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江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画計画計画計画策定協議会策定協議会策定協議会策定協議会    第２第２第２第２作業部会作業部会作業部会作業部会（第３回）（第３回）（第３回）（第３回）    会議内容会議内容会議内容会議内容        １１１１．．．．開会開会開会開会 城東南部保健相談所長： お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまより、江東区健康増進計画・食育推進計画・がん対策推進計画策定協議会第２作業部会、第三回目を開催させていただきます。本日はお忙しいなか、そして天気の悪いなかご出席いただきまして誠にありがとうございます。本日議事に入るまでの間、私、城東南部保健相談所長の遠藤が進行させていただきますので宜しくお願いいたします。それでは、資料の確認をさせていただきます。まず次第、続きまして座席表、そして資料１、資料２、資料３、それぞれ各施策の「取り組み」及び「指標」案、最後に下町子どもダイニングのチラシを用意しております。不足等ございましたら事務局にお声がけください。本日終了後意見シートをメールにて送付いたしますので、１週間を目途にご返信をよろしくお願いいたします。ご返信いただきましたシートをもとに、部会長と事務局で案を作成し、策定協議会に諮り素案といたします。そしてパブリックコメントにかけたいと思っております。 ではこれからの進行は部会長にお願いすることといたしますので、登坂部会長よろしくお願いいたします。  ２．２．２．２．案件案件案件案件    （１）（１）（１）（１）各施策シートの修正箇所について各施策シートの修正箇所について各施策シートの修正箇所について各施策シートの修正箇所について    部会長：    早速ですが始めさせていただきます。２．案件の（１）各施策シートの修正箇所について、資料を提示いただいておりますのでそちらについて説明をお願いいたします。 健康推進課 栄養指導担当係長： 皆様のご意見を踏まえまして、二回目の作業部会から内容をまとめましたので、そちらを説明いたします。まず、資料１をご覧ください。食に関する知識・選択力の向上というところで、目標、生涯を通じて健康的な食生活を送るためには、乳幼児期から食に興味を持ち、学齢・青年期、成人期、高齢期を通して、食に関する知識と食物を選択する力を身に付けることが大切です。今回の区民健康意識調査では、食生活・食習慣に不安のある方の中に栄養ドリンクやサプリメントを利用する人が増えています。様々な情報が溢れる中、全ての区民に正しい情報を広く発信・周知し、望ましい食生活を実践に結びつけるため、各関係機関、地域、団体と連携した取り組みが必要
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です。「食」を選択する力を養い、不確かな情報に振り回されることなく、必要な情報を判断できる人を増やすことを目指します。次に、掲載を考えているグラフについてですが、（１）食育への関心度、（２）栄養成分表示を参考にしている程度、（３）食事に関しての必要な知識や技術の有無、（４）普段の生活習慣について（市販のお惣菜を利用している）、（５）外食の回数、を載せたいと思っております。この資料に関して不足があるのではといったご意見がございましたら伺いたいと思います。課題、食育に関心のある人は、乳幼児・小学生の保護者では９割を超えていますが、60歳代の女性、50～70歳代の男性で低く、性別や世代で差が見られます。若い世代と男性全般では、食事に関しての必要な知識や技術が「ない」と思う人の割合が高くなっています。外食・中食の利用頻度が増えています。特にお惣菜はどの年代・性別でも高く、また外食をほとんど毎日１回以上利用している人は、特に 30代の男性で高く、約５割います。栄養成分表示を参考にしている人の割合は５割ですが、全く参考にしていない人も３割います。幼児期から食に興味を持たせ、さまざまな体験を積み重ねながら、食の知識を広げていくことが大切です。「取り組みの方向性」、食に関心がない人にも届くような情報発信を工夫します。中食・外食の利用頻度の増加など食の外部化が進むなかで若い世代を中心に個人の生活状況に応じた食の選択と望ましい食生活の実践ができるよう、世代や性別に合わせて支援します。食品表示の正しい理解と活用の普及に努めます。また、食の安心・安全に関する正しい情報提供に努めます。保育園、小・中学校では、給食などさまざまな体験を通しての食の実践教育を推進します。また、給食だより等で食に関する情報提供をすすめます。区の主な取り組みですが、毎年１回全庁的に、食育の事業ということで調査しているなかから、全体的な取り組み内容が入るかたちで、主な取り組みを抜粋しています。全体の取り組みに関しては、資料編として後ろに付ける予定となっています。区民の取り組みといたしまして、乳幼児期は買い物や食事の準備、料理のお手伝いを一緒にする等、食に興味を持たせましょう。学齢・青年期は、早寝早起きをし、朝ご飯をしっかり食べましょう。給食の献立や食育だよりに関心を持ちましょう。１日に必要な栄養素を知り、自分が摂取できているかどうかセルフチェックできるようにしましょう。成人期は、食品を購入するときは、食品表示をチェックしましょう。高齢期は、いろいろな食品を食べましょう。関連団体の取り組みとしまして、健康的な食生活に関する情報の発信（食品販売業者、飲食店、給食施設）、それから安全・新鮮な地域の食料システムの構築（食品販売事業者）としています。区民の取り組みと関連団体の取り組みに関しましては、もう少しご意見をいただければと思っております。続いて施策の指標です。この施策の指標といたしまして、三つ挙げました。①食育に関心のある人の割合を増やす、②栄養成分
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表示を参考にしている人の割合増やす、③食品を選んだり、バランスのよい食事を作るのに必要な知識や技術があると思う人の割合を増やすとなっております。 続いて資料２です。食に基づく健康習慣・実践力の向上についてです。目標としまして、健康寿命の延伸のために生活習慣病予防につながる望ましい食生活の実践が大切です。国の第三次食育推進基本計画の重点課題では、バランスの良い食事を取ること。自分の適正体重を知ること。それを維持するために、栄養成分表示を活用し、カロリーの調整や減塩を心がけることなどをあげています。今回の区民健康意識調査の課題を踏まえて、各世代に応じて食べることの大切さを身に付け、より良い食習慣を実践できる人を育むことを目指します。資料といたしましては、（１）ＢＭＩと体型についての認知、（２）ふだんの生活習慣についてというアンケートの中から、朝食をきちんと食べる、栄養のバランスや主食とおかずのバランスを考えて食べる、薄味の食事を心がけ、塩からいものをひかえる、それから（３）食事の摂取で心がけていることというアンケートの中から、野菜を多くとるようにしているという項目を挙げました。次に（４）小中学生のアンケート、これは学校のほうでとっているものですが、朝食を食べているか、朝食で食べているものについてのグラフを載せたいと思います。課題、30歳代の女性の「やせ」と、30歳代・50歳代の男性に「肥満」の割合が高くなっています。自分の認識している体型と実際のＢＭＩに差があるのは、男性より女性の方が大きく、中高生では顕著にこの傾向がみられます。若い世代に朝食の欠食率が高い。