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Ⅰ 第２次食育推進計画の概要 

 

 １ 計画の改定にあたって 

 

(1) 国における食育推進の動向 
   「食」は人が生きていくために欠かせないものであるとともに、生活に楽しみをもたらし、

人生を豊かにしてくれるものです。 

   近年、社会環境が大きく変化し、ライフスタイルや価値観の多様化等により「食」を取

り巻く環境は、依然として課題を多くもつ現状にあります。 

   こうした問題を解決するため、平成 17年 7月に「食」を社会全体の問題と捉え、食育

を国民運動として推進するため、食育の基本理念と方向性を明らかにし、食育に関する

施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として「食育基本法」を施行し、平成 18

年3月には「食育推進基本計画」を策定しました。 

   さらに、平成23年3月には平成23年度から27年度までの5年間を期間とする「第２

次食育推進基本計画」を策定し、今後の食育推進に当たっては「単なる周知にとどまら

ず、生涯にわたって間断なく食育を推進する『生涯食育社会』の構築をめざすとともに、

食をめぐる諸課題の解決に資するように推進していくことが必要である。」 としていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 大阪市の食育推進について 
   大阪市では平成20年3月に大阪市食育推進計画（以下第１次計画という）を策定し、

平成20年度から24年度までの5年間、市民一人ひとりが、生涯を通じて健全な食生活

を実践できるよう、家庭や地域をはじめ、保育・教育、生産・流通の関係者、ボランティア

団体等、様々な人や団体と連携・協働し、広く市民運動として「食育」を推進することを

基本方針として総合的、計画的に食育を推進してきました。 

   第１次計画について評価を実施した結果、取り組むべき課題が残っており、引き続き

基本方針を継承し、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことがで

きる社会を実現するため、第２次大阪市食育推進計画を策定します。 

 

 

 

食育とは 

 
 ● 生きる上での基本であって、知育、徳育、体育の基本となるべきもの 
 
● 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践することができる人間を育てること 

（食育基本法から） 
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大阪府 大阪市 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、第１次計画と同様に食育基本法の目的・基本理念を踏まえ、同法第18条

に基づく市町村食育推進計画として位置づけます。 

なお、本計画を計画的・効率的に推進するにあたり、大阪市健康増進計画「すこやか

大阪２１（第２次）」や「大阪市食品衛生監視指導計画」等、関係部局の計画等との整合

性を図り、一体的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

計画期間は、国の第２次食育推進基本計画の計画期間が 5年間であることから平成

25年度から29年度までの5年間とします。 

   なお、社会情勢の変化等によって、計画の期間内であっても必要に応じて随時適切

に見直しを行います。 

 

４ コンセプト 

  周知から実践へ 

  「 やってみよう！たのしく食育 」 

 

食育基本法 

（平成17年7月施行 第16条） 

食育推進基本計画 

（平成18年3月策定） 

第２次食育推進基本計画 

（平成23年3月策定） 

 

食育基本法 

（平成17年7月施行 第18条） 

大阪市食育推進計画 

 （平成20年3月策定） 

第２次大阪市食育推進計画 

（平成25年3月策定） 

 

大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１（第２次）」（平成25年3月策定） 

大阪市食品衛生監視指導計画 

大阪市教育振興基本計画 

大阪市次世代育成支援行動計画（後期計画） 

国 

関連計画 

食育基本法  

（平成17年7月施行 第17条） 

大阪府食育推進計画 

（平成19年3月策定） 

第２次大阪府食育推進計画 

（平成24年3月策定） 
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Ⅱ 大阪市における食育の現状と課題 

 

１ 第１次計画の評価 

 

第１次計画において、食育を市民運動として推進することを基本方針に取り組み、食

に関する様々な機会を通して普及啓発を行った結果「目標値に達した」と「目標値に達

していないが改善傾向にある」を合わせると、目標全体の 5割（50％）がこれに該当し、

一定の改善がみられました。 

しかしながら、食に関する知識や意識は向上したものの「朝食欠食率の減少」や「野

菜摂取量の増加」等といった面において実践までには至っていないことがわかり、今後

に向けて、より具体的な行動目標と対策の必要性が浮き彫りになりました。 

 

２ 第１次計画の目標達成状況 

第１次計画の目標値の達成状況は、次のとおりです。 

 

 朝食を欠食する小学生の割合は 4.0％から 1.2％に減少しました。子どもたちの基本

的な生活習慣づくりが徐々に定着していると推測されますが、目標値には達していま

せん。 

また、中学・高校生及び20～30歳代男性の朝食の欠食については、改善がみられま

せんでした。 

 

 食育への関心度、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知度等は向上して
おり、目標値を大きく上回りました。 

 

 野菜の摂取量については、各種講座等において啓発活動に努めましたが、計画策定
時とほぼ同じでした。 

 

 食に関する指導の全体計画を策定している小学校の割合は、目標値としていた
100％に達しました。 

 

 食育の推進に関わるボランティア数は、会員増加と組織強化を活動目標に取り組みま
したが、計画策定時とほぼ横ばいのまま経過しました。 

 

 「栄養成分表示店」については年々増加し、食環境の整備は充実してきているものの
目標値には達しませんでした。 

 

 食品の安全性に関する正しい知識を持つ市民の割合は、目標に達しました。 
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【目標達成状況】 

指標 

番号 
指  標  名 

計画策定時 

(平成19年度） 
現 状 値 目 標 値 評価 

１ 食育に関心を持っている市民の割合の増加 89% 95.9% (*1) 95%以上 A 

小学生 4% 1.2% (*2） 0% B 

中学・高校生 10% 22.6%(*3） 0% 

男性20歳代 38% 
25.0%(*4） 

49.0%(*5） 
15%以下 

２ 
朝食を欠食する市民の割合

の減少 

男性30歳代 22% 
20.0%（*4） 

36.0%（*5） 
15%以下 

C 

３ 市民の野菜摂取量の増加 279ｇ 275.9ｇ（*4） 350ｇ C 

４ 
「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送

っている市民の割合の増加 
23% 20.1%（*1） 60%以上 C 

５ 
内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）を

認知している市民の割合の増加 
51% 89.2%（*1） 80%以上 A 

６ 
食に関する指導の全体計画を策定している小

学校の割合の増加 
42% 100.0% 100% A 

７ 食育の推進に関わるボランティアの数の増加 5,035人 4,867人（*７） 5,500人 C 

８ 「栄養成分表示店」の増加 2,742店 3,449店（*７） 4,250店 B 

９ 
食品の安全性に関する正しい知識を持つ市

民の割合の増加 
未把握 76.7%(*6） 70%以上 A 

           

 
評価  A：目標値に達した  B：目標値に達していないが改善傾向にある  C：変わらない  

     D：悪化している    E：評価困難 

 （＊1）平成22年度食育に関するアンケート調査 

 （＊2）平成23年度大阪市学力等実態調査 

 （＊3）平成23年度すこやか大阪２１健康づくりアンケート（中学生・高校生） 

 （＊4）平成19～22年国民健康・栄養調査 

 （＊5）平成23年度大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査 

 （＊6）平成23年度消費者アンケート 

 （＊７）平成22年度末実績 
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３ 食育の現状と課題 

食育への関心度は高まりましたが、朝食の欠食や野菜の摂取等といった面において、

望ましい食生活の実践までには至っていません。今後はさらに食に関する正しい知識のも

と、毎日の生活において実践ができるよう食育を推進していくことが重要です。 

 

(1) 食育への関心度 
食育に関心を持っている市民（「関心がある」「どちらかといえば関心がある」）の割合

は、目標値の95％に達しました。 

【課題及び今後の対策】  

   食育に関心を持っている市民の割合は増加しました。今後も、引き続き正しい知識の

普及啓発や情報提供を行うとともに、行動変容を促す健康教育を進めていく必要があり

ます。 

47.5
60.4

95

41.8

35.5

0

20

40

60

80

100

平成19年度

（1,264人）

平成23年度

（1,399人）

目標値

〔％〕

食育に関心がある どちらかといえば食育に関心がある
 

              資料 平成19年度：「平成18年度食育に関するアンケート調査」 

      平成23年度：「平成22年度食育に関するアンケート調査」 

 

 

 

