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第５回大阪市食育推進連絡調整会議 会議録 

 

司会：健康局健康推進部 藏田健康づくり課長代理 

 

１ 実施日時 平成２４年１２月６日（木）午後２時～午後３時４５分 

２ 実施場所 大阪市役所 Ｐ１（屋上階）会議室 

 

○司会  お待たせしました。定刻になりましたのでただいまから第５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、

大阪市健康局健康推進部健康づくり課長代理の藏田といいます。どうぞよろしくお願

いします。 

 それでは開会に当たりまして、林健康局長から御挨拶申し上げます。 

○林健康局長  皆さんこんにちは。健康局長の林でございます。 

 本日は師走の何かとお忙しい中を、この食育推進連絡調整会議に御出席を賜りまし

て、厚く御礼を申し上げます。また、委員の皆様方には平素から食育の推進をはじめ、

私どもの大阪市健康行政に格別の御理解と御支援を賜っておりますことに対しまして

も、重ねて厚く御礼を申し上げたいと存じます。 

 私ども大阪市におけます食育の推進につきましては、平成２０年３月に策定をいた

しました現行の大阪市食育推進計画に基づきまして、関係各局ともども本日御出席の

各団体の皆様方の御協力をいただきながら、積極的に進めてまいったところでござい

ます。ただ、昨年度の最終評価におきまして、食育への関心は非常に高まっておりま

すけれども、野菜の摂取不足でありますとか、あるいは朝食の欠食といったことにつ

きまして、まだまだ課題が多いという結果となっております。 

 したがいまして今後とも、私ども市民の皆様方が食に関する正しい知識を持ってい

ただき、これに基づいて効果的な実践をしていただけるよう、引き続き食育の推進に
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努めなければならないというふうに認識しておるところでございます。 

 本日は現行の計画が今年度末をもって終了となりますことから、新たな来年度から

の５カ年の食育推進計画の素案を皆様方からの活発な御意見、あるいは御指摘をいた

だきながら煮詰めていきたいと考えております。今日は限られた時間でございますけ

れども、十分な御議論をいただきますように、よろしくお願いを申し上げまして、開

催に当たっての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○司会  次に、お手元に配付しております資料につきまして確認させていただきま

す。 

 まず、ファイルとじにしてある資料で、第５回大阪市食育推進連絡調整会議次第、

次に資料一覧、続きまして、資料１でございますが、大阪市食育推進計画進捗状況

（関係団体）、資料２、大阪市食育推進計画の進捗状況（行政）、資料３、大阪市食

育推進計画の数値目標と達成状況、資料４、次期「大阪市食育推進計画概要」（案）、

資料５、次期「大阪市食育推進計画」（案）、資料６、大阪市食育推進計画の推進に

ついて。参考資料としまして「第２次食育推進基本計画」概要、「第２次大阪府食育

推進計画」概要、また、ファイルとは別になっていますが、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）でございます。 

 以上でございますが、資料はそろっておられますでしょうか。 

 よろしいでございましょうか。そうしましたら、本日でございますが、１１名の委

員の先生方に御出席いただいております。前回、３月に開催いたしました会議以降、

新たに約半数の委員の方々に御就任いただいております。本日御紹介させていただき

ます。 

 まず、お手元の大阪市食育推進連絡調整会議委員名簿及び会議席次表をごらんくだ

さい。  

 まず、座長の春木委員でございます。 
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○春木委員  春木でございます。よろしくお願いします。 

○司会  正面向かって左手前から、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。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  山下晶子委員でございます。 

○山下晶子委員  山下でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会  松本委員でございます。 

○松本委員  松本でございます。よろしくお願いいたします。 

○司会  杉本委員でございます。 

○杉本委員  杉本でございます。よろしくお願いします。 

○司会  岡本委員でございます。 

○岡本委員  岡本でございます。よろしくお願いします。 

○司会  安達委員でございます。 

○安達委員  安達です。よろしくお願いいたします。 

○司会  武田委員でございます。 

○武田委員  武田でございます。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。よろしくどうぞ。 

○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。どうぞよろしくお願いします。 

○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  なお本日、宮川委員、藤原委員、房本委員、山下文彦委員、南野委員にお

かれましては、御欠席と御連絡をいただいております。 

 続きまして、当市からの出席者でございますが、先ほど御挨拶を申し上げました林

健康局長でございます。 
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○林健康局長  林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会  寺川首席医務監でございます。 

○寺川首席医務監  寺川です。よろしくお願いいたします。 

○司会  山口健康推進部長でございます。 

○山口健康推進部長  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  ほかに、食育に関連いたします市民局、健康局、こども青少年局、経済部、

中央卸売市場、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ので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 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持って伺いますので、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

す。 

○春木座長  それでは、第５回連絡調整会議を始めます。 

 先ほど健康局長の御挨拶にもありましたように、第２次食育推進計画を立ち上げて

いきます。第１次計画はどうであったかと言いますと、健康によい食生活に関する知

識はある程度、全国の状況と同様に、身につけていただくことができました。これは

かなり広報に力を入れていただいたからだと思います。しかしながら、朝ごはんを毎

日食べることは体にいいんだよとわかっていても、それはなかなか実行できないとい

う実態があり、知識と行動を繋ぐことは大変難しいものです。 

 知識を行動に移していくにはちょっと大きな山がありますね。そこを何とか越えよ

うというのがこの第２次計画の第一課題となっており、国の食育推進基本計画のキャ

ッチコピーでは「周知から実践へ」と呼びかけられています。すなわち、“正しい知

識に基づき行動へ”ということになります。大阪市の第１次食育推進計画におきまし

ても、同様の結果であり、第２次計画が頑張りどころとなります。昨今は、情報網が
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張りめぐらされ、知識伝達は比較的、容易となっています。しかしながら、習慣とな

っている行動を修正して望ましい行動へ持っていく、特に健康行動というのは、何々

しようというよりは、何々せねばならないという、私は“ねばならない行動”と言っ

てますが・・・、かなりエネルギーを要します。そこのところをこれからどうしてい

くかという第２次食育推進計画は非常に高い山を登っていく段階となります。各委員

の皆さま方、市役所の各職員の皆さま方とともに、大阪市の食育推進をすすめてまい

りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に移ります。議題１の「大阪市食育推進計画の進捗状況」について、

