
 

認定特定非営利活動法人アレルギー支援ネットワーク 

  2015年度 事業計画書 

Ⅰ.事業実施の方針  

①組織・財政の基盤強化をする。 
②アレルギー大学事業および栄養士派遣事業を基盤事業として発展させる。 

 

Ⅱ. 事業の実施に関する事項         

１.特定非営利活動に係る事業 
（１）情報の普及・啓発・交流事業 
各地で行われる「会」の交流会、講演会、ホームページ、メルマガなどを通してアレルギーに関する科学的

知識の普及啓発及び交流を行う。 

 

１）アレルギーの会支援事業 

①会の設立と活動を支援する事業  

（ア） 事業内容  

* 保健所・保健センターなど地域の保健機関と連携をして、三河地域(東海市)、尾張地域(犬山市)の地域

の会の設立を目指す。名古屋市内の患者会については、保健所と連携した支援ができるよう働きかけを強化

する。 

* 「名古屋市内連絡会」を定期的に開催(年3-4回)し、名古屋市のアレルギー施策などの向上をめざし、各区

の連携を強め、名古屋市に要望を提出する。 

* 「東海アレルギー連絡会」の事務局として、大規模災害に備えた広域的な連携をおこなう組織に発展でき

るようサポートする。 

（イ）実施予定日時及び場所    随時、東海４県内の各会の定例会会場（のべ４０回／週１回程度） 

 

②「アレルギーの患者家族会」支援助成事業（会活動費助成事業） 

（ア）事業内容  

  「アレルギーの会」が継続して活動をすすめるには会の運営資金を会費で賄うだけでは困難であり、持続

的に会財政が潤う仕組みを工夫し、支援する。具体的には、小口の助成金収入と物品販売活動を通して会

の収入が増えるよう援助する。 

 

③スタッフ、リーダー育成事業 

（ア）事業内容  

  アレルギーの会を支えるお母さんたちは、孤立しがちな患者やその家族同士を結びつけ励ますために、

日々苦労しているが、自らを研鑽し、スキルアップを図るための支援は殆どない。このため、支援ネット

の（ボランテイア）スタッフのスキルアップはもとより、各会のリーダーを支え、育成する事業をおこな

う。 

アレルギー大学基礎・初級以上に参加するリーダー（各会年･３人まで）の資料代などを免除し、中級以

上の受講については交通費を補填する。又、スタッフやリーダーに必要な資質を向上するための養成プロ

グラムをそれぞれが自主的に計画できるようにし、実施する。 

 

①から③すべてを総合的に企画運営する。 

(イ) 実施予定日時及び場所    随時、東海４県内の各患者会 

（ウ）従事者の予定人数      5人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額 ￥ 2,600  （千円） 年賀寄付金助成金  

（カ）支出見込み額 ￥ 2,600（千円） 

 



 
２）ホームページ・メールマガジンによるＷｅｂ情報の提供 

(ア)事業内容 

① HPの情報の追加と更新および HP原稿の依頼を随時行う。 

② 広告欄の掲載を賛助会員から募集し、掲載を進めていく。 

③ 支援ネットでの活動報告を GIVEONEサイト、gooddo（ソーシャルグッドプラットフォーム）に定期的 

  に行う。 

    ④ 食物アレルギーに関する臨床医学論文リストを、新規に掲載する。 

 

(イ)予定日時・場所:事務所・随時 

(ウ)従事者の予定人数：毎月２人（ホームページ管理者、補助者）  

(エ)対象者の範囲および予定人数：不特定多数を対象。  

(オ)収入見込み額     ￥ 1,500（千円）／年  

(カ) 支出見込み額     ￥ 1,500（千円）／年 

 

３） 講演会・講習会の開催および講師派遣事業 

（ア）事業内容 

アレルギーなどに関わる科学的知識や実生活に役立つ情報を広げる講演会や講習会を行う。 

 

