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第１回大阪市食育推進会議 会議録 

 

                  司会：健康福祉局健康推進部健康づくり事業担当課長代理 米田 

 

１ 実施日時 平成２１年１月２５日（月）午後２時～３時５５分 

２ 実施場所 大阪市役所 Ｐ１会議室 

３ 会議要旨 

① 開 会 

② あいさつ 

健康福祉局 寺川首席医務監 

③ 出席委員紹介、委員出席状況報告 

出席委員   １２人（山本委員長、伊藤委員、大嶋委員、小野委員、倉岡委員 

小林委員、迫委員、種村委員、平井委員、三木委員 

三好委員、山崎委員） 

欠席委員    ４人（井藤委員、上田委員、小菓委員、辰巳委員） 

④ 事務局紹介 

⑤ 議事（進行：山本委員長）  

 ○ 「大阪市食育推進会議設置要綱の改正について」 

                健康福祉局健康推進部健康づくり事業担当課長 中村 

 大阪市では、広く市民の御意見をいただくために審議会等を設置しているが、そ

の中でも、市長等の執行機関の附属機関として恒常的に設置をしている審議会と、

広く関係者の御意見をいただく行政上の運営会議とがある。この二つを明確に区別

すべきと大阪市で決め、設置根拠上も、この恒常的に設置する審議会と行政運営上

の会議を明確に区別するということである。 

    食育推進会議については、後者の関係者の御意見をいただく行政運営上の会議と

しての位置づけになっているので、それに合わせた要綱の改正として、文言を整理
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させていただいている。 

    資料に変更点を記載しているが、改正部分は３点である。 

    まず、表題の「大阪市食育推進会議設置要綱」を「大阪市食育推進会議開催要

綱」と変えさせていただく。 

    次に、第１条、最後の段、大阪市食育推進会議を「設置」するを「開催」すると

いう文言に変えさせていただく。 

    第３条の表題であるが、従来は「組織」であったが、「会議の委員」と変更させ

ていただく。また、本文で、従来は「会議は委員２０名以内で組織する。」として

いたが、「会議の委員は、２０名以内とする。」と変更させていただく。 

    必要な時にお集まりいただき御意見をいただくという趣旨を明確にするため、以

上の点について改正をさせていただきたい。 

  ○ 質疑 

【山本委員長】  ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見は。 

（「無し」との声あり） 

御意見が無いようなので、次に進めさせていただく。 

○ 「大阪市食育推進計画の進捗状況について」（行政の取組） 

                     健康福祉局健康推進部保健主幹 佐々木 

    大阪市食育推進計画の進捗状況について、行政の取組は昨年度の会議において、 

２０年度の上半期までの進捗状況として報告しているので、今回は昨年度から特に

大きく変更のあったところを中心に事務局から一括して御説明させていただく。 

資料１ページ、「親と子の食生活教室」が、１１８回と回数が大きく伸びている。

これは、各区における食育推進ネットワークづくりの影響と考えている。 

    ５ページ、ＩＴを活用した食育の推進では、２１年３月から大阪市ホームページ

に朝食・野菜摂取にかかわる情報やレシピ、その他食育に関する情報を集約した内

容を掲載している。引き続き内容の更新等、新しい情報提供に努める。 

７ページ、地域子育て支援センター等における食育の推進では、食の講座の開催、
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食に関する情報提供が増加している。これは、情報誌の発行、講座来所者に対する

相談件数が増えた影響と考える。 

    ８ページ、保護者への啓発で、保護者にも栽培体験や調理体験などを通して食材

の知識や食の安全、食育の重要性に気づく機会を作っていく。 

    ９ページ、小学校における食育では、これまで、給食時間に食育を行っていたが、

今は教科や総合学習などの学習時間に組入れて食育を実施している。 

    １１ページ、地産地消・郷土料理の推進では、１９、２０年度の大阪府産の野菜

の使用は１０品目で、その内、きくな、みずなは全て大阪産を使用した。    

また、なにわの伝統野菜の大阪しろなは７０％大阪産を使用した。 

    １２ページ、農業体験事業や市民援農ボランティア養成講座の充実、市民援農フ

ァンクラブの組織強化については、今後、事業効果や他の類似事業の状況等を考慮

して検討する。 

    １３ページ、なにわの伝統野菜の生産振興と普及・啓発については、引き続き伝

統野菜の認証事業を継続していく。 

中央卸売市場での高校生を対象にした市場職業体験については、参加生徒に場内

業者への就職実績が無いことなどから、２２年度廃止を予定している。今後は上記

の「市場体験ツアー」等の他事業の充実を図っていく。 

    １４ページ、ごみ減量にかかわる「親子料理教室」の実施については、昨年度も

いろいろ御意見をいただき、「親子料理教室」の開催に向けて、開催場所の確保、

子どもの安全対策、スタッフの確保、教室内容など全体的に検討した。子どもの参

加については困難なことも多く、一定のスタッフ数の確保が必要となること、子ど

もの年齢層がばらばらだと作業指導がしにくい等の問題もあることから、現状では

「親子料理教室」を開催することは困難な状況であると考えている。 

    消費者センターの「出前講座」は、食をテーマとした講座は１９年度で終了した

が、新たに国の交付金を活用して「食の安全・安心講座」を実施している。 

    １５ページ、食品の安全性の確保であるが、毎年策定している大阪市食品衛生監
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視指導計画により、食品の安全性の確保に向けて取り組みを進めている。この計画