健康局健康づくり課より説明をお願いいたします。 

○永野健康づくり課保健主幹  健康局健康推進部保健主幹の永野でございます。 

 大阪市食育推進計画の進捗状況につきまして、資料１、及び資料２を御参照くださ

い。食育に関する多種多様な事業の進捗状況でございます。関係団体のこれまでの活

動とその評価、また昨年度特に変更がありましたところを中心に、私から説明させて

いただきます。それでは座らせていただきます。 

 資料１をごらんください。初めに、地域・職域分野ですけれども、１ページの上段、

大変字が小さくて申しわけございません。大阪市食生活改善推進協議会、また２ペー

ジ上段の、大阪府栄養士会では、それぞれ子どもたちを対象とした食生活教室等を開

催し、調理実習を通して子どもたちが食の大切さ、楽しさを体験し、正しい食生活を

身につけるなど食育活動の趣旨に基づき事業を展開していただきました。大阪市ヘル

スジャンボリーや、食育フェスタなどイベントに参画し、食生活の関心を高める働き

かけや行動修正にむけてきっかけをつくっていただき、市民の健康増進に寄与してい

ただきました。 

 また、１ページ下段の大阪府医師会、次ページ下段の大阪府歯科医師会、３ページ

上段の大阪府薬剤師会につきましては、各区での健康展あるいは健康まつりを開催し、

生活習慣病予防ですとか、薬の適正化などの啓発活動を行っていただきました。また、
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大阪府歯科医師会におかれましては、母子保健事業の中で歯科衛生対策に取り組んで

いただきました。大阪府医師会、大阪府歯科医師会、大阪府薬剤師会、大阪府栄養士

会におかれましては、市民や府民を対象とした健康講座や健康フォーラム等を開催し、

市民の栄養改善や健康増進に寄与していただきました。 

 続いて、教育・保育の分野ですけれども、３ページの下段の大阪市学校保健会では、

各区学校保健協議会における保健大会で食育関連の講演会等を実施していただきまし

た。 

 ４ページに移ります。大阪市私立保育園連盟では、平成２３年度の取組として、主

な取組進捗状況の中の１項目目の平成２３年度にレシピの献立集の発行及び３項目目

の調理講習会として、最近購入のふえております、スチームコンベクション講習会を

開催され、各園での調理に活用されました。 

 ５ページの上段の、大阪市私立幼稚園連合会では、組織的に食育を取り上げられる

ことはありませんでしたが、これまでの研究、あるいは研修で学習した内容を保育活

動に生かし、食育を意識した実践活動を行っていただいております。 

 次に、生産・流通・消費分野ですけれども、５ページ下段の、大阪市消費生活合理

化協会では、２３年度については学習会や適正表示実態調査、あるいは懇談会等を実

施していただいておりますが、今年度については活動を休止されておられます。 

 ６ページにまいります。大阪市農業協同組合では、これまでの活動に加え、右枠の

課題、今後の見直しの方向性の⑦のとおり、平成２３年度には田植えから稲刈りまで

を体験していただく企画を実施していただきました。 

 ７ページ上段の近畿百貨店協会におかれましては、各事業年度に食の安全・安心へ

の取組や、関係法令への遵守への取組等を通じ、お客様からの信頼をいただけるよう、

協会として積極的な食育活動を展開していただきました。 

 また、７ページ下段の大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会とともに、食の環境整備

として大阪ヘルシー外食推進協議会と連携のもと、外食における栄養成分表示をはじ
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め、ヘルシーな外食の推進など食環境の整備に寄与していただきました。 

 ８ページの日本チェーンストア協会関西支部におかれましては、子どもを対象とし

た食育支援活動や料理教室、イベント等を実施し、食育の提案をしていただきました。 

 最後に９ページの食品の安全性に関する分野での大阪食品衛生協会では、食の安全

確保のための事業として、食の安全安心啓発ポスター・標語コンクール、また大阪版

食の安全安心認証制度等を実施し、消費者や食品関連事業者に事業を展開していただ

きました。 

 続きまして、資料２をごらんください。行政の取組の進捗状況です。これまでで特

に２３年度についても記載があるものについてのみ抜粋して説明させていただきます。 

 前半は略し、１０ページをごらんください。２の教育・保育における食育の推進の

ページになります。３項目目に、献立調理研究会試食会の開催がありますが、学校給

食調理検討会議に名称変更しております。またこの会議におきまして、新食品、新献

立の開発を実施し、夏休み期間中に保護者や児童を対象に試食会等を行っております。

また、これまで学校給食展と呼んでいた展示会につきましても、学校・給食食育展と

名称を変更し、学校給食に関しての展示をあわせて行いました。 

 次は、１３ページの第１項目目です。生産・流通・消費分野ということで、親子料

理教室です。記載にあります、親子で学ぼうエコツアーは、食材を無駄にしないエコ

な料理教室とごみ処理工場の見学がセットになった教室です。これと別に、親子の料

理教室について、右の課題・今後の見直し等の方向性のところにも少し書いています

が、２３年度に実施案を検討し、２４年度は、保健福祉センターとの共同実施をめざ

して協議中ということです。 

 １６ページをお願いします。関係機関・団体等が連携・協働した取組ということで、

平成２３年６月に大阪市の市役所玄関ホールにおきまして、食育キャンペーンイベン

トを開催いたしました。また、記載しておりませんけれども、２４年度以降について

は各区での食育展ということで展開しております。 
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 また１７ページには情報提供ということで、水道局における取組を記載しておりま

すのでごらんください。 

 資料１と２については雑ぱくではございますけれども、説明は以上のとおりです。 

○春木座長  ただいま説明いただきました大阪市食育推進計画の進捗状況について、

御質問、御意見等ございませんか。 

 五嶋委員、どうぞ。 

○五嶋委員  私たち食生活改善推進員協議会では、大阪市大の春木先生と協同させ

ていただきまして、食育についての講話は先生からしていただき、そのお母さん方に

食育ということで調理実習などをさせていただきました。それは市立天下茶屋幼稚園、

市立六反幼稚園、同じく市立瓜破北幼稚園、私立長池幼稚園、市立立葉幼稚園でさせ

ていただきました。子どもさんたちが幼稚園で過ごす間、お母さん方は区民センター

の調理室で園児の食育にそった調理実習をするというものです。本当にお母さん方の

生き生きとした姿を私たちも見せていただきました。おだしはこうとるんですよ、こ

れは後、こう利用したらいいのですよと、いろいろなアドバイスをしながら食育がで

きたと思っております。 

○春木座長 ありがとうございます。御協力いただきありがとうございました。幼稚

園児たちは、園教諭から食育を受けて、関連のある料理を自宅にて“作って食べる”

中で深めるという企画です。園児さんと保護者さんの食育の学びがそれぞれの家庭で

再現されるという仕組みにいたしました。ただいま、この食育の成果を、学生たちと

検討しております。結果が出ましたらお知らせしたいと思います。いろいろ御協力あ

りがとうございました。 

 ほかにございませんか。よろしいですか。 

 では引き続きまして、資料３、大阪市食育推進計画の数値目標と達成状況について、

健康局健康づくり課より説明をお願いいたします。 

○永野健康づくり課保健主幹  続きまして、資料３をごらんください。 
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 食育推進計画の数値目標と達成状況につきましては、今年３月の第４回食育推進連

