
議題

資料

墨田食育
推進会議
委員

内野

副委員長

羽原

委員

令和2年度 第2回すみだ食育推進会議（書面開催）について

令和２年度 第２回すみだ食育推進会議 会議録（質問 ・ 回答書）

・食育フェスの会場についてはリバーサイド
ホールでの開催を予定しております。こど
も商店街については現在検討中です。羽
原委員様の意見も参考にしつつ、開催の
是非・内容の検討をさせていただきたいと
思います。

・令和3年度の食育フェスについて
子どもたちが地域で食育に関する体験ができる企画はとても良いと思う。

・墨田区食育推進計画の策定について
新型コロナウイルスの感染拡大の状況に応じた新しい生活様式を取り入
れた食育の在り方を模索しながら進めてまいりましょう。

回　　答

・令和3年度の食育フェスについて
場所については、リバーサイドホールでできればよいが、近くでワクチンの
接種をすると考えると少々難しいのではないかと思う。代替の場所を考え
ておくと安心では。密度がカギだと思うので、トリフォニーの2階やヨーカ
ドーの広場など。コンテンツとしては、朝ご飯をとることを推奨しているのだ
からTwitter等を利用して学校の生徒に投稿させ、学校ごとで競争させても
よいのではないかと思う。また、その1年の積み上げを翌年の食フェス等
で発表するのもよいのでは。もしオンラインで開催するのであれば大学に1
番経験値があると思うので、やり方について尋ねるといいと思う。こども商
店街については例年通りの開催は厳しいと思う。子供たちによる販促動
画を撮り（通信販売、ジャパネットのような）それを流す場で申込用紙を置
いたり、実際に商品の売買をしたりしてもよいのではないか。それであれ
ばオフラインで可能なため、難易度は高くないと思う。その後どれほど売り
上げを上げたかを子供たちにフィードバックできるとよい。

・墨田区食育推進計画の策定について
現状まだ何とも言えない。国の方針に対し、区としてどういった方向性を
もって進めていくのかが決まってこないうちはコメントが難しい。

・報告
（１）令和２年度食育推進事業の実施状況
　（ア）区・すみだ食育goodネットの食育推進事業の進捗状況
　（イ）食育フェス２０２０「食育で　みんながつくる　笑顔の環（わ）」
（２）墨田区食育推進計画の改定に向けた準備状況

・議事
（１）令和３年度食育推進事業について
（２）墨田区食育推進計画の策定について

資料１　　　令和２年度　すみだ食育推進会議委員名簿
資料２　　　令和２年度　区・すみだ食育goodネットの食育推進事業進捗状況
資料３　　　食育フェス２０２０「食育でみんながつくる笑顔の環（わ）」実施報告書
資料４　　　令和３年度食育推進事業（食育フェス）
資料５－１ 墨田区食育推進計画策定（令和４年６月）に向けての検討（案）
資料５－２ 墨田区食育推進計画　検討内容の整理
資料５－３ スケジュール（案）

意見質問など

◎佐伯信郎、　〇内野美恵、 〇友成真一、  羽原　隆、   大久保勝久、　原　和彦、　河西紀道、 　田口武司
　 平田慎吾、　　 高山はるか、  中村雄介、  河上俊郎、  栗田　陽、　　　西塚至



回　　答意見質問など

大久保

委員

・資料３について
（３）プログラムの“食育展示”について前回と今回の展示数について明確
に記して欲しい。

（５）参加団体は、民間と区を混在して記載せずに、別々に記載いただきた
い。（要望です。可否をお答えください）

（６）周知用ちらしについ、どこに配布したのかまた何部作成したのかお示
しください。

・資料４について
１目的に“新型コロナウイルス感染症拡大防止の策を徹底した上”の記載
があるが、具体的にどのような防止の策を行うのか。また今、現在どのよ
うに策を行うのか？運営委員会はどのように開催するのか？コロナ禍で
中止ではなくどのように推進していくのかの工夫、考え方を明確に示して
お答えして欲しい。

・“区”の〇については、食育担当が主催し
たものと、区の他課や民の主催に食育担
当が参加や支援をしたものです。これまで
も、同じ考えに基づいて資料をお出しして
いました。今後は主催者を明記します。
また、食育担当が主体では、食育フェス以
外は行っていません。

・令和２年度の災害時食支援ネットワーク
検討会は、３月２４日に開催することになり
ました。

・ご指摘のとおりですので、今後は主催者
を明記します。

・ご指摘のとおりです。今後は記載を見直
します。

・委員の方の意見をお示しするとともに、区
の考え方が求められていることについては
ご回答します。

①別紙のとおり提出します。大変遅くなって
申し訳ありません。
②前回会議で提出したマニュアル（素案）
は、災害時食支援ネットワーク検討会で検
討したものではないため、同検討会で検討
後に報告させていただきます。
　
　A　食育事業予算　6,990,000円　執行率
51％　　（令和3年2月19日現在）
　B　食育フェスは展示のみに縮小して１１
月に開催し、こども商店街に代わる児童館
展示を実施しました。それ以外は中止イベ
ントの代替事業は実施できていません。