(2) 朝食を欠食する市民の割合 
○小学生 

朝食を全く食べない小学生の割合は1.2％に減少しました。 

【課題及び今後の対策】 

  子どもの基本的な生活習慣づくりが徐々に定着していると推測されますが、引き続き

“朝食を毎日食べる”小学生の増加をめざします。 

小学生が毎日朝食を食べるためには、家庭との連携はもとより、子どもに朝食

の大切さを指導するとともに、自分で“作って食べる”力を習得することも必要

です。  



 6 

9.7

37.5

21.622.6

49.0

0

36.0

1515

0

10

20

30

40

50

60

中学・高校生 男性20歳代 男性30歳代

目標０

〔％〕

平成11～14年の平均 平成23年度 目標値

     朝食を欠食する市民の割合（小学生） 

目標 ０

4.0

1.2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

平成19年度　 平成23年度 目標値

〔％〕

 
資料 平成19年度:「平成18年度大阪市学力等実態調査」 

    平成23年度：「平成22年度大阪市学力等実態調査」 

 

○中学・高校生、20～30歳代男性  

各年齢層において、朝食欠食率は高くなっています。 

【課題及び今後の対策】  

   中学・高校生へのアプローチとしては、正しい食習慣を身につけるための取組や支

援が重要です。 

   “朝食を作って食べる”は望ましい食生活の第一歩であり、具体的対策が求められて

います。 

   20～30歳代男性の朝食欠食者の割合に改善がみられないのは、生活環境が変化し

ていることも要因の一つとして考えられます。就寝時刻等を含めた生活習慣の改善に関

する働きかけを検討することも必要です。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            資料 平成11～14年：「国民健康・栄養調査」 

平成23年度：「平成23年度すこやか大阪２１健康づくりアンケート（中学生・高校生）」 

「平成23年度大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査」 
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(3) 野菜摂取状況 
野菜の摂取量は計画策定時とほぼ同じでした。 

【課題及び今後の対策】 

   野菜を食べない理由は様々で、対象者の状況にあわせた取組が必要です。また、関

連性が高いと考えられる朝食の欠食率減少の取組と併せた働きかけが重要です。 

 

ア 野菜摂取量の経年変化（大阪市）         イ 年代別野菜摂取量 

 
資料 国民健康・栄養調査（各年）                資料 平成19～22年国民健康・栄養調査 

 

(4) 「食事バランスガイド」等を参考にした食生活の実践度 
「食事バランスガイド」を「ほぼ毎食参考にしている」と「毎日１食は参考にしている」市

民の割合は計画策定時とほぼ同じでした。 

【課題及び今後の対策】  

   男性の肥満者、20歳代女性のやせの増加、青年期の朝食の欠食率等が改善してい

ないことから、正しい食生活の実践には至っていないと考えられます（平成19～22年国

民健康・栄養調査、平成23年度大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査結果

より）。 引き続き、「食事バランスガイド」の普及啓発に努めるとともに、具体的な行動変

容を促す取組を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            資料  平成19年度：「平成18年度食育に関するアンケート調査」 

                             平成23年度：「平成22年度食育に関するアンケート調査」 
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〔g〕

緑黄色野菜 その他の野菜
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〔ｇ〕

緑黄色野菜 その他の野菜

214.9 
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〔％〕

ほぼ毎食参考にしている 毎日1食は参考にしている
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(5) 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知度 
内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の言葉と意味を知っている市民の割合は、

目標値を大きく上回りました。 

【課題及び今後の対策】  

   内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の意味や言葉を知っている市民の割合は

増加していますが、個々人における生活習慣の改善につながっていません（平成23年

度大阪市民の健康づくり・生活習慣等に関する調査結果より）。今後は具体的な行動変

容を促す取組が必要です。 

51.1

89.2
80

0

20

40

60

80

100

平成19年度

（1,264人）

平成23年度

（1,379人）

目標値

〔％〕

 

資料  平成19年度:「平成18年度食育に関するアンケート調査」 

                                 平成23年度:「平成22年度食育に関するアンケート調査」 

 

(6) 食に関する指導の全体計画を策定している小学校 
市内の全小学校において食に関する指導の全体計画が策定されました。 

【課題及び今後の対策】 

   食に関する指導の全体計画をより充実したものにするために、今後、各校において

年間指導計画の策定を進めていく必要があります。 
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(7) 食育の推進に関わるボランティア数 
   就業や介護、高齢を理由として食育のボランティア組織を退会する人もあり、計画策

定時に比べて概ね横ばいでした。 

【課題及び今後の対策】                                                 

   引き続き、ボランティア養成講座の受講生及び修了率の増加等を図り、ボランティア

数の確保に努めるとともに、より活発な食育推進活動が展開できるように支援する必要

があります。 

5,035 5,011 4,939 4,867

5,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値

〔人〕

 
 

 

(8) 「栄養成分表示店」指定店舗数 
   「栄養成分表示店」については、平成 22年度より指定要件を一部変更し、指定店舗

数の拡大を図りましたが、目標値には達していません。 

【課題及び今後の対策】                                              

   今後は、指定店舗への助言や店舗を通じた健康情報発信を進める等、新たな方策

についても検討する必要があります。 

2,973

3,146
3,297

3,449

4,250

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 目標値

〔店〕
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(9) 食品の安全性に関する正しい知識を持つ市民の割合 
食品の安全性に関する正しい知識を持つ市民の割合は目標値に達しました。 

【課題及び今後の対策】  

市民が安全・安心な食生活を実践するには、氾濫する食品に関する情報の中から正

しい情報を選択する力を身につける必要があることから、市民向け衛生講習会等を開

催する等、食の安全性に関する基礎的な知識の普及に積極的に取り組んできました。 

市民が習得した知識の理解を深めるには、リスクコミュニケーション（双方向の意見交

換）手法による啓発が重要であり、今後はその実施回数を目標値に設定する必要があ

ると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成23年度消費者アンケート 
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Ⅲ 第２次食育推進計画の取組 

第１次計画の目標の半数は改善傾向にありますが、若い世代における朝食の欠食率や野菜の摂

取量等、解決できていない課題が残っています。 

生活習慣の乱れからくる糖尿病等の生活習慣病有病者の増加や、家族とのコミュニケーションなし

に一人で食事をとるいわゆる「孤食」が依然として見受けられると言われています。 

国の第２次食育推進基本計画及び第２次大阪府食育推進計画においては、新たな目標として家族

が食卓を囲んで共に食事をとりながらコミュニケーションを図る「共食」を推進し、子どもの健全な食生

活の確立をめざしています。また、充実した食生活を過ごすためには十分な口腔機能の発達、維持が

必要であり、生涯を通じた歯と口の健康づくりを推進することを掲げています。 

これら食をめぐる諸課題の解決をめざして、本市においても大阪市健康増進計画「すこやか大阪２

１（第２次）」と連携して、歯と口腔の健康づくりや生活習慣病を予防する取組を推進するとともに、中学

校給食の開始に伴う食育における小中の連携を推進する等、さらなる食育の充実に努めます。 

 

 １ 食育推進の方針 

 

(1) 生涯を通じた健全な食生活の確立とさらなる実践 
市民が健全な食生活を実践するために、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけ、 

食を大切にする心を養うことが必要であり、ライフステージに応じた間断のない食育を支援します。 

また、各年代に応じた食べ方の支援や食品の物性に応じた窒息の予防等を含めた、歯科保健か

らの食育を推進していきます。 

特に子どものうちに健全な食生活を確立することは、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな

人間性を育んでいく基礎となります。このため、子どもから若年層に重点をおいた取組を推進します。 

     さらに、家族が食卓を囲んでともに食事をとりながらコミュニケーションを図る「共食」は、食育の原

点であり、子どもへの食育を推進していく大切な場であると考えられることから、家族との「共食」を推

進していきます。 

      

(2) 市民運動としての食育の推進 
    食育を市民運動とするためには、家庭はもとより、保育・教育関係機関、関係団体がそれぞれの役

割を果たすことが重要であり、幅広い分野の地域資源や身近な場所での活動が必要です。市民が

食育を実践できる食環境整備を行い、より多くの市民に食育を啓発するとともに、食育ボランティア

の養成に努めます。 

 

(3) 食育推進ネットワークの強化 
    地域に密着した食育の推進にあたっては、保育・教育、生産・流通、外食・食品産業や関連する団

体、消費者や食育ボランティア団体等、様々な関係者がそれぞれの立場から取り組むとともに、これ

らの関係者が共通認識を持ち、一体的に推進することが必要です。 

    そのために、今後も引き続き、各区食育連絡調整会議等を中心とした食育推進ネットワークの強化

に努め、計画が定める目標に基づいた共有テーマを決定し、総合的に食育を推進します。 
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２ 食育推進体制 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【めざすもの】 