絡調整会議においてご覧いただいたところですが、今回、全項目につきまして内容を

詳細に確認しましたところ、修正項目が見つかりました。 

 指標番号の４番、「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている人の割合

で、これは食事バランスガイドを毎食、または毎日参考にする人の割合です。前回の

資料では６７％ということになっておりましたが、正しくは２０％です。計画策定時

とほぼ横ばいの状態です。原因につきましては、集計の単純ミスということで、訂正

しおわびします。 

 また、現在の大阪市食育推進計画の目標達成状況ですけれども、これまで５年間食

育を推進してきまして、さまざまな機会を通して普及啓発活動を行った結果、Ａの

「目標値を達成した」とＢの「目標値には達していないが改善傾向にある」を合わせ

ると指標全体の５割、５０％に当たります。一定の改善が見られたと考えております。

詳細については資料５の３から１０ページにまとめておりますけれども、１つずつ簡

単に御報告いたします。 

 指標番号１及び４の「食育に関心を持っている」、あるいは「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」など市民の意識は高まり、目標値を大き

く上回りました。 

 指標番号２の朝食を欠食する小学生の割合は、朝食を全く食べない習慣のある小学

生が４％から１．２％に減少しています。基本的な生活習慣が徐々に改善されてきて

いると推測されますが、目標値には達しておりません。また、中学・高校生及び２０

から３０代の男性の朝食の欠食の割合については、全く食べないばかりでなく、食べ

ないことがある、一週間に１回とか２回食べない人も入りますけれども、この間の取

組で改善については残念ながら見られませんでした。 

 指標番号３の野菜の摂取量につきましては、各種講座等におきまして啓発活動に努

めましたが、目標設定値とほぼ同じでした。 



－10－ 

 指標番号６の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、目標値の

１００％に達しました。中学校においても全体計画は１００％策定しております。 

 指標番号７の食育の推進にかかわるボランティア数は、食生活改善推進員の会員数

の増加と組織の強化を活動目標に取り組みましたが、目標設定値とほぼ横ばいのまま

経過いたしました。 

 指標番号８、「栄養成分表示店」については増加しました。ただし、増加して食環

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。 

 指標番号９の食品の安全性に関する正しい知識を持つ市民の割合については目標値

に達しました。 

 まとめといたしまして、食に関する知識や意識は向上しましたが、朝食の欠食率の

低下や野菜摂取量の増加といった面において、実践までには至っていないという結果

となりました。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。 

 資料３の説明は以上でございます。 

○春木座長  ありがとうございます。ただいまの報告につきまして、何か御意見、

御質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

 この５年間の大阪市の食育の総括がここに表現されております。何か気づかれるこ

とがありましたら、各委員の皆様方、御意見をお願いします。 

 いろいろの対策がなされましたが、行動面になかなか反映しないというのは冒頭申

しましたとおりです。だからといって、同じことを繰り返すことはできません。この

あたりでこうするとよいかもしれないとか、この方法よりもこちらがよいのではない

かなど、何かアイデアがございましたら、後程でも結構ですので、御発言いただけれ

ばと思います。 

 では、次に議題２、次期「大阪市食育推進計画」の策定について、健康局健康づく

り課より説明をお願いいたします。 
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○永野健康づくり課保健主幹  資料４につきましては、全体のイメージ図です。御

参考にごらんいただきたいと思います。本日は資料５をもとに「次期食育推進計画」

の案について説明をさせていただきます。 

 資料５をごらんください。目次の次の１ページをご覧ください。まず、改定に当た

ってです。国の動向ですが、国は平成２３年３月に「第２次食育推進基本計画」を策

定しました。期間は平成２３年度から２７年度までの５年間としております。「第２

次食育推進基本計画」では、「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。 

 大阪市の食育推進に当たりましては、平成２０年度から５年間にわたり、大阪市食

育推進計画、以下これを第１次計画と呼ばせていただきます。この第１次計画を推進

し、さまざまな取組を行った結果、食育に関する周知度は向上しましたが、取り組む

べき課題がまだ残っているということで、第２次食育推進計画を策定いたします。 

 ２ページをごらんください。この計画の位置づけにつきましては、食育基本法の第

１８条に基づく市町村の計画になります。計画期間は平成２５年度から２９年度まで

の５年間です。国と同期間の５年間に当たります。 

 コンセプトは、「周知から実践へ」です。これまでの取組を基礎としつつ、市民が

より実践活動が行えるよう展開する必要があると考えております。 

 ３ページから１０ページにつきましては、資料３で御説明いたしましたとおり、大

阪市における食育の現状と課題になっております。ここの部分については、省略させ

ていただきます。 

 １１ページでございますが、第２次食育推進計画の取り組むべき課題、方針ですけ

れども、第１次計画の評価からまだ解決できていない課題として、若い世代における

朝食の欠食率、あるいは野菜の摂取量不足などが残っております。 

 また、国の第２次食育推進基本計画で新規の目標になりました項目は２項目、家族
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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」を推進す

る、並びに、充実した食生活を維持するための生涯を通じた歯と口の健康づくり、こ

の２項目を大阪市でも目標に掲げたいと思います。 

 また、現在策定中の次期大阪市健康増進計画と連携して、特に歯の健康、糖尿病や

高血圧など生活習慣病予防の取組を行っていきたいと思います。 

 また中学校給食が開始されましたことに伴いまして、食育の小中連携をさらに推進

していく計画をしております。 

 方針は第１次計画と同じです。基本的には市民の一人ひとりが取り組んでいただく

食育、食環境の整備を含め団体、組織が取り組む食育、団体をつなぐネットワークの

強化の三本柱で施策を展開したいと思います。 

 １つ目の生涯を通じた健全な食生活の確立とさらなる実践ですけれども、市民が健

全な食生活を実践するためにライフステージに応じた間断ない食育を支援したいと思

います。特に子どものうちから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

年層に重点を置いた取組を推進いたします。 

 ２つ目、市民運動としての食育の推進。市民運動として第１次計画に引き続き、食

育を推進したいと思います。 

 ３つ目、食育推進ネットワークの強化。今後も引き続いて各区食育連絡調整会議を

中心とした食育推進のネットワークの強化に努め、目標に基づいた共有のテーマを決

定し、総合的に食育を推進していきたいと考えております。 

 １２ページでございます。食育推進の体系図です。食育の目指すものは、市民の一

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

うにするということです。 

 １３ページですが、第２次の計画の目標になります。目標項目は全部で１４項目に

なります。第１次計画から継続する項目が７項目、新規の項目は★印がついておりま
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す７項目です。 

