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第２回 大阪市食育推進会議 会議録 

 

１ 実施日時 平成23年2月3日（木） 午後2時～3時35分 

２ 実施場所 大阪市役所 地下１階 第１１共通会議室 

３ 出席委員 春木委員長 伊藤委員 国友委員 倉岡委員 五嶋キクヱ委員 五島

照和委員 小林委員 四條委員 辻本委員 房本委員   

４ 会議内容 

【司会】  お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから第２回大阪市

食育推進会議を開催いたします。 

 私は、本日の進行役を務めさせていただきます大阪市健康福祉局健康推進部健康づくり

事業担当課長代理、藏田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たりまして、寺川健康福祉局首席医務監よりごあいさつ申し上げま

す。 

【寺川】  健康福祉局首席医務監の寺川と申します。委員の皆様方には何かとご多忙の

中ご出席いただきましてまことにありがとうございます。厚く御礼申し上げます。 

 さて、食育基本法に基づく市町村食育推進計画といたしまして、本市では平成２０年３

月に大阪市食育推進計画を策定し、食育を推進しているところでございます。本会議では

計画最終年の平成２４年度に向けて食育推進の進捗状況、管理評価を行う場となっており

ます。本計画に基づき各局ともそれぞれの事業を通じて食育の推進を行っておりますが、

とりわけ平成２０年度から関係機関・団体等が連携・協働した取り組みとして、経済局、

教育委員会事務局、健康福祉局が連携し、料理コンテストを中心とするヘルシーグルメＯ

ＳＡＫＡアワードを実施しております。加えて前年度の本イベントにおける料理コンテス

ト最優秀賞受賞作品を商品化いたしまして、昨年１１月から本年１月にかけて大阪市役所

地下食堂「ＳＡＫＵＲＡ」をはじめとする市内４店舗において順次販売を行うことにより

市民の皆様方へ生活習慣病を予防する大阪らしいヘルシーな食生活の啓発、及び次世代を

担う子供の食に関する意識を高め、食の大切さについて啓発を行ってまいりました。 

 本日は、各団体及び関係部局からそれぞれの食育に関する取り組み状況をご報告いただ

き、また、皆様の忌憚のないご意見をいただきたく存じます。ぜひ、活発なご議論をお願

い申し上げまして、開催に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。本日はあり

がとうございます。 
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【司会】  それでは、本日ご出席をいただいております委員の皆様方をご紹介させてい

ただきます。 

 お手元のホチキスどめの資料で委員名簿を添付させていただいておりますので、ご参照

ください。 

 手前のお席から順にご紹介させていただきます。 

 伊藤委員でございます。 

【伊藤委員】  伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  国友委員でございます。 

【国友委員】  国友でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  倉岡委員でございます。 

【倉岡委員】  倉岡です。よろしくお願いいたします。 

【司会】  五嶋キクエ委員でございます。 

【五嶋委員】  五嶋でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】 五島照和委員でございます。 

【五島委員】  五島でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  小林委員でございます。 

【小林委員】  小林です。よろしくお願いいたします。 

【司会】  四條委員でございます。 

【四條委員】  四條でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  辻本委員でございます。 

【辻本委員】  辻本です。よろしくお願いいたします。 

【司会】  春木委員でございます。 

【春木委員】  春木です。よろしくお願いいたします。 

【司会】  房本委員でございます。 

【房本委員】  房本です。よろしくお願いします。 

【司会】  なお、小野委員、迫委員、辰巳委員、三木委員、宮川委員、藪根委員におか

れましては、本日ご欠席と連絡をいただいております。 

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

 先ほどごあいさつを申し上げました寺川健康福祉局首席医務監でございます。 

【寺川】  寺川でございます。本日はよろしくお願いいたします。 
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【司会】  林健康福祉局理事でございます。 

【林】  林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】  武市健康推進部長でございます。 

【武市】  武市でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】  澤田健康福祉局医務官監でございます。 

【澤田】  澤田でございます。よろしくお願いいたします。 

【司会】  そのほか、食育に関連いたします市民局、健康福祉局、こども青少年局、経

済局、中央卸売市場、環境局、水道局、教育委員会事務局の関係職員が出席しております。 

 続きまして、お手元に配付させていただいております資料についてご確認させていただ

きます。 

 ファイルとじにしてあります資料でございます。第２回大阪市食育推進会議次第、次ペ

ージに資料一覧、続きまして、資料１「大阪市食育推進計画進捗状況（行政）」、資料２「大

阪市食育推進計画進捗状況（関係団体）」、資料３「すこやか大阪２１健康づくりフォーラ

ム周知ビラ」、参考資料１「食品の安全性の確保」（別紙）、参考資料２「ヘルシーグルメア

ワードＯＳＡＫＡ２００９」報告書、参考資料３「ヘルシーグルメアワードＯＳＡＫＡ２

００９」受賞作品レシピ集。また、ファイルと別になっておりますが、委員名簿、大阪市

食育推進会議開催要綱、会議席次表、審議会等の設置及び運営に関する指針（抜粋）、以上

でございますが、資料はそろっておりますでしょうか。 

 それでは、当会議でございますが、審議会等の設置及び運営に関する指針に基づきまし

て公開とさせていただいております。 

 また、発言に際しましては、担当の者がマイクをお持ちしますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、次第に従いまして進めさせていただきますが、本日、平成２２年４月３０日

