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第３回大阪市食育推進連絡調整会議 会議録 

 

司会：健康福祉局健康推進部 藏田健康づくり課長代理 

 

１ 実施日時 平成２３年１１月１６日（水）午後２時～午後３時４０分 

２ 実施場所 大阪市役所 Ｐ１会議室 

 

○司会  お待たせをいたしました。少し定刻には早いんですが皆さんおそろいでご

ざいます。 

 ただいまから第３回大阪市食育推進連絡調整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課長代理の

藏田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず御案内にも記載させていただいておりましたが、大阪市食育推進会議の開催要

綱につきましては、地方自治法第１３８条の４、第３項に規定する市長、その他の執

行機関の附属機関とは異なり、あくまでも行政運営上の意見交換、懇談会の場と位置

づけられているものでございますので、誤解を招く表現を改正いたしまして、名称も

大阪市食育推進連絡調整会議と改正いたしましたので御報告させていただきます。な

お、御審議いただく内容につきましては変更ございませんので、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  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、御多忙の中、御出席いただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、近年人々のライフスタイルや価値観、ニーズが多様化し、これに伴い食生活

を取り巻く環境が変わり、さまざまな問題が生じています。本市では平成２０年３月
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に大阪市食育推進計画を策定し、本計画に基づき各局ともそれぞれの事業を通じて食

育の推進をしているところでございます。とりわけ平成２０年から２２年までは関係

機関と団体、本市の経済局、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ＯＳＡＫＡアワード」を実施してまいりました。ま

た本年度は新たな取り組みとして、６月の食育月間に大阪市役所正面におきまして、

キャンペーンイベント「みんなで食育２０１１」を開催いたしました。開催に当たり

まして、委員の皆様方には取り組みの展示や、幼稚園の皆さんの見学等大変お世話に

なり、厚く御礼を申し上げます。今後も市民の皆様へ、「食」に関する知識と「食」

を選択する力を身につける「食育」の重要性について周知するとともに理解と関心を

深めるよう、取り組みを図ってまいりますのでよろしくお願いいたします。本日は各

団体、及び関係部局からそれぞれの取り組み状況を御報告いただくとともに平成２５

年度からの次期計画の策定に向けてのスケジュール等を説明させていただきますので、

皆様の御意見をいただきたく存じます。ぜひ、御活発な御議論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。 

○司会  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御確認

させていただきます。 

 まず、ファイルとじにしている資料でございます。第３回大阪市食育推進連絡調整

会議次第、次ページに資料一覧。続きまして、資料１でございます。大阪市食育推進

計画進捗状況（関係団体）、資料２といたしまして、大阪市食育推進計画進捗状況

（行政）、資料３、次期大阪市食育推進計画について、資料４、次期大阪市健康増進

計画について、資料５、すこやかパートナー制度について、参考資料、ヘルシーグル

メＯＳＡＫＡアワード２０１０、報告書・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、大阪市食育推進連絡調整会議委員名簿、大阪市食育推進連絡調整会

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
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いますが資料はそろっておりますでしょうか。 

 では、続きまして本日、御出席いただいております委員の皆様方を御紹介させてい

ただきます。 

 お手元の資料、委員名簿をごらんください。なお、名簿は春木座長から大阪市食育

推進計画関係団体等による取り組みの分野ごとの五十音順となっております。また後

ほど進捗状況を御報告いただく順となっておりますので御了解ください。 

 まず本会議の座長でございます、春木委員でございます。 

○春木座長  春木です。よろしくお願いいたします。 

○司会  以降、お席の順でございますけれども、座長に向かいまして左側、手前の

お席からでございますが、五嶋キクヱ委員でございます。 

○五嶋委員  五嶋でございます。 

○司会  宮川委員でございます。 

○宮川委員  宮川でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○司会  四條委員でございます。 

○四條委員  四條でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○司会  松本委員でございます。 

○松本委員  松本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  梶谷委員でございます。 

○梶谷委員  梶谷です。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。よろしくお願いします。 

○司会  迫委員でございます。 

○迫委員  迫でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会  辰巳委員でございます。 

○辰巳委員  辰巳です。よろしくお願いいたします。 
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○司会  秋山委員でございます。 

○秋山委員  秋山です。 

○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  藪根委員でございます。 

○藪根委員  藪根でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会  なお、小野委員、房本委員、国友委員、小林委員におかれましては本日御

欠席との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。 

○寺川健康福祉局首席医務監  寺川でございます。本日はよろしくお願いいたしま

す。 

○司会  林健康福祉局理事でございます。 

○林健康福祉局理事  林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  山口健康福祉局健康推進部長でございます。 

○山口健康福祉局健康推進部長  山口でございます。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監でございます。 

○澤田健康福祉局医務監  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、中央市場、環境局、教育委員会事務局の関係職員が出席しております。 

 なお、当会議は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なって

おります。また発言の際には係の者がマイクをお持ちしますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、これ以降の議事進行につきましては、座長の春木委員にお願いいたしま
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す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○春木座長  第２回以降の本日までの各所属における進捗状況を御報告いただくこ

とになっております。このたび第２次食育推進基本計画が策定されました。これまで、

国民健康づくり事業は、１０年単位で２０年にわたって行われてきました。が、なか

なか功を奏しないという経過を踏まえ、２０００年に「健康日本２１」が策定されま

した。これは、現状を向こう１０年でここまでよくしましょうという目標設定型の施

策とし、アメリカの「ヘルシーピープル２０００」を参考にした施策の変換でした。

しかしながら、中間報告では依然として人々の健康行動は計画通り進まないという経

過となりました。そうして、2005年に食育基本法が公布・施行され、翌年、第１次食

育推進計画が策定されました。このたびの第２次食育推進基本計画におきましては、

これまでの５年間は国民に食育を周知することであったとし、「食事バランスガイ

ド」を新たな食生活改善のツールとして提示し、国民が認識するようになったとしま

した。第二次食育推進基本計画では、周知から実践へと呼びかけられています。例え

ば、食事バランスガイドを活用するよう食育活動を進めていくということでしょう。 

各都道府県、市町村は、人々の健康的な食生活の実現へと進めていく大事なとき

を迎えているといえます。もちろん周知から実践につなげていくのは、たいへん難し

いことです。目下の健康教育における課題であります。いろいろと研究もされていろ

いろなトライアルも行われていますが、いま一つ進んでいないというのが現状です。

人の食行動には、いろいろな要因が絡んできますので、頭ではわかっていてもできな

いというのは私たちの常ですから、難しいというのは当然です。いよいよ、しっかり

と地に足ついた、大きなことでなくていいから、確実に市民の食生活改善を図れるよ

うな施策に入っていくときだろうと考えております。連絡調整会議におきましては、

一定の方向性をもって一緒に歩いていくことになるのだろうと考えております。よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それでは、議題１の大阪市食育推進計画の関係団体における進捗状況に進めます。
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委員の皆様方、団体における進捗状況につきまして、各団体よりそれぞれ御説明をお

願いしたいと思います。恐れ入りますが、時間の関係上、１団体５分ほどでよろしく

お願いいたします。御意見、御質問につきましては、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っております。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いて御説明お願いし

たいと思います。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。座らせて報告さ

せていただきます。 

 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を報告させていただきま

す。初めに食育の日の取り組みとしまして、国の食育推進基本計画に定めている毎年

６月を食育月間、毎月１９日を食育の日にあわせて平成２２年６月１８日に各区役所

前などにおきまして、「家族そろって食事を楽しみましょう」をテーマに広く市民の

方々に対しましてパンフレットやポケットティッシュの配布をし、食育の日のキャン

ペーンを実施いたしました。今後も継続的に地域への食育の浸透を図り、市民運動と

して展開していきたいと考えております。 

 次に食育推進活動としましては、地域に密着した取り組みとしてライフステージや

対象に応じた活動を各区において実施しております。平成２２年度は、新たに健康増

進重点プロジェクト事業として、高血圧予防教室と糖尿病予防教室を実施いたしまし

た。そして大阪ヘルスジャンボリーや大阪あきない祭りなどへのイベントにおきまし

ては、食育推進の立場で参加しております。その他の内容、実施回数、参加人数など

につきましては、資料のとおりでございます。また本日配布されております「すこや

かパートナー通信」には本年度食育月間の取り組みについても掲載されております。

これらの活動につきましても、引き続き行政や関係団体と連携、協働し積極的に展開

してまいります。 

 最後に本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におきまし
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ては、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こ

