
資料８ 

次期国民健康づくり運動プラン策定に関する意見聴取の進め方（案） 

 

 

次期国民健康づくり運動のプラン策定に当たっては、関係学会、自治体、関

係団体、等との関係の重要性から、以下の通り、意見聴取を行いながら、次期

国民健康づくり運動のプラン策定を進めていくこととする。 

 

 

 

○ 関係学会 

別紙１の関係学会に対し、書面にて意見聴取を行う。開始時期に関しては平

成２３年１２月頃を予定。但し、対象学会は、必要に応じて、追加する。 

 

 

 

○ 関係団体 

別紙２の健康日本２１推進全国連絡協議会加入会員団体に対し、書面にて意

見聴取を行う。開始時期に関しては平成２３年１２月頃を予定とする。但し、

対象団体は、必要に応じて、追加する。 

 

 

 

○ 自治体 

平成２３年度の全国健康関係主管課長会議にて、次期国民健康づくり運動プ

ラン策定の検討状況等について報告するとともに、その後、意見聴取を行う。（２

月中目途）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

関係学会リスト（案）（H.23.11.25版） 

 

 

○日本栄養改善学会 

 

○日本栄養・食糧学会 

 

○日本疫学会 

 

○日本学校保健学会 

 

○日本がん疫学・分子疫学研究会 

 

○日本癌学会 

 

○日本がん予防学会 

 

○日本禁煙科学会 

 

○日本禁煙学会 

 

○日本禁煙推進医師歯科医師連盟 

 

○日本健康教育学会 

 

○日本口腔衛生学会 

 

○日本高血圧学会 

 

○日本公衆衛生学会 

 

○日本行動医学会 

 

○日本国際保健医療学会 

 

○日本産業衛生学会 

 

○日本循環器管理研究協議会 

 

○日本循環器学会 

 

○日本小児科学会 

 

○日本小児保健学会 

 

○日本腎臓学会 

 

○日本整形外科学会 

 

○日本体育学会 

 

○日本体力医学会 

 

○日本糖尿病学会 

 

○日本動脈硬化学会 

 

○日本内科学会 

 

○日本認知症学会 

 

○日本肥満学会 

 

○日本病態栄養学会 

 

○日本老年医学会 

 

○日本老年歯科医学会 



健康日本２１推進全国連絡協議会
加入会員団体名簿

平成２３年７月２５日

NO. 団体（組織）名 NO. 団体（組織）名
1 （社）アルコール健康医学協会 71 （社）日本家族計画協会
2 一般財団法人 医療情報健康財団 72 （財）日本学校保健会
3 一般財団法人 ウエルネスアカデミー 73 公益社団法人 日本看護協会
4 公益財団法人エイズ予防財団 74 （財）日本がん知識普及協会
5 （社）栄養改善普及会 75 日本禁煙科学会
6 （NPO）ＮＳＣＡジャパン 76 （NPO）日本禁煙学会
7 （財）エム・オー・エー健康科学センター 77 日本禁煙推進医師歯科医師連盟
8 （財）がん研究振興財団 78 （財）日本ゲートボール連合
9 （NPO）禁煙ネット 79 （NPO）日本健康運動指導士会