付で新たに本会議の委員に委嘱させていただきました以降、初めての会議となっておりま

す。まず、委員長の選出までの進行を司会のほうで務めさせていただきたいと思います。 

 それでは、本会議の委員長の選出でございますが、大阪市食育推進会議開催要綱第５条

の規定に基づきまして、委員長につきましては、委員の皆様方の互選により選出すること

となっております。委員長に立候補される方、またご推薦いただける方がございましたら、

挙手の上ご意見をお願いしたいと思います。 

 どうぞ、五島委員。 



－4－ 

【五島委員】  大阪食品衛生協会の五島でございます。 

 委員長には大阪市立大学の春木教授にお願いしたいと私のほうでは思います。推薦申し

上げます。 

【司会】  ありがとうございます。 

 ほか、ご意見ございませんでしょうか。 

 ただいま五島委員から春木委員に委員長の任をお願いしたい旨のご意見がございました。

皆様方からのご承認をもって春木委員を委員長に選出させていただきたいと思いますが、

いかがでございましょうか。 

（拍手） 

【司会】  ありがとうございます。 

 異議がないようでございますので、春木委員にご就任いただき、議事の進行をお願いし

てまいりたいと思います。 

 春木委員、すみません、委員長席のほうによろしくお願いいたします。 

 それでは、議事のほう、委員長、よろしくお願いいたします。 

【春木委員長】  ただいま委員長にご推薦をいただきました春木でございます。 

 議事に入ります前に一言簡単にごあいさつを申し上げたいと思います。 

 食育基本法が２００５年に公布・施行されまして、丸５年を経過いたしました。各都道

府県、そして市町村におきまして推進会議が持たれまして、日本全国でさまざまな食育の

展開がなされていると思います。しかしながら、食育という言葉が初めは何なんだろうと

いうふうなことで、食育という言葉を聞いたことがありますか、ありませんかとか、食育

認知、食育の意味をご存じですかみたいなアンケートをたくさんの自治体でやっていたこ

ろから比べますと、随分と食育という言葉が普及いたしまして、大抵の方はご存じになり

ました。認知はされたんですけれども、実際の食育展開はどうなのかなといいますと、さ

まざまにたくさんの取り組みがなされているんですけれども、一貫した形での取り組みは

まだまだできていないというのが現状のように私は考えておりまして、健康日本２１の目

標達成もなかなか及ばない。それの後押しをしようという食育推進計画であると思うんで

すが、今後の取り組みが各自治体におきまして進めていかれますように、私たち委員もと

もに協力をしながら成果を上げていけたらいいのではないのかなというふうに感がえてお

ります。よろしくお願いしたいと思います。 

 では、議題の大阪市食育推進計画の行政における進捗状況について、事務局からご説明
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をお願いします。 

【鈴木】  健康福祉局健康推進部保健主幹、鈴木でございます。 

 大阪市食育推進計画の行政における進捗状況について、平成２０年度に比べ２１年度、

特に変更等の大きかったところを中心に事務局から一括でご説明させていただきますこと

をご了承いただきたいと思います。では、座らせていただきます。 

 それでは、お手元の資料１、家庭・地域における食育の推進でございます。 

 家庭・地域における食育の推進ですが、平成２０年度と大きく変更の事業はございませ

んが、お手元資料１ページ、ライフステージに応じた食育の推進の下段、少年期、親と子

の食生活教室ですが、１９、２０、２１年度と回数、延べ人数も大きく伸びております。

これは、この後ご説明いたします各区の食生活改善推進員協議会や食育の連絡調整会議の

食育関係機関、関係団体等のご協力があってかと考えております。 

 次に、３ページ、食に関するボランティア等の育成と支援でございます。 

 地域に密着した食育推進の実践活動を行っているボランティア団体であります食生活改

善推進員協議会が地域に根ざした食育活動が展開できるよう研修会等の開催を行っており

ますが、２１年度実績につきましては研修会等の開催回数は２０年度と同数でありますが、

会の運営のあり方や地域活動に対する助言・指導は増加しております。 

 次、４ページ、食育推進のネットワークづくりです。 

 平成２０年度より各区保健福祉センターが中心となり、食育関係機関・団体等、さまざ

まな関係者を構成員といたします連絡調整会議を開催し、地域の課題に対して共有の認識

を持って食育の推進が図れるようネットワークづくりを行っております。２年目でありま

す２１年度の連絡調整会議の開催回数は大きく増加しております。 

 また、市におきましては大阪市食育推進会議、大阪市食育推進庁内検討会議におきまし

て引き続き効果的な食育の推進に努めてまいりたいと思っております。今後ともご協力よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、５ページ、ＩＴを活用した食育の推進です。 

 平成２１年３月から市ホームページに健康・栄養情報を発信していますが、引き続き食

育月間等適切な時期に内容を更新し、市民への情報提供に努めるとともに、若い世代等へ

の健康・栄養情報の発信に努めてまいりたいと思っております。 

 次、資料６ページ、教育・保育における食育の推進でございます。 

 教育・保育における食育の推進におきましても平成２０年度と大きく変更の事業はござ



－6－ 

いません。 

 ６ページ、保育所におきまして平成２１年４月から運用されております保育所保育指針

により、各保育所におきまして保育活動計画に基づき、０歳から３歳以上のすべての児童

への食育に取り組みました。実績の表の回数及び延べ人数は、栄養士による食育活動等の

数字で、欄外の数字が２１年度より取り組みました保育所独自での食育活動です。 

 次、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についての実績は、進捗

状況の欄にまとめておりますので、ごらんください。 

 ８ページ、幼稚園における食育ですが、これも特に変わりはありませんが、今後も視聴

覚教材の利用や園庭での栽培活動、調理体験を通じた食育など、年間を通して計画的な指

導に努めてまいります。 

 ９ページから１１ページ、学校における食育ですが、給食時間はもとより、各教科、特

別活動等のさまざまな教育活動にかかわり食に関する指導の充実を図ってまいります。食

に関する指導に係る全体計画の策定状況ですが、２０年度、中学校３２％でしたが、２１

年度には１００％となりました。今後は内容の充実を図ってまいりたいと思っております。 

 また、小学校におきまして食育に特化した推進組織の設置ですが、２０年度は２５％で

したが、２１年度５８％と増加いたしました。 

 教育・保育における食育は、このような児童・生徒だけではなく保護者へのおたより等

の配付やホームページなどによる情報発信、昼食参観、食育展、学校給食試食会などを開

催し、食育に関する指導の理解、啓発も図ってまいります。 

 続きまして、１２ページ、生産・流通・消費分野における食育の推進でございます。 

 １２ページ、農業体験事業、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

ラブの組織強化のそれぞれの事業を展開してまいりましたが、市の類似事業の存在や事業

成果等を考え合わせ、平成２１年度末で廃止となりました。大阪市農業フェアは、市民の

市内産農産物に対する関心を高めるとともに、農家の農産物栽培技術と品質向上に貢献す

ることから開催を継続してまいります。 

 １３ページのなにわの伝統野菜の生産振興と普及・啓発ですが、加工食品の開発につい

ては２０年度で、生産拡大のための栽培補助、なにわの伝統野菜フェスタ等の事業は２１

年度で終了となりましたが、販売を伴う普及活動への支援や大阪市なにわの伝統野菜の認

証事業の継続、なにわの伝統野菜を軸とする地域文化の継承など、引き続き食育に取り組

んでまいります。 
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 同じく１３ページの中央卸売市場体験ツアーや、小学生を対象といたしました出張料理

