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会議概要 

1  開会 

（１）区長あいさつ （※委嘱状については、机上配付） 

 皆様こんにちは。区長の山本でございます。今日はお忙しい中、そしてだいぶ寒く

なってきまして、足元も悪い中こうしてお集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。まずは日頃から私共すみだの食育、ご支援とご協力賜りましてわたくしから

改めて厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 そして今年度は、すみだ食育推進会議の委員の切替の年ということで、引き続きお

引き受けをいただいた方々、そしてこの度新たに委員にご就任をいただいた方々に心

から感謝を申し上げたいと思います。本来であればわたくしから皆様ひとりひとりに

直接委嘱状をお渡しするべきところでございますが、時間の制約等もございまして、

机上に配布をさせていただきましたことをご了承いただければと思います。 

 このコロナウイルス、厳しい状況でございますが、少し落ち着いたかなとも思った

り、また東京都内200名を超えることもあったりということで、コロナ対策というの

は墨田区役所としてもしっかりと対応していきたいと思っているところですが、なに

ぶん厄介なのは我が区が人とつながる墨田区というところです。今日も久しぶりに会

議でお会いする方もいらっしゃるのですが、私たち下町すみだというのは皆さんと一

緒に face to faceで顔を合わせながらいろんなことを一緒にやっていくという町の

代表であるのに、コロナにはそれを分断するような特徴がありまして、そこが区政を

進めていく上での一番の課題なのだと改めて感じています。 

 例年であればこの秋、すみだまつりやこどもまつりをはじめとして地域のお祭りや

イベント、こういったものが数多く開催を迎える時期でもありますが、こうしたイベ

ントや会議等がなかなかできないということが厳しいと言わざるを得ない状況です。

そしてこの食育においても 6月の食育フェスが延期ということで 11月末に規模を縮

小して、展示のみの開催に変更させていただくということになっております。 

また、新しい生活様式での食育活動の方法についてはこれから皆様のお知恵をお借

りしながら、区としてこの状況をしっかりと前へ進めるべく検討していきたいと思っ

ております。ぜひともよろしくお願いいたします。 

そんな中で昨年度を振り返ってみますと、区の取組としてすみだ食育推進リーダー

の育成を行い、新たなリーダーが 7名誕生しました。また、すみだ食育 goodネット

におきましては区内の活動にとどまらず、遠方の地域とすみだをつなげる、そんな活

動も行っていただきました。これまでの福島県の相双地域とのつながり、これもレポ

ートをいただき、素晴らしい活動だと改めて感じました。 

そして特別区長会のほうから特別区全国連携プロジェクトということで、今年度か

らの本格実施に先駆け、昨年は北海道十勝の芽室町に行っていただきました。現地の

関係者の方々と食育ワークショップを行うなど、本プロジェクトの推進にご尽力をい

ただきました。あらためて感謝を申し上げたいと思います。 

平成29年6月に策定をしました墨田区食育推進計画も終盤に入ってまいりました。

本格的な策定作業は令和３年となりますが、委員のみなさまには現行計画の進捗を評

価していただくとともに、次の計画の策定にもご協力を賜りたいと思います。思い起

こしますと平成 27年、私が区長になった直後の 6月、食育全国大会を私たち墨田区

で開催することとなりまして、本当に大きく盛り上がり、区の原点というものを改め



て感じたという思い出もございます。そういう中で皆様にはすみだの食育というとこ

ろの着実な推進に向けて、今日も忌憚のない意見をいただきまして、十分なご審議を

いただきますことをお願いしまして、冒頭のあいさつといたします。どうぞみなさま

よろしくお願いいたします。 

 

2  すみだ食育推進会議について 

事務局より「墨田区附属機関の設置に関する条例」及び「すみだ食育推進会議に

関する要綱」に基づき設置されている旨の説明。 

 

3  委員及び職員の紹介 

  委嘱後初会議となるため委員読み上げ（新任委員：内野委員、高山委員、 

中村委員、西塚委員） 

  委員ひとりひとり自己紹介 

 

4  委員長・副委員長の選出 

 委員長は委員の立候補、副委員長は委員長指名により、以下のとおり決定した。 

・委員長：佐伯信郎氏（すみだ食育goodネット 理事長） 

・副委員長：友成真一氏（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） 

・副委員長：内野美恵氏（東京家政大学ヒューマンライフ支援センター 准教授 

ヒューマンライフ支援機構 社会連携室長）   

 

5 委員長あいさつ 

 この度、立候補させていただきまして、承認いただきましてありがとうございます。 

すみだ食育goodネットの佐伯と申します。 

私が今回立候補するにあたりまして、墨田の食育は「食は手段で、育むのは人」で 

あると。これを合言葉に活動してきたと思います。素ダコたこつぼ理論は食育を考え

るうえで柱になっているものと考えています。その結果第 10回食育全国大会を指名

されて開催できたと思っております。 

すみだの食育は協働で推進するという考え方で取り組んできました。一緒に考え、 

一緒に汗をかいて成果を一緒に味わう。お互いプラスになり相乗効果が得られる。 

私はこの協働によって進められてきたすみだの食育が大好きで、区が進める食育に積 

極的にかかわってまいりました。推進会議にも出席させていただきました。ですが、 

最近その在り方に疑問を感じてもいます。 

今後、さらに墨田区の食育を推進し、この会議が活性化することを期待して、この

度委員長ということで名乗りを上げさせていただきました。以上でございます。 

6  会議について 

委員長より、委員の過半数の出席をもって成立する。本会議について、本日は委

員 14名中 12名の出席により会議が成立となった旨、報告があった。その後、委員

長により会議が進行された。 

 