また小・中学生では、野菜を食べている割合が低く、朝食の内容に偏りがみられます。栄養のバランスや薄味の食事を心がけている人の割合は約５割、野菜を多く摂るようにしている人は約７割と高めですが、意識と実際に差がみられます。乳幼児期からいろいろな味を覚え、基礎的な食習慣を身に付けることが必要です。小・中学校では、自分に必要な栄養量を学び、適正体重を知ることが大切です。施策の取り組み、取り組みの方向性としましては、自分の適正体重を知り、生涯にわたって維持する力を身につけられるよう支援します。生活習慣病予防につながる食生活として、自分に合う食事量を知り、栄養バランスが優れた主食・主菜・副菜がそろった食事を基本に減塩と野菜の摂取量を増やす取り組みをします。朝食の大切さについて様々な情報提供を行い、内容の充実についても啓発します。保育園では、規則正しい生活を送ることで食事のリズムをつくり、外遊びを多くするなど、お腹をすかせて食事時間になることを進めます。小・中学校では、年１回実施している生活習慣病健診の事後指導（栄養指導）を充実します。保育園、小・中学校では適切な給食の提供をし、心身の成長と健康の増進を図ります。区の主な取り組みとしましては、おいしいメニューコンクールをはじめとした取り組みを挙げております。区民の取り組みといたしまし
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ては、乳幼児期は、発達段階に合わせた調理形態で、よく噛んで食べることを身に付けましょう。規則正しい食生活のリズムを作りましょう。外遊びをしっかりし（又は「体をしっかり動かし」）、お腹をすかせて食事時間をむかえましょう。毎月１回体重測定をしましょう。学齢・青年期は、毎日朝ご飯を食べましょう。主食・主菜・副菜をそろえて食べましょう。家族の食事づくりに参加しましょう。毎月１回体重測定をしましょう。成人期、塩分を取りすぎないように気を付けましょう。口腔ケアによる口腔機能を維持しましょう。毎月１回体重測定をしましょう。高齢期、タンパク質をしっかり食べましょう。欠食をしないようにしましょう。毎月１回体重測定をしましょう。関連団体の取り組みといたしましては、安全・新鮮な地域の食料システムの構築（食品販売事業者）、学校での生活習慣病健診事後指導（医師会）です。施策の指標をこちらでは五つ挙げました。①適正体重を維持している人の割合を増やす、②朝食を摂る人の割合を増やす、③バランスの良い食生活を実践している区民の割合を増やす、④野菜を多く摂るようにしている人の割合を増やす、⑤うす味を心がける人の割合を増やすとなっています。 続いて資料３、食に対する感謝の気持ちの醸成についてです。目標、食育によって身に付けたい「食べる力」の中には「食べ物の生産過程を知りつくる人への感謝の気持ちを持つこと」や、「日本の食文化を理解し伝えることができる」ことなどが含まれています。「食べる力」は、家族や異世代の人と一緒に食卓を囲んだり、食を通じたコミュニケーションを図ることで育まれます。しかし世帯構造やライフスタイルの多様化により家族単位では難しくなっています。食に関わる様々な関係者の連携を図り、共食の実践を支援し、自然の恵みや食べ物の生産・製造過程を理解し、食べ残しを減らすなど、食への感謝の気持ちを育む、また、食文化を次世代へ継承することを目指します。資料といたしましては、（１）こどもの食生活で心がけていること、（２）家族と一緒の食事（中高生・子ども）、（３）家族や友人などと食事をする機会、（４）食品を無駄にしないためにしていること等の資料を掲載する予定です。課題、季節の食べ物を意識している人と家庭の伝承料理・自慢料理や郷土料理を伝えるように心がけている人は減少傾向にあります。家族の誰かと食事をしているこども、中高生はいずれも９割半ばと高くなっていますが、団らんの時間は減少傾向にあります。誰かと一緒に食事をする機会がない人は１割台半ばで、80歳以上の女性が５割台半ばと最も高くなっています。食品を無駄にしないため「残さず食べる」「消費・賞味期限以内に食べきる」などの行動をしている人が各年代とも多くなっていますが、何の行動もしていない人も２割を超えています。保育園では、「給食を残さず食べる」「給食を作ってくれる人への感謝を忘れない」「よいマナーで食事をすることを習慣にする」を課題と
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しています。小・中学校では、地産地消の取り組みで東京産の食材を積極的に使用するようにしているが、天候の影響が大きいこと、また、生産量も少なく、価格が高くなるため、安定供給が難しくなっています。学校のアンケート調査では、「食べ物を無駄にしないよう何か行動している」と回答した小学６年生は８割、中学生約７割で内容はいずれも「残さず食べるようにしている」「消費・賞味期限内に食べきるようにしている」「レストラン等で注文しすぎない」「食品を必要以上に買わない」「料理を作りすぎない」の順になっています。施策の取り組み、取り組みの方向性についてです。食事マナーや和食について関心を高め、食文化の伝承と理解を深めます。食にかかわる関係者の連携を図り、さまざまな共食の実践を支援します。食材や食べ物が生産され食卓に並ぶまでの食の循環を意識した食育を推進します。食材ロスを減らすための行動につなげる取り組みを推進します。保育園、小・中学校では、給食を通して行事食を提供したり、はしやスプーンの使い方や食事マナーを身に付けさせることを推進します。保育園では、季節の野菜を栽培したり、肉屋・魚屋・八百屋等の納品業者と連携をして食材を学ぶことを行っています。幼稚園では、生産体験を行い、自分で育てた野菜を収穫する喜びを味わっています。また、育てた野菜で、カレーやスイートポテトなどを作り試食しています。小・中学校では、食べ物を無駄にしないために給食生ごみのリサイクルを行っています。区の主な取り組みは、給食における行事食の提供・体験学習をはじめとする６点を挙げています。区民の取り組みとしましては、乳幼児期は、いろいろな食べ物に親しんで、好き嫌いなく食べれるようにしましょう。いただきます・ごちそうさまの挨拶をしましょう。季節の行事や旬の材料など、日本の食文化を大切にしましょう。学齢・青年期、食事の準備に関わって、食べ物を大切にしましょう。季節の行事や旬の材料など、日本の食文化を大切にしましょう。成人期、我が家の味を大切にして、次世代に伝えましょう。食品は必要なものを購入し、無駄を出さないようにしましょう。高齢期には、身近な人と食事を楽しみましょう。関連団体の取り組み、学校への出前授業や、田んぼの学校などを行う。（食品関係企業、農家、ＮＰＯ法人）、量も選べるようなメニューの提供（飲食店）になります。施策の指標」といたしましては、４点挙げました。①家族や友人など、誰かと食事をする機会がない人（一般区民）の割合を減らす、②食品を無駄にしないよう何らかの行動をしている人の割合を増やす、③季節の食べ物を意識している人の割合を増やす、④食事の手伝いをする子どもの割合を増やす、以上になります。 部会長：    ありがとうございました。資料の１から３まで説明がありましたが、確認をしたい点はありましたか。 委員：     資料１の３ページ目の、成人期、食品を購入するときは、食品表示をチェックしま