教室の開催を実施し、子どもだけでなく保護者、家族をも含めた食育推進に貢献してまい

ります。 

 なお、高校生を対象に実施しておりました中央市場職業体験につきましては、２１年度

をもって終了いたしました。 

 次、１４ページ、地域のごみの減量等にかかわる啓発事業の１つであります親子料理教

室の開催に向けて健康福祉局と検討してまいりましたが、多くの課題があり、２１年度実

施には至りませんでしたが、今後環境事業センターと各区保健福祉センターの共催で開催

できるように調整してまいります。 

 同じく１４ページ、消費者センターでの出前講座ですが、食をテーマとしたものは１９

年度で終了いたしましたが、２１年度からは消費者行政活性化基金を活用して、食の安全・

安心講座を実施しております。 

 それでは、１５ページの食の安全性の確保の説明をさせていただきます。 

 毎年策定しております大阪市食品衛生監視指導計画に基づき、食品の安全性の確保に向

けて取り組みを進めております。この計画の策定にあたっては、広く市民の皆様方のご意

見をいただいております。 

 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

も行っております。実績につきましては別添の参考資料１をごらんください。 

 今後も関係部局・団体・事業者との連携を強化し、事業の充実を図ってまいります。 

 次に、１７ページ、５、関係機関・団体等が連携・協働した食育の推進でございます。 

 成長発育期の子どもをはじめ、多くの市民や飲食関係団体が関われるような総合的な取

り組み、イベント等ですが、進捗状況の欄をごらんください。 

 ①は、各区で開催しております健康展、区民まつり等です。②は、１０月の市民健康月

間に開催しております大阪ヘルスジャンボリーのそれぞれ食育コーナーにおいての取り組

みです。③の健康福祉局、経済局、教育委員会事務局の３局により実施しておりますヘル

シーグルメＯＳＡＫＡアワードですが、この事業、実績につきましては別添の参考資料２

の報告書、並びに参考資料３、レシピ集をごらんください。④、たべる、たいせつフェス

ティバル２００８は、平成２０年度単年度の事業で、２１年度は実施しておりません。 

 今後も成長期をはじめ、各ライフステージに応じた望ましい食生活のあり方、食に関わ

る展示等を通じて広く市民に普及・啓発を行い、食育の推進に努めてまいりたいと思いま
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す。 

 以上です。 

【春木委員長】  ただいまの事務局の説明について、何かご質問、ご意見はございませ

んでしょうか。特にご質問等はございませんか。 

 では、続きまして、情報提供として水道局における食育の取り組みについて説明をお願

いいたします。 

【中埜】  水道局総務担当の中埜と申します。本日、総務担当課長のほうが急な用務の

ため出席できませんので、私のほうから簡単に水道局の取り組みにつきまして説明させて

いただきます。それでは、座らせていただきます。 

 水道局では、高度浄水処理水の導入によりおいしくなったにもかかわらず、なかなかカ

ビ臭いとかおいしくないというイメージが払拭できないために、平成１８年度に大阪市お

いしい水計画を策定しましてマイナスイメージの払拭、ＰＲに努めてまいりました。その

取り組みの一部をこちらのほうに情報提供という形で説明させていただきます。 

 まず、幼児を対象にさせていただいているのがぴゅあら体操キッズプログラムというこ

とで、これは水道局のキャラクターが幼稚園等に出向いていきまして、子どもたちに水道

のＰＲをしております。こちらは幼児に楽しんでいただくだけではなくて、同時に保護者

にも出前講座ということでそれぞれのグループが希望する内容を踏まえまして水道水のお

いしさを実感いただけるようなきき水とか、簡単な実験などを実施しております。 

 それから、主に小学４年生を対象に事業の一環といたしまして水道教室、あと浄水場見

学とあわせた水道記念館の見学というのを実施しております。 

 浄水場見学につきましては市内の小学校を中心にかなり多くの、７割から８割の小学校

を中心に参加いただいているという現状です。 

 これらの浄水場見学や出前講座にご参加いただいた小学生の皆様には、本日お配りして

おりますＰＲ用の「ほんまや」、こちらをお配りしまして、これを自宅に持ってかえってい

ただいて、大阪市のお水がおいしくなったということが話題になるようにということで取

り組みをしております。 

 続きまして、ＩＳＯ２２０００の取得なんですけれども、こちらは平成１９年度に公営

企業としまして初めてＩＳＯ２２０００の認証を取得いたしました。これによりまして水

源から蛇口までトータルシステムとしまして水道水の安全を管理できるようになっており

ます。 
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 最後に、Ｓｍｉｌｅ Ｗａｔｅｒ Ｃｌｕｂ、こちらは水道局のファンクラブのような

ものなんですけれども、こちらも発足して約３年になるんですけれども、約３年間で１,

０００人近くの方に会員になっていただいておりまして、これらの方につきまして水道局

のコアパーソンといたしまして積極的に情報提供をしており、ＰＲにもいろいろ参加して

いただいているというところになります。 

 こういった形で今後もお客様に技術的な取り組みとコミュニケーションを図っていきた

いと思っておりますので、情報提供とさせていただきます。 

【春木委員長】  ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見等はございません

か。 

 伊藤委員。 

【伊藤委員】  参考までに教えていただきたいんですけれども、先ほど食品の安全とい

うところで、資料の参考の１ですか、ございますように、牛とか鳥インフルエンザとかい

う問題が最近宮崎等で大変だと思いますけれども、この鳥インフルエンザの高病原性鳥イ

ンフルエンザというものは、大阪では出たことはないのでしょうかということと、原因と

してやっぱり野鳥ですかね。どういうふうに感染経路なんかはご承知なさっているのかな

というところ、もしおわかりでしたらで結構なので。 

【辻】  健康福祉局生活衛生担当課長の辻と申します。 

 鳥インフルエンザですね、今現在のところ、大阪市内での発生はございません。 

 先日、伊丹の方で死亡野鳥から鳥インフルエンザウイルスが確認されましたので、そこ

から半径１０キロ以内を監視区域ということで、死亡野鳥等の監視というような強化がな

されておりまして、大阪市でもその調査に協力しております。現在のところ鳥インフルエ

ンザウイルスの確認事例はございません。 

【伊藤委員】  そうすると、考えられる感染経路はやっぱり鳥ですか。渡り鳥ですか。 

【辻】  経路につきましては、農水関係の部局が専門的なんですけれども、一般的に言

われていますのは、やはり野鳥、水鳥とか、そういう野鳥経由が濃厚であると言われてい

ます。 

【伊藤委員】  ありがとうございました。 

【春木委員長】  ほかにございませんか。 

 私、１点確認していいですか。水道局の方、４年生が社会見学で浄水場等を見学に行く

のを大阪市全域の七、八割の小学校とおっしゃいました？ 
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【中埜】  そうです、はい。 

