
 

 

資料１ 

 

第２次大阪市食育推進計画（素案） 

パブリック・コメント結果 

 

 

 

 

 

 

 

 



パブリック・コメント実施結果（意見項目と件数） 

 

１ 意見募集期間 

平成25年2月1日（金）～平成25年2月28日（木） 

 

２ 資料配架場所 

健康局健康推進部健康づくり課、大阪市保健所管理課、消費者センター 

こども青少年局、経済局都市農政センター、中央卸売市場企画担当 

環境局事業部家庭ごみ減量課、教育委員会事務局、市民情報プラザ 

大阪市サービスカウンター、各区役所、公文書館、各市立図書館 

 

３ 意見募集方法 

ファクシミリ、持参、送付、電子メール 

 

４ 応募意見の概要等 

(1) 応募状況 
応募総数 15件     ファクシミリ：5件 

持参：3件 

送付：3件 

電子メール：4件 

(2) 属 性 
【性  別】 男性：2名、女性：11名、不明：2名 

【所在地】 市内：10名、市外： 1名、不明：4名 

【年  齢】 20歳代：1名、30歳代：2名、40歳代：1名、50歳代：2名、60歳代：3名 

70歳以上：3名、不明：3名 

 

(3) 提出意見数 
   

意見総数 28 

 家庭・地域における食育の推進に関すること 5 

 教育・保育分野における食育の推進に関すること 12 

 流通・環境分野における食育の推進に関すること 2 

 食品の安全性の確保に関すること 4 

 全体の内容に関すること 5 

    