 上から少し御説明させていただきます。食事バランスに配慮した食生活を送る市民

の割合の増加につきましては、第１次計画では食事バランスガイドを毎日、または毎

食参考にする市民の割合に着目していましたが、第２次計画では、国と同様に目標の

指標名を変更しました。「食事のバランスを配慮した食生活を送る」を毎食、毎日だ

けでなく時々も含めて配慮した食生活を送ることを市民にしていただききたいと考え

た指標となっております。 

 ２つ目の朝食欠食率の低下につきましては、国が小学生は全く食べない子どもをゼ

ロ目標としていることから、大阪市については、目標値は１％以下、最終目標はゼロ

といたしました。中学・高校生及び成人につきましては、第１次目標の設定値よりも

改善が見られなくて少し悪化しているということから、少なくとも第１次計画の目標

値の設定時の割合を今回の目標としております。 

 野菜の摂取につきましては、これまでどおり３５０グラムといたしました。 

 次は国においても新規項目となりました、朝食または夕食を家族と一緒に食べる

「共食」の回数の増加です。それからもう１項目は、よくかんで味わって食べるなど、

食べ方に関心のある市民の増加です。現在調査中ですけれども、それぞれ目標値は国

と同じになっております。 

 次は、保育所関係の目標です。新規項目として、食育年間計画を作成する割合の増

加で１００％の達成をめざして取り組みます。小・中学校におきましては、食に関す

る指導の全体計画は１次計画で策定できましたので、この２次計画では各学年別の食

に関する指導の年間指導計画の策定及び食育推進組織を設置するということを目標と

しております。 

 食育の推進に関わるボランティアにつきましては、第１次計画では食生活改善推進

員協議会の会員数を指標といたしましたが、第２次計画では、大阪市が各区で開催し

ております健康講座保健栄養コースの修了者数を指標に変更いたします。この健康講
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座保健栄養コースは９回の連続講座で、６回以上出席されると修了されたということ

で修了証をお渡ししていることから、修了していただく方の増加をめざしたいと思い

ます。 

 栄養成分表示店は新規で年間約２００店舗をめざしたいと思っております。 

 市民・食品等事業者との意見交換会につきましては、平成２９年度には年間２０回

をめざします。 

 １４ページからでございますが、大阪市各局での具体的な施策の展開につきまして、 

第１次計画からの変更部分を中心に説明いたします。 

 まず、１４から１５ページですけれども、家庭・地域における食育の推進は、区役

所及び健康局、保健所で行っております。各種の健診、講習会、講座等を通じまして、

市民に啓発活動を継続するとともに拡充してまいります。 

 この中で特に、１５ページの下から２つ目の項目ですけれども、食育推進のネット

ワークの強化を図りたいと思っております。各区役所を単位としまして、各区食育連

絡調整会議をこの５年間で立ち上げました。進捗状況の違いはありますけれども、区

内の保育所、幼稚園、小学校や食生活改善推進員協議会などが密接に連携、協働して

食育の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 また、その下の食育推進ホームページによる情報発信です。これまでも大阪市のホ

ームページの中に食育推進のホームページを立ち上げておりまして、その中で情報発

信をしておりますが、若い世代を対象に朝食や野菜摂取にかかわる情報、あるいはレ

シピ、食育のイベント情報等、幅広い食育情報を今後さらに発信していきたいと考え

ております。 

 １６ページから２１ページの保育・教育分野は、保育所、幼稚園、小学校、中学校、

特別支援学校における食育と地域子育て支援センターにおける食育の推進です。大き

な変更部分といたしまして、中学校給食を開始しましたので、小中の連携をより推進

して、中学校におきましての食育の充実を図ってまいります。 
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 １９ページをごらんください。現在小学校、特別支援学校の学校給食につきまして

は３０９校において１日約１３万食を年間１９０日程度、提供しております。中学校

給食のほうは、平成２４年、今年の９月に４５校で給食を開始し、２４年度中に９７

校、平成２５年度には市内全中学校で実施することとしております。こうした中で、

学校給食を生きた教材として、食育をきめ細やかに推進するため、年間指導計画の策

定及び食育の推進組織を設置してまいります。また、栄養教育を全市的に推進するた

めに、栄養教諭あるいは学校栄養職員等が未配置の小学校もありますが、その未配置

小学校に対しましても引き続き栄養に関する指導事業を行ってまいります。 

 ２１ページの中学校給食につきましては、小学校と同様に試食会、学校給食献立表

の配付、学校掲示用の献立表、カレンダー等の配付を行い、ホームページも充実しま

して食育の推進をしてまいります。 

 ページが前後しますが、１６ページに戻っていただけますでしょうか。 

 １６ページの公立の保育所では、食育年間計画を策定する保育所の増加を目標とし

まして、保育計画の中に位置づけ、発達段階に応じた食育の取組を細やかに継続して

行うとともに保護者に対して情報発信を行ってまいります。 

 １７ページの地域・子育て支援センターでは、保育所機能を活用し、地域とも密接

な連携のもと、これまでどおり取組を充実してまいります。 

 １８ページの幼稚園での食育につきましては、栽培活動ですとか、昼食の時間を利

用して指導を行うとともに、保護者に対しての情報発信を、これまでにも増して取り

組んでまいりたいと考えております。 

 ２２ページからの、生産・流通・消費・環境分野における食育の推進です。 

 まず、生産分野ですが、市内の農家は高齢化に加え、農業後継者の不足もあり、農

地面積も減少しております。その対策として、なにわの伝統野菜認証表示制度を利用

しまして、加工食品業者や外食産業への確保に取り組んでまいります。また、農薬の

使用量を普通の半分以下とした環境に配慮した農作物の認証の生産拡大を図るエコ農
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産物推進事業を引き続き取り組んでまいります。 

 ２３ページの流通分野では、生鮮食品の消費拡大や、中央卸売市場の活性化に向け

て、市場の見学ですとか、料理教室を引き続き開催いたします。 

 ２４ページ上段の消費分野では、市民の適切な消費行動に結びつく消費生活に関す

る各種講座を引き続き開催してまいります。 

 環境分野では、ごみの減量や３Ｒの推進の一環としまして、ごみの発生抑制を啓発

するため、親子の料理教室ですとか親子エコクッキングを引き続き実施してまいりま

す。 

 ２５ページの食品の安全性の確保では、東日本大震災に伴い発生しました原子力発

電所の事故の影響による食品中の放射線物質の問題ですとか、焼き肉チェーン店を原

因とする腸管出血性大腸炎等の食品の安全安心を根幹から揺るがす事案が相次ぎまし

た。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、その理解をより深めていただくため、リスクコミュニケーションによる