【春木委員長】  ４年生全員ということですよね。七、八割に当たる４年生。 

【中埜】  そうです。２９２校あるうちの大体、去年の実績で言いましたら２２０校ぐ

らいの小学校が参加していただいております。 

【春木委員長】  この見学は、年度当初に各小学校から申し込みが入ってきて。 

【中埜】  大体今ぐらいの時期に市内の全小学校に案内を出して、希望日を調査し、抽

選をいたしましてご案内しているという形になっております。 

【春木委員長】  見学は１年間にわたって続くということですか。 

【中埜】  見学の担当の部署というのがございますので、そちらのほうで１年間いつで

も対応できるようになっております。 

【春木委員長】  なぜそういうことを聞くかと申しますと、小学校は１学年の中で社会

なら社会でどの単元を１学期から始めていってというのが、各校若干教科書も違っていた

りするので違いはあるんですけど、よく似た時期に同じ単元をされていることが多いもの

ですから、見学が殺到して困るとかそういうことはないのかなと思ったんです。 

【中埜】  やはり１、２学期に集中はします。ですから、どうしても抽選にはなってし

まうんですけれども。 

【春木委員長】  やっぱり抽選ですか。 

【中埜】  そうです。ほぼ希望はかなえられるようにはしているんですけれども、どう

しても第１希望、第２希望、第３希望まで聞いておりますのでなかなか大変だと思います。 

【春木委員長】  日程が調整に入っていくという。 

【中埜】  そうですね。 

【春木委員長】  わかりました。ありがとうございます。 

 倉岡委員。 

【倉岡委員】  すみません、私も水道局さんにちょっと教えていただきたかったんです

けども、こちらの事業実施等なんですけれども、ちょっと聞き漏らしたのかもしれないん

ですけども、アンケート結果、水道に対するイメージ変化が９１％、出前講座に関しても

９３％と書いてあるんですけども、水道に対するイメージ変化というのはどういう最初が

イメージで、どうなったのかというのを参考までに教えていただけたらと。皆さん最初に

アンケートをとられててどういうイメージをお持ちなのかなというのが、ちょっと教えて

いただけたらと思います。 
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【中埜】  やはり当初は、特に生の水というのは飲めないというふうな意見をいただく

んですけれども、この後に実際にきき水等をしまして、実際の水道水とミネラルウオータ

ーとの飲み比べ等をしましてほとんど違いがないということを知っていただいた後にかな

りおいしいというのを理解していただくということで、当初アンケートした結果よりもか

なりよくなるというような結果が出ておりますので。 

【倉岡委員】  わかりました。ありがとうございます。薬剤師会としましても、たまに

依頼がありましたら幼稚園のほうとかに行って、手洗いとかうがいの必要性というのをた

まに講演したりもするものですから、水道水というものが、みんながどういうイメージを

持っているかまではちょっと今ここで、やっぱり見学とかをしていただいたらみんながい

いほうに変わっているんだろうなとは思ったんですけど、最初からお水があまりいいイメ

ージを持っていないのかなというのにびっくりしまして、すみません、ありがとうござい

ます。 

【春木委員長】  よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 それでは、行政からの報告が終わりましたので、続きまして委員の皆様方の団体におけ

る進捗状況についてそれぞれの団体の方からご説明をお願いします。恐れ入りますが、１

団体５分以内でよろしくお願いします。なお、ご意見につきましてはすべての団体の説明

が終わりましてから時間を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、大阪市食生活改善推進員協議会における食育の推進につきましてご説明をお願い

いたします。 

【五嶋委員】  大阪市食生活改善推進員協議会の五嶋でございます。 

 大阪市食生活改善推進員協議会の主な取り組みと進捗状況についてご報告させていただ

きます。 

 毎年６月を食育月間、そして毎月１９日を食育の日と定められておりまして、本会とし

ましても平成２１年６月１９日に大阪市役所玄関前及びその周辺において家族そろって食

事を楽しみましょうということをテーマに広く市民の方々を対象にパンフレットやポケッ

トティッシュの配布をいたしまして食育の日のキャンペーンを実施いたしました。 

 しかし、まだまだ食育、また食育の日の認知度が低いというのが現状だと思っておりま

す。今後も市民と行政が一体となって、食育の日をはじめとし、継続的に地域への食育の

浸透を図り、食育を市民運動として展開することとしております。 
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 続きまして、食育推進活動でございますが、地域に密着した取り組みとして各ライフス

テージに応じた講習会を各区において実施いたしております。平成２１年度における活動

回数は資料をごらんいただきましたら結構かと思います。 

 そして、今後も自治体や関係団体と連携・協働しながら食育を推進するための取り組み

について積極的に展開してまいります。 

 最後に、私たちの会の全国組織であります全国食生活改善推進員団体連絡協議会は平成

１６年４月２１日に、私たち食生活改善推進員が食育活動を広く推進するということを宣

言いたしております。大阪市の会員は約５,０００人でございます。大阪市食育推進計画の

推進に向け活動していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございました。 

 では、続きまして、大阪府医師会における食育の推進につきましてご説明をお願いいた

します。 

【鈴木】  それでは、社団法人大阪府医師会は本日ご欠席でございますので、いただき

ました資料より事務局からご説明いたします。 

 資料１ページの下の段でございます。 

 地域医師会では、地域において開催されます健康展・健康まつりでのパネル等の展示に

より、疾病に対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、市民に知っていただくことができる内容になるよう留意しております。 

 大阪府医師会では、ラジオ番組や健康講座等で食育の重要性について科学的根拠に基づ

く情報提供をしていきたいと考えております。 

 特定健診・特定保健指導に関しましては、食生活習慣の改善等、食に関する理解が求め

られております。医療関係者に対して情報提供にも配慮していきたいと考えております。

今後といたしましては、引き続き地域における健康展等での啓発に努めてまいります。特

定保健指導では、運動指導とともに食事指導も円滑にできるようサポートをしていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございました。 

 では、大阪府栄養士会における食育の推進につきまして、説明をお願いいたします。 

【四條委員】  座ったままでもよろしいですか。ここに主な取り組みということで、第
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３回おおさか食育フェスタに参加、平成２１年８月２５日、大阪府栄養士会では食育ＳＡ