の策定に当たっては、広く市民の皆様の御意見をパブリックコメントによりいただ

き、また市民参加型食品衛生事業、食品安全モニターや、市民、食品事業者との意

見交換会に市民の参画を得ながら進めている。今後も引き続き、これらの事業の充

実、強化に努める。 

    １７ページ、関係機関・団体等が連携・協働した食育の推進では、「ヘルシーグ

ルメＯＳＡＫＡアワード」について別冊で報告書をお配りしている。（報告書によ

り概要説明） 

  ○ 質疑 

【山本委員長】  ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見は。 

（「無し」との声あり） 

御意見が無いようなので、次に進めさせていただく。 

○ 「大阪市食育推進計画の進捗状況について」（各関係団体の取組） 

《大阪市食生活改善推進員協議会》    三好委員 

    食育の日の取組であるが、国の食育基本計画では、食育を国民運動として浸透さ

せ、一層の定着を図るため、毎年６月を食育月間、毎月１９日を食育の日と定めて

いる。本会としても「家族そろって食事を楽しみましょう」のテーマで、広く市民

の方々にパンフレットやポケットティッシュを配布している。昨年６月１９日の食

育月間の日には、平松市長を初め行政の皆様の御参加をいただき、市役所周辺にて

キャンペーンを行った。また、２４区では、区役所周辺において、食生活改善推進

員が行政の皆様とともにキャンペーンを行った。 

    食育推進活動では、「キッズクッキング」は、子どものころから望ましい食習慣

を身につけて、食の大切さや楽しく食事をすることの重要性を知ってもらうことが

目的である。小学生と保護者を対象にした「おやこの食生活教室」、４歳から５歳

の幼児と保護者を対象にした「キッズクッキング」を行っている。 

    食育の楽しい媒体を使っているが、中でもエプロンシアターは子どもたちに大変
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わかりやすく好評である。さらに妊婦を対象に「プレママクッキング」も開催して

いる。 

    生活習慣病予防の講習会は、「脱！メタボリックシンドローム」、「めざそう！

野菜１日３５０グラム」などをテーマに、野菜たっぷりメニューなどを使って市民

の皆様に調理実習を実施している。 

    「ヘルスサポーター２１事業」は、「健康日本２１」及び「すこやか大阪２１」

を推進する目的で、全国の食生活改善推進員とともに地域住民への新たな健康づく

り運動として、ヘルスサポーターの育成に積極的に取組んでいる。 

    「男性のための料理教室」は、高齢者の低栄養を予防して、男性も自らの健康に

気を配り、元気で暮らしていけるよう、そして自立支援を目指して講話や調理実習

を行っているが、これは受講者には大変好評で定着している普及・啓発活動である。 

    その他のイベントとして、「大阪ヘルスジャンボリー」、「なにわの伝統野菜フ

ェスタ」など、普及・啓発活動には食事バランスガイドなどの媒体や分かりやすい

資料を活用して、効果的な食生活改善や健康づくりを目指している。 

    また、全国組織である全国食生活改善推進員団体連絡協議会が１９年６月に、私

たち食生活改善推進員が食育活動を広く推進することを宣言している。 

    実績は、以上であるが、食育の日の取組回数、延べ人数も増えている。「キッズ

クッキング」、「プレママクッキング」も好評のため増えている。「生活習慣病予

防教室」、「ヘルスサポーター２１事業」、「男性のための料理教室」は、ほぼ定

着した取組となっている。その他のイベントは、回数も増えている。 

    会員数は高齢化や諸事情により減少しているが、再度、各区では会員が掘り起こ

しや、若い会員増への呼びかけを行い頑張っている。 

    今後の見直しとして、食育の日の取組は市民と行政が一体となって、食育の日を

初めとして、継続的に地域への食育の浸透を図りたいと思っている。市民に対して、

６月１９日は食育月間、毎月１９日は食育の日ということのＰＲ活動等を行い、全

市一斉に食育キャンペーンを行っているが、食育の日と食生活改善推進員の認知度
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は非常に低いので、引き続き普及、啓発を行っていきたい。 

    食育推進活動も、地域の食育推進について、皆様に地域の健康課題や食習慣など

を理解していただき、地域に密着した形で、またライフステージに応じて推進して

いきたいと思っている。 

    朝食の喫食率の向上と野菜摂取量の増加に向けて、食事バランスガイドを活用し

ながら、食生活への関心を高めるための働きかけを行ったり、親しみやすい工夫を

凝らした企画により食への興味や関心を育てて、食の楽しさを発見したり実感する

きっかけを引き続き提供していく。 

    また、これからも行政や関係団体と連携、協働しながら、食育を推進するために

積極的に活動を展開していく。 

   《大阪府医師会》    （代理）健康福祉局健康推進部保健主幹 佐々木  

地域医師会では地域における健康展、健康まつりを開催して、疾病に関する啓発

とともに、食生活が健康づくり、特に生活習慣病にとって重要であることを府民、

市民に広く知っていただくことができるよう留意している。 

    大阪府医師会では、テレビ・ラジオ番組等で適宜、食育の重要性について科学的

根拠に基づく情報を提供していきたいと考えている。 

    また、平成２０年度から特定健診、特定保健指導が始まっているが、特定保健指

導に関しては、看護師対象の実務者研修会を開催し、その中で管理栄養士に食事指

導のポイントについて講演いただいた。 

    今後も、引き続き地域における健康展、健康まつりにおいて啓発に努める。 

    また、特定保健指導では、運動指導とともに食事指導のほうも円滑に実施できる

ようにサポートしていきたい。 

  《大阪府栄養士会》    山崎委員 

 会員数、約３，５００名で、栄養士の資質の向上を図り、大阪府民の栄養改善、

食育の推進に努め、もって府民の健康増進に寄与することを目的として活動してい

る。 
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    主な取組は、「第２回おおさか食育フェスタ」であるが、平成２０年８月２６日、