とを宣言いたしております。大阪市の会員は現在約５，０００人ですが、大阪市食育

推進計画の推進に向けて、さらに活動していきたいと思っております。 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 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御説明をお願いいたし

ます。 

○宮川委員  大阪府医師会の宮川でございます。失礼して座らせていただきます。 

 大阪府医師会でございますが、大阪府医師会では各郡市区に地域医師会というのが

ございます。その地域医師会におきまして、１年に１回ないし２年に１回、健康展、

あるいは健康まつりという形で府民、市民の方々に対しまして健康に関する活動を行

っております。その際、講演会、あるいはパネル等を展示いたしまして、また健康相

談も実施しておりますが、その際に食育につきまして啓発に努めております。また疾

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、市民の方々に広く知っていただくことができる内容になるように留意して

おります。この運動に関しましては、さらに毎年のように引き続き啓発に努めていき

たいと考えておるところでございます。 

 また、大阪府医師会全体といたしましては、大阪府医師会が提供しておりますラジ

オ番組、あるいは健康講座等で適宜食育の重要性につきましてはお話しさせていただ

いているところでございますが、さらに科学的根拠に基づく情報を提供していきたい

と考えておるところでございます。また平成２０年度から特定検診、特定保健指導が

始まっておりますが、その中でも特に生活習慣病やメタボリックシンドローム対策と

いたしまして、食生活習慣の改善など食に対する理解が非常に求められているところ

でございます。医療関係者に対する情報提供に対しましては、今後とも配慮していき

たいというふうに考えておるところでございます。また昨年、本年度より特に大阪府
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医師会といたしましては、ケーブルテレビと健康番組をタイアップする機会がござい

まして、この番組を通じましても来年度以降食育につきまして、啓発できるような番

組づくりに努めていきたいと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 では次に、大阪府栄養士会における食育推進について説明をお願いいたします。 

○四條委員  大阪府栄養士会におきましては、平成２２年８月４日に毎年なんです

が、大丸心斎橋におきまして、食育ＳＡＴシステムを使います食事栄養診断を実施い

たしました。今回もそのようにいたしまして、フードモデルによって、１食分の食事

内容を分析して、栄養士による食生活の相談、あるいはアドバイスなどを行います。

大変毎年好評でございます。 

 それから府民子ども料理教室の開催、これは「野菜バリバリ、朝食モリモリ」をテ

ーマにした府下の子どもたち対象の料理教室を実施しています。平成２２年では摂津、

寝屋川、八尾・柏原、和泉の４地域の子ども達に実施いたしました。これは子どもの

偏食改善にも大変役立っております。 

 それから食育フォーラム、平成２２年９月１０日、ＫＫＲホテル大阪におきまして、

大阪食育連絡会議（ＪＡ大阪中央会、大阪スローフード協会、栄養士会）主催で行わ

れました。 

 それから大阪ヘルスジャンボリー２０１０に参加しました。このときもやはり栄養

士会においては食育ＳＡＴシステムによる食生活相談を行いまして、このとき小さな

お子様から高齢者の方までフードモデルによる食生活の相談に興味を持っていただき

まして、たくさんの方に食事アドバイスを行いました。 

 それから第６回府民健康フォーラム、「私たちの暮らしと薬・検査・栄養」という

ことで、平成２２年１０月３０日に大阪ＹＭＣＡ国際文化センターにおいて、「恐れ

ず、あなどらず、糖尿病」と題し、薬剤師、栄養士、臨床検査技師のそれぞれの立場
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から府民に向けてメッセージを発信し、府民の健康を担う集いに参加して、食事の大

切さについて講演をいたしました。 

 それから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。そういったことでございます。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 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お願いいたします。 

○松本委員  大阪府歯科医師会でございます。着座にて失礼いたします。 

 本会では、食育は生涯を通じた課題と認識しております。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、心を育てることが重要であると考えております。 

 日本歯科医師会では、日本歯科医学会他２つの団体とともに、食育推進宣言を行い

ました。平成２２年度は食育に関連しての取り組みはございませんでしたが、歯科か

らライフステージごとの「噛むこと」「味わうこと」の大切さをアピールし、その育

成支援の強化を図るため、本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。 

 以上でございます。 

○春木座長  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お願いいたします。 

○梶谷委員  大阪府薬剤師会です。 

 大阪府薬剤師会としましても、去年と取り組み的には変わっておりません。薬と健

康の週間（府民の集い）というものを毎年開催しておりまして、各薬局で１０月１７

日から２３日までの１週間は「薬と健康の週間」となっております。こちらは全国共

通なんですけれども、そのときに各薬局でポスターを掲示して、府民の皆様にお薬と

食べ物の相互関係等とか薬の適正使用などについて啓発というものをさせてもらって

おります。今年はまた去年と同じように難波のOCATのポンテ広場で行いました。先ほ
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どの府民健康のフォーラムは栄養士会さんと同じ協働事業となっておりますので、こ

ちらのほうでも府民の皆様に啓発という形で事業をさせてもらっております。また、

私たち薬剤師、薬局薬剤師は各店頭で生活習慣病に関する皆様のお薬と食べ物の飲み

合わせだけではなくて、普段から食事をとるということの説明など大切さをお話しさ

せてもらっております。 

 あと、医師会さんのほうからもあったように各健康まつりというものがございます

ので、各支部の薬剤師会ごとにそういう健康まつりのときなどには、ポスターを掲示

したり、パネルを使いまして掲示・啓発させていただいております。 

 以上です。 

○春木座長  ありがとうございます。 

 では次に、大阪市学校保健会における食育の推進について御説明をお願いいたしま

す。 

○辻本委員  大阪市学校保健会は市内の小、中、高等学校、それから特別支援学校

及び幼稚園の学校医、学校歯科医、学校薬剤師、それから校園長、保健主事、養護教

員、ＰＴＡ、その他学校保健関係者の会でございます。そして平成２２年度２４区の

中から３区、中央区学校保健協議会保健大会、阿倍野区の保健協議会保健大会と、東

住吉区の保健協議会保健大会では、食に関係ある演題で、この講演を迎えております。

最近確認にするのは食、及び子どもの我々学校の校医等といたしまして、子どもの健

康は守るのにぜひともその食育が必要である。そしてそれと加えて、最近心の健康を

重視いたしているわけでございます。私も昨年度と一昨年度、日本学校歯科医会とい

う中央の東京の大会に理事として参加しておりまして、全国的北海道から九州までの

全国の校医の先生方の希望を聞きますと、やはり食育がほとんどでございます。こう

いう時代に来ておりますので、本日はまたよろしくお願いいたします。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 では、大阪市私立保育園連盟における食育の推進についてお願いします。 
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○迫委員  私立保育園連盟の迫でございます。 