Ｔシステムによる食事栄養診断を実施いたしました。これはお年寄りから子どもまで大変

喜ばれていることでございます。 

 それから、府民子ども教室の開催、これは１９年度、２０年度、２１年度、今年度も行

いましたけれど、非常に子供たちの偏食が、これをすることによって激減というか、食べ

れないものが食べれるようになる子が増えております。 

 それから、食育フォーラム、これはＫＫＲホテル大阪において大阪食育連絡会議主催で

行われました。 

 また、大阪ヘルスジャンボリー２００９に参加しました。長居公園において行われまし

た。それに先ほどのＳＡＴシステムによる、栄養士会では食生活の相談を行ってというこ

とで毎回行っておりますが、大変好評でございます。食事のアドバイスを行います。 

 それから、第５回府民健康フォーラム、１０月３１日に大阪ＹＭＣＡ国際文化センター

において薬剤師さん、あるいは我々栄養士、臨床検査技師のそれぞれの立場から府民に向

けてのメッセージを発信して、食事の大切さについて講演いたしました。 

 また、大阪ヘルシー外食推進協議会事業を支援して、市民の健康づくりに努めておりま

す。 

 今後の見直しとか方向性ということで、平成１８年度から食育推進企業団と共催で府内

４カ所、先ほども申し上げましたように、府民子ども料理教室というのが非常に好評でご

ざいまして偏食が減ってきておりますので、引き続き開催する予定でございます。 

 以上です。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 続きまして、大阪府歯科医師会における食育の推進についてご説明をお願いいたします。 

【伊藤委員】  大阪府歯科医師会は、およそ５,６００名の会員を擁する組織であります。

大阪市内では２６の、昔２６区ございましたので２６の各歯科医師会というものがござい

まして、大阪市外は３０ということで５６の支部の組織の中でさまざまな公衆衛生活動を

させていただいております。 

 毎年、大阪歯科保健大会というのを開催いたしまして、その中で食育に関する講師の先

生をお呼びすることもございますし、あるいは、全身疾患と歯というようなものについて

の取り組みをする場合もございますが、もともと８０歳で２０本の歯を残していこうと８

０２０運動というのがかなり普及をしてまいりまして、最近噛ミング３０（カミングサン
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マル）ということの事業を進めているところであります。 

 これは、内閣府の向井美惠先生が主となって提唱されていることで、一口物を入れたら

３０回かみましょうということで、唾液を出し、あるいは味覚を整えるとか、発育させる

というようなことで、そして筋肉の嚥下機能を高めると。誤嚥の問題も予防できるという

ようなことから、噛ミング３０を目指してということで最近主にやらせていただいておる

ところであります。引き続き、先ほど申しました各歯科医師会においてもみんなの健康展、

あるいは健康まつりというようなものが、あるいは歯の衛生週間というものを通して食と

歯ということの啓発活動を常時府下全域においても行っておるところですが、最近ではラ

イフステージごとのかむことや味わうということの大切さを考えて、高齢者における義歯

の問題とか、あるいは乳幼児における指吸いの問題からというようなことで、口腔の中全

般にわたって今後ともまたやっていく方向性を持っているところであります。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、大阪府薬剤師会における食育の推進についてご説明をお願いいたします。 

【倉岡委員】  大阪府薬剤師会の倉岡です。よろしくお願いいたします。 

 大阪府薬剤師会といたしまして、特に食育だけに特化した事業というのは残念ながらま

だ行われてはおりません。その中で毎年薬と健康の習慣というものを１０月１７日から２

３日までの１週間というもので定めております。こちらは日本薬剤師会のほうで一斉に全

国で行われているんですけれども、その中で大阪府薬剤師会としましては、府民のつどい

というものを毎年１回行政、大阪府さんと大阪市、高槻市さんなど、そのほかの行政機関

と一緒になって行わせていただいております。その中で府民の皆様に薬の適正使用、食べ

物と相互作用の関係等につきまして啓発や相談に乗らせていただいております。 

 また、先ほど栄養士会さんからもありましたように、府民と健康フォーラムというもの

を共同で開催させていただいておりまして、２１年１０月３１日は、日常生活からがんの

予防というほうだったんですけれども、健康に暮らせるように提案、ご相談に乗らせてい

ただいております。 

 また、薬局の店頭におきまして、食事指導などのパンフレットをお渡しし、相談に乗ら

せていただいております。 

 どうしても食生活が生活習慣病の改善につながると考えておりますので、これからも食

事指導などのサポートを日々心がけて行っていきたいと思っております。 
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 以上です。 

【春木委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、大阪市学校保健会における食育の推進につきましてご説明をお願いいたし

ます。 

【辻本委員】  大阪市学校保健会の辻本でございます。ご説明申し上げます。 

 保健会は、設立が昭和２６年７月でございまして、市立の幼・小・中・高及び特別支援

学校の園医及び校医の方々、それから学校長、園長、保健主事、養護教員、ＰＴＡ、その

他学校保健関係者がする組織でございます。 

 区内の学校医等をはじめとする学校保健関係者及び保護者を対象に、保健大会において

講演会を実施いたしております。 

 天王寺区学校保健協議会保健大会は、２１年１１月１８日に行われまして、これは「や

さしさいっぱい 元気いっぱい えがおでかがやけ 天小っ子～早寝・早起き・朝ごはん

のとりくみ～」といたしまして、天王寺小学校で行われました。 

 それから、２番目といたしまして、「健康的な生活をめざして」で、生魂幼稚園で行われ

ました。 

 それから、住之江区学校保健協議会保健大会、これは２１年１２月３日でございますが、

講演といたしまして「見直しませんか？日本型食生活」、これは相愛大学の講師の村井先生

によって講演が行われました。 

 それから、城東区学校保健協議会保健大会では、２１年１２月９日、「子どもに伝えたい

『食』のメッセージ～食育について考えよう！～」を城東区保健福祉センターの管理栄養

士の下浦さんによって講演が行われました。 

 下に書いておりますように、２１年度は３回行いまして、延べ人数４８８名でございま

した。 

 その他報告はないんですけども、各２４区の中でいろいろ小さな講演会が行われている

ようでございます。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 では、続きまして、大阪市私立保育園連盟における食育の推進につきましてご説明をお

願いいたします。 

【鈴木】  社団法人大阪市私立保育園連盟は本日ご欠席ですので、いただきました資料
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に基づきご説明させていただきます。 

 お料理講習会や各園の食育の取り組みや実践報告、レシピの交換等をテーマといたしま

した講習会や、楽しい食育活動で生きる力をはぐくむ各保育園の取り組みを２１年度も引

き続き実施いたしましたが、新たに大阪健康福祉短期大学より講師をお招きし講演会を開

催いたしました。今後も保育の一環として食育をとらえ、保育士、栄養士、調理師が共有

できる、実践に役立つ研究会を開催する方向です。 

 また、保護者の意識を高めるために保護者への食育の発信方法を考えていくことも課題

としております。 

 数年レシピ交換をいたしましたので、これらをまとめてレシピ集の発行も予定しており

ます。 

 各園におきましては食育計画を作成、実践、評価を行うことにより、より充実した内容

になるように取り組みを行いたいと思っております。 

 以上です。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 引き続きまして、大阪市私立幼稚園連合会における食育の推進につきまして説明をお願