啓発を通じて施策を講じます。 

 ２６ページにまいります。５の関係機関・団体が連携・協働した食育の推進につき

ましては、各区食育連絡調整会議が中心となり、また企業やすこやかパートナー、食

品関連企業等と連携・協働して食育展や、食育キャンペーン等を実施してまいります。 

 Ⅵの計画の推進ですけれども、大阪市食育推進庁内会議を中心に施策を総合的、計

画的に推進してまいります。また、計画をより実効性のあるものにするため、大阪市

食育推進連絡調整会議委員の皆様方の御意見を参考に評価し、施策の見直しと改善に

努めてまいります。 

 ２８ページ以降は、関係団体等における取組になっております。資料１で御説明さ

せていただいた取組をほぼ継続して実施していただける内容になっておりますので、

先ほどの説明にかえさせていただきたいと思います。 

 雑ぱくですけれども資料４及び５の説明とさせていただきます。 
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○春木座長  ありがとうございました。 

 一番大事な第２次計画の中核の部分になります。かなりボリュームのある説明でし

たので、質問につきましては区切りながら聞かせていただきたいと思います。 

 まず資料４は計画全体のイメージになっておりますということでした。これに関し

て特に質問等はございませんか。 

 確認ですが、食育の目標のフレーズですが、これは第１次計画と同じでしたか。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

るようにするという部分です。 

○永野健康づくり課保健主幹  内容としたら一緒ですが、第１次計画では生涯にわ

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という、

理念を掲げていて、それ自体は変わらないんですけれども、実際にしていただける食

育に当たってはここに掲げさせていただいている部分かということで、追記という形

で考えております。 

○春木座長  よろしいですか。“周知から実践”を掲げているので、もう少し実践

的なフレーズが入っているといいかと思います。皆さん、アイデアがあればよろしく

お願いいたします。 

 また、後で気づかれましたらどうぞ遠慮なくお尋ねいただきたいと思います。 

 資料５につきましてはどうですかね。第１次計画の評価が前段にございまして、１

１ページが第１次計画の結果を踏まえて、第２次計画に向けての推進計画の取り組み

を具体に示していただいているものですね。それ以降は詳細に至るんですけれど。 

 食育推進の方針としまして、１１ページに３点挙げられました。“生涯を通じて健

全な食生活の確立とさらなる実践”、“市民運動としての食育推進”、“食育推進ネ

ットワークの強化”ということで、市民が主体となって自ら食育を推進する人、食育

基本法の一番基本のところになります。“一人ひとりの国民は食育を受ける人であり、

する人である”とうたわれているところをネットワークを強化して実践していこうと
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いうことです。一人ひとりではなかなか、こんなことするといいなと思っていても行

動に移せないので、できるだけそれを組織化し、さらにネットワークでつないでいこ

うという計画です。何か御意見、質問等ございませんか。 

 ２つ目のテーマとしましては共食ですね。ともにそろって食べるという。国も大き

くうたっていまして、今、食育領域の研究では共食のキーワードが飛び交っておりま

して、主に子どもを中心に共食の有用性について研究が進められています。朝ごはん

なり夕食なりを家族そろって食べる子どもとそうでない子どもの日々の生活管理や、

健康状況を比較して、そろって食べることの大切さを裏づける研究を進めているとこ

ろです。つまり、食を介してコミュニケーションを図るということと、もう一つの柱

は生涯を通じた歯と口の健康づくり推進ということになっています。歯科医師会の松

本先生、いかがですか。 

○松本委員  ちょうど今、御質問させていただこうと思ったのですが、第２次食育

推進計画の取組の中で生涯を通じた歯と口の健康づくりの推進と書かれておりまして、

非常に歯と口というのを重要視していただきましてありがたく感じておるんですが、

具体的にこの文言はあるんですが、例えば計画目標の現状値目標値の中に具体的に歯

と口に関連する項目というのがちょっと見当たらないのと、取組の中での具体的な取

組というのはどういうふうにするのでしょうか。我々、歯科医師会としては取り組ん

でおりますが、大阪市としてはどういう形で取り組んでいただけるのか、ちょっとお

聞きしたいのですが。 

○春木座長  いかがでしょうか。 

○永野健康づくり課保健主幹  次期の健康増進計画でも、歯と口の健康について食

育とあわせて推進していこうと考えています。第２次計画では、できるだけ市民の方

に知っていただいてそれを実践していただきたいと考えております。具体的には、幼

稚園、保育所、小学校、中学校という保育・教育分野と、各区の保健福祉センター等

で健診等の場面で、あるいは講演、講習会において、年次計画を推進していこうと考
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えております。これについてはまた後で出てきますが、できるだけ全市的な取組とい

うことで今年度は、よくかんで味わうというのを全市的に取り組んでいくという形で

推進したいと思っております。 

○春木座長  松本先生、いかがですか。 

○松本委員  わかりました。私は第２次健康増進計画のほうも参加させていただい

ておりますので、よくわかりました。ありがとうございます。 

○春木座長  よろしいですか。よくかんで味わって食べるというのは、指標にはな

かなかしにくいということでここに挙がっていないということですね。それをどう確

かめていったらいいのでしょう。 

○岡本委員  学校保健会の岡本でございます。学校保健会は学校医師会、学校薬剤

師会、学校歯科医師会の３つ、あと保健主事会と養護教諭会、そういう部会からでき

ているんですが、私は学校歯科医会で、松本先生と同じ歯科医師会でございまして、

その中で一番、歯と口の健康づくりが食育に関係しているのじゃないかなと思ってお

ります。特に「８０２０運動」と「噛ミング３０」、さらに「ひみこの歯がいーぜ」

の３本柱ですね。それを学校教育に取り入れてやっております。 

 ３０回かんで味わって食べようというそれが一番の基本で、具体的な取組としまし

ては、かみかみセンサーといいまして、お口の万歩計というのがございます。学校歯

科医会で１０台購入いたしまして、今貸し出しをするように、全小学校と中学校に申

込用紙を配っています。今、現実に生野区で歯と口の健康づくり推進事業というのを

区全体で取り組んでおりまして、２３年、２４年の２年間取り組んできました。そこ

へ各学校がかみかみセンサーとか、咬合力計だとかそういういろんなものを貸し出し

て、給食にそれを使って、かむことの授業などをしております。ここに載っているの

は学校保健協議会、区全体で講師を呼んで講演会をしたということでして、もっと細

かく、学校全体でいろいろやっております。 

 先ほど、小学校に関しては１００％の達成率をしているという、確か何かデータが
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出ていたと思うんですけれど、食に対する全体計画を策定している小学校は１００％