そごう心斎橋店で行われた。多数の参加団体の一つとして、栄養士会は「ＳＡＴシ

ステム」による食事栄養診断を実施した。この「ＳＡＴシステム」は、ＩＣタグ付

きのフードモデルを使うことにより、その日実際に食べたもの、今夜食べたいもの

などを一人ひとりがトレーに乗せると、その食事のエネルギーや栄養バランスなど

がコンピューターで出される。それに応じて栄養士が個人個人に、その場で栄養相

談をするというシステムで、それにより、たくさんの方に食育を行うことができる。  

また、子どもたちを対象にビンゴゲームを開催した。これは栄養士会会員がオリ

ジナルで作ったもので、一つ一つのカードに食品を描いたものを８０種類ぐらい作

り、ビンゴゲームを実施することで、食品の名前を知っているかどうか、問いかけ

ながら、子どもたちにたくさん集まっていただいた。 

    次に、スーパーマーケット「イズミヤ」における食育の取組では、府民に健康的

な食習慣を身につけてもらうために、イズミヤ２店舗をモデルに健康おおさか２１

推進店として、店内のクッキングサポートコーナー（簡単な調理ができるスペー

ス）で調理のデモンストレーションを実施したり、実際作ったものを試食していた

だき、また献立提供を行った。併せて、その場で食生活相談などを実施した。 

    次に、「府民の子ども料理教室」は、大阪府が進めている「野菜バリバリ、朝食

モリモリ」のテーマをもとに開催している大阪府内の子どもたち対象の料理教室で

ある。これは子どもだけの教室で、大阪府内を北、南、東、中の４地域に分け、そ

れぞれの地域で活動している栄養士が講師になり、毎年１地域ずつ、テーマを持っ

て、夏休みやお正月前などの冬休みに開催している。 

    「コープ たべる たいせつ フェスティバル」に参加した。これも「ＳＡＴシ

ステム」を使い、食事アドバイスを行った。 

    「第４回府民健康フォーラム」は臨床検査技師会（資料には医師会と記載されて

いるが、当日、訂正あり）、薬剤師会、栄養士会の共催で、それぞれの立場から府

民に向けてのメッセージ、講演会という形で参加している。 
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    大阪ヘルシー外食推進協議会事業の支援も行っている。 

    今後の見直しの方向性では、イズミヤにおける食育の取組については、１店は昨

年３月で終了、もう１店は、今年度で契約満了し、終了の予定である。 

   《大阪府歯科医師会》    伊藤委員 

主な取組、進捗状況は、平成１７年に大阪大学の山本教授、農林水産省近畿農政

局の中尾氏に御講演いただいた。 

    ８０２０運動、すなわち、８０歳で２０本の歯を残すという大きなテーマを掲げ

て、１０年以上が過ぎているが、かなり功を奏していて、８０歳で２０本以上の歯

を持っておられる方は増えてきているのが現実である。その方々の健康状態は、明

らかに全身状態が良いという結果もいただいている。 

    ２１年度は、内閣府の食育推進会議の専門委員であった昭和大学の向井教授が提

案された「噛ミング３０（食べ物を一口入れて３０回噛みましょう）」のもとで、

活動をしている。 

    食べるということに対して、歯の重要性は当然必要で、無くてはならないもので

あるが、主には虫歯と歯周病という問題がある。歯は最初から虫歯で生えてくるわ

けではないし、最初から歯周病を持って生えてくるわけでもないので、その点に関

して、食育と併せて歯科保健指導という形で、今後、日本歯科医師会等々、変革を

していくような方向である。 

《大阪府薬剤師会》    倉岡委員 

「『薬と健康の週間』府民のつどい」を１年に１回開催している。 

    これは、大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市と薬剤師会で実行委員会を立

ち上げ、毎年１０月１７日から２３日までの１週間は薬と健康の週間としている。

全国各地でいろいろな行事が行われているが、その事業の一つとして、府民の皆様

に薬の適正使用とか、薬と食べ物の相互関係等についての啓発をさせていただいて

いる。日時、場所は記載のとおりで、毎年、場所は変わる。   

「府民健康フォーラム」は大阪府栄養士会、臨床検査技師会との共催で、薬剤師、
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栄養士、臨床検査技師の立場から、府民の皆様がより健康に暮らすための提案を共

同でさせていただいている。食生活に関するものから運動、メタボリックシンドロ

ームの予防などに関しての内容である。 

    また、薬剤師として、薬局店頭で糖尿病、高血圧、高脂血症、痛風、皮膚疾患な

ど、生活習慣病の対策として、食生活の改善や食に関する理解を深めるために、食

事指導、食事療法の説明を併せて行っている。 

    また、薬剤師の中には、地域に学校薬剤師がおり、学校に出向いて食育に関して

の講座をさせていただいている薬剤師もいる。 

    今後の課題、見直し等では、大阪市と医薬品等の適正な使用に関する普及・啓発

事業をさせていただいており、この一環として「お薬講座」を実施している。今後、

その中に食事の重要性を児童・生徒に伝えていくことも盛り込んでいけたらと思っ

ている。 

    また、地域における健康展、健康まつりなどもさせていただいているが、その機

会にも啓発に努めてまいりたい。 

   《大阪市学校保健会》    （代理）健康福祉局健康推進部保健主幹 佐々木 

各区学校保健協議会における取組として、区内の学校等を初めとする学校保健関

係者、保護者を対象に保健大会において講演会を実施した。２０年度は此花区と天

王寺区で開催した。 

    今後も各区学校保健協議会における保健大会等で各区の健康課題に応じた講演会

を実施する。 

《大阪市私立保育園連盟》    迫委員   

初めに、各保育園ではどのような視点で食育に取り組んでいるのかということを

話させていただく。 

    １日の大半を保育園で過ごす子供たちにとり、食育の取組は、園での生活や遊び

はもちろん、家庭生活にも深く結びついている。保育園を利用する対象年齢が、０

歳から就学前までの低年齢の子どものため、登園する前からの家庭生活、つまり子
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どもの２４時間を見据えた上で、毎日、保護者から子どもの様子をお聞きし、保護