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しょうとありますが、チェックだけでは意味ないと思います。具体的にどういうことをチェックするのかといった記載が必要だと思います。 部会長：    具体的なイメージとしてはいかがでしょうか。 健康推進課 栄養指導担当係長： 賞味期限・消費期限もそうですし、栄養成分面で加工食品である場合記載が義務付けられておりますので、カロリーや栄養分を含め、健康づくりに役立てるため確認をしましょうという意図です。 部会長：    ここで具体的な指標をもう少し入れてみてください。         そのほかにはいかがでしょうか。 委員：     資料２の区民の取り組みのところで、乳幼児、学齢・青年期とそれぞれ月１回体重測定をしましょうとありますが、この時期のお子さんはすごく大きくなる時期なので体重だけ測ってもあまり意味がないと思います。青年期はいいとして乳幼児期、学齢期は同時に身長も測ってそのバランスから評価をしたほうがいいかと思います。 部会長：    ここのことで思ったのですが、青年期とか成人期もそうなのかわかりませんが月に１回の計測でいいのでしょうか。やはり、普段から同じようなタイミングで１日に１回程度測るべきかなと思います。月に１回というのはあまりにもスパンが長いような気がします。 委員：     まめに体重計に乗っている人は意識が高まると思います。体重云々よりも意識を高める意味では、月１回ではなく定期的に行うこともいいと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： 体重を測る習慣をつけましょうということでよろしいでしょうか。具体的な記載があった方がよろしいですよね。ですが、朝測る人もいれば夜に測る人もいますよね。 部会長：    そのため、同じようなタイミングで測ることを続けるということですよね。測る時間帯によって体重は変動するものです。できるだけ同じタイミングで測る習慣をつけていくということですかね。あとは、体重計の話も当然出てくるとは思います。 委員：     資料１の３ページ目の学齢・青年期の２項目目、給食の献立や食育だよりに関心をもちましょうについて、他ではしっかり食べましょうだったり、セルフチェックをしましょうなど具体的に書いてありますが、関心を持ってどうしたらいいのかなと感じました。関心を持つだけでは、その先どうしていいのかわからないと思います。 部会長：    具体的な行動ということですかね。 委員：     そうです。興味を持つことによって、今こんなものを食べているんだという自覚するために関心を持つのか、お昼に食べていないものを夜食べるようにしようと考えるために関心を持つのかという方向性を記載したほうがいいかと思いました。関心を持
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つという捉え方は人によって違うかなと思います。関心を持つのが目標ではなく、そこからどうするのかが大切ではないでしょうか。 部会長：    まずは、関心を持っていただきたいということでしょうかね。それだけでは確かに足りないかもしれませんが。 健康推進課 栄養指導担当係長： これは区民の取り組みの標語といいますか、そういった意味で出していますので、区民目線でもう少しこうやって書いたほうがいいという意見をいただければと思います。 委員：     関心を持って栄養について考えるとかですかね。給食は昼だけなので、野菜が足りてない等を知るという機会にしてもよいと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： 活用しましょうという記載の方がいいでしょうか。 委員：     その方がいいですね。 部会長：    実際には、給食だよりを見て、夕食のおかずを考えるということになりますかね。 委員：     学齢期だと難しいですね。保護者が考えることになりそうです。 健康推進課 栄養指導担当係長： 学齢・青年期自身は作らないと思うので、保護者向けになりますね。実際には給食だよりは一般広報のような形で配られているわけではないので、お子さんを通じて家庭に渡るという形になると思います。 部会長：    学校から月に１回、生徒に渡して持って帰ってもらうということですよね。 健康推進課 栄養指導担当係長： そうですね。そこから広がって親に渡ることになります。 委員：     誰に向かって発信しているかで、子どもと青年期の小・中学生自身に発信をしているなら、関心を持ってもらって自分の食事を考えましょうとなると思いますが、子どもたちを通して保護者の方に発信しているなら目標の場所が変わってくるかと思います。子どもたちではなく、親世代になるのでそこは少しわかりづらいです。 健康推進課 栄養指導担当係長： 両方当てはまると思うのですが、どこに入れるのが適正でしょうか。 部会長：    成人期に入れたほうがいいですかね。 健康推進課 栄養指導担当係長： 年齢で言えばそうですね。両方に入れておくのもいいかなと思いました。 委員：     今の考えについて質問があります。この資料で関心を持っている・持っていないというデータはあるのでしょうか。 
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健康推進課 栄養指導担当係長： ないです。 委員：     今の状態はものすごく関心を持っているかもしれないし、全然持っていないという可能性もあるということですよね。その状況次第で、強く問うべきかどうなのかに繋がるかなと思いました。せっかく目標のなかに入れるのであれば、そういうデータもあればいいかなと思います。 部会長：     具体的に取り組みの中に入れるのであれば、現状がわからないとそれがどの程度行動要因に繋がっているか読み取れません。 委員：     指標名や数値の記載があるので、この点もあった方がいいかと思います。 部会長：    学齢期、青年期にも、表現は異なるとしても同じ内容のものを成人期にも入れて、それの指標のようなものをどのように捉えていくかですね。一部学校にそういったものがあればですね。 健康推進課 栄養指導担当係長： よく、学校給食のメニューはよいので、一般にも広めろと言われます。足立区がそのあたりはとても得意で、レシピ本を一般向けに出版していたりします。実際には、給食の献立を参考にできたりするのは、子どもが学校に通っていて、給食のメニューをもらって帰ってこれる子どもたちなので、広く区民にアンケートをとっても、小中学校の親世代に向けた、アンケートとしてとればとれるかなとは思います。どうでしょうか。 学務課 学校給食指導担当係長： 食育だよりについても、やはり本当に食育だけなのかというような部分があって、例えば衛生面であったりですとか、いろんな内容が含まれてしまっていると思います。やはり学校の栄養士がなにを伝えたいかというようなところで、発信しているものですから、そちらについて教育委員会としては、あまり内容のチェックまではしていません。 部会長：    各学校で対応しているということでしょうか。 学務課 学校給食指導担当係長： 各学校です。給食の献立についても、うちのほうとしては、内容のチェックはしますが、どういう形で給食の献立を提供しているかというところは、学校のほうの食育だよりと一緒になったもので考えています。数値に表すのが難しいのですが、どのように子どもたちが何を食べているですとか、給食を通じて何を伝えるかということは、本当に、言葉で言うと、関心を持っていただきたいというところと、関心のない人もいるので関心を持っていただきたいというところから、栄養士と学校のほうは始めて