7  報告 

事務局より資料2に基づき説明 

（１） 令和元年度食育の推進状況について 

（２） 令和元年度災害時食支援ネットワーク検討会報告 

 

8  議事 

     事務局より資料3に基づき説明 

（１） 令和2年度食育の推進事業予定について 

※ここで委員長による採択の結果、過半数以上の賛成をもって承認された。 

 

  事務局より資料4に基づき説明 

（２）令和2年度災害時食支援ネットワーク検討会について 

※ここで委員長による採択の結果、過半数以上の賛成をもって承認された。 

※ただし、資料4については「災害時食支援ネットワーク」で検討したものではない

との指摘を受けたため、後日委員長に適切な手順を踏んでから報告するよう、改めて

指示を受けた。 

  事務局より資料5に基づき説明 

（３）墨田区食育推進計画策定（令和４年6月）に向けた準備について 

※ここで委員長による採択の結果、過半数以上の賛成をもって承認された。 

 

---------以下、意見交換の概要--------- 

 

□委員長 

それでは、皆様のご協力をお願いし、議事を進行してまいりたいと思います。 

なお、本会議は「委員の過半数の出席において開催」となり、議事承認については

「出席委員の過半数」の賛成をもって承認となりますので、よろしくお願いいたしま

す。本日は、羽原委員はご診療の関係で途中退席となると伺っております。 

次第の４ 報告です。 

 （１）の「令和元年度食育の推進状況について」～（２）の「令和元年度災害時食

支援ネットワーク検討会報告」までまとめて報告していただき、委員のみなさまの質

疑・ご意見をお伺いしたいと思います。それでは、事務局から報告してください。 

◇事務局 

（１） 令和元年度食育の推進状況について        （資料 ２） 

 昨年度の墨田区及びすみだ食育goodネットの活動の実績でございます。まず4月、

例年ですとこの時期に墨田児童館で goodネットがすみだ農園のキックオフイベント

をしている時期でございました。さらに５月から食育推進会議をはじめ、いくつかの

会議体が始まっていきます。昨年は 5月に goodネットが福島県浪江相双小学校総合

学習事業の参加をされております。6月には歯と口の健康フェスティバルのほうに参

加されております。20日から23日にはすみだ食育フェス2019を開催し、4日間で延

べ来場人数は 1767人でした。展示以外にこども商店街なども行いまして、大盛況の

うちに終わっております。6月 29日、30日には食育推進全国大会が山梨県にて開催



されました。区と goodネットで展示を出し、すみだの食育を PRしたところです。8

月には気仙沼へ、地産都消プロジェクト、さかな大好きの関連で、東京東信用金庫、

東京商工会議所墨田支部、墨田区商店街連合、墨田区観光協会、第一ホテル、などと

一緒に見学に行かせていただきました。9月になりますとすみだ農園の収穫ができま

して、そこで goodネットが子供たちに調理や会食などのイベントを開いていただき

ました。9月以降は首都防災ウィークで災害時の食に関する普及啓発について good

ネットを中心にしていただきました。goodネットの事業といたしましては人づくりワ

ークショップなどを開催しております。区のほうでは9月から全7回にわたりまして

すみだ食育推進リーダーの育成講習会を開催いたしました。9月28，29日には地域イ

ベントであります江戸に浸かるというイベントにおいて、食 19会で子ども屋台を出

展させていただいております。10月、すみだ祭り・こども祭り。さらにこの年は住宅

祭りが台風のため中止となりましたが、それ以外にも向島歯科医師会が委託されてい

る高齢者口腔ケア教室において、goodネットも協力し、4会場で歯と口の話をしてお

ります。11月、福島から来ていただいた修学旅行生に対し、goodネットがサポート

をするといった事業がありました。さらにこちらから福島県に赴いたというような事

業もございます。1月に入りますと、災害時食支援ネットワーク検討会の開催。good

ネットは十勝との連携プロジェクトのなかでトークライブを行っております。2月に

十勝との連携では北海道芽室町に行き、ワークショップをされたという報告がありま

した。また、残念ながら2月以降におきましては新型コロナウイルス感染症予防のた

めにほとんどのイベントが中止となり、現在に至っております。 

（２） 令和元年度災害時食支援ネットワーク検討会報告   （資料 ４） 

 昨年度については 1月と、3月に会議を予定しておりましたが、3月についてはコ

ロナの影響で中止となっておりますので、1月に行われた第1回の報告をさせていた

だきます。昨年度の取組につきましては、台風が到来した年であったということから

今まで地震を中心としていた避難所運営について、実際に風水害が起きた際に対応可

能かについて話し合いをさせていただいたところです。その際に避難所が少なく、各

避難所が大変混乱した状況になる可能性があるということを全員で共有しました。こ

れまでは災害後 72時間まで区が非常食を配備しておく、さらにそれ以降は東京都か

らの支援を受けるということになっておりましたが、災害を考慮すると今後はもっと

踏み込んだ議論が必要なのではないかというところが災害時食支援ネットワークの

中ではでたところでございます。今後の課題につきましては座長をしていただいた河

上委員のほうにお話ししていただければと思いますがよろしいでしょうか。 

■河上委員 

 課題は 2つございまして、１つは、当初は災害から 72時間までというタイムスケ

ジュールを持っておりましたけれども、水害が発生した場合に2週間ですとか、かな

り長期間要支援状態が起こりえることもございますので、食支援の在り方、準備の仕

方を見直す必要があると感じております。2つ目は、現在防災課で用意している備蓄

している非常食は 72時間分でございます。これを長期間分用意しておくのは大変難