いいたします。 

【鈴木】  では、続きまして、社団法人大阪市私立幼稚園連合会のご報告をさせていた

だきます。 

 大阪市私立幼稚園連合会、団体としての取り組みは研究事業でございます。講師に本日

の食育推進会議の委員長であります市立大学大学院の春木教授をお招きいたしまして、幼

児の食生活について研究を進めました。 

 ２１年度は食育の実践と評価、食育年間教育も取り上げました。２１年度の実践は２年

次目となり、春木教授のご指導のもと、各幼稚園での具体的な実践に基づいた取り組みと

なりました。 

 今後は研究、研修で学習した内容を日々の保育活動に活かし、実践を伴ったものになる

よう取り組みを進めたいと考えております。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございました。 

 次に、大阪市消費生活合理化協会における食育の推進につきましてご説明をお願いいた

します。 
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【鈴木】  それでは、続きまして、事務局よりご説明させていただきます。 

 ２１年度の主な取り組みは、５ページの下の段に記されておりますように、大阪市保健

所等の職員を講師に招き、食の安全についての学習会、食肉適正表示実態調査、これは大

阪府食肉公正取引協議会から依頼を受け、店舗における適正表示の有無確認や消費者に対

するアンケート調査であります。 

 次に、食品販売関連団体との懇談会を２回開催いたしました。今後は今説明いたしまし

たような食に関する取り組みを継続するとともに、定期的に開催されます理事会、小委員

会、また年２回発行の協会ニュースなどを通じて協会内への周知を確実に行ってまいりま

す。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 続きまして、大阪市農業協同組合における食育の推進についてご説明をお願いいたしま

す。 

【房本委員】  大阪市農業協同組合の房本です。 

 当組織としましても、平成１９年度から、特に子どもに対する食育に力を入れていまし

て、食の教育を通じまして子どもの健全な育成、また次世代の日本の農業への理解促進を

図るといったことを目的に２１年度もさまざまな取り組みを行ってまいりました。 

 継続的な取り組みとしましては、参加人数等は資料の表をごらんおきいただきたいと思

います。特に２１年度、そこの資料の⑦にも書いていますけども、当施設としまして営農

促進センターといいまして、７,７００平米ぐらいの畑とかいろんなハウスとか、花とかい

った施設があるんですが、そこを利用いたしましてサツマイモ収穫体験イベントというこ

とで地域の親子の親子１００人ぐらいが参加していただきまして、収穫体験を通じて食等

を学んでいただいたところです。 

 課題も見えてきまして、引き続きこの２２年度も実施するということでイモの苗を植え

たんですけども、ご存じのとおり昨年の大変な暑さ、また人員不足、メンテナンスの不足

といったところもありまして、イモの苗の生育が悪くて収穫体験できなかったといったと

ころで、これからそういったメンテナンスといったところの課題が増えてきたというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

【春木委員長】  ありがとうございました。 
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 続きまして、大阪百貨店協会における食育の推進につきまして説明をお願いいたします。 

【国友委員】  大阪百貨店協会に属しております国友でございます。団体のところで、

現在６社２１店舗ということで加盟している協会でございます。 

 主な取り組みといたしましては、食の安心・安全への取り組みというところで、日本百

貨店協会が発行している百貨店食品安全衛生パスポートを従業員に配付して食品安全意識

への向上に役立てて取り組んでおります。 

 それから、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食事バランスに

役立つ情報の提供を積極的に行っております。 

 それから、食事バランスガイドに基づいたオリジナルレシピの作成やメニューの開発を

推進しております。栄養士、薬剤師、ワインアドバイザー、チーズアドバイザー、ティー

インストラクター、食品衛生責任者等有資格者の配置を推進し、正しい知識の提供に努め

ております。 

 従業員への食育教育も実施して意識の向上に努めております。 

 トレーサビリティの明確な商品の拡大とお客様への情報提供に努めております。 

 有機野菜、減農薬野菜等エコ商品の開発・研究を行っております。 

 無添加食品を提供する健康食品コーナーの設置を推進しております。 

 なにわ伝統野菜や特産物による商品の開発・販売を行いまして、地産地消を推進してお

ります。 

 それから、大きなところで参加型プロモーション・イベントの実施ということで、生産

者、お客様、販売員が一体となった農業体験やものづくり体験ができるイベントを企画し

ております。 

 生産者による講習会やセミナーを実施いたしまして、商品にまつわる風土や文化に関す

る知識の普及に努めております。 

 販促プロモーションなどでお子様の興味を喚起するような食べ方の提案を推進しており

ます。 

 管理栄養士などの専門家による食生活、栄養相談コーナーを設置してコミュニケーショ

ンの活発化を図っております。 

 健康増進法に基づいて喫煙対策の実施ということで、全館禁煙を基本にして休憩所を設

置して対応しております。それから、レストラン、喫茶では受動喫煙防止努力義務を受け

て全席禁煙、もしくは時間帯禁煙、もしくは分煙の取り組みを継続しております。 
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 今後につきましても現行の取り組みを見直しながら継続してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 次に、大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会における食育の推進につきまして説明をお願

いいたします。 

【小林委員】  私どもの連合会は、めん類、喫茶業、すし、旅館、中華料理、日本料理、

社交、それと飲食業という幅の広い連合会でありまして、いわゆる飲食業の団体でござい

ます。 

 会といたしましては、食品衛生協会さんの事業に参加させていただきまして、食の安全・

安心ポスター標語コンクール、あるいは５月、６月、１０月、１１月の調理師試験及び講

習会の実施の案内、あるいは食品衛生フォーラムに参加をさせていただいております。 

 毎年ですけれども、今年度も「わが店のヘルシーメニューコンテスト２０１０」という

のに参加いたしまして、ヘルシー朝食、ヘルシーメニュー、ヘルシー弁当、高齢者向けヘ

ルシーの４部門の料理を募集しまして、その料理に応募者が９４件ございました。そして、

一般府民による人気投票としてイオンの大日ショッピングセンター、そこでパネル展示を

しまして一般のお客さんによいものを選択して投票していただいて、その後、いわゆるプ

ロによる審査を経まして、昨年１１月２日に大阪ガス御堂筋東ビルの３階ホールにおいて

飲食業者の調理師、合計１００人ほどの参加を得まして、その料理コンテストの表彰式を

させていただきました。その後第２部として講演会で食研究家の石井達也夫妻をお迎えし

て、おいしさを生かす料理方法、いわゆる野菜のおいしさを生かす料理方法について講演

をいただきました。 

 今後の取り組みといたしましては、６月の食育月間にちなんで食育講演会を実施し、毎

月１９日の食の日の普及、啓蒙に努めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 続きまして、日本チェーンストア協会関西支部における食育の推進について説明をお願