者と保育士、栄養士、調理師、また看護師のいるところは看護師も連携して保育を

進めている。 

    特に、発達の著しい０歳児の離乳食においては、一例として、子どもの口の大き

さ、飲み込みやすさ、歯茎でつぶせるやわらかさなど、個々の子どもの状態をとら

えながら、きめ細かい配慮が必要になるので、お互いのコミュニケーションがとて

も大切になってくる。 

    各保育園では、子どもたちの食を営む力の育成に向けて、園での生活と遊びの中

で、子どもに見える形でわかりやすく、また今後の生活に役立つと思われる食育体

験を計画している。子ども自身が楽しく取り組めるように創意工夫を重ねて実践し

ている。 

    次に、加盟園が２５３か園という大世帯になった保育園連盟としての取組の内容

であるが、一つ目は、近年さまざまな食物アレルギーの子どもが多くなり、給食提

供に苦慮しているという声が多くなったので、講演会で専門的な知識を学び、保育

現場に持ち帰っていただいた。 

    二つ目は、職員のスキルアップを期待して、大阪ガスクッキングスクールで料理

講習会を行った。 

    三つ目は、保育所保育指針にも位置づけられているが、食育計画作成に当たって

の講習会を開催した。そして、年に一度の各園自慢のレシピ交換会や食育の取組発

表などの意見交換を行った。 

    今後の方向性としては、保育の一環として食育を考えるときは、職種ごとの研修

会も大切であるが、自園の食育を考えるとき、保育士、栄養士、調理師が共有する

ことができる研修会を今後取り入れていく方向である。 

    また、課題として二つほどあるが、加盟園が多くなり、若い栄養士、調理師が増

え、保育園ですぐに生かせる調理実習をしてほしいという声がある。調理指導や調

理実習をしていただける施設がほとんど見つからないことが課題の一つである。 



－11－ 

    さらにもう一つ、子どもたちの育ちを第一に考えると、保護者との連携や協力が

大切であるが、親の目線に立ち、親が受け入れやすい啓発の方法を考えていくこと

も課題である。 

    最後に、食育の計画、実践、評価を繰り返し、子どもたちによりよい食の環境を

提供していきたいと考えている。 

《大阪市私立幼稚園連合会》     

（代理）健康福祉局健康推進部保健主幹 佐々木 

団体での取組としては研究事業がある。大阪市立大学の春木准教授（現、教授）

を講師に、研究内容のテーマ「幼児の食生活」について研究を進めている。 

    今後の見直しの方向性等は、研究、研修で学習した内容を日々の保育活動に生か

し、実践を伴ったものになるよう取組を進めてまいりたいと考えている。 

   《大阪市消費生活合理化協会》    小野委員 

    私たちの協会は、大阪市内で活動している女性団体、福祉団体の連合体で、２団

体で消費者啓発を主軸に活動している。 

    進捗状況として、「大阪市中央卸売市場本場 いろいろ体験セミナー」に参加し

た。平成９年度から開催されている大阪市中央卸売市場本場市場協会・大阪市立環

境科学研究所附設栄養専門学校同窓会有志みどりの会主催の料理教室に、毎年参加

している。 

    この内容は、大阪市中央卸売市場内の業界が生鮮食品や乾物等のしゅんの商品知

識を解説し、栄養士が、業界が取り上げて説明した商品の栄養価を説明しながら、

その商品を使った料理講習会を実施している。市場内の見学をし、競り場で業界か

ら折々の競りにかかっている商品について学習している。 

    今後の見直しの方向性として、本協会を構成する団体において、大阪市中央卸売

市場協会等が主催する体験セミナーなど、活動にかかわる学習会等に参加している

が、学習会等で得た知識を本協会の会議へフィードバックするなどして、食にかか

わる消費者啓発に役立てていきたいと思っている。 
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《大阪市農業協同組合》    （代理）健康福祉局健康推進部保健主幹 佐々木 

    主な取組、進捗状況としては、１から９の記載のとおりである。今後の見直しの

方向性としては、小学校の田植えについて、現在、３小学校で行っているところを

今後は、より多くの小学校へのサポートに取組む。 

    料理教室については、各支部に戻られても学んだ料理内容について広めてもらえ

るような取組を展開する。 

    バケツ苗配付については、現在、もみ種と肥料等の配付のみになっているが、育

成過程のアフターフォローも今後考えていく。 

    農業体験イベントへの参加・協力について、今後も積極的に参加、協力していく。 

    大阪市農業フェアにいては、現在、イベントの内容の対象年齢が少し高いので、

今後、次世代、若者、子供を意識したイベントの企画に取組む。 

    小学校でのもちつきについては、今後、実施回数、方法等の工夫が必要と考える。 

    もぎり園については、現在は作物をもぎ取っていただくだけで終わっているが、

今後は同時に食べ物の大切さを学んでいただける方法、手段を講じる工夫を行う。 

    直売所については、ＪＡ大阪市管内の地域や環境に沿った直売所の検討を行って

いく。 

    親子料理教室については、できるだけたくさんの方に参加していただけるよう広

報、募集に力を注いでいく。 

 《大阪百貨店協会》    大嶋委員  

    当協会は、２３年に設立され、現在では会社の統合と閉店等があり、７社２０店

舗と、だんだん数は減っている。 

    内容について、安心・安全の取組と参加型プロモーション・イベントの実施並び

に健康増進法という３つのポイントでお話をさせていただきたい。 

    まず、安心・安全の取組というところであるが、全ての百貨店で食品に従事する

者が、百貨店協会が発行している衛生パスポートを常に携帯し、お客様からの問い

合わせにきちっと答えられるようにしている。２番目の栄養成分表示、カロリー表
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示、アレルゲン表示については、私ども阪急百貨店の例であるが、それぞれのプラ