 その他（感想等）：1件 



パブリックコメントに寄せられた意見と本市の考え 
【健康局 健康づくり課】 

No 意見の要旨 本市の考え方 
計画への意見反映

への有無 

1 
地域のイベント等で高齢者が若年層に地域

の郷土料理等を伝承してはどうか。 

生涯食育社会を構築するために高齢期世

代の皆様に郷土料理や食についての知恵

を次世代に伝えていく活動を支援してい

きたいと考えます。 

無 

2-2 

学童期前後から必要なものを食べ、不要なも

のは食べない（食べ残しを出さない）教育が

必要である。 

7-2 

食事を作らない人が増えているので、子ども

のころから料理を教えることが必要である。 

各区において、食育に関する5つの力（食

べ物を選ぶ力、料理ができる力、食べ物

の味がわかる力、食べ物のいのちを感じ

る力、元気なからだのわかる力）の習得

をめざして、子どもたちに食育体験を通

じて食に興味が持てるような講座を関係

団体や関係機関と協働して開催していま

す。 

無 

5-1 

第1次計画の目標達成のための具体的な記録

があるとよい。 

各年度の進捗状況（実績）は大阪市食育

推進連絡調整会議の会議録として公開し

ており、目標達成に向けて関係機関・団

体が連携して取り組んできました。 

無 

5-2 

朝食を欠食する市民の割合を調査されてい

ますが、原因についてもアンケートを実施さ

れたほうが要因ごとに具体策を考えやすい。 

食育推進事業の中で、アンケート調査等

により要因を分析し、目標を達成できる

よう努めます。 

無 

5-3 
食育ボランティアの具体的な記載があると

よい 

地域に密着した食育を推進するためのボ

ランティア団体等のことです。 
無 

5-4 

健康診断等で食育に関するパンフレットを

提供してはどうか。 

市民の皆様に、広く食育に関心を持って

いただくために、あらゆる機会を捉えて

普及啓発に努めます。 

無 

8 

「周知より実践へ」で、よりいっそう食育の

現場に管理栄養士・栄養士の専門性を生かせ

る場を持つことが必要。 

食育を推進するためには、関係機関・関

係団体が連携して一体的に取り組むこと

が効果的であると考えられます。今後も

より一層、食育に関わる各職種、関係者

の御意見をいただきながら、食育の推進

に努めます。 

無 



10-2 

パブリックコメントの周知方法の検討（広報

誌の活用） 

今回は、ホームページ、報道機関への情

報提供により市民の皆様への周知を図り

ました。今後は広報誌の活用も検討しま

す。 

無 

12-1 

食育推進には通園通学者の関係者だけでな

く、地域住民にも食育が必要である。 

市民の皆様が食に関する知識と食を選択

する能力を養い、健全な食生活が実践で

きるよう、乳幼児期から高齢期まで、各

世代に応じた食育の推進が図られるよう

支援します。 

無 

12-2 

健康増進計画と連携した取組みを行う必要

がある。 

健康増進計画の「ライフステージに応じ

た生活習慣及び社会環境の改善」の「栄

養・食生活」分野と連携をとりながら推

進します。 

無 

12-7 

目標ばかりで具体的な記載がない。 計画書（素案）の「Ⅴ具体的な施策の展

開(3)主な取組」に記載しております内容

に添って、食育関係各局において、取組

を進めていきます。 

無 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



パブリックコメントに寄せられた意見と本市の考え 
【こども青少年局】 

No 意見の要旨 本市の考え方 
計画への意見反

映への有無 

2-2 学童期前後から必要なものを食べ、不要なも

のは食べない（食べ残しを出さない）教育が

必要である。 

食育活動の中で、3歳児以上については、

「いのちの育ちと食」・「料理と食」等の項

目について、食にかかわる活動を展開し、

「食を営む力」の基礎を築くこととしてい

ます。 

無 

7-2 食事を作らない人が増えているので、子ども

のころから料理を教えることが必要である。 

調理活動、栽培などに参加したり、食事の

配膳や片付け等を経験することで、食材と

食事、食文化に触れる機会としています。 

無 

９ 母乳栄養推進の取り組みをお願いしたい。 

母親が望むまで保育所に入れていても冷凍母

乳を含む母乳育児ができるような環境を整え

てほしい。 

母乳育児を希望する保護者のために、衛生

面を配慮し、冷凍母乳による栄養法などで

対応を求められた場合は、保育所に対応す

るよう指導しています。 

無 

14 具体的な施策の展開「地域子育て支援センタ

ー」の「食の講座」には栄養士、保健師だけ

でなく支援センターの食育担当者が従事をし

ていた。正確に記載をしてほしい。 

地域子育て支援センターの「食の講座」に

ついては、ご指摘のとおり支援センターの

食育担当者が従事しています。17ページに

追記しました。 

有 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



パブリックコメントに寄せられた意見と本市の考え 
【教育委員会事務局】 

No 意見の要旨 本市の考え方 
計画への意見反

映への有無 

2-2 学童期前後から必要なものを食べ、不要なも

のは食べない（食べ残しを出さない）教育が

必要である。 

無 

3-1 給食献立から旬の野菜料理の簡単レシピを

毎月の「食育だより」などで紹介していく必

要がある。 

無 

3-2 試食会などの機会をとらえてメタボリック

シンドローム予防や解消の啓発活動を行う

ことにより予防・解消効果を高めることがで

きると考える。 

無 

3-3 学校では、継続的な食育を含め児童が健康な

からだを作る良い習慣を知り、身につけてい

けるよう継続的な食育指導を教職員の共通

理解を進めていくことが必要である。 

無 

6 子どもに地産地消を教え、各学校内で野菜等

を育て、給食に取り入れてはどうか。 
無 

7-1 食の大切さを、家庭に任せないで学校で教育

してほしい。 
無 

7-2 食事を作らない人が増えているので、子ども

のころから料理を教えることが必要である。 
無 

10-1 内容はよいが、十分な予算と人員が確保され

るのかが心配。 
無 

11 米飯給食、地場野菜を取り入れた献立、アレ

ルギー対応等、関係者の努力が伝わる。 

中学校給食が全校実施されるようなので、今

後も「食」に対する意識を高める取り組みを

継続してほしい。 

無 

12-5 生徒が学校で昼食を作る時間を設けてはど

うか。 

 本市の小学校においては、栄養のバラン

スを考えた食生活や食品の正しい選択を

はじめ、食文化や食べ物に感謝する心など

をねらいとし、「食に関する指導の全体計

画」を策定して食育を行っている。 

 食に関する指導は全教職員が学校教育

活動の様々な場面で行っている。例えば、

家庭科では調理実習、生活科ではトマトや

きゅうり等を栽培・収穫、総合的な学習で

は「なにわ伝統野菜」について学ぶ等の取

組を行ったり、栄養教諭の専門性を生かし

た食育を実施したりしている。 

 また、学校給食は食育の中心的な位置づ

けであり、献立や食材を教材として活用し

ている。「給食だより」を家庭に配付した

り、学校給食試食会や食育展を実施したり

して、家庭・地域と連携した食育を進めて

いる。 

無 

 

 



パブリックコメントに寄せられた意見と本市の考え 
【中央卸売市場】 

No 意見の要旨 本市の考え方 
計画への意見反映

への有無 

13 市場見学の開催回数、募集人数を増やし、市

場への関心を高める必要がある。 

地域に根付いた市場をめざし、食に関する興

味を引き出せるような取り組みが必要。 

中央卸売市場では、市場の果たす役割

や機能を広く発信するとともに、生鮮食

料品の普及を図るための様々な取り組み

を行っています。 

市場見学は、市場内の事業者の協力に

より、市場関係事業者の活動に支障をき

たさず場内を安全に見学してもらえるこ

とを前提に、お盆前や年末の繁忙期を除

くほぼ毎日行っており、見学者数は年間

１万人を超えています。開催回数や募集

人数の増加については、事業者の活動や

安全面を踏まえて検討する必要があると

考えています。 

また、市場や食に関する情報発信とし

て、これまで各種イベントやホームペー

ジやツイッター等を活用した取り組みを

行ってきましたが、今後とも、必要に応

じて地域との連携も図りながら、情報発

信の充実に努め、市民の食への関心を高

めてまいります。 

 