市民一人ひとり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

実践できるようにする。 

保育・教育関係者 

保健・医療機関 

農業関係者 

食品等事業者 

各種団体 

食育ボランティア団体 

 
 

市民運動として食育を推進 

市民・家庭 

第２次大阪市食育推進計画 

自主的な取組 協働した取組  行  政 

区役所      健康局    

中央卸売市場    市民局 

経済戦略局  こども青少年局 

環境局 教育委員会事務局 等 

 



第２次大阪市食育推進計画では、以下のように目標値を設定し、取り組んでいきます。

新規 現　状　値
目　標　値
（平成29年度）

67.0% ７0%以上

1.2%
1%未満

（最終目標0%）

22.6%
10%未満

（最終目標0%）

49.0% 15%以下

36.0% 15%以下

275.9ｇ 350ｇ

★ 週9.0回 週10回以上

★ 69.3% 80％以上

★ 76.5% 100%

★
小学校62.2％
中学校50.8％

100%

★
小学校67.9％
中学校36.9％

100%

★ 571人　（*3） 3,000人　（*4）

3,654店　（*3) 4,600店

★ 年11回 年20回
市民・食品等事業者との意見交換会の開催の増
加

市民の野菜摂取量の増加

「栄養成分表示店」指定店舗数の増加

食育の推進に関わるボランティア養成数の増加

＊3　平成23年度末実績

＊4　平成25～29年度　累計

＊1　「全く食べない」と回答したもの

＊2　「食べないことがある」と回答したもの

Ⅳ　第２次食育推進計画の目標

栄養バランス等に配慮した食生活を送っている市
民の割合の増加

指　　標　　名

男性30歳代
(*2)

朝食を欠食する市民の割合の減少

中学・高校生
(*2)

小学生
（*1)

男性20歳代
(*2)

食育推進組織を設置する各学校の割合の増加

食に関する指導の年間指導計画を策定している
各学校の割合の増加

朝食または夕食を家族と一緒に食べる「共食」の
回数の増加

よく噛んで味わって食べる等の食べ方に関心のあ
る市民の割合の増加

食育年間計画を作成している保育所の割合の増
加
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Ⅴ 具体的な施策の展開 

 

１ 家庭・地域における食育の推進 

(1) 現状・課題等 
家庭は食育を学ぶ一番身近な場であり、食の知識や伝統文化は、それぞれの家庭に

おいて世代を超えて受け継がれてきました。家族が食卓を囲んで食事をとりながら、コミ

ュニケーションを図ることで、望ましい食習慣の実践や、食の楽しさを実感させ精神的な

豊かさをもたらし、家族の絆を育んできました。 

しかし、近年単身世帯や共働き世帯の増加、ライフスタイルの多様化等により、家族と

一緒に食事をとる「共食」の機会が減っています。 

また、外食や総菜等を購入して家庭で食べる中食（なかしょく）が増加し、その結果若

年層を中心に、朝食の欠食や栄養のバランスに視点を置いた選択がなされていない傾

向にあり、食をめぐる諸課題への対応が必要となっています。 

    乳幼児期から高齢期まで、ライフステージに応じた望ましい食生活が確立できるよう

に、支援することが重要です。 

 

(2) 今後の方向性 
食育は、まず家庭において取り組むことが重要です。 

市民一人ひとりが、望ましい食生活を実践できるよう、家庭・地域、保育・教育関係機

関や関係団体等が連携し、家庭で食育を推進できるよう支援します。 

生活習慣病予防、健康の保持増進の観点から、市民が正しい食生活習慣を実践で

きるよう、その担い手として「食育ボランティア」を引き続き養成し、地域に密着した食育

活動を推進するために協働・連携を図ります。 

また、飲食店や総菜店等における栄養成分表示の取組を進め、正しい栄養情報等を

提供できる店舗を増やし、食環境の整備を図ります。 

さらに、特定給食施設においては、施設の喫食者に合わせた食育活動が実践される

よう支援します。 

 

(3) 主な取組 
 

 ライフステージに応じた食育の推進 
【胎児期・乳幼児期】 

    食生活に関心が高くなっている妊娠期から子どもへの食育の重要性を啓発するととも

に、家族や自分自身の食生活の見直しができるよう働きかけていきます。（妊婦教室、

地域健康講座等） 

    また、家庭において食を楽しみながら望ましい生活習慣、食習慣が実践できるよう啓

発を行い、子どもの心身の健やかな育成のための取組を進めるとともに、共食（家族と

一緒に食事をとる）の大切さやよく噛んでおいしく食べるための歯と口の健康づくりを推

進していきます。（離乳食講習会、乳幼児健康診査、地域ふれあい子育て教室、地域

健康講座等） 

 

 



 15 

 

   【少年期】 

    体験学習を通じて正しい食生活に関する知識を養い、「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」を習得できるよう支援します。（地域健康講座等） 

【青壮年期】 

生活習慣病の予防・改善に向けて地域の関係者、関係団体や職域等と積極的に連

携を図り、各対象者に合わせた事業展開を進めていくよう取り組みます。（地域健康講

座等） 

【高齢期】 

介護予防の観点から、低栄養状態を予防し元気に暮らすため、栄養改善を内容とし

た講座を実施し、活動的な生活ができるよう食生活の面から支援します。（元気はつら

つ食生活講座等） 

 

 食育ボランティアの養成（健康講座保健栄養コース） 
健康づくり・食育推進のリーダーを養成し、地域に密着した食育の推進を図ります。 

  

 

 栄養成分表示店を通じた食育の推進（外食栄養管理推進事業） 
飲食店や総菜店等において、メニューに 

栄養成分表示を行う店舗の拡大を図り、市民が 

自らの健康管理を行う上で役立つ健康・栄養 

情報の提供を行います。 

 

 

 

 

 特定給食施設における食育の推進（給食施設巡回指導、喫食者指導教室等） 
事業所等で継続的に食事を提供する場合、喫食者の健康に配慮した適切な食事と

健康や食生活に関する正しい情報提供が行われるよう、事業所等の特定給食施設の

管理者等に対して、研修会・講演会の開催、健康増進法に基づく巡回施設指導を実

施し、給食を通じた食育の推進を図ります。 

 

 食育推進ネットワークの強化 
地域に密着した継続的な食育活動を展開するため、家庭・地域、保育・教育関係者、

飲食関係者・団体、食育ボランティア団体等が地域ごとに密接に連携・協働して、食育

の推進を図ります。 

 

 食育推進ホームページによる情報発信 
大阪市ホームページにおいて、朝食や野菜摂取に関わる情報やレシピ、食育イベ

ント情報等、幅広い食育情報を若い世代を中心に発信していきます。 

また、大阪市関係局、食育関係団体、すこやかパートナーや食品関連企業等と連

携を図り、より効果的に健康・栄養情報の発信ができるよう努めます。 
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２ 保育・教育分野における食育の推進 

【保育所】 

(1) 現状・課題等 
公立保育所では、健康な生活の基本として「食を営む力」の育成に向け、次の５つの子

どもの姿を目標に関係職員全員の共通理解と認識のもと、食育の推進を図っています。 

① お腹がすくリズムのもてる子ども 
② 食べたいもの、好きなものが増える子ども 
③ 一緒に食べたい人がいる子ども 
④ 食事づくり、準備にかかわる子ども 
⑤ 食べものを話題にする子ども 

（「楽しく食べる子どもに～保育所における食育に関する指針～」より） 

   食材や食物に興味や関心をもつような活動を展開し、食べることへの意欲を育むととも

に、食事時間や食事の準備等の経験を積み重ね、食習慣が身につくようにしています。 

   また、配慮を要する子ども（体調不良・食物アレルギー・障がいのある子ども）一人ひと

りの体調を把握し、それぞれに応じて調理形態を工夫する等の配慮をしています。 

   さらに、食習慣や食生活の重要性について、保護者への啓発を進めています。 

また、保育所は、子育て支援の役割を担っていることから、子育て家庭への食育の発

信拠点として家庭や地域との連携を図りながら食育の取組を推進しています。 

   今後も、以上のような取組を継続していきますが、より効果的な取組を行うために、各

保育所の地域の実情に応じた計画を策定し、食育を推進することが重要です。 

 