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いるかと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： どこ向けに入れていくかというところだと思います。 委員：     衛生の問題も、食育の中の話だとは思うので、別に食育だよりの中にいろんな情報が入っているのは、全然何の問題もないとは思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： 学校の親と学生対象のものと、広く成人一般対象向けに入れるとしたら、どんな文言で、どのような働きかけで入れたらよいでしょうか。 部会長：    学齢期そのものは本人に自分の食事を理解してもらうことがまずはどこまでいっているかだと思います。それと、自分の食生活、学校給食以外をもう一度自分なりに見れるようにしてみなさいと、見てほしい、自分で自覚してほしいということだと思います。学校の食育の授業の中で、いろいろやっているかと思うのですが、そういうので自分の給食以外の食事の見直しを、朝夕きちんと食べているのか、特に朝ごはんを欠食していないかですとか、孤食だとか、成人にしてみると、学校給食でそういう食事が出ているのであれば、逆にそれ以外のところではどのようなものを出したらよいのかという献立の工夫でしょうか。 学務課 学校給食指導担当係長： 保護者の方から給食の献立をどのように作られているのかというところをレシピ本のようなものですけれども、それを求められます。そういう関係でホームページ上には学校給食のレシピとして載せて、紹介はしています。 部会長：    いま給食は統一されているのですか。 学務課 学校給食指導担当係長： 統一献立ではないです。ですから、献立を教育委員会のホームページに載せることはできないので、各学校のホームぺージに載せている学校が多いと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： そこで見れるのですか。 学務課 学校給食指導担当係長： はい。 委員：     例えばここの、児童、青年期のところで、子ども向けに、親御さんと一緒にその給食を見て、自分たちの食事を見直そうだとか、そのような感じにしたら、親も巻き込んだような目標になるのかなと思います。両方に入れるとややこしいと思いますので、子ども目線で、保護者と一緒に献立を確認したり、食育だよりとかを見て、活用しましょうといったようにすると両方に入ってくるのかなと思います。 
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健康推進課 栄養指導担当係長： 保護者と一緒に、給食の献立や食育だよりを使って、というところを入れて、活用しましょうということですね。 委員：     そのほうが親も入ってくるのかなと思います。 部会長：    いま事務局のほうから、出てきていましたが、特に、区民の取り組み、あるいは関係団体の取り組みで、区民の取り組みは資料１のところがやはり少ないですかね。もう少しなにか増やせるとよいですね。特に高齢者もここのところがどういう取り組みを期待していくかですかね。 委員：     いま１ページ目に、若い世代と男性が、食事に関しての必要な知識や技術が「ない」と思う人の割合が高くなっていますということで言えば、江東区がやっているのかわかりませんが、世田谷区に私が所属する団体があったときは、男性の台所教室というものをやられていて、男性だけが集まって、自分たちで献立を習ってきて作るというようなことをやっていました。グランチャ東雲という江東区の施設で私が担当していたときには、それと同じようなものをやっていて、男性の料理教室をやって、皆さんに関心を持ってもらうということと、自分の家で作ってください、そしてそれを今度は人に振る舞いましょうということで、男性が女性を呼んで振る舞うようなことをやっていたので、江東区ではそれが区の取り組みかもしれませんが、民間でもそのようなことをやられているところがもしかしたらあるかもしれません。今度はそれを見て、江東区のおばあちゃんたちが、自分たちがやりたいと言って、自分たちの調理教室みたいなことをやられているところはあると思います。 部会長：    関連団体でしょうか。 委員：     関連団体というと、区の関連団体でしょうか。 部会長：    区とは限らないですかね。そういうことですよね。いまのお話は、そういうイニシアチブをとって、ある程度、活動ができるようなところがあれば、そのようなことを期待するということでしょうか。そういうことであれば、関連団体の取り組みのところに入れてもよいかもしれません。 委員：     高齢者と子どもが一緒に食べることができる子ども食堂が江東区のなかにもあります。どのような機会を増やしていくということも、関連団体の取り組みにあってもよいのかなと思います。 委員：     確認ですが、資料１の２ページの区の主な取り組みの食と健康展のところで、江東区歯科技工士会というのは前も入っていたかということと、これはある程度ずっと参加されているのでしょうか。 健康推進課 栄養指導担当係長： 
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はい。歯のテーマのときに歯科医師会さんも一緒にご協力いただいてやることもあるのですが、それ以外にも技工士会さんは毎年参加してくださっています。 委員：     毎年参加されている。 健康推進課 栄養指導担当係長： はい。今年も参加してくださっています。 先生にはメニューコンクールを手伝っていただきたいです。 部会長：    高齢者ご自身の取り組みに近いところはどのように呼びかけているのでしょうか。 委員：     資料１の高齢期のところはやはり少なくて、いろいろな食品を食べましょうというざっくりな一文しかありませんが、高齢者の食事の話をして、確認をしているときに、缶詰は昔からあるのでなんとか食べるのですが、冷凍食品とかレトルト食品になると、やはり少し抵抗があるという話をよく伺います。平均年齢 80歳すぎなので、かなり上の年齢の方ではありますが、やはり缶詰はなんとか食べるけれども、要は、冷凍食品やレトルト食品、チルド食品は手にもとらないということです。ただし、いまは割と高齢者向けに一人前のものとかも出ていて、お料理をすることが大変な方も多いですし、一人分の材料を買ってきて、捨てないでうまく使うというのはすごく難しいことなので、そういうものがうまく使えるような、スキルを身に付けていただくこともこれから必要なのかなと思います。まず、自分でお料理がきちんとできますとか、もちろん料理をする力をつけていくということも大事なのですが、とてもじゃないが火は使えないという方もいるので、レンジで少し温めるとか開けただけで食べられるという惣菜を自分の食生活にうまく取り込んでいくというスキルをつけるものがなにかあるといいのかなと思います。 部会長：       資料３の 80歳以上の女性５割台の人が誰かと一緒に食事をする機会がないというところに関連しますが、特に血縁もなにもない高齢の方々が集まって、そこで食事をするということを何かで少し見ました。何がきっかけでそれができるのかとかというところだと思います。いまのは、高齢者ご自身にそのようなスキルを持ってもらうということでしたか。 委員：     そういうことも必要なのではないかなと思っています。前回、一人で食べることは別に悪いことではないという話もあったと思います。誰かと行けばもちろんそういうことができるのだと思いますが、自宅に一人分というのは、やはりなかなか難しいという方も多いのかなと思いますので、一食すべてをそれにするのではなくて、一品それになにかを付け足してもらうようなことかなと思います。ただなかなか、そういう方法を知らなかったり、それこそ本当に触ったこともないとか、売り場にすら行かないという声を聞きます。冷凍食品売り場には行かないですとか。こういうのを知って