イスカードにカロリー、塩分、アレルゲンを明記して表示させていただいている。 

    特に、カロリー表示、塩分表示については、かなり気にされる方が多い。これを

参考にしながら、この商品にはこれだけカロリーがあるとか、結構カロリーが低い

など、購入時の参考にされておられる。どこの百貨店でもされていると思うが。 

    次に、職員の名札に肩書きと氏名を書いているが、ワインアドバイザーとかチー

ズアドバイザーなど、資格を持った職員についてはその資格も表示して、お客様の

商品購入時に役立てていただいている。 

    また、昨今、消費者の方が大変厳しくなっておられるトレーサビリティについて

は、特に気をつけている。これも私どもでは、ホームページの食の安心ネット「ク

オリタ」で、商品に関する情報を提供し、パソコンで誰でも見られるようにさせて

いただき、食の安全に努めている。 

    有機野菜、減農薬野菜、これは売っているのは当たり前のことであるが、阪急百

貨店では阪急泉南グリーンファームで、自ら有機野菜を栽培するところまでに至っ

ている。 

    参加型プロモーション・イベントは６月の食育月間の中で行った。シンクフード、

つまり、食を考えるということで、相次ぐ食品偽装から消費者の安心・安全を望む

声が非常に高まっており、また、地産地消、地方の生産者が発するこだわり商品が

大変支持をされるようになってきている。さらに低カロリー商品とか、健康を意識

する商品の人気も高くなってきている。また、朝御飯を食べない子どもや栄養が偏

った食生活を送る人が多いわけで、今回のプロモーションでは、丁寧な食生活に取

り組みにくいお客様に対して、食を意識するきっかけとして、「手軽に簡単便利朝

食特集」とか、「バランスのよい弁当で昼御飯を食べましょう特集」など、そのよ

うなところから入るプロモーションをさせていただいた。「親子で学ぶ日本の食文

化」、豆を使った「はしの持ち方教室」というようなテーマでも開催させていただ

いている。 
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    健康増進法に基づく喫煙対策については、以前、喫茶店はどこでもたばこが吸え

たが、今、たばこの吸える喫茶店が少なくなった。先般、オープンした阪急百貨店

の１期棟では、どこもたばこを吸えないということで、反対にクレームもいただい

たりするが、健康増進法のもとでは当たり前のことで、今後も今までの取組をさら

に強化し、継続してまいりたいと考えている。 

   《大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会》    小林委員   

私どもの連合会は「飲食」と「旅館」の８団体で構成され、飲食組合の中には

「喫茶」と「社交」も入っているので、一つにまとまって行動することが非常に難

しい内部事情がある。さらに、私自身、平成２０年９月から会長職を引き受け、そ

のすぐ後、２１年１月から１年間、闘病生活の状態で、この会にも出席できず、い

ろいろな方面に迷惑をおかけした。   

本日は、連合会としてどういう取組ができるか等、勉強のために出席させていた

だいたというのが現状である。 

    昨年度までは、食品衛生協会の活動、諸事業に側面から協力させていただいて、

何とか体をなしていたというところである。食育については当初から関心があり、

２０年の春に一度講習会を開いたが、講師の要領を得ず、我々も理解できなくて、

そのままになっている状態である。 

    来期は、必ず具体的に何らかの方法を講じて少しでもお役に立てるようにしてい

きたいと考えているので、よろしくお願いする。 

《日本チェーンストア協会関西支部》    三木委員 

    チェーンストア協会はスーパーの集まりで東京に本部がある。現在６９の加盟社

があり、関西支部はイズミヤを初め、この関西に本社を持っているスーパー１７社

で構成している。 

    各１７社が同じ時期に同じテーマで、資料に記載している取組ができているとい

うことではなく、各社各様の取組をしている中で、その共通項目や主な項目につい

て御紹介をさせていただいている。 
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    スーパーなので、特に食料品の売り場が多いことから、食育活動についても実際

は店舗に来ていただき、一部、出前もあるが、その中で、現場を見ていただくなり、

物に触っていただくということを基本に進めている。 

    資料にあるように、大きくは４つの柱を設けている。①はが小学校が行う食育活

動の支援活動で、小学生、特に３年生・４年生の方々対象に、小学校の先生とも相

談をしてスケジュールを組み、主な店舗に来ていただいて、見て、触って、体験し

ていただき、②の地産地消、農業体験も含めて、経験を積んでいただいているのが

実情である。 

    スーパーは販売の現場であるので、その産地については、②に記載しているよう

に、地産地消、ここには三重県の長島町他、幾つかの地名が挙がっているが、こう

いったところに来ていただき、実際に体験をしていただく。 

    ③は、伝統食文化の啓発活動についてである。言葉は仰々しいが、基本的には、

忘れかけている食の、最近は食の安全・安心と言うが、それとは切り口を別にして、

古来守られている食の文化を少しでも知っていただき、季節も感じていただける内

容で、各店の店頭に冊子（呼称は異なる）を置いて御紹介している。 

    ④については、孤食、すなわち、家族と一緒に食事をされる機会が随分減ってい

るとお聞きしているが、そういったことも含めた内容で、店舗の近くの施設を借り、

メーカーなどいろいろな方の御助力をいただいて料理教室を開催している。 

    他は、地産地消など、いろいろなキャンペーン等、店頭でＰＲをして、広くは市

民参画活動の中の一環として実施している。それに併せて、食育活動については環

境の取組の中の１テーマと位置づけて、各社が対応しているのが現状である。今後

も、さらにそれらを推進していきたい。 

   《大阪食品衛生協会》    種村委員 

    月ごとに記載しているが、まず平成２０年７月に、食品衛生月間に合わせて大阪

市内を４ブロックの支部に分け、食中毒予防啓発街頭キャンペーンを開催した（毎

年実施）。啓発用グッズ（うちわ、リーフレット等）を配布して、消費者と食品関
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係者らに食中毒の予防を行った。 