(2) 今後の方向性 
公立保育所においては、各保育所の実情に応じた食育年間計画を策定し、保育計画

に位置づけ、食育の取組をより効果的に進めていきます。 

具体的には、年齢別の食育のねらいと内容にポイントをおきながら、食環境の変化、地

域の実態、家庭環境や保護者の意向、保育時間等を考慮し、一貫性のある計画を策定

し、取組を推進します。 

 

(3) 主な取組 
 

【発達段階に応じた食育の取組】 

 0歳児～1歳3か月未満児  
日々提供される食事（母乳、育児用ミルクを含む）そのものが子どもの「食育」の環境

を構成しています。安心と安らぎの中で、食べる意欲の基礎づくりに取り組みます。一

人ひとりの子どもの安定したリズムを大切にしながら、心と身体の発達を促すよう配慮し

ます。 

 

 1歳3か月児～2歳未満児 
味覚の発達で食べたり食べなかったり、手づかみで食べようとする食機能の発達や

自発性がみられます。食べ物に興味をもって自ら意欲的に食べようとする自立の芽ば

えを育み、楽しい雰囲気のなかで周りのおとなや子どもと一緒に食べる楽しさと人への

関心の広がりに配慮します。 

 

食育推進マスコットキャラクター

「さんくん」 
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 2歳児 
語彙の目覚ましい発達、自己主張の高まり、自我の育ちがみられます。自分でやろ

うとする気持ちを尊重し、さりげなく援助しながら「自分でやれる」という自信を深めてい

きます。自然や身近な物事に関心や興味を広げていくため、それらとふれあう機会を

持ちます。 

いろいろな種類の食べ物や料理を味わい、保育士等を仲立ちとして、友達とともに

食事を進め、一緒に食べる楽しさを体験します。 

 

 3歳児以上 
一人の独立した人間として行動する姿と、同年齢の仲間への関心が強まります。子

ども同士で協力して食にかかわる活動を展開し、「食を営む力」の基礎がつくられます。

食事の配膳や片付け、栽培等に参加し、経験することが食材と食事、食文化に触れる

機会となります。食事、遊び、睡眠、排泄等の諸活動をバランスよく展開させます。 

 

 

【地域子育て支援センター】 

(1) 現状・課題等 
地域子育て支援センターでは、子育ての知識やノウハウを蓄積している保育所の機

能・施設を活用し、子育て親子の交流の場の提供や、育児に関する相談、援助及び情

報提供を行っています。 

また、食育の発信拠点の一つとして、子育て支援機関や地域との緊密な連携のもと、

食育の推進を図っています。 

 

(2) 今後の方向性 
食育にかかわる相談や情報提供を充実させるとともに、子育て支援機関や地域とのさ

らなる連携強化をめざします。 

 

(3) 主な取組 
 

 食の講座の開催  
保健福祉センターと連携し、栄養士、保健師等を講師とした食に関する講座や、食

育担当者による手作りおやつ・離乳食の展示や調理実習を行い、調理方法や調理の

ポイントを分かりやすく説明します。 

 

 食に関する相談・情報提供 
食に関する相談に対応するとともに、離乳食の調理例や旬の食材等を紹介します。 

 

 子育て支援機関や地域との食に関する連携事業 
公立の地域子育て支援センターでは、食育担当者が子育て支援機関の講座（「親

子クッキング」等）へ講師として参画し、手作りおやつや離乳食を作る等、食への関心

を高めていきます。また、民間の地域子育て支援センターでは、食に関する相談・情報

提供を実施します。 
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【幼稚園】 

(1) 現状・課題等 
直接自然に触れる栽培活動を通して、感動を体験したり、生命を大切にする気持ち、

探究心等を養ったりしています。また、食材を意識できるようにしたり、食事のマナーを教

える等、タイミングを逃さず食に関する指導をしています。  

食習慣の育成に関しては、準備から片付け、食事に至るまでの過程を大切にして、主

に昼食の時間を通して、指導を進めています。 

保護者にも、食材の知識や食の安全等を知らせ、食育の重要性の啓発に努めていま

す。 

 

(2) 今後の方向性 
幼稚園においては、今後も一人ひとりの幼児の実態に沿った指導方法の工夫に努め、

食への関心を育くむとともに、楽しい雰囲気づくりや場の工夫をすることで、みんなで一

緒に食べることの楽しさを味わえるようにします。 

また、おいしい料理、おいしい食材を作ってくれる人への感謝の気持ちを育てるように

取り組みます。 

保護者に対しては、引き続き、わかりやすく丁寧な情報を発信していきます。 

 

(3) 主な取組 
 

 食に関する計画的な取組 
各幼稚園において、幼児の実態を考慮して食に関する教育的なねらいを定め、年

間の指導計画に位置づけて、食育の取組をより効果的に進めていきます。 

 

 食物への関心 
野菜等の栽培活動を友達や教師と一緒に体験することを通して、その生長に目を向

けるとともに、収穫の喜びを味わい、食物への興味や関心を広げることをめざします。 

 

 食べる喜びや感謝の気持ち 
昼食等の機会をとらえ、楽しい雰囲気の中で、友達や教師と一緒においしく食べる

ことで、作ってくれた人への感謝の気持ちや食べる喜びを感じることができるようにしま

す。 

 

 食習慣の育成 
友達や教師と一緒に食事の準備や片付けをしたり、食事中のマナーを学んだりして、

食習慣が身につくように配慮します。 

 

 保護者への啓発 
子どもの健やかな成長を育むという観点から食育の大切さを伝えるために、様々な

情報発信に努め、保護者に啓発していきます。 
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【小学校・中学校・特別支援学校】 

(1) 現状・課題等 
小学校・特別支援学校給食については、309校において、一日約 13万食を年間 190

日程度提供しています。こうした中で学校給食を「生きた教材」として活用し、いろいろな

食材や料理について旬の食材や世界の料理、また学校行事や四季の行事に応じた献

立を作成し体験できるようにしています。また食物アレルギーのある児童生徒に個別対応

給食も行っています。地場産物の食材については、地場産物への理解と生産者への感

謝の気持ちを育むために、必要量の確保に制約がある中、可能な限り活用するよう努め

ています。 

中学校では、平成24年9月に45校で給食を開始し、平成24年度中に97校で、平

成 25年度中には市内全校で実施することとしています。中学校給食を「生きた教材」とし、

旬の食材や行事献立、諸外国の料理などの食文化を知らせたり、みんなで食べる楽しさ

を大切にし、食育(食に関する指導)に取り組んでいます。 

また、食育の充実を図るため、学校ごとの食に関する指導の全体計画を策定し、それ

に基づく年間指導計画の策定と推進組織の設置を進めるとともに、栄養教育推進事業等

を実施し児童生徒に対しての食に関する指導を行い、保護者へ食育の啓発を進めてい

ます。 

さらに、学校給食献立表を配付し、家庭での学校給食への理解を深めています。 

今後は、より学校・家庭・地域との連携を進めることが大切です。 

 

(2) 今後の方向性 
食に関する指導の全体計画に基づいた、年間指導計画の策定を進め、栄養教育推進

事業の充実に努めるとともに、家庭・地域との連携した食育の取組を進めます。 

小学校・中学校給食においては、成長期にある児童生徒が、食に関する正しい知識と

食習慣を身につけ、望ましい食事量や栄養バランス、食品の安全性などの知識を活用し、

生涯にわたり自己の健康管理ができるよう、食育の生きた教材となる学校給食の充実に

努めます。 

また、学校給食の意義や役割について家庭や地域に理解を得るように努めます。 

 

(3) 主な取組 
 

【小学校・中学校教育】 

 年間指導計画の策定 
各学校における食に関する指導の全体計画に基づく年間指導計画の策定を推進し

ます。 

 

 推進組織の設置 
各学校における食育の推進組織の設置を進めます。 

 

 栄養教育推進事業の充実 
栄養教諭・学校栄養職員の未配置校を対象とした食に関する指導の授業や家庭・

地域と連携をした取組を進めます。 
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 食育展の開催 
保護者・地域を対象として、食育に関連した展示を行い、啓発に努めます。 

 

 学校給食献立コンクールの実施 
児童が作成した学校給食の献立を募集し、学校給食に活用することにより、食に関

心を持たせます。 

 