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いますかと言っても、知りませんというお話も多いので、せっかくこれだけ商品も出てきているなかで、やはり低栄養が気になる高齢者の方であれば、やはりたんぱく質もとりやすかったりしますし、資料２でたんぱく質を取り入れましょうと出ていると思いますが、やはりそういうところでうまく活用できる方法を知っていただくことも必要かなと思います。 委員：     高齢者の立場から発言させていただきますと、別に、いまおっしゃった冷凍食品を手にもとらないということやレトルトを手にもとらないということは、私はないと思います。あんなに便利なものはないです。 委員：     それは人によります。できる人はいろいろな商品を使っているのですが、私は北区で年に二回、100 人以上を対象に低栄養予防講座を行っていますけれども、手を挙げていただくと、例えば 20人いるなかで、そういった商品を使っていますという人は２人ほどです。もちろん住んでいる地域などにもよるとは思いますが、江東区でもたぶん、地域によって違ってくると思います。 委員：     それは量販店の量や大きさとかで冷凍食品等が少ないということですか。 委員：     私も調べたわけではありませんが、売り場に行くか行かないかというのは、そこに住んでいる地域の意見を聞いて、実際私がつくったものを初めて食べて、こういうものなんですねとご意見をいただいているので、みんながみんなちゃんと活用しているわけではないと思います。そういう食事で整えている方もいますし、全部、コンビニの一人用のサラダや煮物とか、鯖の味噌煮ですとか、もちろん男性の方でうまく利用されている方もいます。割と手作りがいいと思っている世代の人たちになってくると、そういうのを買う抵抗もあるし、何が入っているか分からないのと、冷凍食品とかだと、どうしてあんな風になっているものが食べられるのかも不安というご意見をいただきます。そこで、私は冷凍食品でこのように作っていますとか、なんで大丈夫なのかというご説明をしたうえで食べていただいたら、まあこれなら食べられるかなというのも実際あります。去年までずっとやっていました。 委員：     わかりません。 委員：     やる方とやらない方の差はすごく大きいと思います。 部会長：    そういうことであれば、やはりそこらへんを知ってもらうと言いますか、まずはそこからでしょうか。知らない人にはその便利さを知ってもらう、食品そのものの活用ですかね。 健康推進課 栄養指導担当係長： いろいろな食品を食べましょうというなかに、それも含まれるとは思いますが、これは区民の取り組みではなくて、うちのほうの区の取り組みの内容を例えば、冷凍食
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品等を使った食事講習会といった取り組みはできると思いますので、そちらのほうには、そのテーマのご提案を活かせるかなと思います。ただし、区民の取り組みは、それも含めていろいろな食品を食べましょうとのところに包括されるかなという感じがしますけれども、他に、高齢期として知識や選択力の向上につながるような取り組みはどんなものがよいでしょうか。 部会長：    いかがでしょうか。 委員：     高齢になると、私もそうですが、年金生活者が多いわけです。そうすると、入ってくるお金は自分が現役で働いていたころよりももちろん収入は少ないわけです。そのなかでの食事ですから、だいたい月このぐらいの食費で賄うのにはどうしたらよいかというようなことを毎月考えながらやると、大体一食こんなものだなということがわかります。それを踏まえながら、毎日毎日衣食住をするわけです。そのなかで、やはり安い食材を探していくと、野菜だともやしが安いとか、そういうことが段々分かってきます。しかし、もやしだけでは生きていけませんから、お肉を少し入れようかとか、いろいろなことを考えながらやるようになるので、頭は結構使うと思います。経済面を考えて、毎日、もやしでもこういう料理にしようですとか、いろいろ考えてやるわけですから、安くて美味しいものを高齢者向けになにかいろいろレシピを考えるなにかがあれば人が集まるかもしれないと思います。ある程度、経済面を表に出してもよいのではないかと思います。 部会長：    それを区の施策として、そのような方向の一つにということだと思いますが、いまここに載せるのに、もう少し高齢者自身の取り組みとして、いろいろやっているかと思いますので、難しいかと思いますがいかがでしょう。 委員：     いろいろやっているわけではなくて、やらないと生きていけないからやっているだけです。 部会長：    どうでしょうか。 少し視点を変えて、前回も少し出ているのですが、特別区のあらゆる情報提供について見てみたのですが、江東区も当然ツイッターやフェイスブックだとかをやられていますよね。それとか、いまは若い人では、インスタグラムなどもやられていて、特別区でインスタグラムをやっているところもあります。結局一番なのが、前も何度も出ていますが、情報を広く発信し周知するなかで、やはり誰がどのように担当するのかということはあると思いますが、やはりいまそれを避けて通ることは難しいのかなと思います。ちなみに、少し見てみたところ、台東区あたりで講習会の案内をツイッターでどんどん出していたり、どの世代がどれだけ出しているのかはわかりませんが、フォロワーを見てみると何千人はいるわけです。だからやはり、この取り組みを周知
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するにしても、先ほども区の活動のなかでおっしゃったものを盛り込んだというのをどこで知るのかだと思います。ホームページを見てくださいとかだけではなくて、いろいろな情報発信をしていく必要があるのだろうなと思いますので、その手がそれだけかかるかというのは私も分かりませんが、そのあたりは少し検討していただいて、少し活動のなかに、周知する方法としては捨てがたいと思いますので、検討していただけるとよいと思います。今回いろいろ見てみましたら、東京都のほうは全部入っているのですね。特別区も基本的にはほとんど入っています。江東区ももちろんやっていますが、あまり情報が載っていないです。ツイッターあたりにはどんどん講習会の情報も入れて発信することもできるのかなと思っています。あと、前回出ていたことで、いわゆる動機付けです。安いとほしくなるとかありますが、どのように魅力をつけるか、周知して、どのようにしたら参加してみようとなるかです。ちなみにいま私が所属している大学が市川市にあるのですが、市川市あたりはエコポイントという制度を持っていまして、すでに 10 年以上やっていると思いますが、いわゆる健康講習も含めて、市がやっている施策だけではなくて、コミュニティやボランティアとかあらゆることに参加すると、ポイントを付与して、そのポイントをいただくと、市の施設が無料で利用できたり、要するになるべく地域に関心を持って、生活をしてほしいということです。それほど高い金額ではないですが、エコポイントで結構、私が携わっているのは健康教室ですが、そういうところたくさんエコポイントを持ってこられます。そして一回参加すると、10ポイントですとか、そして 100ポイント貯まると、バスが片道無料になりますとか、そのレベルですが、そういうものも、いわゆる動機付けのなかにはよいのかなと思います。江東区は、昔エコノミーをやっていたというのは見たのですが、そのようなことも検討していただいてもよいと思います。周知することと、周知したからには行ってみようと思わせるようなことです。費用のこともあると思いますので、簡単にはできないと思いますが、そのようなことも検討していただけるとよいかなと思います。あと、前回からのことを見ていて、何かありますか。私のほうからは今出させていただいたのですが、いかがでしょうか。 いまは、資料１のところで区民の取り組みのところを話しましたが、他のところも何かありますか。 委員：     資料３ですが、取り組みの方向性の下から二番目で、幼稚園ではというところがありますが、実際に区の主な取り組みのなかに、幼稚園という文言は全く出ておらず、保育園はありますが、幼稚園にはあまり取り組みはされていないのでしょうか。基本的には保育園という言葉に幼稚園も含めているということでしょうか。 健康推進課 栄養指導担当係長： 