 連盟２７９か園の各園は基本生後６カ月から就学前までの乳幼児を各御家庭から引

き継いで第２の家庭としてお預かりしています。１人ひとりの子どもの心身の基礎と

なる大切な時期に保育園を信頼して預けて仕事に行っておられるお父さん、お母さん

にとって、その子が健康で生き生きと生活することが喜びであり、第１に求めること

だと思います。各保育園では、その子の発達や年齢を見すえて計画を立てて保育を行

っています。特に食育に関しては、どちらの園も保育の中心と言っても過言でないく

らい気遣い、意識して取り組んでおります。保育園での食育の取り組みは、各園それ

ぞれいろんな方法で行っています。その日の食材を展示して実際に触れたりさわった

り、３大栄養素に分けたり、実際に野菜や果物、お米を小さな菜園でつくってお世話

をしたり、収穫して簡単な調理をして食べることもございます。また外で元気いっぱ

い遊んで帰ってくるとお昼御飯大変おいしく、しっかり食べられるということも食育

につながります。 

 平成２２年度の取り組みとしまして、１つ目は栄養士、保育士、調理担当の対象の

研修のための講演会がありました。いろんな段階を踏んだ離乳食の提供や、近年食物

アレルギーの子ども達が多くなっていますが、単に除去するのではなく、栄養的にも

見た目にもほかの子と変化のない、代替食などを学び、各園に持ち帰りました。 

 ２つ目は関西電力の協力をいただいて、大量調理ができるスチームコンベクション

の講習を行いました。平成２２年度は２回行いましたが、２３年度はちょっと節電の

ため取りやめとなりました。 

 ３つ目は食育研修部で４年前から各園自慢のレシピ交換をしてきました。その資料

を整理して１年がかりで１冊の献立集を作成し、各園に配布いたしました。今手元に

ある、この冊子がそうなんですけれども、各園のレシピをまとめて１冊の本に出しま

した。 

 今後の課題といたしましては、園数が多くなり、一度に多くの職員とともに研修す
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る会場の確保が難しいことと、職域の違う立場の人、例えば保育士と栄養士、調理師

がともに学べる環境が整えにくい、各園何人も研修に出せるわけではございませんの

で、そういった意味でも難しいということをいかに解決していくかということです。 

 おしまいに各御家庭との連携では、子どもの情報は御家庭からいただきやすいので

すが、御家庭にこちら側、こちら園側の思いがなかなか届きにくいものです。よって

各園では今の御家庭の現状を丸ごと受けとめましょう。そして園に来ている間は第２

の家庭として、私たちができることをしっかりしていきましょうという気持ちで、

日々保育にあたっている現状でございます。各園では食育計画作成、実践、評価を今

後も行ってより充実した内容になる取り組みを行いたいと思います。 

 以上でございます。 

○春木座長  ありがとうございます。 

 続きまして、大阪市私立幼稚園連合会における食育推進について説明をお願いいた

します。 

○辰巳委員  私立幼稚園連合会の辰巳です。座って失礼いたします。 

 私立幼稚園連合会加盟園１４３園あるのですけれども、私立の私学の独自性という

のがあるので、その中で各園いろいろな形で食育の活動を行っておられます。ことし

も「みんなで食育２０１１」に参加させていただいて、パネル展示もさせていただい

たんですけれども、各幼稚園では基本的には花とかと同じように栽培活動を中心にジ

ャガイモであったりとか、夏野菜であったりとか、サツマイモであったりとか、今の

時期だったら大根を育てたりということで栽培活動で野菜等を育てるということ、私

学の幼稚園などでかなり需用度が大きくてできるだけ生のもの食べるという活動が多

くて、そのままの生の味をまず感じてもらおうという活動が私立幼稚園では多いだろ

うと思っています。それに続きまして、クッキング活動をいろんな食材を使って調理

をしてみるという経験を３歳児からだんだんレベルアップして５歳児だったらおみそ

汁をつくったり、お泊り保育の食事をつくったりという形の活動を各幼稚園で行って
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おられます。それ以外だと保護者の方も巻き込んでのクッキング活動とか栽培活動も

園で始まっているところも少しずつ出てきています。今年度から春木先生の御指導の

もとで、各幼稚園で使える指導案の実践例等々のものを作成するように少しずつ勉強

していって、各幼稚園で食育がきちっと定着するような努力を今後していきたいと思

っております。 

 以上です。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 大阪市消費生活合理化協会、大阪市農業協同組合、大阪百貨店協会、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は、本日御欠席ですので事務

局より御説明をお願いいたします。 

○鈴木健康福祉局健康推進部保健主幹  それでは、事務局より本日御欠席の４団体

について御説明申し上げます。健康福祉局健康推進部の鈴木でございます。座って説

明させていただきます。 

 大阪市消費生活合理化協会です。 

 こ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消費者啓発を主

軸に活動されている団体です。平成２２年度の主な取り組みは５ページの下段に記さ

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まして、食の安全について

の学習会や食肉適性表示実態調査、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しての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も開催されております。 

 今後も食に関する取り組みなどを継続するとともに定期的に開催されておられます

会議、また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。 

 以上です。 

 次に、大阪市農業協同組合について御説明申し上げます。 

 大阪市農業協同組合は、農業者の組織であるとともに地域に根差した組織でありま
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す。取り組み等につきましては、６ページに詳しい記載がございますのでごらんいた

だきたいと思います。平成２２年度につきましては、⑦の農業体験活動を通じて、農

業、農産物、食を学んでいただくサツマイモの収穫体験イベントの「もぎり園」に関

しましては、不作のため中止となりました。今年度につきましては、１１月５日に稲

刈り体験と同時に無事この収穫体験イベントを終了したと報告をいただいております。

また、平成２１年度までは随時で実施しておりました⑧の直売所ですが、平成２２年

の５月からは毎月２回朝市を平野区の支店の前で開催実施されております。これも今

年度そのまま継続されているということをお伺いしております。 

 以上、特に取り組み等につきましては変更はございませんが、このように農業を通

じた食育を積極的に進めていきたいということでした。 

 続きまして、大阪百貨店協会です。 

 大阪百貨店は、平成２３年８月現在に会員加盟７社２２店舗で構成されています団

体でございます。主な取り組みは栄養成分や特定原材料アレルギー表示、「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など食の安心・安全への取り組み。 

 ２つ目の農業体験や講習会、セミナー、また子どもの興味を喚起するような食べ方

の提案等の参加型のプロモーション・イベントの実施。 

 また最後ですが、健康増進法に基づく喫煙対策の実施。 

 このような３つの柱で食育の取り組みをされております。特に平成２１年度とは変

わりございませんが、今後も現行の取り組みを見直しながら継続していくという御報

告をいただいております。 

 次の大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会です。 

 この連合会は大阪府下のめん類や喫茶、すし、中華などの飲食や旅館に関する８つ

の生活衛生同業組合から構成されている団体です。主な取り組みは定例会の開催と、

この後、報告のあります大阪食品衛生協会事業の参加ということで取り組んでいって

おります。 
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 また、官民一体となってヘルシーな外食を普及するための活動を行っております大

阪ヘルシー外食推進協議会の事業の１つであります、「おすすめ！わが店のヘルシー

メニュー２０１０」人気コンテストにも参加いたしました。今後も食育の日の普及啓

発やヘルシーメニューコンテストの参加などに取り組んでいきます。 

 なお、今年の６月の食育月間には食育講演会を実施いたしました。 

 以上です。 

○春木座長  誤記が１ヵ所ありました。大阪百貨店協会さんの主な取り組み左側の

一番下から２行目です。②レストラン、喫茶では「受動禁煙防止」ではなくて「喫煙

防止」ですね。皆さん修正をお願いいたします。 

 では続きまして、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御

説明をお願いいたします。 

○秋山委員  日本チェーンストア協会の秋山です。失礼いたします。きょうお手元

にあります資料がちょっと前任の企業との引き継ぎが悪くて、少し古い資料がついて

おりますので、口頭で今年の取り組みを簡単に報告をさせていただきます。 

 先ほど栄養士会さんからありましたように８月４日に大丸心斎橋店で開催されまし

た食育フェスタ等に協会のほうも参加をいたしました。この食育フェスタにつきまし

ては、大手メーカーさん１８社食育推進事業団という団体が一緒に出席していまして、

各ブースのほうで食育に関するいろんな試飲とか試食とかゲームをして、大変楽しく

やっております。３，０００名の出席予定に対して３，３００名ということでかなり

の方が今回参加されたということでございます。当協会のブースにつきましても１，

５００人を超える子どもさん、お母さんが参加されまして大変盛況にやらせてもらい

ました。 

 この食育フェスタのときに一緒に当協会のほうは愛情お弁当コンテストというのを

やっていまして、これは一般の方からお弁当の企画をもらいまして、それについて当

日投票し合うということでやっております。優秀作品につきましては、実際にお弁当
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をつくりまして、我々チェーンストアですのでスーパーの中で販売もするというふう

