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計画策定の構成員

（ 1 ）すみだ食育推進会議
氏名

2016（平成 28）年 4 月 1 日現在

役職名

委員長

長澤 伸江

十文字学園女子大学 人間生活学部 教授

副委員長

友成 真一

早稲田大学大学院 環境・エネルギー研究科 教授
早稲田大学社会連携研究所 所長

羽原 隆

公益社団法人墨田区医師会 会員

大久保 勝久

公益社団法人東京都向島歯科医師会 副会長

草柳 昭浩

一般社団法人東京都本所歯科医師会 副会長

河西 紀道

墨田区食品衛生協会 会長

佐伯 信郎

すみだ食育 good ネット 副理事長

木口 圭子

すみだ地域栄養ネットワーク 会長

田口 武司

墨田区青少年育成委員会連絡協議会 会長

平田 慎吾

有限会社三善豆腐工房 代表取締役

名倉 寿一

すみだ水族館 支配人

河上 俊郎

一般財団法人墨田まちづくり公社 常務理事

栗田 陽

社会福祉法人墨田区社会福祉協議会 事務局長

北村 淳子

墨田区福祉保健部保健衛生担当部長

委員

（２）災害時食支援ネットワーク検討会（専門部会）

2016（平成 28 ）年７月 13 日現在

氏名
座長

委員

役職名

荒井 裕介

千葉県立保健医療大学 健康科学部栄養学科 講師

小嶋 邦昭

公益社団法人墨田区医師会 病院部会 部会長

大久保 勝久

公益社団法人東京都向島歯科医師会 副会長

草柳 昭浩

一般社団法人東京都本所歯科医師会 副会長

木口 圭子

すみだ地域栄養ネットワーク 会長

青島 節子

すみだ食育 good ネット 理事

友廣 裕一

一般社団法人つむぎや 代表

小谷 庸夫

ヘルパーステーション和翔苑 所長

藤田 誠一

一般社団法人すこやか食育エコワーク 理事長

水上 香織

株式会社オリカ 代表取締役

河上 俊郎

一般財団法人墨田まちづくり公社 常務理事
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（３）モデル地域「墨田児童会館」ワークショップ
寺七西町会

３名

有限会社亀屋

１名

第二寺島小学校 PTA

１名

有限会社佐々木栄五郎商店

１名

梅若小学校 PTA

１名

カゴメ株式会社 東京支社

１名

隅田小学校 PTA

２名

食育×科学れしぴ研究所

１名

桜堤中学校地区育成委員会

１名

すみだ食育推進リーダー

７名

民生・児童委員

１名

墨田児童会館

１名

寺島・玉ノ井まちづくり協議会

１名

墨田区職員

１名

有限会社坂本せん餅

１名

（４）モデル地域「立川児童館」ワークショップ

2

2016（平成 28）年９月 30 日現在

2016（ 平成 28 ）年９月 30 日現在

立川児童館地域組織ひまわり会

２名

山崎製パン株式会社

１名

立川一丁目婦人会

１名

ムクー株式会社

１名

立川二丁目町会

１名

早稲田大学 学生

２名

墨田区青少年委員（中和小学校選出） ２名

すみだ食育推進リーダー

５名

墨田区青少年委員（緑小学校選出）

１名

立川児童館

１名

両国小学校ＰＴＡ

１名

墨田区職員

１名

株式会社明治関東支社

２名

計画策定に関わる検討過程

1. すみだ食育推進会議
年月日

内容

平成 28 年４月 26 日

新たな「墨田区食育推進計画」策定について検討

平成 29 年１月 24 日

新たな「墨田区食育推進計画」策定（骨子案）検討

平成 29 年４月 25 日

新たな「墨田区食育推進計画」策定（原案）検討

2. 災害時食支援ネットワーク検討会
年月日
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内容

平成 28 年 7 月 13 日

新たな「墨田区食育推進計画」策定と「災害時食支援」

平成 28 年 10 月 31 日

「災害時食支援」5 年後の将来像と実現するための取組

3. モデル地域「墨田児童会館」ワークショップ
（１）こどもワークショップ「サイコロをつくって遊ぼう！」
内容

年月日
平成 28 年８月 25 日

平成 28 年８月 26 日

① みんなでサイコロをつくろう！（ テーマ：思い出の食べ物 ）
② サイコロで遊ぼう！
① みんなでサイコロをつくろう！（ テーマ：思い出の食べ物 ）
② サイコロで遊ぼう！

（２）おとなワークショップ 「夢をカタチに！ここからはじまる“新たな食育”
」
内容

年月日
平成 28 年 10 月 18 日

平成 28 年 11 月 ８ 日

平成 28 年 11 月 25 日

① 地域の魅力を再発見しよう！
② わたしの想い（ユメ）を共有しよう！
① 想い（ユメ）をカタチにするアイデアを考えよう！
② 取組アイデアを深堀しよう！
① 取組アイデアを整理しよう！
② 取組アイデア同士のつながりを考えよう！

4. モデル地域「立川児童館」ワークショップ
（１）こどもワークショップ「サイコロをつくって遊ぼう！」
内容

年月日
平成 28 年９月 18 日

① みんなでサイコロをつくろう！（ テーマ：思い出の食べ物 ）
② サイコロで遊ぼう！

（２）おとなワークショップ 「夢をカタチに！ここからはじまる“新たな食育”
」
年月日
平成 28 年 11 月 22 日

平成 28 年 11 月 30 日

平成 28 年 12 月 ６ 日

内容
① 地域の魅力を再発見しよう！
② わたしの想い（ユメ）を共有しよう！
① 想い（ユメ）をカタチにするアイデアを考えよう！
② 取組アイデアを深堀しよう！
① 取組アイデアを整理しよう！
② 取組アイデア同士のストーリーを考えよう！

93

資料

5. 公開型ワークショップと報告会
年月日
平成 28 年 ６ 月 18 日

内容
夢をカタチに！ここからはじまる “ 新たな食育 ”
～墨田区食育推進計画策定キックオフ～

夢をカタチに！食で育むコミュニティ
～新たな「墨田区食育推進計画」策定に向けた報告会～

平成 28 年 12 月 20 日

第Ⅰ部

対談

食で「夢」を育む「すみだの食育」

第Ⅱ部

食育の取組アイデア
手間かけて みんなでつくる「すみだの食育」

6. 特徴的な事例ヒアリング調査
年月日

内容

平成 28 年７月 15 日

① すみだ環境フェア

平成 28 年７月 27 日

② エコライフ講座

平成 28 年７月 15 日

③ すみちゃんカレープロジェクト

平成 28 年７月 20 日
平成 28 年７月 21 日

④ 土地廻る君

平成 28 年７月 29 日

⑤ 食育人に会いに行こう！

平成 28 年７月 21 日

⑥ すみだ青空市ヤッチャバ

平成 28 年７月 28 日

⑦ すみだ農園

平成 28 年７月 21 日

⑧ すみだ街かど食堂

平成 28 年７月 15 日
平成 28 年７月 25 日

⑨「食品表示カルタ」の作成と普及啓発

平成 28 年７月 27 日
平成 28 年７月 20 日
平成 28 年７月 21 日
平成 28 年７月 22 日
平成 28 年７月 29 日
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⑩ 食育推進ネットワークを活かした食育の取組