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そうですね。 委員：     方向性には書いているけど、取り組みに載せていないということですから、どこかで取り組まれているのでしょうか。 健康推進課 栄養指導担当係長： 幼稚園は教育委員会の管轄になり、保育は保育課のほうの内容です。気が付いたところでここ抜けているなど気付きあう段階なので、もう少し幼稚園をピックアップしてもよいかもしれません。 委員：     方向性には入っていて、取り組みには入っていないので、本来除いてしまってもよいのかなと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： 課題としては、幼稚園も保育園も載せている年齢のお子さんなので、そこは間違っておらず同じだと思います。取り組みの方向性としては、同じ区立ですけれども、やっている内容もそんなに大きくは変わりません。うちはこういうことをやっていますというのを幼稚園、保育園でも、主語が入っていますけれども、一括でもよいのかなと思います。 部会長：    どのように表現するかですね。 健康推進課 栄養指導担当係長： そうですね。 委員：     ３ページ目の一番上のところに、保育園・小中学校となっていて、幼稚園が入っていないです。 委員：     保育園は文言としてたくさん出てくるのです。 健康推進課 栄養指導担当係長： 幼稚園が抜けていました。 委員：     なければ抜いてもよいです。 健康推進課 栄養指導担当係長： やっております。 委員：     資料３の４ページ目で、関連団体の取り組みですが、学校への出前授業とありますが、これは実際授業をやられているのですか。 学務課 学校給食指導担当係長： 出前授業は結構多いです。内容としては、食品メーカーなどの例えばキッコーマンであったり、理研の海藻類ですね、それから、カゴメもと、結構そういうなかでは多くなっていますが、そのほかに、ＮＰＯ法人のような形になるかもしれませんけれども、野菜であったりですとか、そういうことでやはり出前授業での食育は多くなって
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います。 委員：     それは江東区で全員に対してという形の授業ですか。 学務課 学校給食指導担当係長： 学校の場合は、教科によって何年生でその授業を学ぶのかというカリキュラムは決まっているので、そこにあわせて、出前授業を持っていっているのではないかと思います。 委員：     では、授業の時間にやっているということですね。 学務課 学校給食指導担当係長： はい。そうです。それとあわせて学校給食のほうでも、そのような食材を使って、アピールをしている、授業で教えているような感じです。 委員：     私が子どものころはこのようなことはなかったので、何だろうと思いました。 部会長：    食育基本法ができて、推進計画もできて、そのへんが活発になったのかなと思います。 学務課 学校給食指導担当係長： メーカーさんが活発です。 部会長：    全国的にそうですね。 学務課 学校給食指導担当係長： お菓子のメーカーでも結構行っております。 部会長：    他にはいかがでしょう。 気になっていることが、先ほどの資料１と資料３の高齢者のところです。ここはいかがでしょうか。いまの取り組みだけでは少ないように感じます。もう少し何かないでしょうか。 委員：     高齢者は人生が残り少ないわけです。そうすると、いろいろな食品といっても好きなもの食べたいやと思います。医者からこれは駄目だと言われたから、しょうがないから食べないけど、本当だったら食べたいぐらいの感覚です。別にこれ以上のことはないのではないかなと思います。いろいろな食事を食べましょうといっても、嫌なものは嫌なのが高齢者ですから、そうするとなかなか、難しいと思います。身近な方と食事を楽しみましょうといっても、自分の子どもたちはもう家庭を持ってますし、別居の場合はそちらはそちらで食べるだろうし、そうするとどうしても一人になっていきます。その各家庭の考え方で、どうしても孤食にならざるを得ないですとか、そうなっていきますので、しょうがないのではないかなと思います。 委員：      成人期のところに、我が家の味を大切にして、次世代に伝えましょうとありますが、高齢期の方々はもっと昔の知恵だったり、いま私たちが知らない食べ方をご存知の方
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がいらっしゃると思います。そういうことをそれこそ次世代に伝えていくとか、継承していくとか、受け身だけではなくて、関わっていくようなことを高齢者のところにも入れてもよいのかなと思います。 部会長：    高齢者のほうにも持っていくということですね。 委員：     あってもよいのかなと思います。 委員：       むしろそのほうがよいと思います。昔団地で餅つき大会をやったことがあるのですが、そのときに 40代ぐらいの人たちがいたのですが、お婆さんが見るに見かねて、こうやってやるんだよとやっていました。そういうこともあるのでしょうね。 部会長：    継承ですよね。 委員：     いろいろなものを食べましょうと言っていますが、食べれない人もいます。資料２の３ページ目の区民の取り組みで、成人期に口腔ケアによる口腔機能を維持しましょうとありますが、歯がなくなっている確率としては、成人期よりも高齢期の方が多いので、高齢期の方のところにも入れるとよいのかなと思います。こういう理由で食べれないということが結構あると思います。 部会長：     要するに、この文言をそのまま高齢期にということですね。食べるためには口腔機能が維持されていないといけないということです。 委員：     食べましょうと言っていますが、食べられない状態である可能性もあるということがありますので、入れてもらったほうがよいかなと思います。 部会長：    いかがでしょうか。 健康推進課 栄養指導担当係長： はい。 部会長：    少し内容が寂しいのは資料１になります。区民の取り組みの乳幼児期と成人期のところです。 委員：     根本的なところですが、資料３ですが、区民の取り組みのところで、乳幼児期といったように分かれていますが、それはこの世代の人たちがやるべきことということで書いてあるのですか。 健康推進課 栄養指導担当係長： そうです。 委員：     そうすると、季節の行事とか日本の食文化を大切にしましょうということが、乳幼児期や学齢・青年期に入っていますけれども、そういうことがあるんだなと勉強したり、学んだり、体験したりというのは、この子どもたち世代はやれると思うのですが、逆に、その伝えるとか、自分が今日の季節の料理はこれだとか思うのは難しいのかなと思っていて、学校ではやってくれると思います。七夕の日は七夕のメニューですと