なことでやっている企画でして、毎年大変好評です。ことしも優秀賞につきましては、

商品化して販売をするということにしております。 

 それと後、８月の夏休み期間中に我々スーパーの中で食育キャンペーンというのを

やっていまして、地元の子どもさんに食育についていろいろ知ってもらおうというこ

とで店内の一部を使って、そういうイベントなんかも開催をいたしました。 

 以上です。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 続きまして、大阪食品衛生協会における食育推進について御説明をお願いいたしま

す。 

○五島委員  食品衛生協会の五島でございます。座って説明させていただきます。 

 私ども社団法人大阪食品衛生協会はここの文言どおりに食品衛生、また食の安全と

いうことにかかわって活動している団体でございます。そして、ここお手元の資料に

書かせていただいていますように主な取り組みといたしましては、食中毒予防啓発街

頭キャンペーン、食中毒の予防のための安全安心啓発ポスター、標語コンクールなど

を行い、一方でそのタイムリーな演題を設けまして、会員の皆様に講演会を開いてい

く。また行政的な動きにつきまして、国のほうから課長代理を呼びましてお話をいた

だくとかということで広く知識の普及に努めているところでございます。 

 そして、ここには特段書いておりませんが、右側のほうに載っております食の安全

安心認証制度大阪府版というのがございますけれども、これが一番食育とのかかわり

があるかなと考えるところでございます。大阪府食の安全安心推進条例に基づきまし

て、この認証制度が平成２１年４月から発足をしております。当協会は大阪府から認

証機関として指定を受けて、この認証の業務をやっているところでございます。この

認証の対象となりますのは飲食店であったり、食品製造業であったり、食品販売業で

ございます。この認証を申請なさる企業様は自主的な衛生管理は十分であるとともに、
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まずコンプライアンスの向上に努めておられる。こういったところを評価をして認証

を進めていっています。その中に、このコンプライアンスの中にも食育というものを

取り込みまして、こういった食育の知識を積極的に得るようにこの企業は努力してい

るかとか、また食育にかかわるセミナーやシンポジウムに参加しているかとか、メニ

ューに産地を記載しているかとか、カロリー表示を明記したメニューを備えているか

とか、食育の情報発信に協力するため自社のホームページにこれを載せているとか、

店内掲示しているかとか、そういったものを１つの審査の項目として盛り込んでいる

ところでございます。現在、私どものほうで認証施設とさせていただきましたのは大

阪府外に一部ございますけれども、大体１０２施設になっております。現在、学校給

食、パン、米飯、これを製造する施設につきましては、これを全部とるべきであると

いう組合の申し合わせで、現在３１施設のうち約８割がこの認証をとられているとこ

ろでございます。そこで２年後の更新でございまして、その２年の更新がやってまい

っております。この更新も遅滞なく、また漏れることなく申請がなされているところ

でございます。この認証を取得された営業者の方からお聞きしますと、業務意識が変

わったとか、農園業者の意識が変わったとかいうふうな無形のメリットもあるという

ふうに聞いております。このようなことでございまして、この食育につきましてはこ

ういう審査の対象に入れて業者さんに対する普及に努めているところで、今後ともま

た続けてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 以上で、各団体による食育推進報告説明をいただきました。何か御質問、御意見等

がございましたら、どうぞ手を挙げていただきお尋ねください。ございませんか。 

 では、私から聞かせてもらってよろしいですか。今、最後に食品衛生協会さんの安

全安心認証制度事業の説明を聞かせていただいたところなんですけれども、これは、

業者さんが認証してもらうために主体的に申請をされてくるシステムでしょうか。 
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○五島委員  これはあくまでも認証を申請されるということでございまして、その

業界、業者さんによりましてかなり温度差がございますけれども、先ほど申し上げま

したようなパンの組合とかは、特に学校給食関係では積極的でございます。あと、な

かなかなじまないというふうなところで、ホテル関係とかは二の足を踏んでおられる

団体もございますし、できるだけ勧奨するところではございますが、決して無理強い

するわけでもございませんし、ただ１点、これを処理するのにかなり現場に行ってい

ろいろなことをチェックをし、指導をするということで１週間、１０日かかるような

こともございますのでなかなか数をこなせるものでもないと思っております。 

○春木座長  では何かチェックシートのようなものがあって、それを現場で全部チ

ェックされるんですね。 

○五島委員  そうです。７０項目ほどチェックがございまして、そのうちの半分ぐ

らいはやっぱり必須項目で、それは１つでも欠けるとだめだと。 

○春木座長  厳しい。 

○五島委員  はい。あとは必須でございませんので、そこについてはより今後改善

を進めますということで認証は応募しておりますけれども。 

○春木座長  何かラベルか何かを掲示していただける。 

○五島委員  これも「こころちゃんマーク」というのが、大阪府のほうから配られ

ていまして、大阪府のほうでこういったものがつくられております 

○春木座長  そうですか。わかりました。ありがとうございます。 

 ほか、ございませんか。 

○辻本委員  私立幼稚園連合会にちょっとお尋ねしますが、大阪市で何個あるんで

すか。 

○辰巳委員  １４３ですね。 

○辻本委員  その１４３全部入っているんですか。 

○辰巳委員  入っています。私立幼稚園は入っています。 
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○辻本委員  入っているわけですか。 

○辰巳委員  はい。 

○辻本委員  やっぱり年１回、何回か会合はあるのですか、その連合会で。 

○辰巳委員  連合会自体で総会というのは、年に１回あるのですけれども、研究会

等々についてはかなりの回数はしています。役員会みたいな形の各地域から出てくる

役の長とかの会議というのは月１回行っています。研究会はもう本当に年何回ぐらい

ありますかね、トータルでいくと五、六十回はいろんな分野の研究会をやっています。 

○辻本委員  これは幼稚園だけですね。 

○辰巳委員  そうです。 

○辻本委員  幼、小、中、高校も余り関係ないんですか。 

○辰巳委員  私立の小、中、高は関係ないです。幼稚園だけです。 

○辻本委員  どうしても私ら扱っているところは市立の幼稚園ですから、私立のほ

うはどういうシステムにしているんかな、というのが気になるんですけれどもね 

○辰巳委員  システムというのは。 

○辻本委員  健診でも何でも、大体健診ですけれども。 

○辰巳委員  健診などは個別で各幼稚園、私立幼稚園は園医さんとかに頼んで、各

保育園さんも御一緒だと思うのですけれども、個別に全部。 

○辻本委員  園のほうから依頼するわけですね、各地域の先生に。 

○辰巳委員  そうです。 

○辻本委員  連合会全体では関係ないわけですね、個々に、あっせんすると。 

○辰巳委員  そうですね、個々ですね。 

○辻本委員  わかりました。ありがとうございました。 

○春木座長  ほかにございませんか。 

 すみません、進行役が聞きまして、申しわけないんですけれども、チェーンストア

協会さんの小学校の食育活動支援でスーパーマーケットで食育体験「５ＡＤＡＹ」な
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どの取り組みをされているというのがありましたけれども、夏休み中にするとおっし