（イ）実施予定日時及び場所  年50回の開催および講師派遣を予定、  

各地の公共施設、あいち小児保健医療総合センター、名古屋国際会議場 

（ウ）従事者の予定人数  3人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数  不特定多数を対象。 

（オ）収入見込み額           ￥2,600（千円）／年   

（カ）支出見込み額           ￥2,600（千円）／年   

 

ⅰ) アナフィラキシー対応とアドレナリン自己注射器の講習会(あいち小児保健医療総合センター) 

    食物アレルギー児の誤食事故の対策として園や学校の教職員などから要望の多い講習会を年に4回程

度開催する。 

ⅱ) 講演会講師の派遣 

    自治体や企業からの依頼に応じ、アレルギー専門医・管理栄養士など講師の派遣を行う。 

ⅲ) アレルギーっ子のフェア開催  (2016年3月20日（日）名古屋国際会議場 展示室) 

ⅳ) 各地の患者会が主催する講演会に協力する  

 

４）アレルギー相談事業 

(ア) 事業内容 

 ①E-mailや電話による相談 

ホームページなどの閲覧者や園や学校などから、Ｅメールや電話によるアレルギーなどの相談に対し

て各分野の専門家などによるアドバイス活動を行う。 

（イ）実施予定日時及び場所  随時 場所；事務所など 

（ウ）従事者の予定人数 6人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額     ￥  （千円） 

（カ）支出見込み額     ￥  （千円）  

 

５）アレルギー大学修了生(マイスター・サポーターを含む)による地域ミニ講座 

（ア）事業内容  ⅰ) 修了生がアレルギー大学のDVDを利用し地域でミニ講座を開催する仕組みを構築する。 

         ⅱ) 地域の「会」への支援を行う「サポーター」の育成をはかり、「サポーター」の 

組織化を図る。サポーター会議を年に4回開催する。 

（イ）実施予定日時及び場所   随時 



 
（ウ）従事者の予定人数 1人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数   一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額    ￥（千円） 

（カ）支出見込み額    ￥ （千円） 

 

6)アレルギー患者家族支援事業(受託事業) 

（ア）事業内容  自治体からの受託事業として、アレルギー患者家族の支援を行う。 

ⅰ)名古屋市公害保健課 喘息デイキャンプ(自己管理支援教室)および親子教室において患者家族の交 

流会を担当する。 

ⅱ)津島保健所「あれるぎっ子サポートチームプロジェクト」事業  

        「海部地域あれるぎっ子地域相談会」を担当、および 「関係機関連携会議」に出席する。 

 

ⅲ)その他、保健所と協働で患者家族支援の取り組みを模索する。 

ⅳ)愛知県教育委員会「学校給食における食物アレルギー対応に関する検討委員会」の委員を務める。 

    

（イ）実施予定日時及び場所   随時 

（ウ）従事者の予定人数 8人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数   一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額    ￥350（千円） 

（カ）支出見込み額    ￥350（千円） 

 

（２）専門職の育成支援事業 

１）「アレルギー大学」事業 

（ア）事業内容 

愛知、静岡、岐阜、三重、新潟、千葉、京都、沖縄 各会場にて開講する。 

千葉会場は、「NPO法人千葉アレルギーネットワーク」、京都は、「NPO法人アレルギーネットワーク京都 

ぴいちゃんねっと」、沖縄は「サポートデスク準備委員会」が独立採算で運営をする。 

    

（イ）実施予定日時及び場所 

   愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、新潟県、千葉県、京都府、沖縄県 各会場 

（ウ）従事者の予定人数   6名 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者・家族   多数 

（オ）収入見込み    ￥8,500 （千円） 

（カ）支出見込み     \8,500 （千円） 

 