しいのではないかということです。これに対して、いわゆるローリングストック、常

に買い置きをしながら使っていくという、そういう形で個々の備蓄を進めていく方向

を進めていかなくてはいけないのではないかということで、検討をしております。さ



らに具体的なものについては3月にやるつもりだったのですが流れてしまったので、

また今後検討していく必要があると思っております。 

□委員長 

 ありがとうございました。そうしましたら質疑に移っていきたいと思いますが、先

に羽原委員のご意見からお伺いしてもよろしいでしょうか？ 

■羽原委員 

委員災害時のほうは病院部会のほうで、新型コロナウイルスですが、新型インフル

の時は対応するような病院部会のメンバーとなっておりますが、そういう意味では参

加させていただき非常に有意義な検討ができているのではないかと思います。今回の

コロナも、いってみれば長期間の災害です。任意で食育をうまくやれればいいなと思

います。そして今回は日本医師会のほうは栄養サポートの、「免疫」というテーマで

絞っていこうかなと考えております。 

今回災害時食支援マニュアルもいただきましたが、今日いただいたので。この厚さ

をコメントいまするのは難しいかと思います。 

□委員長 

ありがとうございます。そうしましたらほかにご意見のある委員はいらっしゃるで

しょうか。 

■大久保委員： 

はい。災害時、これ確か去年だと思うのですが、その時素案って拝見してないので

すが、今回僕は初めてみるのですが、これはちゃんと検討会で順序だててつくったの

でしょうか？ 

◇事務局 

こちらにつきましては委員ご指摘のとおり、3月の会議が開けなかったこともあり、

少し準備が遅れてしまったこともあり、今回初めてこの場でお示ししているところで

ございます。また先ほど担当から説明漏れてしまったのですが、これについて今後ま

た河上座長といろいろ検討していくと同時に、皆様方にも見ていただきましてご意見

があれば事務局のほうにも意見をいただきながら精査をしていく。ですから、もし河

上委員のほうで補足あればまたお願いしたいのですけれども、これからやっていく中

で、素案というよりもたたき台ができたということで、これを基本理念のような形で

とらえていただければと思います。 

■河上委員 

わたしから申し上げたいのは渡すのが少し遅くなってしまったというところ。そし

て実はこれいろんな事例を集めてきたもの。つまりこれからこれをさらに精査してい

かなければいけないというものです。なぜこうなったかというと、実はコロナもそう

なのですが、状況によって求められることが非常にかわってくると。そういったなか

いろんな情報があって、どんどん中身が増えすぎました。本来であれば削っていかな

ければならないのですが、まずは皆様にお見せして、そのうえでそういった調整をさ

せていただきたいなと思っております。 

◇事務局 

遅れてしまい、改めてお詫びを申し上げます。 

□委員長 



 ほかにご意見はございますか？ 

■大久保委員 

少し戻ってもいいですか？先ほど、昨年度の活動を報告していただいたのですが、

これはまるで goodネットの活動報告なんじゃないかと感じてしまいました。実際、

協働というかたちでやっているのでしょうか？聞くところによると、全国大会のとき

はスタンプラリーに区の職員が回っていたと。goodネットの方々がみんな名刺交換と

かを必死になってやっている中、そんな態度でいいのかとちょっと憤慨したことがあ

ります。実際に協働していることを報告いただきたいと思います。これはまるでgood

ネットの報告であって、写真もすべて goodネットのものですよね？これをあたかも

区がやったかのように報告されるのはgoodネットとして非常に不本意だと思います。

やはりその辺ちゃんときっちりしていただきたいと思います。 

□委員長 

これを受けて、事務局から何かご意見ありますでしょうか？ 

◇事務局 

まず今の意見真摯に受け止めさせていただきたいと思います。今まで区のほうの反

省といたしましても goodネットの活動を頼りにしすぎていたという面もあると思い

ますので、来年度また計画を作っていく中で区の役割を明確にしていくことが必要に

なると思います。そのためそういったところもきちんとやりながら、また先ほどのイ

ベントの際に職員のほうが不適切な行動をしたというご指摘もいただきましたので、

そういったことが今後ないようにさせていただきたいと思います。 

ただ、我々といたしましてもこういった福島の関係でいうとバスの手配だとか、ま

た児童館の関係のほうもやらせていただく中で、児童館とのコラボのようなものや、

また食育推進リーダーの育成、そして気仙沼との関係。そういったところも、きちん

とやらせていただいているということでございます。ただ少し力が足りないというと

ころでございますので、そこのところは真摯に反省させていただきながら、今後の計

画の中で具体的に、こうしたほうがいいのではないかというようなご指導を受けてい

きながら作っていき、また goodネットと区民と区のそれぞれの活動についてご指導

いただければやらせていただきたいと思っている次第であります。まことに申しわけ

ございませんでした。 

□委員長 

 ほかに何かありますでしょうか？ないようであれば私のほうから goodネットの活

動について報告させていただきたいと思います。 
 1点目が全国連携プロジェクト、十勝地域とつながって関係人口を増やそうという

取り組みです。十勝の芽室町とともにワークショップを開催しました。この時に、芽

室町の食材を活かしためちゃんこ鍋というちゃんこ鍋が誕生したという経緯があり

ます。それともう1点、福島相双地域とつながりまして、こちらの地域へえごまの収

穫祭に行ってまいりました。詳細は資料を見ていただければと思います。 

 続きまして、議事に入らせていただきます。報告同様、まとめて議事について説明

してもらったあと、質疑に入らせていただきたいと思います。では事務局のほうから

説明をよろしくお願いします。 

 