達成したと。小学校に関しましては２年生で、低学年の歯磨き指導、４年生でフッ化

物塗布、６年生で歯と口の健康教室という３つの保健指導、３本柱でやっております。

低学年、２年生が９７％、４年生が９２％、６年生が９８％、ほぼ１００％近い実施

率でございまして、それをしていない学校も近くの歯科衛生士学校の学生さんを呼ん

できて保健指導をしてもらっている。ほぼ１００％を小学校の間に３回やると、一番

初め、基本は歯磨き指導ですけれども、やはり食生活が一番大事だということで、全

員、食育のこと、特に６年生の歯と口の健康教室は、詳しく歯科衛生士さんから指導

しております。 

 そういうことで、学校単位でかなり詳しくやっていて、それを今後ともやっていき

たいと思っています。例えば今、生野区でやっている歯と口の健康づくり推進事業で

すけども、２３年と２４年の２年間して、９つの食育に関するアンケート調査をした

んですね。朝ごはんを食べないというのが２年間の推移をみると１０％で余り変化が

なかった。それで、“食物の好き嫌いなし”も６１％から５９％へと変化なし。一口

３０回かむは２９％、これも各年、活動しても平均は変わらなかったです。けれども、

よくなったのは間食を余りしなくなった。これは、４３％から３７％へと、６％減少

し、よい結果が出ました。次に唾液の働きを知っているというのは５２％から６２％

へと、１０％増え、よい結果が出たのですが、反対に甘い食べ物を食べないが５１％

から４３％へと８％も悪くなってしまったという、ちょっと不思議な結果もありまし

た。生野区で歯と口の健康づくり推進事業を全３１校で、全面的にやっております。

それを区ごとに全体的にやっていきたいということです。学校保健会では、やっぱり

食育が一番大事で、まず歯磨き指導、その次が食育、この二本柱で、特に食育は噛ミ

ング３０ですね。“３０回噛もう”を旗印にやっている状況でございます。 

○春木座長  ありがとうございます。 

高齢社会の日本ですから、しっかりかんで食べることのできる自分の歯を長く持って
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おくとことはとても大事なことですね。具体的な施策として、学校保健において教育

活動を展開されています。そうした活動をわかりやすく示すことも大事かと思われま

す。歯磨きの重要性は皆周知のことですけれど、よくかむということをどこまで皆さ

んが正しく知っているかというと、まだ十分でないような気もいたします。広く市民

に広報していただければと思います。 

 資料６の最初の２ページですか、先ほど、健康増進計画でもやりますという説明が

ありましたが、この食育推進計画と健康増進計画、もう一つ、教育振興基本計画です

か、３つほど連携してとおっしゃっていましたが、その連携を具体的な形で見えるよ

うにどこかに書いていただくとよいと気づきました。 

 そのほか、指標を含めまして目標ですね。資料５の１３ページの指標、これが本当

にやっていけるだろうかとかいうことも含めまして、御意見等ございませんか。 

 いかがですか。ここでしっかりと確認しておいていただければと思います。細かな

ことでも結構ですので、確認事項がございましたら、どうぞ。 

 特にありませんか。１４ページからの具体的な施策の展開という、このあたりはい

かがですか。 

 山下委員どうぞ。 

○山下晶子委員  栄養士会の山下です。中学校の給食を開始するとのお話がありま

したけれど、今、どういう状況なのかというのを知りたいのと、小中連携というお話

があったのですが、その辺はどうなっているのでしょう。教えていただければと思い

ます。 

○春木座長  中学校の給食進捗状況と小中連携の食育についてでよろしいですか。

では、お願いします。 

○深見学校保健担当課長  教育委員会事務局学校保健担当課長の深見と申します。 

 中学校給食ですけれども、大阪市内、全部で１２８中学校があります。この２４年

度２学期９月から、現在４５校で給食を実施しております。今やっているのは４５校
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です。年明けまして２５年の１月から新たに５２校が開始いたしますので、３学期に

なると９７校に。残りの３１校につきましては、次年度、平成２５年度中には開始す

る予定となっております。 

 以上です。 

○春木座長  その給食の方法は選択給食といいますか、希望する生徒だけが申し込

みをして給食を食べるということで、従来どおり給食を食べない子もいますね。 

○深見学校保健担当課長  はい、現在は家庭弁当と給食を選ぶという選択方式でや

っています。 

○春木座長  現在は、ということは、将来的には全部が給食になるということもあ

り得るということですか。 

○深見学校保健担当課長  そうですね。もともと、橋下市長が、やり方は違うんで

すけれども、小学校みたいに全員で食べる形というのを考えておられます。ただそれ

はやはり住民に近い区長が各区で判断すべきであるということに今なっておりまして、

結構、各区によっていろんな取組があります。実際に区長さんが試食されたり、アン

ケートをとったりして、できるならＰＴＡの御意見を聞いたりということで進めてい

る状況でございます。 

○春木座長  山下委員、中学給食について以上でよろしいですか。 

○山下晶子委員  選べるということですね、今は。最終的には全員ということで、

今は何かお弁当みたいな形でやっているのでしょうか。 

○深見学校保健担当課長  現在は民間調理施設でつくったお弁当です。 

 ちょっと見にくいですが、保護者の方にお配りしているパンフレットがそれです。 

○春木座長  山下委員、手元でどうぞごらんになってください。 

○山下晶子委員  これは栄養のことはきちんと考慮されているのでしょうね。 

○深見学校保健担当課長  教育委員会に専門職員、管理栄養士がいまして、献立を

つくっております。 
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○山下晶子委員  中学校というと今、いろいろやせの問題だとかもありますし、精

神的な発達や身体的な発達についても、大切で、その中で食というのはとっても重要

だと思います。お弁当だとなかなか食材が限られたりメニューが限られたりするので、

できれば小学校の給食が個人的にはいいかと思うんですが、なかなかその辺は大変だ

と思うので、できれば栄養管理がされているものを中学校でも食べさせてあげたいと

思います。 

 小中の連携というか、その辺はどのようですか。 

○教育委員会事務局初等教育担当吉田  小中連携につきまして教育委員会事務局初

等教育担当の吉田から答えさせていただきます。 

 小中連携ですが、大阪市の教育全体の中で今、小中連携が進んでいます。小中連携

アクションプランというのがありまして、その中にも食育という柱があります。これ

は各校の小中連携の中で食育を入れていきながら進めていくというものです。そのほ

かにも２０ページに記しています中学校の生徒への「食育つうしん」の配付をしてい

ます。今、中学校には栄養教諭は配置されていません。小学校には約３分の１弱ほど

配置されています。その小学校栄養教諭が「食育つうしん」を作り、それを教育委員

会から全中学校に配信しています。その他に、学校掲示用献立表や給食カレンダーの

配付をしています。この給食カレンダーといいますのは中学校給食の献立や食材につ

いて、また行事献立については、食材の説明、献立の由来を掲示用資料として作成し

ています。 

 実は小学校でも同じようなことをしており、それを配付するという形で、取組をし

ています。小学校では保護者の、家庭向けの食育通信をつくっています。そういった

ものを中学校においても実施する取組を小中連携で進めていっています。 

 今後は目標にも書いていますが、中学校でも食育推進組織を作り、食育年間指導計

画を立てていくよう計画しています。 

○山下晶子委員  ありがとうございます。 
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○春木座長  私からもう一つ聞いていいですか。その給食、中学校はまだ中途半端