2）「インターネットアレルギー大学」事業 

(ア) 事業内容 

ⅰ) 第９期アレルギー大学の講座をインターネットで配信し受講してもらう。特に「アレルギー大学を開

催できない」地域でもアレルギー大学が受講できる機会を確保し、各地で「アレルギーの会」をサポ

ートし、地域・学校・保育園でアレルギー対応がすすむよう取り組みをする。 

ⅱ) チラシの配布先を増やす。PP資料込でのコース料金設定とする（１講座2,000円）。 

また、上級までまとめてお申込み頂いた方には、特典として、教科書を１冊贈呈する。 

ⅲ) アレルギー大学iPad用電子教材の作成を検討する。 

各講座のiPad用教材を作成し、学校・保育園、食品産業で利活用できる総合ネットワークシステムの

構築をひきつづき検討する。 

(イ） 実施予定日時及び場所  随時、個別受講 

(ウ） 従事者の予定人数     6 名 

（エ） 受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 



 
（オ）収入見込み    ￥4,000（千円） 

（カ）支出見込     ￥4,000（千円） 

 

３）「アレルギー大学ベーシックプログラム」事業 

（ア）事業内容 

   栄養士や保育士養成校の学生および一般を対象に、アレルギー大学基礎講座を1日に凝縮して実施し、

基礎講座修了証を発行する。 

（イ）実施予定日時及び場所 

   愛知県（名古屋短期大学）、新潟県（新潟大学）、三重県・岐阜県で新たに開講をする。 

 

（ウ）従事者の予定人数   3名 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者・家族   多数 

（オ）収入見込み    ￥ （千円） アレルギー大学事業に含む    

（カ）支出見込み    ￥ （千円） 

 

4) アレルギー教本普及事業 

（ア）事業内容  

  保育園・学校などが行うアレルギー給食の担い手である栄養士、調理員、保育士、教員など専門職を対

象に、食物アレルギーの手引書「食物アレルギーの基礎と対応」を普及する。 

  今年度は、改訂版の出版準備を行い、2016年4月に改訂版の出版をする。 

 

（イ）実施予定日時及び場所    随時、事務所 

（ウ）従事者の予定人数      ５人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額       ￥    （千円）関連商品普及販売事業に含む  

（カ）支出見込み額       ￥   （千円） 

 

5) 「ホントにおいしい食物アレルギー攻略法」小冊子普及事業 

（ア）事業内容  

  これまでの集団調理と患者指導の中で蓄積してきたアレルギー対応レシピをベースとして、食物アレルギ

ーの患者や給食担当者が利用できるレシピ集「ホントにおいしい食物アレルギー攻略法」を制作、販売す

る。除去食レシピだけでなく、除去から解除に向かって利用できるレシピ集とする。 

   オールカラー 150ページ、1冊2500円、第1刷1000部目標 

 

（イ）実施予定日時及び場所    随時、事務所 

(ウ）従事者の予定人数      5人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者・家族  多数 

（オ）収入見込み額       ￥2,000（千円）  

（カ）支出見込み額       ￥2,000（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）調査研究事業 

１）自主研究事業  

  今年度は実施しない。 

 

2)共同研究事業  

① 外食産業調査研究事業（名芸大共同調査） 

（ア） 事業内容 

名古屋学芸大学（和泉教授）と協同でおこなった外食産業の実態調査をもとに作ったマニュアルを、ホテ

ル・旅館で汎用できる内容にし、HPに掲載。広く一般に活用をしてもらう。 

（イ）実施予定日時及び場所    随時、事務所 

（ウ）従事者の予定人数      ５人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額       ￥ （千円） 

（カ）支出見込み額       ￥   （千円） 

 

② ひやりはっと事例集積研究事業 

（ア） 事業内容   

藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院小児科・宇理須厚雄客員教授・近藤康人教授と協働で、アレルギー疾

患に関する「ひやりはっと事例」を常時収集、解析し、教育関連施設事故防止などに役立てていただく。 

今年度は、「ひやりはっと事例集2015」作成に向けて、事例の収集を行う。(委託事業) 

 

（イ）実施予定日時及び場所 ホームページでの日常的な収集 

（ウ）従事者の予定人数 5人 

（エ）受益対象者の範囲及び予定人数 会員及び一般患者・家族 多数 

（オ）収入見込額 \ 230（千円） 

（カ）支出見込額 ￥ 230（千円） 

 