ゃっていましたね。 

○秋山委員  食育のキャンペーンは夏休み８月にしております。 

○春木座長  こういった体験学習は休み以外でも学校があるときに、小学校から依

頼が入って、そして授業、学外体験学習みたいな形で先生が引率しておられるという

ことですか。 

○秋山委員  そうです。授業の一環で依頼があればお受けして実際に店舗の中で経

験してもらうと。 

○春木座長  各小学校から常に依頼というか、申し込みがあるのでしょうか。 

○秋山委員  ありますね。各スーパーそれぞれに個別にありますけれども。 

○春木座長  大阪市内はどのスーパーマーケットさん、日本チェーンストア協会に

入ってられるところはこういう取り組みをされているのでしょうか。 

○秋山委員  そうですね、基本的には依頼があればお受けすると。ただ各お申し出

によって事情も若干違いますので、やっぱり繁忙時に依頼があれば日にちを変えてほ

しいということはありますけれども、あと曜日の問題もありますので、基本的にはお

受けして体験してもらうということでやっています。 

○春木座長  地元のスーパーマーケットでそういう学習をするというと保護者も一

緒に学ぶことにつながっていき、購入行動に直接つながり、大阪市を含めて大阪府下

の野菜摂取量は全国で一番少ないので、野菜不足を解決する取り組みはよいと思いま

す。 

○秋山委員  そうですね。実際にそういうよい経験をした子どもさんがお家に帰っ

てお母さんと話をして、そこでまたいろいろ理解が深まるというようなことも聞いて

いますので、いいことでもありますので、我々としては積極的にやっていきたいと思

っております。 

○春木座長  ありがとうございます。 
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 ほか、ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○春木座長  そうしましたら、続きまして、大阪市食育推進計画行政における進捗

状況を事務局からお願いいたします。 

○鈴木健康福祉局健康推進部保健主幹  それでは、大阪市の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資料２に基づきまして御報告させていただきます。

行政の進捗状況につきましては、平成２１年度、特に変更の大きかったところを中心

に御報告させていただきます。一括で御報告させていただきますこと、御了承いただ

きたいと思います。座らせていただきます。 

 食育に関する取り組みは各局によりまして、多種多様な状況でございますので細か

く御説明を申し上げるとかなり時間がかかりますので、申し上げましたように少しか

いつまんで御報告させていただきます。 

 まず資料２の１ページから家庭・地域における食育の推進でございます。 

 これは取り組みにつきましては、平成２１年度と大きく変更はございません。まず

１ページ、２ページにはライフステージに応じた食育の推進の記載をしております。

このライフステージに応じた食育の推進ですが、例えば、回数とか指導延べ人数に動

きはございますが、これらの事業の多くは市やまた各区の食育関係機関の団体の皆さ

んや、それからまた地域の関係団体の皆さんの御協力をいただいております事業でご

ざいます。 

 次に、３ページに食に関するボランティア等の育成と支援がございます。 

 これは地域に密着しました食育推進の活動をしていただいておりますボランティア

団体であります大阪市の食生活改善推進員協議会がより一層地域に根差した食育活動

が展開できるように研修会等開催を行っております。研修会の開催の回数は減少して

おりますが、会運営のあり方や地域活動に対する助言指導は年々増加しております。 

 次に、４ページの食育推進ネットワークづくりです。これは地域において食育の推
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進が図れるように各区において保健福祉センターが中心となり食育関係の機関や団体

等で構成いたしております連絡調整会議を開催し、地域における食育が進められるよ

うにネットワークづくりを行っています。平成２０年度から立ち上げました連絡調整

会議なんですが平成２０年度、２１、２２と連絡調整会議の開催回数は大きく増加し

ております。市におきましては、食育推進連絡調整会議、また大阪市の食育推進庁内

会議の構成団体、関係局と連携、協力し効果的な食育の推進に努めていきたいと思っ

ています。 

 一番最後、ＩＴを活用した食育の推進でございます。 

 これは平成２１年３月から市のホームページに、健康・栄養情報を発信しておりま

す。引き続き食育月間など適切な時期に内容を更新し、関係局と連携を図りながら市

民の方々への情報提供に努めるとともに、とりわけ若い世代の方々への健康・栄養情

報の発信にも努めていきたいと思っております。 

 次に、５ページからの教育・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２１年度と大きい変更はござ

いません。まず５ページの保育所でございますが、平成２１年度から各保育所におき

まして、食育活動計画に基づいて０歳から５歳児までのすべての児童へ発達段階に応

じた食育に取り組んでおります。実績につきましては、進捗状況及び事業の実績等ご

らんいただいたらおわかりになるかと思いますが、この中の実績の表の一番下のとこ

ろですね、この実績の表の回数及び延べ人数は、こども青少年局栄養士による食育活

動であり、欄外に挙がっております数字は平成２１年度より各保育所独自で取り組み

ました、例えば保育士さんや調理員さん等の食育の活動の数字でございます。 

 次６ページですが、各区にあります地域子育て支援センター、また北区にあります

子育ていろいろ相談センターにおける食育でございますが、この食育の推進について

の実績は進捗状況欄にまとめております。なお、その横の課題・今後の見直しの方向

性等の欄には、今年度の状況、また課題を記載しております。 
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 次に幼稚園における食育の推進でございます。７ページでございます。 

 幼稚園における食育の推進も特に変わりはございませんが、今後も視聴覚教材の利

用や、また園庭での栽培活動、また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たいと考えております。 

 続きまして、８ページの学校における食育でございます。 

 学校における食育は、給食の時間はもとより、各教科とか、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に努めてまいりたいと考えております。 

 まず８ページ、一番上に書いております食に関する指導内容の充実、それから積極

的に進めるための推進組織の設置でございますが、食に関する指導にかかる全体計画

の策定は小学校、中学校とも１００％となり、小学校、中学校通じて計画の策定はで

きております。今後は指導内容の充実、また食育を進めるための組織ですね、特化し

た組織についての設置等について努めてまいりたいと思います。 

 次は１０ページの３段目でございますが、献立の多様化に向けた新食品、また新献

立の開発を目的として実施しております献立調理研究会の試食会をこの平成２２年度

より学校給食展の中に位置づけをしまして、保護者の皆様方にさらなる、その啓発に

重点を置いた形で実施いたしました。 

 その次の４段目の地産地消・郷土料理の推進ですが、平成２２年度から学校給食の

食材として、なにわの伝統野菜、田辺大根の使用と開始いたしましたが、数量に限り

がありますので、全校実施にはなりませんでした。順次残りの学校でも使用できるよ

うに調整していきたいと考えております。 

 このように教育、また保育における食育につきましては、児童や生徒だけではなく

保護者へのお便り等の配付、またホームページによる情報発信、昼食の参観、食育展

等を開催し、食育に関する指導の理解と啓発を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、１１ページからの生産・流通・消費分野における食育の推進でござい

ます。 
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 １１ページの農業体験事業、それから市民援農の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の強化の事業は、前回も御説明申し上げましたとおり平成

２１年度末までの事業で、平成２２年度につきましては、事業をいたしておりません。

また、１１ページの左の一番下に書いてあります大阪市の農業フェアに関しましては、

市民の市内産の農産物に対する関心を高めるとともに、農家の農作物栽培技術と品質

の向上に貢献するというところから開催を継続して行っていきたいと計画しておりま

す。 

 また、次のページの１２ページのなにわの伝統野菜の生産振興と普及・啓発事業で

すが、伝統野菜の振興が一定の成果を上げましたために、幾つかの事業は終了いたし

ました。ただ、平成２２年度からは「なにわの伝統野菜フェスタ」と同時に開催され

ておりました「ふるさとの食にっぽんの食」の中で関連事業者の出展や、「こども体

験隊ネット」に伝統野菜の栽培の取り組む小学校が参加してまいりました。なお、伝

統野菜の認証事業につきましては、引き続き継続して行っております。 

 次にございます市場体験ツアーの開催や、小学生を対象といたしました出張料理教

室につきましては、継続して実施するとともにその他さまざまなイベント等と連携し、

幅広い層への食育の推進に努めてまいりたいと考えております。なお、高校生を対象

に実施しておりました市場職業体験は、平成２１年度をもって終了しております。 

 次に１３ページでございます。 

 地域のごみの減量等にかかわる啓発事業の１つでもあります親子料理教室の開催に

向けて、今後も環境事業センターと各区の保健福祉センターの共催で開催できるよう

に調整してまいりたいと考えております。なお、平成２２年度におきましては、「親

子で学ぼうエコツアー」の中でエコ・クッキングを開催いたしました。 

 次の消費者センターでの出前講座の開催ですが、食をテーマとしたものは平成１９

年度で終了いたしましたが、平成２１年度からは国の基金を活用して「食の安全・安

心講座」を実施しております。 
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 次の１４ページの食品の安全性の確保でございます。 