な給食ですよね、今、している方式というのは。そのことじゃないのです。だから小

学校は学校給食を主題としてすばらしい食育をずっとやってきておられますよね、そ

の中学校の給食が一部実施されているからといって期待することはできなくて、今の

お話のような内容ですから、そうすると教科学習ではやっていますとおっしゃったん

ですかね、今、中学校では。 

○教育委員会事務局初等教育担当吉田  家庭科とか、もともと食育の領域があると

ころでは。 

○春木座長  家庭科や保健体育科は健康と食をしっかりと学習する教科です。小学

校ではかなり推進されています。ぜひこれを小中連携の一つの柱として位置づけてい

ただきたいと思います。 

○教育委員会事務局初等教育担当吉田  今後のこの５カ年計画の中にも明確に数値

目標で上げさせてもらっています。中学校の推進組織の編成は、３６．９％という低

い状況ですので、これを１００％にして、学校全体で推進していくように計画してい

ます。 

○春木座長  はい、よろしくお願いします。 

 山下委員がおっしゃったように、中学生は、親の管理から自立していく時期にあた

り生活管理の乱れる時でもあります。そこで少なくとも小学校の食育を繋ぐよう、中

学校の食育推進をしていただければと思います。 

 ほかにございませんか。 

はい、岡本委員、どうぞ。 

○岡本委員  資料５の１３ページなんですけど、このところに食に関する指導年間

計画を策定している各学校の割合の増加ということで、小学校６２．２％、中学校５

０．８％、食育推進組織を設置する各学校の増加、今現在小学校６７．９％、中学校

３６．９％とあるんですが、年間指導計画というのは学校保健安全法にもあり、安全
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計画といいますから、その学校保健委員会が作成していくものになるんでしょうか。 

○教育委員会事務局初等教育担当吉田  これは、各学校が作成する食に関する

年間指導計画です。教育委員会から指導していきながら各学校で作成という形に

なります。 

○岡本委員  そういう意味ですね、わかりました。 

○春木座長  よろしいですか。教室でする食育に関しての計画という位置づけです

ね。 

 ほかに、まだ御発言はありませんか。 

 杉本委員、どうぞ。 

○杉本委員  私も同じ１３ページについて、この中で共食という言葉が出てきてい

るんですけれども、その上にあります、野菜を３５０グラム食べましょうというよう

に、何を食べるかということも大事ですけれども、やはり今後、どのように食べるか

ということが、体だけじゃなくて精神面とか、今、社会問題にもなっています、うつ

とかいじめとかの関係で大事だと思うのですけれども、じゃあ果たしてその各家庭に

よっていろいろと状況があるようなこの共食に関して、どういうふうに具体的に進め

ていけばいいものか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○春木座長  具体的なものは挙がっていますか。 

○永野健康づくり課保健主幹  進めていくということで、これからどういうふうに

進めていくかについて庁内で検討し全市的に推進していきたいと考えています。 

 大阪市はやはり単身世帯がかなり多くて、約４７％ぐらいだったと思います。この

共食については家族と食べるということですから、単身の方を除いて、家族のいらっ

しゃる方で朝ご飯、または夕食を一緒に食べるという回数を増やしていこうというこ

とです。とりわけ、子どもさんについては家族がいるけれども一人ぼっちで食べるこ

とがないように施策を考えていきたいと考えております。 

○春木座長  杉本委員、いかがですか。 
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○杉本委員  私、この食育の会議に初めて今回から出させていただくのですが、今、

主に学校の関係の話題が多いのですけれども、高齢者に関してはどのように考えてい

るのかと。 

○永野健康づくり課保健主幹  保健所、区役所で行う高齢者の施策については、食

育の分野では生涯を通じてということで各ライフステージを通じてやっておりますの

で、全世代の方に対して取り組んでいきます。 

○杉本委員  特に高齢者の方の、先ほども言いましたが、うつとか、認知症も食と

関係していると思います。ぜひ今後も、超高齢社会ですので、お願いしたいと思いま

す。 

○永野健康づくり課保健主幹  御意見、ありがとうございます。 

○春木座長  家族との共食も、なかなか大変だろうと思っています。今、杉本委員

から御発案のあった、独居の高齢者もどんどん増えています。健康管理、精神管理全

てに、食はかなり関わります。私もちょうど今、地域の高齢者の食と健康づくりに取

り組んでいます。講座で参加者と一緒に昼ごはんを食べるのですが、みなさん、楽し

くてよいと喜ばれます。単独世帯に向けての取り組みも何らかの形で明確に示してい

ただけるとよいということですね、杉本委員。 

よろしくお願いいたします。 

他に いかがでしょうか。 

 五島委員、どうぞ。 

○五島委員  食品衛生協会の五島と申します。よろしくお願いします。 

 ここで言いましたら、資料４の最後のほうなんですけれど、ここで食育基本法とい

うものの、不勉強で申しわけないんですけど、その中に食育推進計画を立てなさいと

あるかと思うのですが、これは自治体でどのレベルでつくらないといけないとなって

いるのですか。 

○永野健康づくり課保健主幹  資料５の２ページを見ていただきましたら、計画の
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位置づけが書いてあります。食育基本法の第１６条で、国の食育推進基本計画が策定