③ アレルギー対応を支援する給食管理・注意喚起システム構築事業 

(ア)事業内容：名古屋工業大学 伊藤孝行研究室との協同研究として、アレルギー対応を支援する給食管理・注

意喚起システムを構築する。 助成金・補助金の申請を試みる。 

(イ)実施予定日時及び場所：名古屋工業大学 不定期 

(ウ)従事者の予定人数：3名 

(エ)受益対象者の範囲及び予定人数：教育・給食関係者・患者家族 多数 

(オ)収入見込み \ （千円） 

(カ)支出見込み \  （千円） 

 

④ 学童保育におけるアレルギー対応の実態調査、および、アレルギー研修の開催と「アレルギー対応の手引き」 

作成事業 (あいちモリコロ基金 平成 27年度大規模活動助成金事業・平成 27年度～平成 29年度 3年間事業) 

(ア) 事業内容： 

ⅰ)学童保育施設におけるアレルギー対応状況の実態調査 

ⅱ)アレルギー研修会の実施 

ⅲ)「アレルギー対応の手引き」作成 

 

(イ)実施予定日時及び場所：随時、事務所 

(ウ)従事者の予定人数：3名 

(エ)受益対象者の範囲及び予定人数： 学童保育関係者 多数 

(オ)収入見込み \ 1,000 （千円） 

(カ)支出見込み \ 1.000 （千円） 



 
３）受託事業 

①臨床研究事業 

(ア)事業内容 

ⅰ)ビフィズス菌及び DHAを配合した牛乳アレルギー用ミルク『MA＋DB』に関する哺育調査」  

ビフィズス菌及び DHAを配合した牛乳アレルギー用ミルク『MA+DB』の安全性と便性状・便細菌叢に及ぼす影

響を確認するためのパイロットスタディを 2014年度に受託したが、計画人数を達成するため 1年間延長して

実施する。  

 

(イ)実施期間: ⅰ)2014年 4月～2015年    月   

 実施場所 随時：あいち小児保健医療総合センター・小児科、事務所  

(ウ)従事者の予定人数 ：2人  

(エ)受益対象者の範囲および予定人数： 会員および一般患者･家族  多数  

(オ)収入見込み額    ￥   （千円）  

(カ)支出見込み額    ￥   （千円）  

 

ⅱ)麹菌発酵大豆培養物及びビフィズス菌臨床研究 

（ニチモウバイオティクス株式会社の受託研究事業） 

 

(ア)事業内容：1～5歳のアトピー性皮膚炎に対する麹菌発酵大豆培養物及びビフィズス菌の安全性および治

療補助効果に関する試験を、ニチモウバイオティクス社より受託し、伊藤浩明（あいち小児保

健医療総合センター）およびアレルギー支援ネットワークが研究調査を行う。 

実施期間(2014年12月～2015年6月)   

 (イ)実施予定日時及び場所 随時：あいち小児保健医療総合センター・小児科、事務所  

(ウ)従事者の予定人数 ：2人  

(エ)受益対象者の範囲および予定人数： 会員および一般患者･家族  多数  

(オ)収入見込み額    ￥（千円）  

(カ)支出見込み額    ￥（千円） 

 

②グループインタビュー・モニター受託事業 

(ア) 事業内容：患者家族のQOL向上のためのアレルギー関連商品開発に協力する事業として、アレルギー患  

者家族に対するグループインタビューやモニター調査を受託する。  

(イ)実施予定日時及び場所 随時：事務所  

(ウ)従事者の予定人数 ：2人  

(エ)受益対象者の範囲および予定人数： 会員および一般患者･家族  多数  

(オ)収入見込み額    ￥1,050（千円）  

(カ)支出見込み額    ￥1,050（千円） 

 

（４）災害救援及び防災対策事業 

1) 東日本大震災救援事業(赤い羽根協同募金・助成金事業(ボラサポ)) 