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か、体験することはできます。旬の食材を選びに行ったりするのは、やはり親世代だと思います。特に乳幼児期になってくると、季節の行事が何かも分かっていませんし、そこを目標に入れて、食文化を大切にしましょうと言われても、難しいように感じます。 健康推進課 栄養指導担当係長： これは親対象です。乳幼児期に必要な情報を伝えるということです。 委員：     それを先ほど言ったのですが、本人たちがやるべき目標を書いているのか、親世代がやってあげることなのか、書き方を少し、そういうことを伝えましょうといったようにしてあげたほうが、よいのかなと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： これはもちろん、乳幼児期の子どもにやってあげる保護者に対しての取り組みです。 委員：     そうすると、本人がやるではなくて、こういうことを子どもたちにやらせましょうといったような具体的な書き方をしてあげて、親が見て、そうだこれをやってあげようというように思う書き方のほうがよいかなと思います。 委員：     させましょうということですね。 健康推進課 栄養指導担当係長： させましょうというのもどうなのでしょうか。言わせましょうというのも変ですし、難しいですね。 委員：     保護者に対して、伝えましょうとかのほうが、読んでいてよいのかなと思います。他のものは、本人たちがやるような形で書いてあるけど、子どもたちのはやはり親が関わってきますから、 健康推進課 栄養指導担当係長： 乳幼児期に関してはそうです。 委員：     上の歳になると、食事の準備に関わって、食べ物を大切にしましょうとか、自分たちがやることが書いてあって、その下になると、今度は、自分たちというと、親のやることが混ざって書いてあるので、誰がやるのかということが分かりやすいほうがよいと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： 乳幼児期に関してだけは、親に対してなのです。 委員：     はい。学齢・青年期になると自分たちがやることになります。ただ、自分たちが買い物に行くこともあまりないかなと思います。そうすると、旬の食材を選んで大事にしようというところも難しいかなと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： 
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伝わりにくいということですよね。 委員：     はい。誰がやるのかというところをもう少し分かりやすくしてもらえるとよいと思います。 健康推進課 栄養指導担当係長： 小学生は、もちろん保護者がついて行って一緒に買い物するということもあると思うのですが、一応、学校で勉強をして、旬の食材を勉強して、それを買い物しましょうということです。乳幼児期は当然、親となります。 委員：     親ですよね。  学童でいろいろお話をしている中で、おせち料理すらほぼほぼ出てこないのです。私は小さな 30 人ぐらいしかいない学童クラブでおせち料理食べた人を聞いたのですが、一昨年の話ですが、最終的に４、５人しか手が挙がらなくて、お正月におせち料理を食べていないのです。クリスマスとかは皆好きなので、チキンやケーキを食べているのですが、お正月のおせち料理の何品かを食べたかと聞いたら、食べていない人が多くてびっくりしました。このおせち料理は何でしょうと見せれば、学校で習っているので子どもも何となく分かります。黒豆とか意味も知っていたりとかはありますが、家庭で出てこないので、自分たちが大切にするということが難しいのかなとは思っています。10 年ほど前ですと、食べている家庭の割合は多かったのですが、本当にここ数年、おせち料理に関してはすごく少ないと思います。私がたまたま言っていた学童クラブの話ですが。それも、スーパーが年中開いているので、おせち料理をつくって何日も持たせる必要もないということと、おせちは好きじゃないという親御さんも多いので、家で出さないということがあります。せっかくの日本の行事なのですが。 部会長：    そういうことでいうと、先ほどの継承ということで、今のことを入れてもよいかもしれませんね。お手伝いだけではなくて、要するに母親に対して教えてあげるですとかですかね。子どもに興味を持たせられるようにというところが、資料１の区民の取り組みの乳幼児期のところに入ってもよいかもしれません。 委員：     よく笑い話で言うのですが、子どもたちが魚は切り身で泳いでいると思っているということもあるみたいです。元々の形を知らないということです。お芋にしても、土の中にあることを知らないということもあるようです。とにかく、スーパーで見たものが素材だと思っている子どもたちに対して、そのものというものを教えてあげるということももしかしたら必要なのかなと思います。あと、どのように作られているものなのかも必要だと思います。 部会長：    具体的には食文化ですかね。 委員：     そうですね。 



20 

部会長：    どんな感じで入れましょうかね。 委員：     こんなことを知らない子どもたちがこんなにたくさんいるんだよと思い、話しました。 部会長：    私も大学で学生と話をしていますが、やはりそのような子どもは増えています。現実にはやはり野菜や生産物がどのようにしてできているかを知りません。さすがに切り身で泳いでいると思っている学生はいませんが、千葉の大学ですので、千葉というと落花生がありますが、落花生ってどうなっているのというと知らないとなります。私は自分で落花生を作っているので、掘り起こしたところの写真を見せると、こうなっているのですねとなります。どのようにそのところを入れていくかですね。 委員：     私たちも子どもたちを連れて、栗拾いに行ったりしますが、栗がどういうふうになっているかですとか、それを食べるまでには、イガイガを取って、皮をむかなくてはいけないとか、それを誰がやってくれているかですとか、そういう感謝というところにもつながっていきますし、なぜそういう活動を入れていくのかそういうことは外で知ってほしいなと思います。何かそういうことがあってもよいのかなと思います。 部会長：    食品に興味を持ってもらうということですよね。感謝となると資料３のほうになると思いますので、いま目の前に出てきている食品がどういうものなのかということで、興味を持ってもらえるようにするということですね。それは成人に対して、親御さんに対してですかね。まず親御さんが知らないとも思います。そのあたりの入れ方についていかがでしょうか。 健康推進課 栄養指導担当係長： 興味関心を持たせるということでいうと、資料１の知識・選択力の向上にもなると思います。 部会長：    まず、伝統的な料理に対する知識と言いますか、理解を促すようなことも一つですし、食品そのものに対する見方もあります。そうしますと、成人にも表現を変えて少し入れないといけないですかね。 健康推進課 栄養指導担当係長： 先ほどの冷凍、レトルト食品の広がりがどのぐらいか分かりませんけれども、そういう新しい食材ということになると、高齢期まで全部網羅できてしまいますね。 委員：     冷凍やレトルトとは別に、旬とかそういうことも大切ですから、分かれていたほうがよいと思います。本当に小さいころから、教えたほうがよいと思います。 委員：     スーパーから旬であるということを教えてもらえるとよいと思います。１年中同じものが出ているので、親も知らないです。なんとなく値段が違うなというぐらいだと思います。やはりスーパーでいまが旬などと書いていただけると分かりますが、やは