◇事務局 

 まず資料３の令和２年度食育の推進事業予定について説明させていただきます。ま

ず１の食育フェス 2020について。毎年 6月に開催しておりましたが、今年度は新型

コロナウイルスの影響で延期となりまして、11月26日～29日で開催する予定です。

規模も縮小となりまして、今年度は区役所アトリウムのみでの開催となります。イベ

ント内容につきましても展示のみとなる予定です。 

次に２の各児童館による協力店舗とのつながりの展示です。毎年こども商店街とい

うイベントを開催してまいりましたが、今年度は中止となりました。それに代わり、

来年度への橋渡しとしまして、昨年までの協力店舗との取組の展示を行う予定です。

日時は11月28日～12月2日。会場は東向島児童館分館の展示ブースです。 

３番です。モデル地域活動です。平成 28年に児童館を中心にモデル地域を設定し

ました。北部が墨田児童会館、南部が立川児童館です。そちらでワークショップを開

催し、その後も区民や地域団体・企業等の関係者が自主会を開催・活動を行っていま

す。北部の墨田児童館では毎月 19日に食１９会と称しまして集まりを開いており、

区としましてはそちらの地域イベントの応援をしています。南部の立川児童館につい

ては活動を休止しております。 

4番の人材育成についてです。昨年度に育成をしました墨田食育推進リーダー5期

生の活動支援を行っております。1番で紹介した食育フェス2020において、食育推進

リーダーによる展示を予定しております。 

最後に 5番、食育シンポジウムについてです。来年の 2月 27日にすみだリバーサ

イドホール2階のイベントホールにて開催を予定しております。内容としましては幼

稚園や保育園の食育の取組を募集し、表彰します。また、食育コンテスト各賞の発表

や授与式、入賞園の事例発表や講演会等を行う予定となっております。以上です。 

□委員長 

 はい、それでは（２）をよろしくお願いします。 

◇事務局 

 続きまして災害時食支援ネットワーク検討会の本年度の活動でございます。前回の

食育推進会議におきまして令和2年度の活動内容を承認いただいていたのですが、コ

ロナウイルスなどの関係で修正をしたいので提案させていただくものです。 

まずは先ほどの冊子を見ていただければと思います。こちらはマニュアルというよ

りはたたき台に近いものでございます。区の資料と他の自治体等の資料を集めて足り

ないものがないかという調査をしていきたいと思っております。その作業にあたりま

しては検討委員の方にもご協力いただき、また各課にも意見をいただいたうえで、修

正し、新たに加えたほうがいい意見等ありましたら追加していきたいと思っておりま

す。 

このようなかたちで活動内容を修正していきたいと思っております。そして要配慮

者と支援者を見つけ出す訓練などにつきましては、今後冊子などが出来上がった後

に、また検討していきたいと思っているところでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、資料の 5、墨田区食育推進計画について説明させていただきます。先