   「被災地のアレルギー患者の命を守る事業」(アレルギーの普及啓発事業) 

 

(ア) 助成金申請事業内容 

被災地において、アレルギーへの理解を広げる活動を、医療機関、自治体、子育て支援団体と協働で行う。 

ⅰ) アレルギー講演会の開催  

時期 : 2015年5月・9月 

場所 : 大船渡市・陸前高田市   

対象者 : 保育士・栄養士・保健師・教員・患者家族など   

内容 : アレルギーの基礎知識を学ぶ 

http://wrs.search.yahoo.co.jp/_ylt=A8vY8hUtFupSXyYAy3SDTwx.;_ylu=X3oDMTBnMzdic2VrBHNlYwNxcncEc2xrA2NvcnI-/SIG=157llutfg/EXP=1391173613/**http%3A/search.yahoo.co.jp/search%3Fp=%25E7%25B4%25B0%25E8%258F%258C%25E5%258F%25A2%26sp=1%26tid=top_ga1_sa%26ei=UTF-8%26fr=top_ga1_sa%26SpellState=


 
ⅱ) インターネットアレルギー大学の無料配信  

時期:通年  

場所: 申込者の自宅  

対象者:アレルギー講演会に参加できない被災地の専門職(保育士・栄養士・保健師・教員など)および患

者家族 

内容:東海地域を中心に開講している、アレルギーに関する専門講座「アレルギー大学」の、インターネ

ット版を無料で配信。 

 

ⅲ) アレルギー相談会の実施 講演会の会場において、医師による相談会を開催する。 

時期 : 2015年5月・9月 

場所 : 大船渡市・陸前高田市   

対象者 : 保育士・栄養士・保健師・教員・患者家族など   

内容 : アレルギーに関する個別相談会 

 

ⅳ) 子育てサポータースマイル およびNPO法人子育てシップのスタッフのアレルギー勉強会の開催 

東北沿岸地域で、アレルギー患者家族の支えとなるよう、スタッフの方の知識のレベルアップをはかる。 

アレルギー支援ネットワークと協働でアレルギー講演会と相談会の開催をすることにより、アレルギー

の基礎知識を習得する。講演会準備で訪問中に、両団体のアレルギー勉強会を開催する。 

 

(イ)実施予定日時及び場所 随時、 事務所及び被災地 

（ウ）従事者の予定人数 多数 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数  岩手県内アレルギー患者家族 および 栄養士・保育士など 専門

職  多数 

（オ）収入見込み額    ￥1,570（千円）  

（カ）支出見込み額    ￥1,570（千円）  

 

2) 東海・東南海・南海地震（南海トラフ地震）に備える事業  

（ｱ） 事業内容 

ⅰ) 東海地域の患者会が、平常時から自助・共助・公助の仕組みを作っておくためのサポートをする。 

 ⅱ) 東海地域で備蓄しているアルファー化米の入れ替えを、患者会および防災関連団体・医療機関と 

協力して実施する。 

 ⅲ) 発災時の支援体制を確立し訓練を実施する。 

 ⅳ) 東海アレルギー連絡会の事務局として、防災対策に関する司令塔の役割を果たす。 

 ⅴ) 東海アレルギー連絡会と協働して、次期救援システムの検討をするために助成金の申請をする。 

    (真如苑助成金事業・申請中) 

 

（イ）実施予定日時及び場所 随時、 事務所 

（ウ）従事者の予定人数 5人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額     ￥（千円） 

（カ）支出見込み額     ￥（千円） 

 

3) 災害ボランティアなどの団体と協同する事業 

（ア） 事業内容 

「震災がつなぐ全国ネットワーク」や東海地域の災害ボランティア団体・NPOと協同し、アレルギー患者

家族の要支援対策の必要性を伝え、その具体化をすすめる。 

（イ） 実施予定日時及び場所  随時、事務所他  

(ウ)  従事者の予定人数     3名 

(エ) 受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 



 
(オ) 収入見込み        ￥（千円） 

(カ) 支出見込み        ￥（千円） 

 