いいたします。 

【鈴木】  では、日本チェーンストア協会関西支部の資料に基づきまして、事務局より

ご説明させていただきます。 
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 各会員企業では、「食の取り組み」５つの宣言で食育活動を進めることを宣言し、食育活

動推進委員会などの組織などをつくり、諸活動を行いました。バランスのよい食事の指導、

食品の生産地と協力した収穫体験、食事を通した家庭や仲間とのコミュニケーションを通

じ、食への知識や技術を身につけることを目的に４つの柱を中心に食育活動を進めており

ます。 

 ４つの柱とその活動については８ページ左側の欄の主な取り組み・進捗状況をごらんく

ださい。 

 今後とも現行の取り組みを見直しながら継続してまいりたいと思います。 

 以上です。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 最後に、大阪食品衛生協会における食育の推進につきましてご説明をお願いいたします。 

【五島委員】  大阪食品衛生協会でございます。 

 お手元の資料の中で主な取り組みといたしまして、本協会、従前からやっております、

いわゆる食品衛生に係る事業でございますが、大きく分けまして啓発事業、その中には食

中毒予防啓発街頭キャンペーンということで、市民を想定したもの、また子供さんも含め

まして啓発ポスターコンクール、そういったものもやっております。 

 また、もう１つの研修事業といたしまして、食品衛生研修会を開催しております。これ

も関係団体、また私どもの各支部の分会、そして行政の皆様方のご協力を得て実施してお

るところでございます。 

 その右のほうに今後の課題ということでございますが、食育という切り口から申し上げ

ますと、大阪版食の安全安心認証制度というものを実施しております。これは大阪府食の

安全安心推進条例に基づき、平成２１年からそういう制度ができたこともございますが、

この認証の対象になる施設は、飲食店や食品製造業でございますが、自主的な衛生管理を

実施しておられ、かつコンプライアンスの向上に努めておられる施設について認証を行い

ます。その制度の中では、消費者のほうからわりあい見えづらいといいますか、見えにく

い、業者さんの食の安全・安心への取り組みに対する努力が評価をされる制度となってお

ります。この認証された施設では認証マークを施設内に掲示して、消費者に安全・安心を

アピールできるというふうなこと、ほかに大阪府としましては条例に基づいておりますの

で認証施設を府のホームページに掲載していただいているところでございます。これは、

本来大阪府の業務でございますが、そういう認証機関としまして府の指定を受けて私ども
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がその仕事をやらせていただいているというところでございますが、この認証制度をほか

の府県もいろんな形でやっておりますが、大阪府のこの認証制度といいますのは、ほかと

ちょっと異なったところがございまして、コンプライアンスというふうなところにも視点

を持っております。そのコンプライアンスの項目の中に食育などについてこの業者さんは

積極的に知識を得るように努力をしているか、また食育に係るセミナーやシンポジウムに

参加しているか、またメニューに産地を記載しているか、カロリー表示を明記したメニュ

ーを備えているか、食育の情報発信などをホームページにしているか、また、店内に掲示

しているか、そういった６項目も１つの審査の対象としておるところでございます。そう

いうところで、私どもも食育の推進に向けて最大限努力しておるところでございます。 

 以上でございます。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 以上、各団体からの説明につきまして、何かご質問、ご意見はございませんか。ありま

せんか。 

 私からちょっとお尋ねしていいですか。噛ミング３０ですね。これは昨年ぐらいですか、

出てきたのが。 

【伊藤委員】  もうちょっとです。 

【春木委員長】  もう少し前になりますかね。一口３０回かむということですね。３０

回というのはどこから出てきたのかなと思いまして。一口３０回ってすごい大変で、かむ

のにくたびれて食事が進まなくなると思うんです。私は日本歯科衛生士会会長さんを知っ

ているんですけど、研究の関係で、ちょっと聞く機会を逸していまして、一度聞きたい、

聞きたいと思っていたんですけど。 

【伊藤委員】  多分皆さんお食事、お昼を食べられると、１回入れると五、六回なんで

すね。で、飲んでしまいますね。そうすると、当然この辺の筋肉を使うというパーセント

も低くなりますし、それからかむことによって唾液が出てきますから、唾液の消化酵素を

たくさん使うということもありますし、あるいは発がんを抑制する物質も出るというふう

に言われていますので、例えば１０回がいいのか、１００回がいいのか、５０回がいいの

かというふうなところで、大体結構目いっぱいかんで３０回というようなことだと思いま

す。それがあごの発育とか、先ほど申しましたさまざまな全身に対するいい影響があると

いうことなので、１回やってみていただけたら。 

【春木委員長】  先生はされたことはありますか。 
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【伊藤委員】  あります。 

【春木委員長】  くたびれるでしょう。 

【伊藤委員】  そしておなかが膨れると食べ過ぎないんですね。そういう効果もありま

すので、ぜひやっていただきたいなと思います。 

【辻本委員】  私も歯科医なんですけれども、３０回というのは昔の時代の感覚と思う

んですよ。大体十五、六回でほとんどなくなっちゃいますので、それだけようそしゃくし

ろということですね。 

【春木委員長】  そうですね。要するによくかみましょうということですね。３０回に

こだわらずに。 

【辻本委員】  そうですね。どこから３０回が来ているかわかりませんけれど。 

【春木委員長】  昔の雑穀を中心にしていた頃の食生活からでしょうか。 

【辻本委員】  それだけかまないとこなれませんから、硬いものとかがありまして。こ

のごろ軟いものばかりですから。 

【春木委員長】  だから食べ過ぎて太るという話で。 

【辻本委員】  そうなんです。ですから途中で電話なんかがかかってきたらいいわけで

すね、中断するから。食べてるものの意欲が落ちてるからそこでストップしますから。 

【春木委員長】  ストップしてしまう。なるほど。１つのアイデアですよね。 

【辻本委員】  太っている子どもさんに限って早いんです。多くて早いんですね。 

【春木委員長】  集中して食べますしね。 

【辻本委員】  だから肥えている人は早いんですよ、食事時間が短いですね。 

【春木委員長】  わかりました。私たちも仕事に追われてあっという間に食べてしまう

ことが多いので気をつけないといけないと思います。ありがとうございます。 

 ほかに各委員、どんなことでも結構です。せっかくの機会ですから、ちょっと気になる

とこを教えてというのでお尋ねいただければと思います。 

 じゃ、私がまた聞きたいことがあるんですが、農業協同のご報告に、私が十分聞けなか

ったので確認なんですが、⑦「もぎり園」というのがございますね。これは情宣といいま

すか、こんなのがありますよというのはどんなところで出されているんですか、案内。 

【房本委員】  案内は私どもの会員向けに広報誌を毎月１回発行しておるんですけども、

その会員向けの中でこういうイベントがありますよとかの案内は出しています。 

【春木委員長】  農業協同組合の会員さんなんですよね。 
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【房本委員】  そうです。 