 中学校生徒用「食育つうしん」の配付 
中学校給食を活用しながら食育を行う指導用の資料を中学校へ送信し、各中学校

から生徒に配付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校・特別支援学校給食】 

 学校給食献立表の家庭への配付 
献立内容、調理方等を記載した学校給食献立表を全児童に配付し、家庭での食生

活の充実に役立てていただきます。また、食品群を働き別に３色で表示し、併せて生

活習慣病予防等の情報も提供します。 

 

 学校給食・食育展の開催 
保護者や児童を対象に、学校給食の啓発に重点を置いて開催します。 

 

 試食会の開催 
各学校において、年1回、保護者を対象に試食会を開催し、学校給食の啓発を行う

とともに、食への関心を高めます。 

 

 地産地消・伝統的食文化の推進 
学校給食の食材の地場産物の利用増加に努めます。さらに、「大阪市なにわの伝統

野菜」を学校給食に利用できるよう努めます。また、大阪らしい料理を給食に取り入れ、

充実するとともに、商都大阪の食文化を伝えていきます。 

 

 ホームページの充実 
給食への関心と理解を深めるため、教育委員会事務局のホームページに小学校・

特別支援学校給食のコーナーを充実します。 
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【中学校給食】 

 試食会の開催 
保護者を対象に試食会を開催し、中学校給食の意義や給食内容、利用方法等に

ついて啓発を行います。 

 

 学校給食献立表の家庭への配付 
7大アレルゲン(*1)を含む食品とコンタミネーション(*2)の表示、及び献立毎

の全使用食品と使用量を記載した献立表を配付し、啓発に努めます。 

 

 学校掲示用献立表・給食カレンダーの掲示 
献立表や給食カレンダーを学校内に掲示し、学校給食の意義や旬の食材、行事献

立について知らせ、食育を推進します。 

 

 ホームページの充実 
中学校給食への関心と理解を深めるため、教育委員会事務局のホームページに中

学校給食のコーナーを充実します。 

 

 

 

(*1)7大アレルゲン：卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生 

(*2)コンタミネーション：主原料とは違うものが混入してしまうこと 
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３  生産・流通・消費・環境分野における食育の推進 

【生産分野】 

(1) 現状・課題等 
市内農家は、高齢化に加え農業後継者不足等、農業従事者が減少していることもあり

農地面積も年々減少しています。 

その対策の一つとして、生産意欲を高めるブランド野菜「大阪市なにわの伝統野菜」の

認証事業等に引き続き取り組む必要があります。 

また、「大阪エコ農産物認証制度」により、農薬の使用回数や化学肥料（チッソ、リン酸）

の使用量が、府内の標準的な使用回数・量の半分以下とする環境に配慮した農作物の

認証と生産拡大への取組が必要です。 

一方、市民による農地への不法投棄（瓶・あき缶・ビニール等）や不法侵入等が農業経

営に多大な影響を与えていることもあり、市内農業への市民理解を図る上で農作物の収

穫体験や市民農園の利用によって農業への理解を図っていく必要があります。 

 

(2) 今後の方向性 
引き続き「大阪市なにわの伝統野菜」の認証を行い、 

市内農家の生産意欲を高め、なにわの伝統野菜の継承 

と地域食文化と伝統を守ります。 

また、「大阪エコ農産物認証制度」により、より多くの市内農作物を認証できるよう引き

続き取組を進めます。 

市内農業への市民理解を図るため、農作物の収穫体験や市民農園の利用について

農業団体と協力していきます。 

 

(3) 主な取組 
 

 なにわの伝統野菜振興事業 
「大阪市なにわの伝統野菜認証表 

示制度」による加工食品業者や外食 

産業への顧客の確保に取り組みます。 

また、「地域資源」としての食文化を 

発信し普及啓発活動を実施します。 

 

 

 

 

 

 エコ農産物推進事業 
「大阪エコ農産物認証制度」の活用を図るため、大阪市エコ農産物推進協議会が市

内農業者の生産過程においてエコ農業の推進を支援します。 
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【流通分野】 

(1) 現状・課題等 
中央卸売市場は、日常生活に欠かせない生鮮食料品を全国の産地から計画的に集

め、場内の卸売業者や食品衛生検査所による産地や品目、安全面などのチェックを経て、

市民に安定的に供給するという流通の中心的な役割を担っています。 

大阪市では、中央卸売市場（本場：ほんじょう）を昭和 6年に福島区野田に開設し、東

部市場を昭和39年に東住吉区今林に開設しました。 

その後、本場は、近代的な市場をめざして平成元年から14年にかけて、大規模整備を

行い、東部市場は、市場機能の向上を図るため平成20年から24年にかけて、低温卸売

場の拡充等の施設整備を行ってきました。 

近年、少子高齢化等により食料消費が減少する中、調理食品等の需要が高まるといっ

た消費者ニーズの変化等により、生鮮食料品の消費は減少しており、中央卸売市場の取

扱量も減少傾向が続いています。 

このような中、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り、食育を推進する観点から、市場見学や料理教室を実施してい

ます。 

 

(2) 今後の方向性 
生鮮食料品の消費や中央卸売市場の取扱量が減少する中、市場見学や料理教室の

開催は、食に関する知識を高める等、食育を推進し、生鮮食料品の消費拡大や市場の

活性化につながることが期待できることから、市場内の事業者と協力し、今後も引き続き

取り組んでいきます。 

 

(3) 主な取組 
 

 市場見学 
全国から集まる新鮮で豊富な食材が取引きされる現場を体感し、また、食材の見分

け方等を楽しく学びながら、市場への理解を深めます。 

 

 料理教室 
野菜・果物や魚介類等の知識・調理方法を分かりやすく紹介することにより、食育推

進を図るとともに、市場の仕組みや役割についての認識を深めてもらう契機とします。 
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【消費分野】 

(1) 現状・課題等 
    食の品質表示・安全分野にかかる新たな問題・制度等にアンテナを巡らせ、時勢に

あった情報の収集・提供を行う必要があります。 

 

(2) 今後の方向性 
市民に対して食に関する各種知識・情報を提供して、適切な消費行動に結びつくよ

うに消費者教育や啓発活動を推進し、食育を支援していきます。 

 

(3) 主な取組 
 

 消費生活に関する各種講座の開催 
食の品質表示・安全等、消費者の関心の高いテーマを取り上げた講座を開催しま

す。 

 

 

 

【環境分野】 

(1) 現状・課題等 
ごみ減量・3R(*3)の推進の一環としてごみの発生抑制を啓発する親子料理教室やエ

コ・クッキング等において、食材を無駄にしない取組の啓発を実施しているところです。 

 

(2) 今後の方向性 
今後とも、ごみ減量・3Rを推進していく必要があることから、親子エコ・クッキング等のご

みの発生抑制に向けた啓発を進めていきます。 

 

(3) 主な取組 
 

 親子エコ・クッキングの開催 
保護者と子どもを対象として食材を無駄にしない 

料理教室を開催します。 

 

 

 

 

 

(*3) 3Ｒ：ごみを減らし、循環型社会を構築していくためのキーワードで Ｒeduce(リデュース：

減らす)、Ｒeuse(リユース：再使用)、Ｒecycle(リサイクル：再資源化)の頭文字をとったも

の 
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４ 食品の安全性の確保 

(1) 現状・課題等 
平成23年は、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原

子力発電所事故の影響による食品中の放射性物質の問題や、焼き肉チェーン店を原因

施設とする腸管出血性大腸菌（O111）による集団食中毒等、食の安全・安心の根幹を揺

るがす事案が相次ぎました。 

食品中の放射性物質の基準値は、一生涯食べ続けたときに、その食品に含まれる放

射性物質から受ける影響が、十分小さく安全なレベル（年間 1ミリシーベルト以下）になる

ように設定され、平成24年4月から施行されています。 

また、食肉等の生食を原因とする腸管出血性大腸菌による食中毒を防ぐため平成 23

年9月及び平成24年6月に「生食用食肉の規格及び表示」、「牛肝臓の取扱い」につい

て基準が設定されました。 

これらの施策については、報道等で大きく取り上げられたことから広く認識されていま

すが、消費者の食品中の放射性物質に対する不安は未だ根強いものがあり、また、一部

では牛以外の鳥獣の生食が広まっていることから、それぞれの施策について、より深く理

解してもらうことが重要です。 

 

(2) 今後の方向性 
市民が安全・安心な食生活を送ることができるよう食品衛生に関する正しい知識を身に

つけるとともに、その理解をより深めていただくために、リスクコミュニケーション（双方向の

意見交換）手法による啓発を主として、次のような取組を進めていきます。 

 