 毎年広く市民の皆様の御意見をいただいて策定しております「大阪市食品衛生監視

指導計画」に基づき、市民参加型食品衛生事業であります「食品衛生モニター」や市

民・食品事業者との意見交換会の実施など食品の安全性の確保に向けての取り組みを

進めております。実績につきましては、次の１６ページの次に表１から表６を添付し

ておりますので、ご覧いただきたいと思います。今後も関係部局、また団体、事業者

と連携を強化して事業の充実を図ってまいります。 

 次に１６ページの関係機関、団体等が連携・協働した食育の推進でございます。 

 この中の①は各区で開催しております健康展、それから区民まつり等、次の②は大

阪市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」のそれぞれの食

育コーナーにおいての取り組みでございます。 

 また③の「ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード」につきましては、本日の綴じてお

ります資料一番最後の参考資料に昨年度実施いたしました報告書、並びにレシピ集を

添付しております。なお、この事業は平成２０年から２２年度の３年間の事業といた

しまして健康福祉局、経済局、教育委員会事務局の３局により実施いたしました。今

後はこのコンテストの受賞作品の商品化やレシピ集等を媒体としました食育を推進し

てまいりたいと考えております。 

 ④の事業は平成２０年度単年度の事業です。なお、本年６月の食育月間に実施いた

しました「みんなで食育」の開催、また運営には委員の皆様方には大変お世話になり

ました。ありがとうございました。今後は住民により身近な地域での総合的な取り組

みをも検討してまいります。 

 以上で、行政における進捗状況の報告とさせていただきます。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 たくさんありましたけれども、ただいまの説明について、何か御質問、ご意見等ご

ざいませんか。 
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○鈴木健康福祉局健康推進部保健主幹  済みません、続きまして水道局が本日欠席

しておりますので、水道局の資料について、申し訳ございませんが一緒に説明させて

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○春木座長  はい、どうぞ。 

○鈴木健康福祉局健康推進部保健主幹  済みません、では続きまして、１７ページ

の水道局からの食育の取り組みについての情報提供について御説明していきたいと思 

います。急遽水道局欠席となりましたので、この資料添付のみとなりました。取り組

み等には大きく変更はございませんが、浄水場見学を平成２１年度までは火曜日から

金曜日で実施しておりましたが、平成２２年度からは月曜日も実施するとともに、見

学のプログラムの見直しや、環境、それから災害対策メニューも作成いたしました。

なお、平成２２年９月には来館者累計１００万人を突破いたしました。実績につきま

しては、資料をごらんいただきたいと思います。水道局の資料につきましては、以上

でございます。 

 今後も関係団体、また関係機関等々、連携・協働し、広く市民運動として食育を推

進してまいりたいと考えております。御協力いただきますようによろしくお願いいた

します。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 水道局も含めまして再度御質問、御意見等ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○春木座長  では、そうしましたら次に進めさせていただきます。 

 議題の２、次期大阪市食育推進計画について、事務局より御説明いただきます。 

○鈴木健康福祉局健康推進部保健主幹  続きまして、大阪市の次期食育推進計画に

ついて御説明申し上げます。 

 大阪市の食育推進計画は御存じのように国の食育推進基本計画や、大阪府の食育推

進計画に基づき策定し、また大阪市の健康増進計画「すこやか大阪２１」の中の「栄
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養・食生活」等と整合性を図りながら食育を推進しております。大阪市の食育推進計

画は、平成２４年度でこの計画の最終年度となりますことから、来年度これまでの取

り組みに対する評価を行うとともに、国及び大阪府の第２次計画、また次期大阪市の

健康増進計画を踏まえ、策定を予定しております。ことし平成２３年３月、座長の春

木委員からもお話がありましたが、国におきまして第２次食育推進基本計画が定めら

れました。お手元の資料の３の２枚目のほうをごらんいただけますでしょうか。第２

次食育推進基本計画についてと書いております１枚ものでございます。簡単に国のほ

うの基本計画について御説明させていただきます。 

 第２次食育推進基本計画の構成と概要についてですが、この計画は平成２３年度か

ら２７年度までの５年間を対象として策定されました。新しい計画のポイントですが、

春木委員からもお話がありましたように、コンセプトは周知から実践へということを

概念に３つの基本的な方針、この重点課題を挙げております。 

 まず、内容は下にあります新しい計画の概要に書いておりますように、第１の食育

推進に関する施策についての基本的な方針、第２に目標ですね、それから第３が食育

の総合的な促進、第４が必要な事項という、この１から第４の事項で構成されており

ます。この中の下線部は新規の部分でございます。まず、第１のところの重点課題の

中でありますように、生涯にわたるライフステージに応じた間断のない食育の推進、

それから２つ目が生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進、③家庭における

共食を通じた子供への食育の推進、この３つが重点課題として挙げられております。

第２の目標のところには数値目標等が記されております。この目標値は平成２７年度

までの達成を目指しているものです。（１）から（１１）までございますが、新しく

なりました部分、新しく追加されました（２）と（６）と（７）と（９）について御

説明させていただきたいと思います。 

 （２）の朝食、または夕食を家族とともに一緒に食べる、ともに食べる共食の回数

の増加が挙げられております。現状値は朝御飯、夕御飯ですね、週に大体平均９回と
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いうものを１０回以上という回数を挙げております。 

 次（６）の内臓脂肪症候群、メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切

な食事、運動等を継続的に実践している。これが先ほどの周知から実践へというとこ

ろにもかかってくるんですが、前回の計画では、もう十分食育なり、それからこのメ

タボリックシンドロームというようなものが認知され、数値目標も達成されておりま

す。今後はこれを継続的に実践するということで、現在４１．５％から目標値として

５０％以上と挙げられております。 

 次７番目のよく噛んで、味わって食べるなど食べ方に関心のある国民の割合の増加、

現在７０．２％から８０％以上というところに上がってきております。これは豊かな

生活、健やかな生活を過ごすためには十分な口腔機能の発達とか維持が必要であると

いうこと、また食べることというのは、単に身体の栄養だけではなく、味わいとか心

のくつろぎということにもつながりますので、食べ方に関心を持ってもらうことが重

要であるということが挙げられております。よく噛んで味わって食べる、歯科保健分

野のところにかかわってくるところでございます。これに関しましては、高齢者の食

生活の向上にも有効だと言われております。 

 次、（９）ですが、農林漁業体験を経験した国民の割合の増加も、２７％から目標

値３０％以上ということで挙がっております。あと、この食育を総合的に促進するた

めの事項が第３に、それから必要な事項が第４にということで挙げられております。 

 以上が、簡単ではございますが、国の第２次食育推進基本計画の概要でございます。 

 前置きが大変長くなりましたが、この国の基本計画、また大阪府の次期計画、これ

は今年度策定される予定ですので、このような国の計画、それから大阪府の次期計画、

また大阪市の健康増進計画「すこやか大阪２１」も平成２４年度までの計画でありま

すので、次期健康増進計画との足並みをそろえながら大阪市の推進計画も策定を予定

しております。 

 先ほどのお手元の資料２の１枚目をもう一度ごらんいただきたいと思います。 
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 次期大阪市の食育推進計画についてのタイムスケジュールでございます。本日、進