    ５月から７月に、食の安全安心啓発ポスター並びに標語コンクールを開催した。

これは、食品の事業者や消費者から募集するもので、食育並びに食中毒予防などの

意識の高揚を図っている。 

    特に食育については、中学校の保健の先生に、ポスター・標語の募集要項により

募集依頼した。２年ほど前から実施しているが、応募が増えてきており、意識の高

揚が図かれているのではないかと思っている。 

    なお、応募数は、ポスターが２０９、標語の部が４，７４８点である。 

    ８月５日に、薬業年金会館で食品衛生フォーラムを開催して、先のポスターの部

２２点と標語の部２１点に、優秀作品として表彰状と金一封をさせていただいた。

記念講演としては、大阪歴史博物館の伊藤先生に、「大阪の食と江戸の食の違いに

ついて」のテーマで講演いただいた。 

    食品衛生事業者に対する研修会は、最近の表示改正の内容とＪＡＳ法の表示であ

る。農林規格であるＪＡＳ法は非常に厳しくなってきており、この厳しくなってき

ているＪＡＳ法について、専門機関から来ていただいて研修を行い、１６０名の参

加をいただいた。 

    今後の見通しであるが、今までの事業は継続する。新規事業としては、「大阪版

食の安全安心認証制度」が昨年４月１日から発足をしている。大阪食品衛生協会が

大阪府から認証機関の指定を受け、この制度を推進している。 

    この認証制度は、今までであれば、飲食店並びに製造業者の衛生状態だけを重点

的に考えたものが多かったが、その上にコンプライアンス、法令遵守の部分を入れ

ている。 

    食育の関係から言えば、店頭でアレルギー表示やカロリー表示を行っているか、

また、栄養成分表示の店として指定を受けているかというようなところまでもコン

プライアンスの中に入れて、それで一定水準になっている施設について認証をして

いる。１月現在で４０店舗の施設について、この認証をお渡ししている。 
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    この認証制度は、飲食店や喫茶店、製造業を対象にしているが、今年の４月から 

は、食品販売業ということで、スーパーにもとっていただくよう準備を進めており、 

大阪食品衛生協会としては、この事業を拡大をしていきたいと思っている。 

○ 質疑 

【山本委員長】  ただいまの各関係団体の説明について、御質問、御意見は。 

  【平井委員】  大阪市ＰＴＡ協議会（以下市Ｐと称す）として、この食育推進計画

に取組は掲載していない。市Ｐとしての取組は特にないが、各校園ではさまざまな

食の取組がされており、主な内容では、「おもちつき」はＰＴＡ主催であったり、

他の諸団体の主催であるところにＰＴＡが共催するという形で、親子参加の「おも

ちつき」をして、日本の風習に触れるとか、つきたてのおもちを食べて親子で触れ

合うという機会を持っている。 

    学校の取組では、例えば、伝統野菜を育てることが今は主流であるが、その収穫

や収穫されたものを食べるに当たって、ＰＴＡが協力して調理し、親子や地域の方

を招いて食べる機会を設け、感謝の気持ちを持つという機会も持っている。 

    今後の課題としては、市Ｐでいろいろな研修会の機会を設けているので、食に関

するテーマを持って何か発信できるものがあればと考えている。 

  【山本委員長】  サプリメントは非常に利用が高まり増えてきていると思うが、こ

れは栄養士会あるいは薬剤師会、どちらで視点を置いていただいているのか。 

【倉岡委員】  サプリメントについて、記載はしていない。特に薬剤師会として取

り組んでいるわけではないが、府民の皆様の予防という意識が高く、コンビニやド

ラッグストアでもサプリメントは購入できる機会が多いので、この啓発と情報提供

について、店頭の薬剤師が随時行っている。 

    今回、登録販売士という新しい制度もでき、情報を発するところがいろいろなと

ころになっていっているので、現在、その方向についても、会として取り組んでい

かないといけないという段階である。サプリメントや健康食品、特定保健用食品な

どに関しては、できるだけ薬局の店頭で、薬剤師が御説明できるように取り組んで
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いきたいと考えている。 

【山本委員長】  薬と食べ物との相互作用の問題と、サプリメントの問題というの

は、大事なことなので、これからもよろしくお願いする。 

    次に、大阪市食生活改善推進員協議会の御説明で、エプロンシアターという言葉

が出ていたが、どのようなものなのか、教えていただきたい。 

【三好委員】  エプロンシアターというのは、体に着けるエプロンの中にポケット

がたくさんあり、そのポケットからいろいろな食べ物が出てくる。それで、食べ物

の好き嫌いをしていたらこうなるなどと説明するものである。例えば、「好き嫌い

をしていたら、健康なバナナウンチじゃないですよ。ころころウンチになったり、

びしゃびしゃウンチになるよ。」というような形で、口から入れた食べ物が腸を通

って排便されるまでをエプロンをつけて行う。それが、子どもには、とても好評で、

おもしろく、そして興味がわくようである。ウンチ一つにしてもバナナウンチ、こ

ろころウンチと見ればわかる形で、子どものおなかの中に５～６メートルある小腸

の中を通ってウンチになることや、腸を引っ張り出して説明するところがおもしろ

いようである。小腸は、ぐるぐるとエプロンの中のおなかに忍ばせているが、子ど

もは触って引っ張り、こんなものがおなかの中にあることを知り、やはり興味がわ

く媒体のようである。 

    エプロンシアターは１種類ではなく、「怪獣君」、「カレーにまつわる話」など、

いろいろ取りそろえている。 

【平井委員】  ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワードであるが、これに応募するに当

たって、カロリーや塩分の計算をしないといけないのかと思い、すごくハードルが

高く感じて、私たち一般庶民にとっては応募しにくいという感じで見ているが、ど

うなのか。 

【佐々木】  ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワードに関しては、別冊の報告書の６ペ

ージに応募要項が出ている。 

    エネルギーや栄養成分は、応募いただいてから、こちらから専門の栄養士に計算
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を依頼するので、応募いただく時点では、一般部門ではヘルシーということから、