ほどありましたように、来年度現在の墨田区食育推進計画、こちらの第4次計画を作



成させていただく予定でございます。資料5に現計画の構成が書いてありますが、具

体的に見ていただくために1枚中をおめくりいただきまして、こちらのほうから始め

させていただきます。先ほど委員の方からご指摘がありましたけれども、こちらの計

画については第3次の食育計画で、国の計画と、東京都の食育計画に基づき区民主導

による協働の食育で協創の食育を推進するということが計画の趣旨となっておりま

す。計画の位置づけについては食育基本法から始まっているというもので、その中で

第3次食育推進計画に掲げる5つの課題がございます。計画の特色につきましては災

害時食支援と平時の食支援ということで、食育を中心に多角的な視野をもって、いろ

いろな部署と連携しながら様々な施策を行っていくところでございます。 

墨田区には現在、食育において 5つのアイコンがございますが、SDGｓ、農林水産

省のほうからも同じようなアイコンが発表されておりますので、このあたりのロード

マップ等もどうしていくか、というところでございます。 

第3次計画においてのすみだが目指す食育は「みんなが笑顔で楽しい食環境を通じ

て豊かな人生を送る」基本理念は「夢をカタチに！手間かけてみんなでつくるすみだ

の食育」です。5つの基本目標については計画冊子の26,27ページに詳しく載ってお

りますのでご確認ください。 

リーディングプロジェクトですけれども、３つありまして、1つが多様な人々によ

る「協食」の推進ということで、こどもから高齢者まで一緒に作って食べていく協食

の場を作るということで街かど食堂を設けています。またもう一つに国際的な視野で

とらえる食文化の普及というものもあり、食品ロスの削減、文化遺産でもある「和食」

など、食文化について、こういった視点でとらえるといったこともしています。最後

に災害時食支援ネットワークの構築ということで定めているところです。 

区が進める食育の取組は、ライフステージごとで進めていくと決めており、また、

区民が進める食育の取組としては、すみだ食育 goodネットとの連携による支援をし

ていくことがうたわれております。 

こういった現計画を踏まえまして、第4次食育推進基本計画の重点課題の方向性が

たたき台として示されているところでございます。コンセプトは食育による SDGｓ達

成への貢献。その重点課題として「新しい生活様式に対応した食育の推進」、「国民の

健全な食生活の実践を支える食育の推進」、「持続可能な食の3つのわ（環・輪・和）」

を支える食育の推進があります。これに沿って今後は第4次の計画の策定をしていく

べきだと思っております。 

最後に、SDGｓの 17のゴールについて説明させていただきます。こちらが 17のゴ

ールと169のターゲットから成り立っていることはみなさまご存じのところかと思い

ますが、この農林水産省の考え方も SDGｓにのっとって整備をしていこうという考え

方が示されているので、こういったことを踏まえて今後計画の策定をどうするか、ま

た計画内でのリーディングプロジェクト等に関してみなさまの忌憚のないご意見を

聞くことができればありがたいと思っているところであります。 

□委員長 

ありがとうございました。そうしましたら、まず（１）からご意見をお伺いしたい

と思います。何かございますでしょうか？ 

■大久保委員 



 ４番の人材育成についてですが、すみだ食育推進リーダー5期生を令和元年に育成

と書いてありますが、この活動支援を行うとは具体的にどういった活動支援なんでし

ょうか？なにか連絡とかありましたでしょうか？ 

◇事務局 

はい、現在すみだ食育フェスが 11月末に行われますが、こちらの展示については

一緒に運営していくという形で、コロナ禍で少し中断いたしましたが、現在4回目の

集まりなどをしている最中でございます。 

■大久保委員 

4回目とは、いったいどんな内容で4回あつまったのですか？ 

◇事務局 

まずは自分たちの夢をもう一度思い出そうというところから、みんなでワークショ

ップのような形で意見を出し合いまして、食育で実現したいものを1回目に話し合い

ました。そのあとコロナでずっと中断となっていましたが、今度は食育フェスの展示

に関わりつつ、あとは自分たちの夢を表現してみようということで、いま写真のコラ

ージュのポスターづくりを全員でやっております。今回の食育展示はかなり小規模で

ありまして、密にならないよう努めております。そのため正直今回については受付や、

会場アンケート並びに消毒といったところを経験していただき、区民の方に接すると

いうところと、食育に興味があるいろんな方に触れていただくというところを第一歩

にしながら次年度に向けて計画を立てていこうと思っています。 
□委員長 

ありがとうございます。ほかにご意見ある方はいらっしゃいますか？ 

■平田委員 

3番のモデル地域活動についてなんですが、ちょっと気になりますのがここにある

北部、墨田児童館は食 19の会を開催し、イベントを応援しています。対して、南部

の拠点となるはずの立川児童館が現在活動なしとあります。今現在どういう状況なの

か、それに対してどういう働きかけをしていくのかをご説明いただきたいです。私も

食育週間の時は児童館と一緒にこども商店街を開催しています。さらに6月以外の時

も、私は文花児童館なのですが、お豆腐作りの教室開いたりですとか、おからでみそ

を作ったりだとか、非常に意欲的な児童館が多いと感じています。それで、それらの

児童館を中心に食育を進めていくというわけなのですが、その他の児童館に対して

も、どのような働きかけをしていく予定なのかちょっとご説明していただけますでし

ょうか。 

◇事務局 

まず南部地区の立川児童館ですが、確かに北部とくらべますとほとんどこちらから