(3) 主な取組 
 

 市民・食品等事業者との意見交換会の実施 
市民が安全で安心な食生活を送るためには、食品に関する正しい知識を習得し、こ

れを実践する必要があります。そのために、食品の安全性やその確保のための取組に

ついて一緒に考え、より理解を深めることのできる双方向の意見交換会を積極的に実

施します。 

 

 市民参加型食品衛生事業「食品安全モニター」の実施 
市民が正しい食品衛生知識を習得し、日常の買物の中で、食品表示や保存温度等

取扱い状況の確認と定期的報告等、市民自身が主体的に行動することにより、食品の

安全性に関心をもっていただき、不安を解消し、安心できる消費生活の実現を図りま

す。 

 

 「大阪市食品衛生監視指導計画」策定時における市民等の意見反映 
大阪市食品衛生監視指導計画の策定にあたっては、パブリックコメントを実施するこ

とにより、市民や食品等事業者等から意見を募集し、市民等の意見の反映に努めま

す。 
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 情報提供 
①保健所及び区役所における食品等の安全・衛生等に関する相談 

②市民を対象とした食品衛生講習会の実施 

③本市ホームページやリーフレット、区政だより等を活用し、食中毒予防に関する情報 

食中毒発生状況、食品等の自主回収情報、食品中の放射性物質検査結果等、食品

衛生に関する情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 関係機関・団体等が連携・協働した食育の推進 

 

各区食育連絡調整会議等を中心として、すこやかパートナーや食品関連企業等と連

携・協働し、食育の実践につなげるための参加型の食育イベントの開催を推進していきま

す。 

また、地域で食育の推進に積極的に取り組んでいる関係者・団体等の取組をパネル等

で紹介し、地域に根ざした食育推進運動が実施されるよう取り組みます。 

 

 

 

 

 

 
食の安全性の確保に関する情報提供 

 

本市の食品の安全性確保に関する取組「大阪市食品衛生監視指導計

画及び結果」をはじめ、家庭における食中毒予防、食中毒の発生状況、食

品等の自主回収情報、食品中の放射性物質検査結果その他食品衛生に

関する情報等を掲載しています。 

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/716-3-4-0-0.html 

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin_top/category/716-3-4-0-0.html
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Ⅵ 計画の推進 

 

 １ 計画の効果的な推進 

食育に関する活動は、栄養に関することをはじめ、生産者と消費者との交流、食文化

の伝承、食品の安全性等、幅広い分野にわたります。食育の推進にあたっては、家庭

や地域だけでなく、保育・教育関係者等、様々な関係機関・団体が連携し、総合的・一

体的に取り組むことが必要です。 

本計画をより実効性のあるものとするため、計画の目標達成にむけて、大阪市食育

推進連絡調整会議の意見を踏まえ、検証、評価し、さらに効果的な食育の推進を図りま

す。 

さらに、毎年6月の食育月間や毎月19日の食育の日をはじめとして、継続的に食の

重要性を再認識するための普及啓発活動を行う市民や自主グループの自発的な取組

が活発に行われるよう支援することにより、引き続き市民運動として食育を推進していき

ます。 

 

２ 計画の進行管理と評価 

大阪市食育推進庁内検討会議を中心に、計画に基づく施策の総合的、計画的な推

進を図るとともに、目標の達成状況を含め、その推進状況を適切に把握するように努め

ます。 

また、実施した施策については、その効果を有識者等による大阪市食育推進連絡調

整会議の意見を参考に評価し、これを踏まえた施策の見直しと改善に努めます。 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
大阪市食育推進連絡調整会議 

 

学識経験者及び保育・教育関係者、保健・医療関係者、生産者、食品等事業者等、積

極的に食育推進活動を行う団体の代表者並びに市民委員など市長が適当と認める者で

構成する会議です。この会議において計画の策定及び食育推進に関する必要な事項に

ついて意見を求め、総合的かつ計画的に食育の取り組みを進めていきます。 

 



 28 

Ⅶ 関係団体等における取組 

【地域・職域分野】 

団 体 名 大阪市食生活改善推進員協議会 

団体等 の

概要 

大阪市が食育推進、健康づくりのリーダー養成を目的として開催している「健康講

座保健栄養コース」の修了者が、栄養及び食生活改善の実践活動をすすめ、広く地

域の健康づくり、食育の推進に寄与することを目的に、昭和 52年 5月に設立、会員

数は4,815名（平成24年度現在）。 

取組内容 

 

■食育推進活動 

①キッズクッキング･プレママクッキング･おやこの食育教室 

   子どもの頃から望ましい食習慣を身につけ、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を目的に、子どもや保護者に対して講習会を実施します。 

②生活習慣病予防講習会 

   「一日のスタートは朝食から」等年度ごとにテーマを決めて、生活習慣病予防を目的

に全世代を対象に調理実習や試食等を中心とした講習会を実施します。 

③男性のための料理教室 

   主に団塊世代の男性を対象に調理実習等を中心に実施し、食生活に関する自立へ

の支援を行います。 

④高齢者向けの栄養講座 

   在宅高齢者を対象に、低栄養予防や介護食について講習会を実施します。 

⑤「食育の日」の取組 

   6月19日を「食育の日」として、キャンペーン等を実施します。 

⑥食育に関係したイベント等 

   様々な機会にライフステージに 

応じた食育推進活動を行います。 
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団 体 名 一般社団法人 大阪府医師会 

団体等の

概要 

医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉

の増進に寄与することを目的に、昭和22年に設立した社団法人です。 

会員数は約17,600名です。 

取組内容 

 

■ 地域における健康展・健康まつりを開催し、パネル等を展示して、啓発に努めてい

ます。 

 

■ 大阪府医師会が提供しているラジオ番組、健康講座等で、食育の重要性につい

て情報を提供していきたいと考えています。 

 

■ 「特定健診・特定保健指導」に関連し、生活習慣病やメタボリックシンドローム対策

として、食生活習慣の改善等、医療関係者に対する情報提供を行っていきたいと

考えています。 

 

■ 医療関係者を対象に糖尿病日常診療の進め方研修会を開催する予定です。 

 

連 絡 先 

所在地：大阪市天王寺区上本町2-1-22 地域医療1課 

TEL：06-6763-7012 

URL：http://www.osaka.med.or.jp/ 

E-Mail：chiikiiryo1@po.osaka.med.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osaka.med.or.jp/
mailto:chiikiiryo1@po.osaka.med.or.jp
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団 体 名 社団法人 大阪府栄養士会 

団体等の

概要 

保健、医療、福祉及び教育等の分野において、対人専門職業人としての倫理と、科

学的かつ高度な技術に裏づけられた食と栄養の指導を通して、府民の公衆衛生の向

上に寄与することを目的とする事業を行なっています。会員は府内に居住、又は勤務

する管理栄養士・栄養士です。会員数は、約3,200名です。 

取組内容 

 

■府民食生活講座「子どもの料理教室」 

テーマ：「野菜バリバリ、朝食モリモリ」    

対 象：大阪府内の小学生 

平成24年7月24日（火）池田市 

保健福祉総合センターにて実施  

 他3回実施予定 

 

 

 

 

 

■児童福祉施設におけるクッキング講座 

対象：児童福祉施設に勤務する管理栄養士･栄養士･調理員･保育士等 

内容：「スキムミルクを素材とした料理」の調理実習と「食育計画に基づいた食育の

実践報告とグループワーク」 

 平成24年10月13日（土）寝屋川市立市民会館にて実施 

 平成24年11月23日（金・祝）クレオ大阪中央にて実施 

■おおさか食育フェスタ 2012（8月 1日（水）)・大阪ヘルスジャンボリー2012（10月 20

日（土））に参加 

食育ＳＡＴシステムを使い、各約250名に食事についてアドバイスを行ないました。 

■ おおさか食育フォーラム（平成24年11月12日（月）） 

内容：親子食育イベントの報告、基調講演「食卓から始める食育」を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先 

所在地：大阪市中央区大手前1-6-8光養ビル8F 

TEL：06－6943－7970 

FAX：06－6943－7670 



 31 

団 体 名 社団法人 大阪府歯科医師会 

団体等の

概要 

大正15年、医道の高揚、歯学の進歩発展と公衆歯科衛生の普及を図り、会員の社

会的地位の向上に資し、ひいては社会及び会員の福祉を増進することを目的として設

立しました。 

 会員数は5,540名(平成24年3月末現在)。 

取組内容 

 