１食で野菜を１２０グラム以上お使いいただき、材料費は５００円までで、御自分

が考えられる大阪らしいというイメージのメニューをお出しいただければありがた

い。栄養価計算をしていただく必要はないので、よろしくお願いする。 

【佐々木】  ８ページのチェーンストア協会の資料で、２行目に「食育活動推進委

員会」という組織をつくって活動されたとあるが、この「食育活動推進委員会」の

組織について教えていただきたい。 

【三木委員】  これは、会員企業１７社が全て「食育活動推進委員会」を設けてい

るわけではなく、その中の幾つかの会社が、コーポレート・ガバナンスの関係で、

呼称は違うが、「食育活動推進委員会」または類似する組織を作っている。特定の

部署だけではなく横断的にいろいろな関係部署からメンバーを出して組織している。

例えば、スーパーであれば、仕入れ担当者（バイヤー）や管理部門（ＣＳの担当）、

環境を進めている部署などのメンバーを集め、委員長は役員クラスの者または社長

が委員長になって組織を作っている。 

【山本委員長】  本日の行政及び関係団体からの取組内容について御報告をいただ

き、食にかかわる情報が共有できたかと思う。今後の活動に生かすことができると

思うので、さらに食育の推進にお役立ていただくよう、よろしくお願いする。 

    次に、情報提供として、水道局より御説明をいただく。 

○ 「安全でおいしい水道水をお届けするために」 

水道局総務部総務担当課長 松田 

    昨年は、食育ということで、広報を中心に御説明をさせていただいたが、今回は

水道事業全般にわたる御説明を少しさせていただく。 

    まず、１ページ、水道事業の使命として、法律上は水道法というものがあり、そ

こに豊富、低廉、清浄という３項目が使命と書かれている。言いかえると、安全な

水を安定してお安く供給するということになると思う。それにおいしさを加え、大

阪市では４つの使命ということで水道事業を推進している。 
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    ２ページ、３ページで、それぞれの安全、安定、安価、そしておいしさというこ

とをまとめさせていただいている。 

    まず、安全では、２０００年３月に高度浄水処理の供給を市内全域で開始した。

給水区域全域を高度処理化したのは大阪市が全国で初めてである。それまでは皆様

方にかび臭とか、トリハロメタンという浄水処理過程で生成される発がん性が疑わ

れる物質の問題などで御心配、御迷惑をおかけしていたが、オゾン処理と粒状活性

炭処理という高度処理により、それらの物質を大幅に削減でき、基準値の３分の１

から１割ぐらいに低減することができた。 

    そして、それらを２４時間、市内数十カ所のテレメーターで水質監視している。

その水質監視の大もとである水質試験所の本場は柴島浄水場であるが、これが社団

法人日本水道協会の水道ＧＬＰという優良試験所規範の国内認定第１号になってい

る。そこできっちり監視しながら、お届けさせていただいている。 

    ２ページ下の安定という面は、市内外３つの浄水場から５，０００キロ余りの送

配水管を通じ、各御家庭へお配りをしているが、阪神・淡路大震災後、いち早く大

阪市水道震災対策プラン２１を策定し、よりペースアップした計画的な管路の耐震

化、配水場の整備、耐震化を進めている。 

    安価という面では、３ページ上の２つ目の棒グラフである。人口１００万人以上

の都市の１カ月２０立方メートル、これは平均的な御家庭の使用量となっているが、

その料金を示させていただいている。税抜きで表示させていただいているが、大阪

市が一番安いという状況になっている。 

    なお、指定都市は今どんどん増えているが、その中でも一番安い。 

    ただ、大阪の経済的な問題、日本の景気の問題、環境対策等により、給水量が

年々減少してきている。水道事業は税金で行っていると思われる方々もいらっしゃ

るが、ほぼ１００％水道料金で経営している。 

    そのことから、その根幹をなす給水収益が大幅に減少してきている。平成１０年

度以降、２０年度までに約１２０億円の給水収益減という状況である。それを事業
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費削減、給与水準の見直しなど人件費の抑制・削減、そして企業債を削減すること