捗状況等の報告、またこのように次期計画についての説明をさせていただいておりま

すが、現在、国民健康栄養調査や市民を対象としました食育に関するアンケート等に

よりまして、今の食育計画の評価にかかわるデータの分析に取り組み始めました。こ

の後、最終評価に達成状況等を分析、また評価素案の作成をさせていただき、この最

終評価につきましては、また今年度２月か３月ぐらいに再度この会議を開催して御報

告させていただきたいと考えております。それを踏まえ、平成２４年度には具体的に

次期の計画につきましての作業を進めていきたいと考えております。タイムスケジュ

ールをこのように示しておりますが、作業等の進捗によりまして、多少の変更が生じ

る可能性もございますが、おおむねこのように進めてまいりたいと考えております。

次期計画の策定に向けまして、先ほど申し上げましたように今年度末、２月、３月ぐ

らいには再度会議の開催を予定しておりますので、御協力よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○春木座長  ありがとうございました。 

 ただいまの第２次食育推進基本計画についてというのは、国の現段階のことを踏ま

えて、次期に向けてという予定のお話を聞かせていただきました。このあたりについ

て現状を踏まえてというのが次回になりますが、各団体様お取り組みいただいており

ます、あるいは各部署で取り組んでいただいております。何かございますか。 

 国がこの平成２３年度から第２次計画をスタートしまして、次年度平成２４年度に

は大阪府が第２次をスタートします。現在策定中です。大阪市としましては、それら

を受けまして平成２４年度中に策定して平成２５年４月から第２次食育推進計画をス

タートするという段取りになっています。来年度は策定にはいりますので、これまで

の取り組み、第１次についての取り組みを評価するためにデータ解析中というように

今、鈴木主幹からお話がありました。評価について、何かこんなものも見られるので

すかとか、今取り組んでいますと、ここはどうなんだろうみたいなことが気になった
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り、あるいはやっていることが果たして市民の食育に貢献できているのかどうかが見

えないような取り組みをしてしまうこともままありますねそのあたりを考えると第１

次の評価をするということはとても重要になってきますので、現在実施されつつ気に

なることだとか、この結果こんなことがわかればいいのになあとかいうことが、もし、

ありましたら今事務局のお伝えいただきますと、それらも考慮して解析してくれると

思いますけれども、いかがですか。 

特にございませんか。よろしいですか。また、事務局のほうで作業をしたり、食育を

進めていく中で気づかれることもあろうかと思います。その場合はぜひその時点で事

務局に提案なり進言をしておいていただきますと、よりよい２次計画につなげていく

ということができるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、その他に移ります。何かその他に予定されていることの依頼以外

で、もしお尋ね等々ありましたらどうぞ。 

○薦田健康福祉局健康推進部健康づくり課長  すみません、事務局のほうから１点

ございます。健康づくり課長の薦田でございます。 

 資料４と資料５でございますが、まず資料４、次期大阪市健康増進計画をご覧くだ

さいませ。ちょっと座って説明させていただきます。 

 今、鈴木のほうから御説明申し上げましたように、この食育の推進計画、それから

健康増進計画というのはお互いに密接に結びついているものでございます。食育のほ

うは、当然食に関する正しい知識を軸にいろいろと計画をやっていく、健康増進計画

は、健康一般ということでございますが、互いに項目といたしまして重複する部分も

多い、それから目標等の設定についても基本的には同じ部分というのは出てくるとい

うことで、今大阪市におきましては同様の期間、同様の評価ということでこれを進め

るということでやっております。お手元の資料４の冒頭にございますように、先ほど

資料３でありました食育の計画、ここも同様のような進め方ということで、今年いっ

ぱいに最終評価、目標の項目の評価を行いまして平成２４年度へ新計画案を策定して



－31－ 

まいりたいと考えております。ちょっと健康増進計画に触れまして、この委員会でこ

れまで余り御説明という機会がなかったと思いますので、次のところに「すこやか大

阪２１」、現在も健康増進計画でございますけれども、そちらの簡単なパンフレット

を添付しております。１枚めくっていただきますと、「すこやか大阪２１」の概要が

書いております。左上のところにございますように「すこやか大阪２１」の目的とし

ましては、「すべての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市

大阪の実現」ということで、健康増進計画「すこやか大阪２１」と策定したところで

ございます。現在、これの最終に近づいてきておりますけれども、４つの基本方針、

それから１０の対象分野ということで、今ここで御審議いただいている食育にかかわ

るものとしまして対象分野の中では栄養食生活、それ以外にも身体活動、運動であり

ますとか、例えば歯の健康、がん、肝臓病等１０の対象分野を取り組むということで

決めております。その右側にありますように、もともとこの計画自体は平成２２年が

最終年度ということで、当初は１０年間の計画で予定しておりましたものが、食育推

進計画等々、特に密接に関係する計画がございまして２年間延長して平成２４年まで

の計画ということで、これは中間時点で見直して後期計画という形で策定した内容で

ございます。今後また食育とあわせまして、いろいろと評価等を進めてまいりたいと

考えておりますが、ここであわせまして、資料５をご覧くださいませ。 

 このすこやかの後期計画、「すこやか大阪２１」の後期計画の中で実は重点として

こういった「すこやかパートナー制度」というのを設けております。この場にお集ま

りの委員さん方の会におきましても、このパートナーに参加いただいているところが

多数ございますけれども、なかなかこの参加がふえていかないというような現状もご

ざいまして、この際また皆様方に御紹介し、またみずからの団体、あるいは心当たり

のある団体がありましたら入っていただけたらということで、時間をお借りするよう

な形になり申しわけございませんが、御紹介させていただいております。 

 すこやかパートナーのどういった内容かというのは規約等もございますけれども、
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なかなか実情が見えにくいということで、この「すこやかパートナー通信」というの

が資料５の真ん中あたりから先の部分に添付させていただいております。これは大阪

市とすこやかパートナー、いろんな協働事業等行っておりますので、そういった実績

等をこういったニュースの形で簡単に示しております。先ほど１枚めくっていただき

ますと、例えば日本ＷＨＯ協会等もございますし、さらにもう１枚めくっていただき

ましてパートナーさんの活動の紹介ということで、先ほど五嶋委員からもありました

食生活改善推進員協議会と大阪市の事業に協力していただいた実例、こういった形で

挙げております。パートナー活動といいましても、ごく簡単に申し上げますと、大阪

市の健康増進に志を同じくするような方に一緒に進めていこうということで特段の会

議等はなく、別段財政等の支援もございませんがこういった形でのＰＲの機会、また

活動相手、一緒に協働する相手というようなところで、参考にしていただけるのでは

ないかと思います。さらにもう１枚めくっていただきますと、現在のパートナー団体、

これ１４３団体こちらに挙がっておりますけれども、こういったところに既に御参画

いただいているような制度でございます。こちらもちょっと既にもう参加していただ

いている団体、この会議の関係でもたくさん参加していただいておりますけれども、

ぜひ御参加いただく、あるいは心当たりがありましたら御紹介いただきたいというこ

とで、お時間をお借りして御説明申し上げました。 

 私のほうからは、以上でございます。 

○春木座長  ありがとうございます。 

 ただいまの「すこやかパートナー制度」等につきまして、事務局からお話を伺いま

した。何か御質問や御意見ございませんか。 

 宮川先生。 

○宮川委員  大阪府医師会の宮川でございます。 

 ２つあるのですけれども、１つは申しわけないのですけれども、先ほどの第２次食

育推進基本計画のところに関連するのですけれども、私これを読ませていただきまし
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て、我々医師会といたしましては、特に関係するのがメタボリックシンドロームとい