■ 大阪府歯科医師会は、食育は生涯を通じた課題であると認識しています。 

 また、ライフステージごとに、おいしく味わうためには味覚をはじめとする口腔内感

覚が大切であり、五感を通じた大脳生理学的な働きや「こころ」を育てることが重要

であると考えています。 

 

■ 食育に関連して歯科からは、ライフステージごとの「噛むこと」「味わうこと」の大切

さ、そして「噛むこと」「味わうこと」は、学習によって身に付いていく能力であり、そ

の育成がいかに重要であるかを伝え、食育のより一層の充実を図っていきたいと

考えています。 

 

■ 食育に関連して今のところ特別なイベント的な取組の予定はありませんが、保健事

業として実施されている両親教室や妊婦教室等の母子保健事業の取組の中で、

歯科からライフステージごとの「噛むこと」「味わうこと」の大切さのアピールと、その

育成支援の強化を図るため、大阪府歯科医師会の公衆歯科衛生部や学校歯科

衛生部等の活動を通じて、より一層の周知徹底を図りました。 

 

■ ライフステージごとの「噛むこと」「味わうこと」の大切さを考えた場合に、高齢者に

おける義歯の機能の保持も大きな要素となることから、今後は高齢者に対する啓

発も老人歯科保健対策推進室等の活動を通じて強化していく予定です。 

 

連 絡 先 

所在地：大阪市天王寺区堂ヶ芝1-3-27 

TEL：06－6772－8886 

FAX：06－6774－0488 

URL：http://www.oda.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oda.or.jp
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団 体 名 一般社団法人 大阪府薬剤師会 

団体等の

概要 

公益社団法人日本薬剤師会の趣旨に則り、公衆の厚生福祉の増進に寄与するた

め、薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬学薬業の進歩発展を図ることを目的

にしています。 

 設立年月日は明治23年1月11日です。会員数は8,047名（平成24年3月末現

在）です。 

取組内容 

 

■ 「薬と健康の週間」府民のつどい

の開催 

毎年10月17日から 23日までの 1                          

週間は「薬と健康の週間」となってお

り、本会では事業の一つとして、平成

24年10月21日（日）に府民のつどい

を開催いたしました。その中で、府民

に対し、薬との適正使用（薬と食べ物

の相互関係等）について、クイズ形式

で啓発いたしました。 

 

■ 府民健康フォーラム～私たちの暮らしと薬・検査・栄養～の開催 

平成 17年度から開催しており、平成 24年度で 8回目となりました。（社）大阪府臨

床検査技師会、（社）大阪府栄養士会との共催で、薬剤師、臨床検査技師、栄養士

それぞれ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しています。 

日 時：平成24年10月28日（日）13：00～16：00 

場 所：大阪YMCA国際文化センター 

テーマ：肝臓を大切にしてますか ～脂肪肝と言われたら～ 

 

■ 薬局店頭で、糖尿病・高血圧症・脂質異常症・痛風・皮膚疾患等の疾患の方には

食事療法について説明を行っています。 

 

■ 地域薬剤師会では地域における健康展・健康まつりを開催し、薬の正しい使い方

について啓発するとともに、お薬相談コーナーを設け、個々の薬の適正使用（薬と

食べ物の相互関係等含む）の相談にのっております。 

 

■ 学校薬剤師は、教頭・栄養教諭・養護教諭等と連携し、月に 1回学校内の給食の

自主管理に参画しています。 

 

連 絡 先 

所在地：大阪市中央区和泉町1-3-8 

TEL:06-6947-5481 

ＵＲＬ：http://www.gao.ne.jp/opa/ 

E-mail：opa@gao.ne.jp 

 

http://www.gao.ne.jp/opa/
mailto:opa@gao.ne.jp
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【保育・教育分野】 

団 体 名 大阪市学校保健会 

団体等の

概要 

 設立は昭和26年7月です。本市の学校保健の振興を図るとともにその推進運営に寄与

することを目的としています。 

 構成員等は大阪市立小、中、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の学校医、学校歯

科医、学校薬剤師、校園長、保健主事、養護教員、PTA、その他学校保健関係者となって

います。  

取組内容 

 

■ 各区学校保健協議会における平成24年度の取組内容 

区内の学校医等をはじ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

講演会等を実施しています。 

今後も各区学校保健協議会における保健大会で、各区の健康課題に応じた講演会等

を実施します。 

連 絡 先 

所在地：大阪市北区中之島1-3-20 

大阪市教育委員会事務局総務部学校保健担当内（学校保健グループ） 

ＴＥＬ：06-6208-9141    ＦＡＸ：06-6202-7053 

E-Mail：ua0008@city.osaka.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ua0008@city.osaka.lg.jp
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団 体 名 一般社団法人 大阪市私立保育園連盟 

団体等の

概要 

設立：1956年(昭和31年)  

307カ園（平成24年11月1日現在） 

加盟園は思想・信条の別なく民間保育園の特性を発揮し、次世代を担う子ども達の保

育事業に取り組んでいます。また、地域の皆様の要望に応え、子育て支援事業を行っ

ています。 

取組内容 

 

 講演会（平成24年７月５日 145人参加） 
料理研究家の坂本廣子氏による講演 テーマ～各年齢を捉えた食事マナー～ 

・未完成で産まれてくる子どもへの環境の大切さ・本物の体験をさせることの重要性・ 

自尊感情を育てていくことの大切さ等、食育を通して保育を見直す内容でした。  

 スチームコンベクションオーブンの調理講習（①関西電力②大阪ガス） 
①平成24年８月５日から５日間  ニチワ電機（株）において 96名参加 

②平成24年10月15日から４日間 ラ・コンテＡＴＣにおいて 76名参加 

・スチームコンベクションを使いこなすコツについて説明がありました。 

・給食におけるアレルギー対応食や代替食について、連日20名限定で熱心に学びま

した。 

 栄養士・調理師のグループ討議＆リラックスタイム（今後の予定） 
子どもたちの精神面、健康面を支える食に携わる職員が園の情報を交換します。

又、知識や技術を共有します。 

 各保育園の取組～楽しい食育活動で生きる力を育む～ 
・野菜やお米、果物等の栽培や収穫体験  

・食材に触れて五感を育てる 

・食前食後のお手伝い  

・年齢に応じたクッキング 

・食事やおやつの試食会 

・給食便り、献立表の配付等の楽しい食育 

活動を通して生きる力を育んでいます。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先 
所在地：大阪市天王寺区東高津12-10 大阪市立社会福祉センター内 

TEL：06-6761-1171 
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団 体 名 一般社団法人 大阪市私立幼稚園連合会 

団体等の

概要 

設立：1969年（昭和44年）11月22日 

会員数：連合会加盟園136園（平成24年４月） 

目的：幼児教育の振興及び教職員の資質向上を図り、公共性を高め、市民の幼児教

育に寄与すること 

取組内容 

 

■ 平成24年度取組内容：「食育研究」年間６回 

①幼稚園で親しむ食、小学校で学ぶ食 

②日々の生活から伝える食 

③保護者と連携する食 

④⑤食育年間計画立案・洗練 

⑥食育教材、食育だよりの作製 

講師：大阪市立大学大学院  春木 敏教授 

参加者：上記団体加盟園 教員 14園 24人 

連 絡 先 
所在地：大阪市西区靭本町１-19-13 大阪市幼児教育センター内 

TEL：06-6446-0748 
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【生産・流通・消費分野】 

団 体 名 大阪市農業協同組合 

団体等の

概要 

 設立は、平成４年４月１日（第 2次合併 市内 4農協）です。平成 23年度の組合員

数は16,802名（内、正組合員1,173名、准組合員15,629名）となっています。農業者

の組織であるとともに、地域に根ざした組織です。相互扶助の精神のもとに、信用・共

済・販売・営農指導・教育・文化事業等の事業や活動を行っています。 

 また、環境問題にも農業を通じて積極的に参加しています。 

取組内容 

 

■ 平成24年度取組内容 

① 当施設の営農促進センターにて「親子で田植え・ジャガイモ掘り体験」実施(６月
30日（土）参加者58名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 当施設の営農促進センターにて「親子で稲刈り・サツマイモ掘り体験」実施(11月 
３日（土）参加者40名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ミニトマト苗とプランター配布（６月471名) 
④ 親子でクリスマス料理教室(12月15日実施) 
⑤ 親子でいちご狩り体験（平成25年3月23日実施） 
 

 