・前回の展示参加団体は３４団体で展示数
75枚、今回の展示参加団体は２３団体で展
示24枚でした。今回は会場がアトリウムの
みであったため、展示数は各団体原則１枚
としていました。また、動画参加は４団体で
動画上映は10本でした。

・資料３では、前半に民の団体等、後半に
区を記載しています。民間と区を分けて記
載を継続したいと考えています。

・ちらしは区ホームページに掲載しました。
配布はしておりません。

・来場者の手指消毒とマスク着用、講習会
での定員制限・体調チェック・連絡先の事
前確認、会場換気と共有品の消毒等。
運営委員会は、昨年度（食育フェス2019）
までは３回開催していましたが、事前アン
ケートで参加タイプ（展示・講習会等）を分
けて開催して、１回の出席人数を減らす工
夫をすることなどを考えています。食育フェ
スについては、開催方法のアイデア等各委
員からのご意見もありますので、更に検討
します。

・書面開催の方法に記してあります「意見内容・評決の結果」とありますが
単に委員へ配布して意見内容を取りまとめて結果のみを示すのでしょう
か？これに関して墨田区側としての説明や考え方は示されないのでしょう
か？を伺いたい。

・前回の会議での約束した①と②併せて追加資料とを示して欲しい。
①令和元年度のすみだ食育推進会議の会議録２回分の提出はどうなっ
ているのか？伺いたい。
②災害時食支援マニュアルは不完全な状態で会議へ提出され、その後の
動きがなく今回の資料にもないのはどのような事情であるのか説明して頂
きたい。
　
　A　今年度の事業予算と執行率を示して欲しい

　B　コロナ禍状況下における工夫と対策はどのようにして事業実施した
のか。

・資料２について
“区”と表示があるが、これは主催なのか参加なのか。区が主体的に行っ
た事業は何なのか？明確に示して欲しい。要するに墨田区の食育担当者
主催とみられる事業ではないものが多く含まれておりどこかの主催に参加
しているだけではないか。結局は食育フェスのみではないか。コロナ禍対
策で担当部署自ら工夫して事業を行うことを行ったのかを示して欲しい。
高齢者福祉課では、すみだノートの特別版を活用して「高齢者口腔ケア教
室」の代替えで普及啓発の紙面を用いて情報を区民へ提供している。食
育担当の予算があるのに工夫はしないのか、考えを示して欲しい。

・欄外の１月以降の予定事業に、災害時食支援ネットワーク検討会の予
定が全くない。この件についても明確に説明して欲しい。

・「食１９会」の開催は区の食育担当が行っているものではなく、区民が主
体的に行っている事業ではないか。区の食育担当が開催しているような
記載は慎むべきではないか、これも明確にお答えしてください。

・高齢者口腔ケア教室は、高齢者福祉課が歯科医師会へ委託している事
業で、食育担当は全く関わっていない。この記載も必要ないと考えます。こ
の件に対してお答えください。



回　　答意見質問など

大久保

委員

・資料５－２について
第１章　計画の特色　事務局案では「平時の食育と災害時の食支援」とあ
るが、災害時食支援については全く進んでいない状況だが、どのように継
続するか説明してほしい。

・第２章　墨田区の現状の記載内容について、墨田区が主体的に実現し
た事業と民が具体的に実現した事業を明確に示して欲しい。この５年間
まったく進んでいないので、児童館を拠点にしての取り組み状況を評価す
べきである、区はモデル地域の食１９会に参加しているが、立川児童館は
支援していない状況であることを認識して評価していただきたい。

・ご指摘のとおり、進んでいないため「災害
時食支援ネットワーク会議」の場で検討し、
「すみだ食育推進会議」の場で報告しま
す。
ご指摘の点は今後、整理させていただきま
す。

・児童館を拠点にした取り組みについても、
ご指摘を真摯に受け止め、今後の計画策
定時に評価します。

・資料５－３
年度でも記載していただきたい。

・年度も記載します。

・“庁内食育の会議体”とは、「墨田区庁内
食育推進会議」「墨田区庁内食育関連担
当者会議」で、区職員が委員となっていま
す。

・呼びかけの方法は、各関係団体、すみだ
食育推進リーダーに依頼するほか、公募を
します。

・ご指摘のとおりですので、今後ご提示しま
す。

・現計画のワークショップでも、スタッフ側
（ファシリテータ―など）としての役割を担っ
た若者の参加がありましたので修正しま
す。

・人と人がつながる食育活動を実践してき
たすみだの食育関係者が、すみだの食育
を知らない若者を含めたメンバーと、ワーク
ショップや食育活動の場面を通じて、それ
までの活動の苦労や成功した喜びなどを
伝える機会をつくります。若者等の夢を応
援したい（育みたい）と思った関係者によっ
て、若者等は育ちます。一方で協力し支え
た関係者や地域も共に育っていくイメージ
を考えています。