4) 安否確認登録と緊急カード・シリコンリング普及事業 

（ア） 事業内容 

災害時、親と離れ離れになったとき、アレルギー児と分かる緊急カード、シリコンリングを普及する。 

また、安否確認システム登録者に対し、定期的にメールを配信し情報の伝達を確認、発災時にシステムが

スムースに稼働できるようにしておく。 

(イ) 実施予定日時及び場所  随時、事務所他  

(ウ)従事者の予定人数     3名 

(エ)受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

(オ)収入見込み        ￥  （千円） 

(カ)支出見込み         ￥  （千円） 

 

5) 他地域で発生する大規模災害に備えた救援事業 

（ア） 事業内容 

    他地域で大規模災害が起きた場合のアレルギー患者の支援については、平常時から他地域団体と災害

対策の情報交換および相互支援体制の確立ができるよう、助成金を申請し交流会を開催し啓発活動を行

う。今年度も、「東海・関西・中国地域ネットワーク会議(交流会)」を行い、勉強会とネットワークの設立

を行う。 (真如苑助成金事業/アレルギーネットワーク京都ぴいちゃんねっと・チームアレルギー（広

島）との共同開催) 

    他地域で災害が起きた場合は、事務局に災害対策委員会を立ち上げ他団体(災害NPO・小児アレルギー

学会・患者会・自治体など)と連携をして支援活動を行う。 

 

（イ）  実施予定日時及び場所  随時、事務所他  

（ウ） 従事者の予定人数     3名 

（エ） 受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

（オ） 収入見込み        ￥  （千円） 

（カ） 支出見込み        ￥  （千円） 

 

（５）関連用品の販売普及事業 

（ア）事業内容  

ⅰ) 共同購入物品販売事業 

・保育園向け食品販売を強化する。 

・『おいしく治す 食物アレルギー攻略法』をアレルギー支援ネットワーク直販だけで 

なく、関連学会等で委託販売する。 

・季節の変わり目やフェア等にて特別販売やキャンペーンを行う。 

    ・会の活動支援として共同購入の仕組みを周知する。  

ⅱ) 共同購入認証商品 審査事業 

      申請書の提出により、経営委員会および関連委員会にて検討をする。 

（イ）実施予定日時及び場所 随時、 事務所 

（ウ）従事者の予定人数  ５人 

（エ）受益対象者の範囲および予定人数 会員および一般患者･家族  多数 

（オ）収入見込み額  ￥5,000（千円） 

（カ）支出見込み額  ￥5,000（千円） 

 

 

 



 
(６) 医療機関への栄養士派遣事業 

(ア)事業内容：医療機関と委託契約を結び栄養・食事指導及び食物負荷試験の介助を行う。本年度も、従事者育成

のため対象者の開拓をし、随時あいち小児保健医療センターアレルギー科での研修を行っていく。また、

新たな契約先も開拓し、月の契約件数を増やしていく。 

     指導は、アレルギー大学を修了、またはそれに相当する管理栄養士で、常勤栄養士 1名、非常勤栄養士

4名が担当する。 

 

(イ)実施予定日時及び場所：契約先医療機関 月 1～4回 

(ウ)従事者の予定人数：4名 

(エ)受益対象者の範囲及び予定人数：医療機関受診患者・患者家族 多数 

(オ)収入見込み \ 4,000（千円） 

(カ)支出見込み \ 4,000（千円） 

 

Ⅱ.その他の事業 

（１）ベットマットの販売事業は従来どおりアレルギーの分野のみとし、その他の事業は行わない。 

（２）愛知県職員の「２年目現場体験研修（ＮＰＯ）」受け入れの協力（6年次目） 

 愛知県に入職して２年目となる職員の「ＮＰＯ活動を体験する」研修として、７月から１２月の期間、     

18人の研修生を受け入れる。 


