 理事長 柏原 直樹 

一般社団法人日本動脈硬化学会 理事長 山下 静也 

公益社団法人日本補綴歯科学会 理事長 市川 哲雄 

公益社団法人日本産業衛生学会 理事長 川上 憲人 

  世話役 日本栄養改善学会，副世話役 日本給食経営管理学会    

 

 

2019年 7月 24日現在 

名称 代表者役職 代表者 

特定非営利活動法人健康経営研究会  理事長 岡田 邦夫 

特定非営利活動法人日本栄養改善学会  理事長 武見 ゆかり 

日本給食経営管理学会 理事長 赤尾 正 
特定非営利活動法人日本高血圧学会  理事長 伊藤 裕 

一般社団法人日本公衆衛生学会  理事長 磯 博康 

一般社団法人日本糖尿病学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本肥満学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本健康教育学会 理事長 武見 ゆかり 

一般社団法人日本腎臓学会 理事長 柏原 直樹 

一般社団法人日本動脈硬化学会 理事長 山下 静也 

公益社団法人日本補綴歯科学会 理事長 大川 周治 

公益社団法人日本産業衛生学会 理事長 川上 憲人 

一般社団法人日本がん予防学会 理事長 石川 秀樹 

  世話役 日本栄養改善学会，副世話役 日本給食経営管理学会    
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2020年 8月 1日現在 

名称 代表者役職 代表者 

特定非営利活動法人健康経営研究会  理事長 岡田 邦夫 

特定非営利活動法人日本栄養改善学会  理事長 村山 伸子 

日本給食経営管理学会 理事長 赤尾 正 
特定非営利活動法人日本高血圧学会  理事長 伊藤 裕 

一般社団法人日本公衆衛生学会  理事長 磯 博康 

一般社団法人日本糖尿病学会 理事長 植木 浩二郎 

一般社団法人日本肥満学会 理事長 門脇 孝 

一般社団法人日本健康教育学会 理事長 武見 ゆかり 

一般社団法人日本腎臓学会 理事長 柏原 直樹 

一般社団法人日本動脈硬化学会 理事長 平田 健一 

公益社団法人日本補綴歯科学会 理事長 大川 周治 

公益社団法人日本産業衛生学会 理事長 川上 憲人 

一般社団法人日本がん予防学会 理事長 石川 秀樹 

  世話役 日本栄養改善学会，副世話役 日本給食経営管理学会    

 