・検討を始めている現時点からの組織図な
ので、令和3年1月～令和4年6月と記載し
ました。
災害時食支援検討会はご指摘の通り「災
害時食支援ネットワーク検討会」が正しい
名称なので訂正します。

・全ての会議において令和3年1月～令和4
年6月。検討を始めている現時点からの会
議回数を記載しました。

・資料５－１について
“事務局説明：“庁内食育の会議体”とあるがどのような会議体なのか説
明して欲しい。

・“呼びかけて”とあるがどのように呼びかけるのか具体的に説明して欲し
い。

・“これまで楽しいと感じた食育活動をブラッシュアップして取り組み”とあ
るが、行政として現計画で何を実現したのか、どのようにしていくのかが先
に必要ではないのか。

・また、“今回のワークショップでは若者を”とあるが今回からではなく以前
より若者は参加しているので、正確に認識して記載の修正を行ってくださ
い。

・“「すみだの食育が伝承されて若者が育み、育む側であるこれまでの食
育関係者たちも共に育まれる」”文意が不明であるのでより分かるように
記していただきたい。また、区としてはどのようにするのか？構図を描くと
は具体的にどのようなやり方なのかを説明していただきたい。

・３計画策定の検討組織図について
何年度に組織化するか。（令和3年1月～令和4年6月）とあるが、令和3年4
月～令和4年6月が正しいのではないか。図に記載のある“災害時食支援
検討会”の正しい名称は災害時食支援ネットワーク検討会ではないか。正
確に記載して欲しい。

・“すみだ食育推進会議、墨田区庁内食育推進会議、庁内作業部会４回
開催”とあるが、それぞれについて、いつからいつまでで４回なのかを示し
て欲しい。



回　　答意見質問など

原

委員

河西

委員

田口

委員

平田

委員

・他団体の参入、意見聴取を交えての食育
推進計画の改定をしていきたいと考えてお
ります。

・食育フェスの内容について、食育推進
リーダーの方々については、昨年よりもさら
に一歩踏み込んでもらう形での参画を予定
しています。
ネット配信等、新しい形での食育推進方法
については、今後随時対応していきたいと
考えております。

・現在、区内にできた2つの大学（IU・千葉
大）の学生をターゲットに絞って協力を要請
していく予定です。

・その時点での感染状況に応じたワーク
ショップ内容を検討していく予定です。

・その時々の状況にあわせて、実施の可否
や実施内容の検討を進めてまいりたいと思
います。

・令和3年度の食育フェスについて
会場についてはもちろんのこと、企画面においても何かアイデアがない
か、大学に協力を求めてもいいのではないか。

・墨田区食育推進計画の策定について
計画を策定するにあたり、食育を受ける側の意見も必要だと感じる。町会
等も交えて策定していってはどうか。町会の動きについては地域活動推
進課が詳しいと思う。

・その他（情報交換など）
コロナ終息に向けてのアプローチを食育において何かできないだろうか。
難しいかもしれないが。身近な話で言えば、私の協議会においては学校
内での小規模SNS上に生徒たちからの意見を募集し、大人たちが回答・
解決できる仕組みを作ろうと思案中です。

・食育フェスをはじめ、計画策定の件につ
いても大学側には協力を求めていく予定と
なっております。

・計画策定については区内の大学生をはじ
め、幅広い方々からの意見を聞き策定して
まいりたいと思います。

・墨田区食育推進計画の改定に向けて
　人と人とのつながりを重視してやってほしい。計画作りを通して人と人と
がつながっていければと思う。

・令和3年度の食育フェスについて
実施を控えることを考えてもよいと思う。もしやるのであればオンラインや
動画を通して、教室的なものを自宅でできるようになれば面白いと感じる。
これまで協力してきてくれた児童館の人を巻き込んでいきたい。また、千
葉大の学生が商店街等にかかわってきている。声をかければ来てくれる
のではないか。