10 公益財団法人 結核予防会 80 （財）日本健康開発財団
11 （NPO）健康寿命増進機構 81 （社）日本健康倶楽部
12 （財）健康・体力づくり事業財団 82 （財）日本健康スポーツ連盟
13 健康日本21推進フォーラム 83 （財）日本健康増進財団
14 健康の駅推進機構 84 一般財団法人 日本口腔保健協会
15 健康保険組合連合会 85 日本公衆衛生学会
16 （財）公衆衛生振興会 86 （財）日本公衆衛生協会
17 （財）厚生年金事業振興団 87 一般財団法人 日本呼吸器財団
18 （社）国民健康保険中央会 88 （NPO）日本呼吸器障害者情報センター
19 （医社）こころとからだの元氣プラザ 89 （社）日本サウナ・スパ協会
20 （財）骨粗鬆症財団 90 （社）日本３Ｂ体操協会
21 （NPO）子どもに無煙環境を推進協議会 91 公益社団法人 日本産婦人科医会
22 公益財団法人 笹川スポーツ財団 92 （社）日本歯科医師会
23 一般社団法人 実践体育学体操三井島システム 93 （社）日本循環器管理研究協議会
24 公益財団法人 社会教育協会 94 （社）日本小児保健協会
25 （NPO）ジュース 95 （NPO）日本食育協会
26 （財）食品産業センター 96 （財）日本食生活協会
27 食品産業中央協議会 97 （社）日本女子体育連盟
28 （社）スポーツ健康産業団体連合会 98 （財）日本心臓財団
29 公益財団法人 住友生命健康財団 99 公益財団法人 日本スポーツクラブ協会
30 （NPO）青果物健康推進協会 100 （社）日本精神科病院協会
31 船員災害防止協会 101 （財）日本成人病予防会
32 （財）船員保険会 102 （NPO）日本成人病予防協会
33 全国衛生部長会 103 （社）日本体育学会
34 （社）全国栄養士養成施設協会 104 公益財団法人 日本体育協会
35 （社）全国結核予防婦人団体連絡協議会 105 公益財団法人 日本対がん協会
36 全国健康保険協会 106 （財）日本退職公務員連盟
37 （NPO）全国市町村保健活動協議会 107 （社）日本調理師会
38 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 108 （財）日本糖尿病財団
39 全国商工会連合会 109 公益社団法人 日本人間ドック学会
40 公益財団法人 全国私立保育園連盟 110 （NPO）日本人間ドック健診協会
41 （社）全国体育指導委員連合 111 （財）日本農村医学研究会
42 （社）全国地区衛生組織連合会 112 （社）日本PTA全国協議会
43 （社）全国調理師養成施設協会 113 （社）日本フィットネス協会　
44 全国保健師長会 114 （社）日本フィットネス産業協会
45 全国保健所長会 115 （社）日本ボディビル連盟
46 一般財団法人 全国保健福祉情報システム開発協会 116 （社）日本薬剤師会
47 （財）全国老人クラブ連合会 117 （財）日本予防医学協会
48 （社）全国老人保健施設協会 118 （社）日本酪農乳業協会
49 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 119 公益財団法人 日本リウマチ財団
50 公益社団法人 全日本断酒連盟 120 （社）日本理学療法士協会
51 （財）総合健康推進財団 121 一般社団法人　日本臨床内科医会
52 公益財団法人 大同生命厚生事業団 122 公益財団法人 日本レクリエーション協会
53 （財）体力つくり指導協会 123 日本労働組合総連合会
54 一般社団法人 タバコ問題情報センター 124 （財）ノバルティス科学振興財団
55 （社）地域医療振興協会 125 公益財団法人 ８０２０推進財団
56 （NPO）地球足もみ健康法実践普及協会 126 一般社団法人 ファイブ・ア・デイ協会
57 中央労働災害防止協会 127 （財）復光会
58 公益財団法人 長寿科学振興財団 128 （NPO）フレンドリー情報センター
59 一般財団法人 長寿社会開発センター 129 （社）米穀安定供給確保支援機構
60 公益社団法人 長寿社会文化協会 130 （NPO）ヘルスマネジメントあおぞら
61 （社）調理技術技能センター 131 （財）北陸体力科学研究所
62 （財）千代田健康開発事業団 132 一般財団法人 保健福祉広報協会
63 （財）東京顕微鏡院 133 （社）母子保健推進会議
64 公益財団法人 難病医学研究財団 134 （社）真向法協会
65 （社）日本医師会 135 （財）三井生命厚生事業団
66 （財）日本ウエルネス協会 136 メタボリックシンドローム撲滅委員会
67 （社）日本ウオーキング協会 137 （社）メディカル・フィットネス協会
68 （NPO）日本運動療法推進機構 138 （財）メンタルヘルス岡本記念財団
69 （社）日本エアロビック連盟 139 （財）予防医学事業中央会　
70 （社）日本栄養士会

　　　(五十音順）
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