の働きかけというところはできていない状況でございます。理由といたしましては、

なかなかこちらから既存の地域の方々の集まり、実際には計画策定のためにワークシ

ョップで集まった方々も、まだ児童館にかかわってらっしゃる方も関心があるという

話は聞くのですが、その会のほうに行くというチャンスがなかなかなかったというと

ころがあります。また、建て替えという話をきいておりまして、集まりはどうかと思

っていたところですが、先日、立川児童館長のほうからお電話いただきました。当時

関わっていた方がぜひ食育でまた何かやりたいといっていますので、日にちを合わせ



てやっていきませんかという話です。こうしたところもありますから、そこを、数年

ぶりになってしまうのですけれども突破口にしながら、あちらが実現したい事柄を探

していきたいと思っております。 

■平田委員 

ぜひ区のほうからの積極的な働きかけをすすめて、推進していただければと思って

おりますので、ぜひよろしくおねがいいたします。 

□委員長 

ぜひあちら側からというのではなく、こちら側からの働きかけをお願いしたいと思

います。ほかにご意見ある方はいらっしゃいますか？ 

■栗田委員 

先ほどご説明ありましたが、墨田区食育推進計画は墨田区として食育の方向性を定

め、国や東京都などと連携しながら関係者と計画的に策定をしています。その基本理

念、その目的を実現するために議論が必要であると思うのですが、今年度は新型コロ

ナウイルス感染症の終息が見えない中で様々な制約を受けていると思いますけども、

着実な事業実施に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

□委員長 

ご意見ありがとうございます。ほかにありますでしょうか？なければ事務局から何

か発言ありますか？ 

◇事務局 

こちらの来年度の計画改定に向けて、今率直なところいろいろな材料を仕入れてい

る段階でございます。それで、今の栗田委員のご指摘も踏まえまして、次回に向けて

いきたいとおもいます。ただ、実際いまコロナで少々滞ってしまっており、規模縮小

等しているところでございますので、なかなか動きが遅くなっております。その点に

ついては申し訳なく思っている次第でございます。 

□委員長 

それでは各委員の承認をとりたいと思います。（１）について承認いただける方は

挙手をお願いします。 

ありがとうございます。出席委員過半数の賛成をもって承認になりました。 

 それでは（２）の議事に移ります。ご意見ある委員の方はいらっしゃいますでしょ

うか？ 

■河上委員 

模擬訓練を、コロナ禍ではありますけどもやるべきだとおもいます。現実やってみ

なければ、どうやっていいかわからないと思いますので、感染状況を見ながら少人数

でもいいので、安全を見てやっていければいいなと。そういった希望を持っておりま

す。 

◇事務局 

防災課とも連携し、具体的なアドバイスをいただきながら、またコロナのほうの第

3波も怖いですけれども、できるだけ早くやらせていただきたいと思います。 

□委員長 

大久保委員と原委員どうお考えでしょうか？ 

■大久保委員 



今おっしゃったとおり、実際の避難の際に健常者とかいろんな身体障害者の方とか

高齢の方とかみんなが避難所に来るので、それについての実際の対応とか訓練をした

ほうがいいと思います。確か以前委員会で申し上げたのですけれども、そのままにな

ってしまっているのでぜひよろしくお願いします。 

■原委員 

確かにシミュレーションは絶対に必要だと思っておりますので、いつかはやらなけ

ればいけないと思います。ただやはり心配なのはコロナのところです。ちょっと間が

空いてしまったので、じゃあどのようにすればいいかというところをまた再検討する

必要があるのではないかと思いました。 

□委員長 

ありがとうございます。高山委員どうでしょうか。病院等で食事への配慮が必要な

方々に食事を提供する中で、例えば災害時の食支援について何かご意見等がありまし

たらお願いします。 

■高山委員 

病院からとしての意見としては災害支援ネットワークで情報がたくさん集められ

ているとは思います。ですがそれを知らずに申し上げる形で非常に恐縮なのですけれ

ども、おそらく各病院によって保持しているストック数は違うと思っております。た

だ各病院で病院の患者と職員。また帰宅困難者も含めて各施設で可能な分を準備して

いると思います。 

しかしこれは病院に限ってのことで大丈夫なのか、それとも例えば学校とか保育

園、さらに地域の方も含め、それぞれどれくらい備蓄しておけばいいのかというのは、

一様ではないと思います。 

先ほど委員の先生たちからもありましたように、72時間というところはまずできて

いないというところもあると思いますし、あとはできていても2週間はさすがに置け

ていないと思います。置いておくのは少し困難かと思いますので、今私が個人的に思

っていることは、先ほど話していたローリングストックを進めるということです。例

えば病院であれば病院の中の冷蔵庫にあるものでどうやって、例えばカップクッキン

グとかそういったものを行っていくかとか、そういった活動をしていけばもしかする

と先につながることができるようになるのかなと思います。 

□委員長 

水族館の中村委員いかがでしょうか？水族館としては、生き物のごはんということ

で食育とつながっているかと思うのですけれども、生き物のごはんについて災害時の

備えはどのようにされているかお伺いしてもよろしいですか？ 

■中村委員 

はい。館内にペンギンですとか、各水槽にいる生き物あわせて水族館の中には 600

種類の生き物の展示を行っております。そして生き物のえさに関してはだいたい2週

間分くらい常に冷凍室にありまして、イワシの冷凍のものなんかは 70箱くらい月 2

回くらい仕入れまして館内に備蓄をしております。 

 