うことで、このために適切な食事、運動等を継続的に実践している国民の割合の増加

の目標値があるわけですけれども、実際言いますと、やはり私も肥満ですけれども肥

満とか、あるいは食事でいくと塩分制限とかコレステロールの制限というお話になる

のですけれども、やはりそういう細かい項目というのはなかなか難しいところもござ

いますので、やはりこういう形の目標値でいいのかなと考えておりますので、この辺

結果がさらに出てきましたら、また我々としましても、さらにどのように考えてやっ

ていくべきかということを検討していきたいというのが１点でございます。そのよう

に感じました。 

 それと２つ目ですけれども、ただいま「すこやか大阪２１」と御説明いただいたの

ですけれども、その中で見ますと、このパンフレットを見させていただきますと４ペ

ージの図４でございますが、平均寿命について書かれておりますが、このすこやか大

阪を通じまして大阪市さんを中心にいたしまして大変御努力いただきまして、恐らく

この食育の会もそうですし、我々いろんな団体が協力して、先ほどお話ありましたよ

うな目標値に到達したものもあるし、かなり到達しつつあるものもあるし、そういう

状況で非常にいい方向に向いているかとは思うんですけれども、ただこのグラフを見

ますと、我々も非常に医師として重く受けとめねばならないわけですが、この平均寿

命が大阪市に住んでおられる方々が全国平均に比べまして、女性、男性ともにこの平

行線の状態をずっとたどっているということでございます。これは本当に憂いべき状

態だと思います。我々大阪府医師会といたしましては、これを改善するために、さら

にさまざまいろんなことに努力しなくてはならないと思うし、医療だけではもちろん

ないのですけれども、さまざまな努力をせねばならないなというふうに非常に考えて

いるところでございます。ぜひ大阪市さんにおかれましては、今後とも指導的立場で

さまざまな御支援、御協力いただきますように、この機会を通じましてお願いいたし

たいなというふうに思います。 
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○春木座長  事務局、何か一言ございますか。 

○薦田健康福祉局健康推進部健康づくり課長  ありがとうございます。 

 また各指標でございますけれども、今年度中に最終評価ということでアンケート調

査等の結果、すこやか大阪のみに関するものはすこやか大阪の委員会ということにな

ると思いますけれども、食育にも関する項目もたくさんございますので、またこちら

の会でも報告させていただきたいと思います。平均寿命、健康寿命に関しましては、

大阪市は確かに状況は非常に悪いということで、またここにお集まりの皆さん方、大

変こういった改善ということで御尽力いただいているところと思っております。大阪

市としても引き続き次期計画におきましても、この改善とか全国平均に少しでも近づ

けて、できればそれを超えたいということを思っておりますけれども、なかなか一気

にそこまで無理とは思いますが、少しでも健康寿命を延伸させるということで取り組

みを進めてまいりたいと考えておりますので、また御協力のほどよろしくお願いいた

します。 

○春木座長  ありがとうございます。生活習慣病予防からメタボリックシンドロー

ム、その前期症候といいますか、生活習慣病と診断される前の段階で対処しようとい

うのが、このメタボリックシンドローム特定保健検診・保健指導だと思います。 

プライマリーにケアをしましょうというのが健康づくりにおいて鉄則になってい

ます。元気なときというのはなかなか気づかなくて、皆さん知識を山と持っていらっ

しゃるのですが、生活実践につなげることが難しいということのようです。先生方も

たいへん憂いておられます。私はメタボリックシンドロームも中年期になってからで

は遅いと思っておりまして、もう少し若い世代、３０代くらいですかね、まだそのあ

たりデータもそう悪くなくて皆さん「私は違う」だろうと安心しています。プライマ

リーケアに限ります。大阪市は、もう少し若い世代をサポートする取り組みをされて

いますので、少しそのあたりに関しては、ワンジェネレーション前倒しで施策を当て

ていくというのも１つの方法というか、それしかないかなと思います。医師会の先生
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方も深刻に受けとめられて対応していただいているというのはありがたいことです。

この汚名を早くに脱するように、よろしくお願いしたいと思います。 

 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 今、パートナーシップの御説明をいただきました、すこやかパートナーと言葉は聞

いていたのですけれど、勉強不足でよくわからなかったのです。既にこれだけの団体

さんが加盟されていて、ノルマのないかわりに支援もしないというのはいかがでしょ

う。このパートナーに登録されている各種団体さんにとってメリットというのか、や

る気を起こす何かはどこから出てくるのでしょうか。 

○薦田健康福祉局健康推進部健康づくり課長  申しわけございません。支援がない

というのは財政的支援がないということでございまして、例えば、こういった形での

ＰＲ的な支援ですね。というのは例えば大阪市のホームページというのもございます

し、あと今年度からですけれども、各区にパートナーとしての活動に限るのですけれ

ども、チラシを置く専用のスペースを設けております。そういったものは一定のメリ

ットになると考えております。特に我々が重視していきたいなと思っておりますのが、

パートナーさんと、それから我々大阪市各区の保健福祉センター等との意見交換会と

いうのは定期的に開催しております。そういったものをきっかけにいろいろと協働の

事業、一緒に区のセンター、それからパートナーさん、あるいはパートナーさん同士

が協働で行う事業というのを実際幾つか出てきております。今回の報告ではっきりそ

ういうのがないのですけれども、例えば、この春、長居公園で、「ウォーキングの

会」というのを開催いたしましたけれども、こういったものも、このパートナー活動

がきっかけになりまして実施できたものでございます。市民に有益な健康に関する活

動をやっているところの情報を幅広くお伝えして、またそれぞれの会においては参加

者を増員するとか、あるいは新たな協働先、一緒に行える、事業の幅が膨らむ、そう

いったことを通じて、この活動のメリットというのを出していきたいと考えておりま

す。 
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○春木座長  ありがとうございます。 

 財政的支援を大阪市に言っても無理だというのはよくわかっているので、例えば、

何か賞を授与するというのですか、すばらしいパートナーで取り組みをされた団体に

「すこやか賞」などを授与するなどはいかがでしょう。 

○薦田健康福祉局健康推進部健康づくり課長  大変ありがたい提案をいただきまし

た。今までパートナーの数も少なかったので、そういったことは特段起こっておりま

せんでしたけれども、確かに今いろんなところでいろんな活動をしていただいており

ます。そうした中で市民に対して大変資するというような活動に関しまして、何らか

の、表彰状という形がどうかですが、広くこういうふうに頑張っていただいていると

いうのを市民に知っていただけるようなことを検討していきたいと思います。 

○春木座長  ホームページも開設されているということなので、ホームページでそ

ういう表彰、ことしのパートナー何とか賞として周知すると、皆さんなさったことが

ネット上で確認できて少し自尊感情も高まって、また頑張りましょうという気持ちに

つながることもあるかと思います。御検討いただければと思います。公開されている

ホームページの検索率は月間で幾らなどとれますか。 

○薦田健康福祉局健康推進部健康づくり課長  市のホームページはかなり大ざっぱ

にしか今どこのページがどうというのがとれない形になっていまして、個別のページ

というのはなかなか難しいです。パートナー活動のところで新しい事業がありました

ら、結構問い合わせ等もありますので、そこそこの方には見ていただいているのかな

という実感はございます。 

○春木座長  わかりました。 

 では、ほかにございませんか。この際に、アイデアも出るかと思います。各委員の

先生方、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○春木座長  では、そろそろ予定の時間も参りましたので、大阪市食育推進連絡調
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整会議を終了させていただきます。 

 後、司会の方にお願いいたします。 

○司会  委員の皆様方には長時間にわたり熱心な御協議いただきまして、どうもあ

りがとうございました。先ほど事務局のほうから御説明しましたように、次回、来年

の２月か３月ごろに最終評価に向けまして、大阪市食育推進連絡調整会議を開催して

まいりたいと考えております。今後とも、委員の皆様方の力をお借りしながら積極的

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ので、引き続き御協力よろし

くお願いいたします。 

 これをもちまして、第３回大阪市食育推進連絡調整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― 