無 

 



パブリックコメントに寄せられた意見と本市の考え 
【環境局】 

No 意見の要旨 本市の考え方 
計画への意見

反映への有無 

2-1 ごみ減量・3Rの推進には大いに賛成する。 大阪市では、「持続可能な循環型都市」の

構築に向けて、「平成27年度のごみ処理量：

100万トン以下」を、さらに平成37年度を目

途とした将来的なごみ処理目標量として「90

万トン」をめざすこととしています。 

その達成に向けては、市民・事業者の自主

的な取組みが不可欠であることから、引き続

きごみ減量・３Ｒの推進に努めてまいりま

す。 

無 

2-2 学童期前後から必要なものを食べ、不要なも

のは食べない（食べ残しを出さない）教育が

必要である。 

 環境事業センターでは、ごみ減量・３Ｒの

推進を目的に、食材を無駄にしない取組みと

して、親子料理教室やエコ・クッキング等を

実施しています。 

無 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



パブリックコメントに寄せられた意見と本市の考え 
【生活衛生課】 

No 意見の要旨 本市の考え方 
計画への意見反映

への有無 

4 

食品中の放射性物質と同様、食品添加物、

残留農薬、遺伝子組換え食品についても、安

全性の情報を市民一般にわかりやすく公開

する必要がある。 

 本市では、市内で製造又は流通、販売さ

れている食品等を収去し、細菌検査及び理

化学検査(食品添加物、残留農薬、組換え

遺伝子、アレルギー物質等)を行い、不良

食品の排除に努めるとともに、この結果に

基づき科学的な監視指導を行っています。 

食品衛生法に違反する食品等を発見し

た場合には、速やかに当該食品等の回収命

令等の行政処分を行うとともに、大阪市ホ

ームページに掲載し、広く市民に情報提供

しています。また、必要に応じて報道発表

も行っています。 

平成23年度に実施した検査結果につい

ては、「平成23年度大阪市食品衛生指導計

画の実施結果の概要」（平成22年度以前は

「大阪市食品衛生監視指導結果」）として、

大阪市ホームページに掲載しているほか、

保健所、各区役所保健福祉課(各区保健福

祉センター)にて、当該内容に関する相談

と資料の閲覧を行っております。 

 

（大阪市食品衛生監視指導計画URL） 

http://www.city.osaka.lg.jpshimin_top 

/category/716-3-4-5-0.html 

無 

12-3 個々の食品に添加されている添加物（着色

料、保存料等）が国の基準を満たしていても、

１日の飲食の合計量でみれば基準を超えて

いることがあるので、自ら判断できる食育を

進めるべき。 

 食品添加物の使用基準を設定する際は、

使用対象食品の一日摂取量から当該添加

物の合計摂取量を推計し、「ヒトが毎日一

生涯にわたって摂取しても、健康への悪影

響がないと推定される量（ADI）」を超えな

いよう設定されています。 

 また、種々の食品を摂取することで、同

種の食品添加物等が併せて摂取される場

合等の安全性についても検討されていま

す。 

無 

http://www.city.osaka.lg.jpshimin_top


さらに、日本人一人当たりの食品添加物

一日摂取量を、実際に流通している食品を

元に調査し、ADIを超えないかの確認も行

われています。 

このような食品添加物の安全性確保に

係る取組みを含め、食品衛生に関する理解

を深めていただくためにリスクコミュニ

ケーション手法による啓発を進めていき

ます。 

 

12-4 食品メーカー、販売店、家庭でも賞味期限

が過ぎれば廃棄されるが食品を有効に使用

することを教えるべきである。 

 賞味期限が切れた食品の取扱いについ

ては、消費者庁において、「加工食品の表

示に関する共通Q&A」の中で、食品の無駄

な廃棄を減らしていくことも重要である

と記載されています。 

このような賞味期限が切れた食品の取

扱いや消費期限との違い等についてリス

クコミュニケーションを通じて理解を深

めていただくよう進めていきます。 

無 

12-6 動物の肉、ホルモン、臓器を生で食べるこ

とが流行しているが、危険なことを忘れてい

るのではないか。薬品漬の肉は安全なのか。 

 食肉については生食用食肉の規格基準

や表示基準が定められ、牛肝臓については

生食用としての販売が禁止されています。

このため、上記生食用食肉の規格基準に適

合した場合を除き、獣畜及び家きんの肉に

ついては十分に加熱して喫食するよう啓

発しています。また、この基準に適合した

生食用食肉であっても、子どもや高齢者な

ど抵抗力の弱い方は生肉を食べないよう、

食べさせないよう周知しています。 

さらに、食肉には農薬や動物用医薬品の

残留基準が定められており、基準に合わな

いものは販売できないことになっていま

す。 

このような食肉の生食によるリスクや

基準について理解を深めていただけるよ

うリスクコミュニケーション手法による

啓発を進めていきます。 

無 

 