【春木委員長】  一般の、これ、もぎり園っていいなと思いまして。 

【房本委員】  今はもぎり園じゃなくて、２１年からサツマイモの収穫体験ということ

でやったんです。 

【春木委員長】  ２１年度はね。 

【房本委員】  そうです。 

【春木委員長】  もぎり園というと、今だと芋掘りになるんですけど。 

【房本委員】  そうです。そのときはもぎり園とかいう予定もしてたんですけども、芋

掘りで２１年度は。 

【春木委員長】  ぜひこのもぎり園、ちぎって食べたらどれだけおいしいかという体験

を、特に小さな子どもたち、野菜嫌いが結構いますので、おいしいというのをそのとき実

感すると、また食べるということもありますので、そういう企画もぜひしてみてはいかが

でしょう。 

【房本委員】  ただ、先ほども言いましたように生き物相手ですので、気象状況とかに

よって十分な成果が見込めるかどうかというのは大変難しいところもありますので。 

【春木委員長】  園では小さな菜園とかをよくされていて、栽培活動を通して水やり、

草抜きをして愛着がわいて、それをいただくという、育てた命をいただくというところで

すばらしい食育ができるんですけれども、やっぱりフレッシュなものを食べる体験がまち

の子どもは少ないですので、またよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方、ご質問はございませんか。百貨店協会の取り組みの中で、安心・安全の

取り組みの中で⑦有機野菜、減農薬野菜等エコ商品の開発・研究とおっしゃってたんです

けど、これは協会が独自でなさっているんですか。 

【国友委員】  協会といいますよりは、百貨店がそういう生産者と協議しながらそうい

う取り組みを行っているという、協会ということではございませんね。 

【春木委員長】  各百貨店さんが販売する、そういったエコ商品を企画の段階から一緒

に取り組んでされるというふうな形ですか。 

【国友委員】  そうです。農園を持っておられる、提携されている畑もございますので。 

【春木委員長】  有機野菜や減農薬野菜というのは、消費者にとったら魅力なので、そ

ういうニーズに対してオリジナルな何か取り組みをするという内容ですか。単に有機野菜

農家から仕入れて販売するだけではなくて。 
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【国友委員】  両方入りますね。若干割高にはなっておりますけれども、流通としては

いろいろとお互いに研究をしながら、消費者の反応も見ながら、それをよりよいものとい

うことで話を進めてやる場合も、もともと市場に出回っているものを積極的に店頭に展開

をして消費者の方に提案するという、両方ございます。 

【春木委員長】  まだまだ有機野菜を扱う農家の方たちというのは、一定の数がないと

販売に踏み切れないと思うんですけど、いかがですか。 

【国友委員】  やっぱりこういうものを生産される方については非常に、鳥インフルエ

ンザではありませんけれども、生産における土俵でありますとか、そういうところの管理

も非常にコストがかかってまいりますので、簡単にできますというものではありませんの

で、環境が整ってこそそういうものが育って収穫できるという、そういう意味では非常に

時間的にもかかるとは聞いておりますけれども。 

【春木委員長】  ありがとうございます。 

 ほか、各委員、よろしいですか。 

 それでは、次に進めさせていただきます。 

 ただいま行政及び各関係団体からそれぞれの取り組み内容の報告を通じて意見交換を行

いました。食にかかわる情報の共有化を図り、今後の活動に生かしていくことによりさら

なる食育の推進にお役立ていただくようにお願いいたします。 

 続きまして、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

いたします。 

【司会】  それでは、事務局のほうからご報告いたします。 

 お手元の資料３番をごらんくださいませ。 

 健康づくりのためのフォーラムでございます。平成２３年２月１７日木曜日、午後１時

から「すこやか大阪２１健康づくりフォーラム～いっしょに一歩！ 健康づくり～」を開

催いたします。 

 大阪市では、健康増進計画「すこやか大阪２１」を策定いたしまして、市民の方々の健

康推進のより一層の向上を目指しております。今回のフォーラムのメーンテーマは、市民

協働による健康づくりでございます。 

 基調講演では、女優の仁科亜季子さんを講師にお迎えしまして、ご自身の子宮がん闘病

体験を通しまして健康づくりの大切さについて理解を深めてまいります。 

 第２部では、各区で市民の方々が取り組まれておられます健康づくりの実践例を紹介す
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ることによりまして健康づくりを市民の皆さんと楽しみながら一緒に考えてまいります。 

 特別講演では、セレッソ大阪アンバサダー、森島寛晃さんによる講演を行います。チー

ムを勝利に導くための毎日実践されておられます独自の健康法について学んでまいります。 

 また、当日会場、エントランス等におきましては、すこやかパートナーさん及び各区保

健福祉センターによる健康づくりに関する展示も行います。入場は無料、事前の申し込み

も不要でございます。ぜひこの機会にご来場いただきますようよろしくお願いいたします。 

 日時でございますが、２月１７日木曜日、午後１時から午後４時。受け付け開始は正午

からとなっております。会場はクレオ大阪中央でございます。たくさんの市民の方々のご

来場を心からお待ちしております。 

 以上、ご紹介とさせていただきます。 

【春木委員長】  ありがとうございました。 

 ただいまのご案内につきまして、何かご質問はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

【司会】  ありがとうございました。 

 そうしましたら司会のほうに交代させていただきます。 

 皆様には長時間にわたり熱心なご議論をいただきまして、どうもありがとうございまし

た。今後とも委員の皆様方におかれましてもお力を当方かりながら、積極的に食育の推進

に取り組んでまいりたいと考えております。引き続きましてご協力のほうをどうぞよろし

くお願いいたします。 

 これをもちまして、第２回大阪市食育推進会議を閉会させていただきます。本日は、ど

うもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