□委員長 

地域の取組をしている田口委員にもお伺いしてもよろしいでしょうか。炊き出し等



を町会内で行われていると思うのですけれども、そのような地域の視点から災害時の

食支援について御意見を聞かせてください。 

■田口委員 

（１）と（２）にも関連するのですが、現在コロナの関係でなかなか動きが取れな

いという中で、こういうときにできないだけではなく、できることをやらなければい

けないと思います。もしこれで収まった後に、じゃあ何かやろうとしたときにできな

くなってしまうので、逆に言えばこういったときはチャンスだと思います。こういう

時に何かできることをやっておいたほうが後につながるのではないかということで、

いま動いているところです。 

地域のことに関しては昨年台風がきて、各小学校に住民が避難をしたのですが、そ

の時に、どんな理由で非難をしたのかを聞いたところ、最初は隅田川が氾濫するんじ

ゃないかなどの水害を恐れてという意見がありました。ただ最終的に多かったのは風

だと。もし風で避難したとなると各町会にはだいたい町会会館とか自治会の会館とか

があるのですが、そこに避難することも可能だったのではないかという気がしまし

た。ただ、そういったところですと各町会で運営しているため備蓄物がないことが多

い。そういう意味で、災害時支援マニュアルをよく読んでないからわからないのです

が、もしそういう備蓄品を町会会館に分けていただけると、町会の方々がもう少し安

心して生活できるのではないかと思います。場合によってはその近隣のマンションに

避難するかもしれませんが、そのときには学校の備蓄品がもらえませんのでぜひ、町

会の備蓄っていうのも検討していただけると嬉しいです。 

□委員長 

ありがとうございます。事務局のほうで何かありますでしょうか？ 

◇事務局 

できることをやっていくというのはまさにそのとおりだと思います。春先のところ

はですね、先ほどコロナが、と言ってしまいましたけれども、できることはやらせて

いただくつもりです。連絡等はいくらでもとることができますから、そういったとこ

ろもやりつつ、下地を作っていきたいと思います。 

また台風につきましては、防災課、区の情報の出し方、そのあたりを避難所の開設

等で、大変皆様方にご迷惑をおかけしました。大変申し訳ありませんでした。防災課

のほうで、開設にあたっては昨年のように情報をしっかりと出さないまま開設するの

ではなく、きちんと対策を決めて、情報もしっかり出しながらやっていきたいと思い

ます。そのなかで町会会館ですね、風害ということで町会会館については今の段階で

は何とも申し上げづらいので、防災課のほうに私のほうから伝えようと思います。ま

ことにご迷惑をおかけしました。 

□委員長 

ありがとうございました。それでは各委員の承認をとりたいと思います。（２）に

ついて承認いただける方は挙手をお願いします。 

ありがとうございます。出席委員過半数の賛成をもって承認になりました。 

 それでは（３）の議事に移ります。ご意見ある委員の方はいらっしゃいますでしょ

うか？ 

■大久保委員 



令和４年6月に策定というところなのですけれども、先日歯科医師会のほうに墨田

区保健衛生協議会の資料が来ました。それを3役で読みまわしましたところ、そのな

かの事業評価の部分について、食育の推進の部分がすべてA評価になっていて、はっ

きり言ってびっくりしました。事業の目的を達成しているという判断ということです

ね。例えばですが、すみだ食育推進リーダー育成 20名定員のところ 7名しかいない

のに、です。現在の評価というものが将来の策定に紐づけられるので、きちんとした

評価なくて次の策定はできないと思います。進捗評価をきちんとした基準でしっかり

とやっていただかないと、あれだけ見るとまるですばらしいA評価で終わっています

から、そこをきちんとやっていただきたいと思います。それが次につながるので、ぜ

ひよろしくお願いします。 

◇事務局 

評価については真摯に受け止めさせていただきます。今回評価をAとした理由とい

たしましては、リーダーが7人ということでございますが、無事に推進リーダー育成

の講習会ができたということで評価をいたしました。しかしやはり、今改めてご指摘

を受けますと、定員が20名であったのであれば20名集められなかったことについて

はAという評価はいかがだったのかと、事務局として重く受け止めたいと思います。 

□委員長 

友成副委員長は全体通してどうお考えですか？ 

■友成副委員長 

推進計画についてですけれども、私が昔役人やっていた時にいわゆる事業計画とい

うのは、計画作れば作るほどむなしさがこみあげてくるということがありましてです

ね。そうはいっても計画に意味がないのかと言われるとそこには意味がありまして。

そこにどんな意味を持たせるのかというのがとても重要なところだと思っておりま

す。 

いまここで頭の整理として、計画というのは食育基本計画というのが国の計画とし

てあってですね、そして食育の法律があって、国の基本計画があり、都の計画があり、

それを受けて区がやっているというものです。その一種の形の中で、区がちゃんと推

進計画を作らなきゃいけないという使命があって、それを形の上できちんとやればい

いだけの話なのですから、がんばっていきましょう。 

そこで考えるべきことは2つです。1つは国なり、都が考えていること、今後の大

きな方針に対して、墨田区としてどうするのかという点。それが、さっき委員長がご

紹介されたコロナ禍の新しい状況の中で食育を考えるという話と、もうひとつは SDG

ｓに沿っていくこと。この２つが大きな柱となって、それに対して墨田区がどう考え

るのかということをちゃんと言わねばならないというのが１つです。これは形の上で

それをやらなければいけない。 

もう一つはそもそも、根本的なところで推進計画を作ることに意味があるのかとい

う話。これに意味を持たせる必要があるわけです。そうすると、本質的にそれを作る

ことにどんな意味があるのかということをしっかり踏まえておかないと、単に計画作

りました。はい終わりですということになってしまう。あらゆる自治体で国の計画を

中心にしながら計画をつくるのですが、多くの場合は計画作りました。はい冊子がで

きました。誰も読みません。そのうち廃棄されますっていうことを全国で繰り返され



ています。そうさせないために、なんらかの本質的な目的をこの推進計画を作るとい

うことに対して、どう置くのかだと思います。それはまさにすみだの食育をどう進め

ていきたいのかというところにかかっています。 

すみだの食育をどう推進していきたいのかというのが本質論であり、そのための 1

つの手段として推進計画があると。そういう風にとらえなければ、単なる文章作り、

単なる報告書づくりに終わってしまいます。つまり徒労です。だから意味がない。根

本に、すみだの食育をこういう形で進めたいというそこの議論をしっかりとやって、

そのために推進計画という一つの手段を使いながらどうやって進めていくのか。前回

の推進計画のなかでも同じような議論をやってきています。それが墨田の食育を前に

進めていくために、例えばワークショップをいろんなところでやりながら推進計画を

作るという手段をうまく使いながら、区民を巻き込みながらいろいろな活動をし、地

域での活動をやり、それで何とか進んできたと。そこのところに意味があったと思っ

ています。その結果できた3次の推進計画に意味があったかというと、おそらく形の

上で見ればそんなに意味はないのではないかと私自身は思います。それは進めてきた

ということに意味があると思うからです。 

現在、食育にかかわっている方みんなが考えないといけないのは、時代状況が変わ

ってきているということ。時代状況が変わってきている中で、墨田の食育はどこを目

指していくのか。これはまさに goodネットという区民主導な活動と区役所との関係

も含め、コロナという直接の単元的な活動が制限され、それが悪だといわれる状況の