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りそれを親がいつだろうと調べてまではやってられないと思いますので、そこを勉強するのもいいのですが、やはり共働きとかで時間もないなかで、売っている側が関連団体ということで、書いていただけると嬉しいかなと思います。 部会長：    資料２にすでに安全・新鮮な地域の食料供給とありますが、これをもう少し広げるような感じでしょうか。考え方としては。なので、表示を入れるなどですかね。実際、できるできないは置いておいて、落花生だったら、落花生がなっている写真を見せることができると一目瞭然です。 委員：     実際、子どもたちは絵本などのイラストで見ていたりするので、イラストを見せると答えられるのですが、本物を見せたときに何か分からないということが結構多いです。 委員：     食材の元の形を知るということについてです。うちの息子が学校で生きている鶏をさばく授業をやったと言っていました。それを私もやったことがないので、それを見せるということはなかったのですが、どこまでやっていいのかと悩みます。切り身で置いてある肉は、頭でなんとなく分かっているけど、本当のところは見ていないじゃないですか。世界中の市場をみると、中国は鶏がそのまま売っています。ああいうのも見てもらうと食べ物として売っているのかということが分かってよいのかなと思います。極端な話ではあります。 部会長：    部位の表示などではいろいろ見たりします。鶏は、なかなか首を切って、血を出してはなかなか難しいですね。やるときはきっと食べられないと思います。 その他はいかがでしょうか。 委員：     資料２の区民の取り組みは、体重測定がすべてに入っていますが、これだけだと測定するだけになってしまいます。できるなら、ＢＭＩを計算してもらうなどを付け加えられるとよいと思います。 部会長：    いかがでしょうか。これは指標そのものが乳幼児になると、ＢＭＩが離れるかもしれませんが、いずれにしろ、指標にもＢＭＩはありますので、入れられる部分は入れてもよいのかもしれません。いま、ヘルスメーターでは大体すべて出てくるものが多いです。 委員：     乳幼児期のところは、母子手帳に記入しましょうというところまで書いてあるとよいのかなと思います。結構記入していないお母さんは多いので、体重聞くと答えられない方もいるので、習慣として付けてもらうというのもよいと思います。 部会長：    母子手帳の活用ですね。 その他になにかありますか。事務局のほうで他に何か期待することはありますか。もう少しこのあたりをどうにかしたいですとかありましたら教えてください。 
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健康推進課 栄養指導担当係長： 実は、区民の取り組みのところをあまりびっしり書いても、区の施策も足りないとご意見いただいているところに入れにくいなと思っています。ただ、二次計画でライフステージごとに取り組みを区民皆様からいただいたものを載せたわけですが、そのへんも取り入れて、もう少し整理してみようかと思います。あと、一応今回、切り口としてはこの四つの世代で、世代にあった取り組みを入れていますが、この世代はここが一番大切だよねなどご意見がありましたら、教えていただきたいです。 部会長：    要するに、一番に持ってくるようなものということですね。 健康推進課 栄養指導担当係長： そうです。このなかに書いてあるもののなかでも、事務局で検討しています。 部会長：    どうでしょう。 ただ、どうでしょうか。ここにいくつかありますが、これが最も重要だということは言いにくいように思います。 いかがでしょうか。 委員：     きっと、乳幼児期、学齢期ぐらいまでは、食育に関することをメインに考えていると思います。学齢期の後半と青年期、成人期にかけては生活習慣病の予防等を中心に持って行って、成人期から高齢期にかけたこれから健康に向き合うとか、どういった工夫をすれば食事を健康にとっていけるかということが大雑把にあるのではないかなと思います。もちろん、乳幼児期からも生活習慣病などはありますけれども、とりあえず、乳幼児期はご飯が大事だよと、バランスがよいものをたくさん食べて大きくなろうねということから、だんだん目標とかは変わってくると思っていて、成人期等はやはり生活習慣病が中心になっていくのかなと思います。そのあたりを分かりやすくしていくとよいのかなと思います。 部会長：    いろいろ意見をいただいて来ましたけれども、そのなかでまた事務局のほうで整理をしていただいて、また後で、メールでいただいて、それにお気付きの点があれば、またご意見をお寄せいただくということで、そんなところで今日のご意見を伺うところは以上でよろしいでしょうか。では、また事務局のほうに意見をお寄せいただければと思います。ありがとうございました。  （２）その他（２）その他（２）その他（２）その他    委員：     いまうちでやっているダイニングのチラシですが、10 月、11 月、12 月の献立が決まりました。大体三か月に一回このようなチラシを作って、近隣の小学校で全校配布をしています。江東区内には、現在 11 から 12校の子ども食堂ができていて、なかな
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かネットワークはなかったのですが、いまは社協の方々とお話をして、子ども食堂同士のネットワークを作って、そのなかで食品ロスをなくそうという形で、余った食材があったらまわしていこうだとか、外部からの児童を受け入れていこうだとか、そういった動きがいま出ています。これはたまたまうちでやっているものですので、こんな感じでやっているんだということで、見ていただければと思います。キリスト教の団体のものですから、学生たちは最初の１時間レクリエーションをしていて、学生たちが一緒に遊んで、１時間遊んだらお腹を空かして、そのあと食事ではお祈りをして感謝をするということで、みんなで楽しく食事をして、歌も歌ったりですとかして、楽しく過ごして、最後は自分たちで後片付けをするというような形で行っております。 健康推進課 栄養指導担当係長： 子ども食堂のネットワークができたのですか。 委員：     メーリングアドレスを中心に代表者がやって情報共有をしています。また、子ども食堂ネットワークがあって、そこに江東区も 10ぐらいは入っています。 健康推進課 栄養指導担当係長： 社協なのですか。 委員：     社協様が、気の毒なことに責められて、作ってくれと言われて、メーリングの連絡をとる、連絡会をこれまで二回やってくださっています。 部会長：    ありがとうございます。では事務局にお返しします。  健康推進課 栄養指導担当係長： ご報告ですが、この中にも出てきました、おいしいメニューコンクールという事業をやっておりまして、今回、改定の年ですので、ぜひ第２作業部会から、コンクールの審査員にご参加いただけないかということで、何名かにお声がけをさせていただきました。渡邉先生が代表として出席していただくことになりました。     ３．閉会３．閉会３．閉会３．閉会        部会長：   このなかにもありましたけれど、考えていただくチャンスなので、ぜひ続けていただければと思います。よろしくお願いいたします。 これで第２作業部会の第三回を終了します。ありがとうございました。  以上 