・その他（情報交換など）
　豆腐マイスターとして、豆腐についてもっと知ってもらうための活動をして
いる。（区内児童館、豆腐の本で作り方の紹介等）

・令和3年度の食育フェスについて
もし内容が縮小になってしまうとしても、やれるのであれば開催したほうが
いいと思う。手洗いうちわでの協力が可能である。

・墨田区食育推進計画の策定について
大学生と関わっていくという意見はありだと思う。

・墨田区食育推進計画の改定に向けて
すみだ食育goodネットありきな内容であるのが気になる。ほかの団体が入
る余地はないのか。

・令和3年度の食育フェスについて
　折角食育推進リーダーを育成しているのだから、昨年度の「協力」レベ
ルから「参画」レベルにまで引き上げるようにすれば若い力が育っていくの
ではないかと思う。既存の人がいると意見がつぶされてしまうので、他団
体と関わらせず、アドバイザーを一人程度自分たちで選んだうえでリー
ダーたちに全てつくらせてみるべきではないか。
　ネット配信等、新しい層に訴えかけていくことも重要では？（現状毎年同
じ人たちでやっているだけに過ぎないと感じる）

・墨田区食育推進計画の策定について
　「若者」という表現が使われているが、具体的にどの年代をターゲットに
しているのか。ボーイスカウトに関しては、現在活動に制限があり、周りか
らの目も厳しいため萎縮していて難しいのではないか。幼稚園・保育園の
保護者世代はねらい目の可能性があると感じる。
　「SDGsの考え方を踏まえて」とあるが、ポイントを絞り、具体的かつ実現
可能なものにしないと意味がないと考える。

・ワークショップ等で集まるのはまだ難しい。代替のデジタルコンテンツを
用意すべき



回　　答意見質問など

高山

委員

中村

委員

河上

委員

栗田

委員

・墨田区食育推進計画の策定について
　今回の計画の改定にあたり、新しい日常・SDGｓなどの視点を盛り込むと
されている。
　資料５－２を見ると、新しい日常については第３章「すみだらしい食育文
化の推進」のなかのリーディングプロジェクトで触れると思われる。
　一方で、SDGｓについては、第２章の墨田区の食育を取り巻く現状の中
の今後の取組で触れられるようだが、現状という枠組みの中で触れるの
ではなく、今後の事業展開の中で触れることが必要ではないか。そのため
にも第３章でふれたほうがいいと思う。
　資料の中の第３章「すみだらしい食育文化の推進」の中のリーディング
プロジェクトで
ポイントとして（２）持続可能な食を支える食育の推進として、SDGｓの内容
も踏まえるようにも思われるが、そのように理解していいのか

・持続可能な食を支える食育の推進につい
てはSDGｓの内容を踏まえて作成する予定
です。いただいた助言も取り入れたうえで
計画策定してまいりたいと思います。

・令和2年度の食育推進事業報告について
食育フェスのアンケート結果集計が済み、本会議でご紹介可能な内容が
あれば是非共有頂けますと幸いです。

・令和3年度の食育フェスについて
ＩＣＴを活用したプログラムを盛り込んでみるのも良いかもしれません。可
能な範囲で検討出来ればと思います。

・墨田区食育推進計画の策定について
これからの協食の検討、目標値の設定は大変良いと思います。
前回の会議で意見があったように、アイコンとSDGｓマークなどの関連付
けは重要だと思います。

・その他
コロナ禍でも水族館として様々な企画を試みているので紹介します。水族
館内でディナーを食べるイベントの開催（料理はソラマチ内のレストラン監
修）。錦糸小学校の3年生と交流を持ち、リモート会議、水族館内見学の
後、児童たちが複数人でグループを形成し、それぞれが水族館のCM（1分
程度）を作成する。また、田口委員からのお声掛けいただき、将来飼育員
を目指している６年生の児童に対し、飼育員の表と裏の仕事、飼育員たち
はいつこの仕事を目指し、どう取り組んでいったかなどを半日かけて説明
する。これらをはじめとした取組みが、役所の主管課も違い、すべてが点
でのイベントとなっている。役所と協定のようなものを結び、お互いに包括
的な取り組みとしてのメリットが見えてくればより一層距離感が縮まり、で
きることも増えてくると思う。

・令和3年度の食育フェスについて
新型コロナの影響を受け開催も大変ですが、できる範囲で開催していただ
ければ幸いです。

・墨田区食育推進計画の策定について
検討にあたって「SDGｓ」を実現できるよう、目標を明確にしてほしい。

・その他
「食育」に参画していただくための手法を検討していただきたい。若い人の
参画も必要ですし、多様性も必要と思いますが…。

・アンケート集計し、紹介すべき内容等あれ
ば共有させていただきたいと思います。

・ICTの活用について、徐々に対応していき
たいと考えております。

・規模等若干縮小しつつも、開催を予定し
ています。

・SDGｓの内容を踏まえた上で、計画策定し
てまいりたいと思います。

・今回の計画策定においては区内の大学
生に協力を呼び掛けて、若者の参画を予
定しております。