中で、どう対面で豊かな関係性を築いていくということをやるのか。いろんなことが

あろうかと思うので、むしろその辺りも推進計画を作るということの一つの手段にし

ながら、すみだ自身が新しい食育の活動にかじをきっていくということにうまく使っ

ていければいいのではないかと考えています。 

□委員長 

ありがとうございます。内野副委員長はどうお考えでしょうか？ 

■内野副委員長 

この墨田区の活動というのは日本のトップモデルということでこれまで勉強させ

ていただいてきたのですが、何が素晴らしいかというと、区民の方が自ら率先して食

育に参画して、アイデアを出して自生していくというところです。そういう意味では、

大久保委員のご意見にgoodネットの活動報告書のようだというものがありましたが、

それはまさにすばらしいことだと思います。他の区やほかの自治体に行くと、ほとん

ど区の報告で地域の方々の活動がほとんど見えない、そんな報告書がほとんどです。

そんな中で、この報告書を見たときに本当にすみだは区民の方が巻き込んで、区民の

方主体でやっているのだなというのがみえて、そこに感動しました。 

また、SDGｓに沿って、といった活動方針が示されているのですが、私は今東京都

の食育と、農水省の4次の食育の端っこに関わらせていただいております。何をしよ

うとしているかというのは、SDGｓが17のアイコンで方針を示しているわけです。そ

して、それに合わせて今度食育の4次計画の中にもこのアイコンを作ろうという案が

出ています。しかしすみだは、すでに独自のアイコンを作っています。これもまた素

晴らしいと思います。つまり、ある意味国と国連が後追いしているような状態。すみ

だのレガシーができているわけです。 



ただ、後追いしていた SDGｓと農水省が発表するかもしれないこのアイコンが混ざ

ると、どのアイコンがどれにあたるのか、というのがわからなくなってしまうのでは

ないかと想定されます。ぜひ、すみだがオリジナルであり、墨田が1番最初なのだと

いうところを強く持って、ぜひ今のものを残していただきたいなと思います。そのた

めに、何か差別化するような見せ方をする必要があります。せっかくこれで育まれて

きているわけですから、ぜひ残していく方向でアイデアを出すことができたらなと思

っていました。 

□委員長 

ありがとうございます。現状食育の先端を走っているすみだが、さらに食育を推進

していくにあたって、現計画をしっかり評価して、現状をしっかりと整理して、次の

計画を策定していく必要があるのではないかと思います。そのあたり何かご意見ある

方はいますか 

◇事務局 

実は部会のほうについては内部では事務局案として一つ固まったものがあるので

すが、まだ来年の計画なので、次回1月の第2回の推進会議にて部会の案は出させて

いただきたいと思います。そこであわせて考え方等もお教えいただきたいと思ってお

ります。 

ただその中で真摯に受け止めたいのは、評価部会というのを作るのは確か入ってい

なかったはずなので、委員長のご指摘のとおり、そこのところは事前に意見交換させ

ていただきながら検討させていただきます。 

□委員長 

ありがとうございます。田口委員委員ご意見をよろしくお願いします。 

■田口委員 

事務局のほうで部会を考えていただけるということで、考えていただきたい案が一

つあります。基本的に世の中には食育を供給する側と受ける側がいると思うのです

が、今日ここにいる方々は基本的に供給する側にいる方が多いと思います。ただ町の

方々等大多数は受ける側の人たちだと思っています。そうすると、いろんな会合があ

っても、だいたい出る意見というのは供給側の偏った意見ばかりになってしまう。墨

田の食育を全体的に進めていくのであれば、できれば私たちのような一般の、地域の

町会等も含めたそういう人たちも意見を出せるような部会を作っていけるとよりい

いかなと思うので、ぜひ検討していただければと思います。予算等の決定もこれから

だと思うので、是非ともよろしくお願いします。 

◇事務局 

まだ検討段階でございますので、いまご指摘いただいた供給する側、受ける側、そ

ういったときにどんなかたを入れればいいのか、それが学校なのか町会の方なのか。

もうちょっと含んで委員長と相談させていただきます。 

■栗田委員 

この食育推進計画策定の準備について、今日資料配られて、ご説明いただいたので

すが、その中では方向性が示されていないわけですね。ただこのきちんと精査できて

いない今、何を決定するのかなと思っております。つまり計画の策定に向けて来年度

改定の準備をしますよ、ということだけだとすると、「わかりました。」だけで終わっ



てしまいます。中身について、いずれ、どのタイミングでどういう形で、どう議論し

ていくのかをスケジュール的なものも含めて本来お示しいただいたほうがわかりや

すいのかなと思います。そうしないと、単に準備してくださいで終わってしまいます。

大事な内容ですので、ここにいるメンバー集まって、この会の場できちんと議論した

うえで計画は策定していくべきものだと思っておりますから、その辺り確認をしたい

なと思いました。 

◇事務局 

重要なご指摘ありがとうございました。今回、確かにスケジュール、部会について

示されていないというのはおっしゃられた通りでございます。まずこれについては次

回しっかり出させていただきたいとは思います。ただ今回この準備の意味でございま

すけれども、現計画がこういうものだと確認したうえで、国、都の動きがこうなって

おり、そういった中で皆様方のご意見をいただきながら次回の計画のリーディングプ

ロジェクト、目標点についていろいろと御示唆をいただき、次回にきちんと示してい

く、という趣旨でございました。そこのあたりの説明を私のほうですればよかったの

ですが申し上げておらず、誠に申し訳ありませんでした。 

準備というのは皆様の忌憚のないご意見をいただきながら、次回の計画の目標等を

反映させるものを御示唆いただければということの準備。という意味で入れさせてい

ただいたという次第でございます。1月の段階ではスケジュール、部会等について、

委員長と相談しながら決めさせていただく方向でやらせていただきたいと思います。 

□委員長 

それでは各委員の承認をとりたいと思います。（３）について承認いただける方は

挙手をお願いします。 

ありがとうございます。出席委員過半数の賛成をもって承認になりました。 

他に情報提供いただける方はいらっしゃいますか？ 

■内野副委員長 

災害時の食支援のところで情報提供です。東京家政大学は板橋区にありまして、板

橋区ともいろいろやっているのですが、やはり都内ですと在宅避難という考え方が主

流になるのではないかということを聞いております。そうすると、自宅ないしは近く

の、どのおうちに避難するかというのを決めるということと、そのおうちの中で備蓄

食を用意していくということが必要になるかと思います。そこで実は区オリジナルの

災害食セットとか、災害食に詳しい企業と組んで、新しい災害食のパッケージという

ものを企画しています。そう言った動きもあるということと、あと、避難訓練もなか

なかできないということなのですが、板橋区ではオンライン避難訓練というものをや

っています。あと動画を発信して同じ時間に初動の動きだけでやりましょうというこ

とをやるところもあるようです。以上です。 

□委員長 

ありがとうございます。ではマイクを事務局へお戻しいたします。 

◇事務局 

委員の皆様、本日は長時間にわたりご議論いただきまして、ありがとうございます。 

本日のご意見を活かし、しっかり企画立案させていただきます。最後に、今後の予

定についてご連絡します。二回目のすみだ食育推進会議は、令和３年１月２７日、午



後１時半～午後３時、８２会議室で開催を予定しております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日は貴重なご意見いただきましてありがとうございました。これにて閉会とさせ

ていただきます。 

 