により資本費を抑制・削減し、１６０億円の費用の削減を行い、それで何とか黒字

を維持している。 

    ３ページ上、料金体系であるが、月々１０立方メートルから１，０００立方メー

トルの使用者のお支払い単価を棒グラフにさせていただいている。ガスや電気と違

い、お使いいただけばお使いいただくほど高くなるという料金体系となっており、

そのことが２０立メートルという各家庭の安い料金を支えている。平均的な給水原

価においても、指定都市間でかなり低い部分に位置しているが、この逓増制料金を

採用している関係で、給水量が減ると、給水量の減以上にさらに収益が減るという

非常に厳しい経営環境になっている。その中でも安全で、安定に十分保障していか

なければいけない。 

    ３ページ下、おいしい水計画というものを策定している。 

    ９ページの下、おいしい水指標というものを設定しており、目標を持って、おい

しい水を供給する。そして、水道というのは、やはりそのまま飲んでいただかない

と水道事業とは言えないのではないかとの使命感のもとに、そのまま飲んでいただ

ける安全でおいしい水を供給をしたいという思いから、こういう計画を立てさせて

いただいている。 

    ４ページから６ページは、昨年度、広報面で御紹介した取組を御紹介させていた

だいている。ここには、小学生や幼稚園、保育園等を中心にした小さなお子様を対

象にした取組を中心に御紹介させていただいている。 

    ６ページ下から８ページの上まで、今、お手元にお配りしている「ほんまや」の

御紹介をさせていただいている。お手元にあるのは３５０ミリリットルであるが、

販売しているのは５００ミリリットルとなっている。 

 「ほんまや」は、御承知のように水道水が原料である。それをボトリングし、塩

素を抜いて高温殺菌をして詰めていく。そのことから、中身の水は水道の水質基準

をクリアし、さらに清涼飲料水の基準もクリアしているということである。 
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    ９ページの上、食品安全マネジメントシステムのＩＳＯ２２０００を世界の公営

水道事業体として初めて取得している。この安全をＩＳＯ２２０００というツール

を使って確実なものにし、製品化している。 

    販売も着実に伸びており、１９年度は１１万本ぐらい、２０年度は１７万本ぐら

い、今年度は２９万本で、累計で現在５１万本程度、皆様に飲んでいただいている。 

    「ほんまや」により、水道のおいしさ、安全性ということを実感していただき、

水道の蛇口に戻ってきてもらうということを目的に販売している。 

 ８ページの下、Ｓｍｉｌｅ Ｗａｔｅｒ Ｃｌｕｂは、水道局の応援団を募るも

のである。現在、大体７００人ぐらいメンバーに加入いただいている。そして、ス

モールワールドで、人づてに水道の好イメージを伝えていただこうという取組で、

広報面でも頑張っている。 

    今後とも、使命を旨として、水道事業を推進してまいりたいと考えているので、

よろしくお願いする。 

  ○ 質疑 

【山本委員長】  ただいまの水道局の説明について、御質問、御意見は。 

（「無し」との声あり） 

 御意見が無いようなので、次に進めさせていただく。 

○ 「ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード業者選定委員について」 

健康福祉局健康推進部保健主幹 佐々木 

    先ほども御説明したヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワードは、平成２０年度から実

施している。この運営について、２０・２１年度は、入札による業者委託を行った

が、事業実施時にさまざまな契約変更も必然的に出てくることから、２２年度は、

企画競争方式という契約形態に変更をしてまいりたい。 

    この企業・事業者の決定には、ガイドラインに基づき、公正性、透明性の確保に

留意し、恣意的に公募条件や契約相手方を決定しないことを明らかにするために審

査委員会を設置することが必要とされている。本事業は、大阪市食育推進計画の中
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に関係機関、団体等が連携、協働した事業として位置づけられており、また、大阪

市食育推進会議は開催要綱第２条に大阪市食育推進計画に基づく施策の進行管理、

評価に関することと規定されていることを踏まえ、大阪市食育推進会議の委員の中

から業者選定にかかわる委員の任をお願いしたいと考えている。 

    この業者選定委員には、内部委員として、事業の運営にかかわる健康福祉局、経

済局、教育委員会事務局から各１名ずつの計３名と、外部委員として、大阪市食育

推進会議委員の３名で構成させていただきたい。事務局案として、大阪市食育推進

会議の山本委員長、料理コンテスト、栽培収穫体験に小学生がかかわっていただい

ていることから、大阪市ＰＴＡ協議会代表の平井委員、そして、料理コンテストに

一般部門で応募等の御協力をいただいている大阪市食生活改善推進員協議会代表の

三好委員にお願いしてはと考えている。 

○ 質疑 

【山本委員長】  ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見は。 

（「無し」との声あり） 

御意見が無いようなので、今の事務局からの御提案で選定委員の件、了解してい 

ただく。 

    最後に連絡事項として、「すこやか大阪２１健康づくりフォーラム」開催につい 

て、事務局よりお願いする。 

○「『すこやか大阪２１健康づくりフォーラム』開催について」   司会者 

 大阪市では健康増進計画として「すこやか大阪２１」という名称で計画を策定し、

大阪市民の健康づくりについて総合的に取り組みを進めている。 

    とりわけ、平成２０年度から２２年度の３年間は、この計画の後期計画の戦略的

な期間ということで、市民の健康づくりのさまざまな取組について、重点的に強化

している。 

    その取組の一環として、来る２月２３日、「健康づくりフォーラム」として講演

会、イベントを開催させていただく。場所はクレオ大阪中央の１，０００名ほど入
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る大ホールである。時間は午後１時半から４時までの予定である。講師には、プロ

スキーヤーで、なおかつ厚生労働省の健康大使でもある三浦雄一郎氏をお迎えして、

約１時間にわたって基調講演をお願いしたいと思っている。 

    三浦氏は、７０歳と７５歳、２回にわたって世界最高峰のエベレストを登頂され、

まさに超人的な活躍をされている。 

    その他、各区では、昨年度からいろいろな取組をしていただいているので、代表

的な取組について、今年度は、住之江、阿倍野、城東の３区に紹介していただく報

告会も予定している。 

    皆様方も御都合がよろしければ、ぜひ御参加いただけたらありがたいと思ってい

る。また、お知り合いの方等にも、御周知いただけたらありがたく思う。 

【山本委員長】  それでは、参加、あるいは周りの皆様方への周知等、よろしくお

願いする。全般について、御意見等は。 

（「無し」との声あり） 

御意見が無いようなので、大阪市の食育推進に関し、今後さらに御協力をよろし

くお願いする。 

  【司会】  今後とも、委員の皆様方のお力もお借りし、積極的に食育の推進に取組 

んでまいりたいと考えているので、引き続きのご協力方をよろしくお願いする。 

 

   ―― 了 ―― 