連 絡 先 
所在地：大阪市平野区加美鞍作2-2-1 

TEL：06-6793-8701 
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団 体 名 近畿百貨店協会 

団体等の

概要 

昭和23年に設立し、現在では会員加盟10社52店舗（平成24年3月）となってお

り、在阪各百貨店（７社 21店舗）が、お客様から信頼をいただく為に、食の「安全・安

心」への取組や関係法令「食品衛生法・ＪＡＳ法・不当景品類及び不当表示防止法・

薬事法・健康増進法」遵守への取組、そして喫煙対策へ取組を強化し、協会では、食

料品専門部会・品質管理専門部会を設置して、積極的に情報交換を図ります。 

取組内容 

■食の「安心・安全」への取組について 

○「百貨店食品安全衛生パスポート」を食品に携わる者に配布して、食品安全や適

正表示の知識向上を図り、食育についてもページを設けて、意識啓発を行って

います。 

○栄養成分表示・カロリー表示・特定原材料アレルギー表示等の取組を実施して

います。 

○トレーサビリティの明確な食品、有機栽培・特別栽培農産物野菜等、顔の見える

商品の販売に努めています。 

○地産地消を意識した商品販売の取組を推進しています。 

○販促プロモーションを通して、食の基本をアプローチする「食育セミナー」等の実

施拡大を行っています。 

○栄養士等の有資格者の配置を推進しています。 

 

■「健康増進法」に基づく喫煙対策の実施 

○全館禁煙を基本に、指定休憩所を設置して協力対応 

○レストラン・喫茶では、受動喫煙防止努力義務を受けて時間帯禁煙、分煙の取組

を行っています。 

 

■農林水産省ﾌｰﾄﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ＦＣＰ）への参画 

○FCPは、食品事業者の意欲的な取組の活性化により、消費者の食に対する信頼

向上を図る取組で、食品事業者の行動「見える化」の推進を農林水産省が呼び

かけ推進しているものです。 

 

■今後の取組と致しまして、以上の施策や活動を基に、引き続き「健康増進法」「食品

衛生法」「ＪＡＳ法」など食品関連法令の遵守及び食品衛生の向上のための勉強

会、並びに情報交換等を実施し、よりお客様への「安全・安心」を提供できるように

頑張っていきます。 

 

■品質表示、表示適正化の推進 

 

 

 

連 絡 先 
 所在地：大阪市中央区日本橋3丁目5-25 高島屋東別館５階 

 TEL：06-6630-7735 
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団 体 名 大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会 

団体等の

概要 

飲食生活衛生同業組合８団体 

・ 大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合 

・ 大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合 

・ 大阪府鮓商生活衛生同業組合 

・ 大阪府旅館生活衛生同業組合 

・ 大阪府中華料理業生活衛生同業組合 

・ 大阪府料理業生活衛生同業組合 

・ 大阪府社交飲食業生活衛生同業組合 

・ 大阪府飲食業生活衛生同業組合 

取組内容 

 ■大阪ヘルシー外食推進協議会と連携・協働し、中華組合では、「うちのお店も健康 
   づくり応援団の店」において管理栄養士とヘルシーメニューの開発に取り掛かり、ヘ 

ルシー野菜炒めセット他３品を新メニューとして売り出しました。 

脂肪・カロリーという従来の中華のイメージから内容量はそのままで、野菜をたっぷ

り、鶏は蒸す等、体に優しいメニューとして女性客や高齢の方の客層に期待してい

ます。 

これから、新メニューを開発し取り扱う店舗を広げていく予定です。 

他３メニュー：五目ラーメンセット・中華鶏粥セット・油林鶏セット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先 
 所在地：大阪市中央区島之内2-6-11 大阪府中華料理業生活衛生同業組合内 

 TEL：06-6212-1775 
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団 体 名 日本チェーンストア協会 関西支部  （以下「ＪＣＡ」と略します） 

団体等の

概要 

設立：昭和42年8月 

 チェーンストアの健全な発展と普及を図ることにより、小売業の経営の改善を通じて、

わが国流通機構の合理化、近代化を促進するとともに、国民生活の向上に寄与するこ

とを目的としています。 

 平成24年9月30日現在の会員数は、通常会員57社（うち関西支部所属は14社）、

賛助会員は472社となっています。 

取組内容 

■食育についての考え方を啓発する取組 

日本チェーンストア協会として 

①平成24年8月17日（金）、大阪市食生活改善推進員協議会とＪＣＡ加盟会員のスー

パー共催で、食育啓発プロモーション「野菜バリバリ朝食モリモリ元気っ子」の推進キ

ャンペーンを実施しました。 

②平成24年8月1日（水）、大阪府食育推進ネットワーク会議主催の「おおさか食育フ

ェスタ 2012」に出展しました。豆つかみゲームを催して楽しくお箸の持ち方を覚えて

いただいたり、魚や野菜等、食品の漢字の読みを当てていただき、色々な食品に親

しみを持っていただきました。また、ＪＣＡ加盟企業の食育活動に関連する冊子を配

布しました。フェスタ参加者数は、トータルで5,240名でした。 

ＪＣＡ加盟企業の多くが各地でこうした啓発活動に積極的に参加しています。 

 

 

■よりよい食事を実践するための料理教室に関する取組 

  ＪＣＡ加盟会員のスーパーでは、ビールメーカー、飲料メーカー、その他の食品メー

カーの協力を得て、各企業の調理室や料理教室に顧客を招待し、専門家による商

品知識や料理方法の習得を図りました。 

 

 

■食の安全・安心に対する知識を得る取組 

ＪＣＡ加盟会員のスーパーでは、各食品メーカーの協力を得て、顧客を種々の食品

工場や生産地へ招待し、食に対する正しい知識やメーカー・生産地の安全・安心へ

の取組を理解していただくように取り組みました。 

 

   日本チェーンストア協会関西支部におきましては、今後も食育に関連する企業とそ

の取組について情報交換し、各方面で進め方を工夫、発展させ、積極的に食育活

動に取り組みます。 

 

連 絡 先 

所在地：大阪府松原市上田3丁目8番2号 近商ストア内 

TEL：072-339-7015 

FAX：072-339-7016 

E-Mail：kansai_8b@jcsa.gr.jp 

 

mailto:kansai_8b@jcsa.gr.jp
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【食品の安全性に関する分野】 

団 体 名 社団法人 大阪食品衛生協会 

団体等の

概要 

 飲食等に起因する中毒、感染症及びその他の危害の発生を防止するための諸事業

を行うとともに、食品関係事業者への食品衛生管理の指導並びに消費者へ食品衛生

知識の向上のための普及啓発を行い、もって公衆衛生の向上と府民の健康増進に寄

与することを目的に昭和39年９月に設立しました。 

 現在、34業種団体、53支部、特別会員175社となっています。 

取組内容 

■食中毒予防街頭キャンペーンの展開 

国が全国的に実施する「食品衛生月間」に連動させ、平成24年７月、大阪市内では

5ブロック支部で食中毒予防啓発街頭キャンペーンを展開しました。啓発用グッズを

配布しながら消費者、食品関係者らに食中毒予防を呼びかけました。 

 

 

■食の安全安心啓発ポスター・標語コンクールの開催 

 平成24年5月、平成24年度食の 

安全安心啓発ポスター・標語を食品 

事業者、消費者から募集し、食育、食 

中毒予防等の意識の高揚を図りました。 

募集数 

〇ポスターの部：205点 

〇標語の部：5,712点 

 

 

■食品衛生フォーラムの開催 

  平成24年8月2日(木)、薬業年金会館において食品衛生フォーラムを開催し、ポス

ターの部：21点 標語の部：21点を優秀作品として表彰しました。記念講演として大

阪府立環境農林水産総合研究所水産研究部主任研究員 鍋島靖信先生による「大

阪湾の魚介類事情の現状と安全安心について」をテーマに講演していただきまし

た。 

 

■食品衛生研修会の開催 

  平成24年11月29日（木）、食品衛生研修会を企画し、大阪府立公衆衛生研究所 

久米田裕子食品細菌課長を講師に迎え「研究機関からみた最近の食中毒事件発生

状況並びにエピソード」と題して開催しました。 

 

連 絡 先 

所在地：大阪市中央区伏見町2-4-6 

TEL：06-6227-5390 

FAX：06-6232-0417 

E-Mail：daishokkyo@ofha.or.jp 

 

mailto:daishokkyo@ofha.or.jp