されております。１７条は大阪府と書いてありますけれども、１７条では都道府県の

食育推進計画ということです。市町村計画については１８条で、大阪市については各

区ではなく大阪市全域をということです。市町村の計画については必ずつくらないと

いけないということではなくて、努力目標となっております。 

○五島委員  私どもの協会の専務が同じように大阪府の委員をしています。また、

同じように資料を持って帰ってくるのですが、府と市の２つあるということは、大阪

市域も府の計画に当然束縛されるんですね、市単独の計画があっても。そうするとそ

の大阪市の計画というのは府との独立性というのはどこにあるのかなと、ちょっと思

った次第なのです。 

○永野健康づくり課保健主幹  大阪府の第2次食育推進計画につきましては、参考

資料の２枚目にありますが、第１次計画につきましても、ある程度共有できる部分に

ついては一緒にやってきました。しかし、例えば大阪府のほうでは高校生、大学生の

朝食の欠食率を指標にされているのですが、これについては第２次計画から加えられ

ました。大阪市は中学生と高校生の欠食率を、大阪府は高校生・大学生の欠食率で、

なかなか共有でできない部分もありますが、共有できる部分については同じアンケー

トを実施して、それを目標にしております。 

○五島委員  どうも。ありがとうございます。 

○春木座長  先ほどの目標、“共食を”ということですが、ＰＴＡ代表の藪根委員、

何か御意見はございませんか。 

○藪根委員  最近、共食とか中食とか、内食とかいう言葉をよく子どもが持ってく

る便りでも拝見するのですが、やはり周知を行動に移すという点で、知識だけをどん

どん与えていくのではなくて、子どものライフスタイルとかを見直していく必要があ

ると思いますし、また小中連携が最近とても言われているのですけれども、幼稚園や

保育園の小さな世代の子どもたちからどんどん食育を取り組んでいくということも大
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切かと思います。幼稚園、保育所、小中、ともに連携を進めていくことが大切ではな

いかと思います。今後とも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。幼稚園、保育所、小学校、中学校の食育を繋

いでいくことが欠かせません。とりわけ、中学あたりから共食がどんどんと低下して

いく実態があります。御家族ではどうですか、夜はそろって食べましょうと、実行で

きそうですか。難しいですか。 

○藪根委員  そうですね、我が家は主人がたまたま職場と自宅が同じですので、で

きるだけ子どもたちと一緒に食事をとろうと思っているのですが、現状のところ、子

どものほうが習い事やらでちょっと忙しくなっておりまして、子どものスケジュール

に合わせて大人が動くというようなことになっています。その点もやっぱり保護者と

しては、見直していかなければいけない点が幾つかあるなと日々反省しております。 

○春木座長  また、ＰＴＡ協議会でもこのような共食のことを取り上げていただい

て、身近なことでできそうなことから提案をしていただいたり、この大阪市の食育と

連携しながらしていただけるとよいかと思います。よろしくお願いいたします。 

○藪根委員  わかりました、ありがとうございます。 

○春木座長  武田委員、御意見はありませんか。 

○武田委員  私も、前任者から引き継ぎまして今日、初めて出席しましたもので、

ちょっと、皆様の発言でびっくりしているところです。私たちの消費生活合理化協会

は母と子の共励会と、それから大阪市地域女性団体協議会という二つの団体からなっ

ております。私は母と子の共励会から出席しています。会員に、母子家庭の方はもう

少なく、なかなか入会してくださらなくなって、高齢の方が多いのですが、さっきの

お話をお聞きして高齢者の食事も大切だなと思いました。大体、ひとりで住まわれて

いる方も多かったりしますので。でも、お友達があって、一緒に食事なさったりして、

いい環境にはおられると思います。ほかのことはちょっとわかりませんが。 

○春木座長  消費生活合理化協会の会員さん方は皆さんしっかりとされた方である
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と思いますが、高齢の方が多くいらっしゃっるようですね。 

○武田委員  皆、私たちは寡婦なのです。寡婦ですので、個人個人、ひとりで生活

してこられた方だからしっかりしておられます。 

○春木座長  では、協会としても食育の取組をぜひしていただけるとよろしいです

ね。 

○武田委員  今いろいろお聞きして、皆さんと一緒に勉強することがあるなと思っ

たりしました。 

○春木座長  行政だけではなかなかできませんので、各団体のみなさんと連携して

取り組んでいくということで、よろしくお願いいたします。 

 小林委員、御意見ございませんか。 

○小林委員  飲食旅館生活衛生組合連合会の小林です。全体として我々８団体あり

ますが、非常に取り組みにくい部分があるわけです。例えばおすし屋さんに野菜をふ

やせと言っても限界があったり、おうどん屋さんに野菜をふやせと言っても限界があ

ったり、やっぱり外食というのは非常に取り組みにくいという面があって、大変苦慮

しているところです。 

 今、私どもは中華ですけども、この資料に出てきます２２ページのいわゆる大阪も

んですか、大阪の伝統野菜、これなんかを利用して大阪もんとして料理として広めて

やってみたいなと思うのですが、どうしても流通ルートがわからない、どこかそうい

う窓口があればある程度、時期が来たら「こんな野菜入ったよ。」と、「じゃあ、扱

ってみようか。」というように、できればなと思っています。やっぱり大阪らしい大

阪の素材を使った中華料理をつくってみたいという希望はあるのですけども、その流

通ですね、そこらが非常に気になります。 

○春木座長  中央卸売市場ですかね、どちらに聞けばいいですか。 

○栗本中央卸売市場企画担当課長  中央卸売市場企画担当課長、栗本と申します、

よろしくお願いします。 
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 ちょっと想定してなかった論点ではございます。ただ、ちょっとここに詳しく載っ

ているわけではないのですが、例えば大阪で申し上げますと、大阪の近郊野菜という

のがちょっと有名な野菜となっておりまして、例えば泉州の水茄子ですとか、八尾の

葉ごぼうですかね。そういう食材をもし活用いただけるのであれば、例えば私どもの

大阪市の東部市場というのがございますが、そちらがその近郊野菜を特色あるものと

して扱っておりまして、卸の業者さんなり、あるいは料理店の方ですが仲卸の業者さ

んなりにご連絡いただければ、そういうのがいつどう入荷するかという情報は入手で

きかと思います。私ども今の御発言を聞いて、そういう食材の情報の発信というもの

をまたしていきたいと考えております。 

 実は中央卸売市場としまして今月、１２月３日からツイッターを活用した食の情報

発信というのを始めております。もし機会がありましたら、大阪市中央卸売市場のホ

ームページからツイッターに入ってもらえますので、こちらの宣伝で恐縮ですが、御

利用いただければと思います情報発信ということでやっておりますので、御活用いた

だければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○春木座長  小林委員、ツイッターを御活用いただきますよう、よろしくお願いし

ます。 

 東大阪市とかで小さな和食のお店が大阪もん○○野菜が入荷していますと店の前に

置いたりしているところ、何カ所か見たことがあります。ぜひ大阪もん野菜を活用し

ていただくと大阪の野菜のＰＲにもなります。業者さんたちでアイデア料理を検討さ

れるのも食育になってよいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○小林委員  はい、ありがとうございます。 

○春木座長  他に、よろしいですか。第２次の骨格になっていくところですので、

もちろん後で気づいたということはまた、健康づくり課のほうにお知らせいただけれ

ばよいと思いますが、遠慮なく御意見、追加発言をお願いします。 

では、資料６、大阪市食育推進計画推進（案）について、健康局健康づくり課よ
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り説明をお願いいたします。 

○永野健康づくり課保健主幹  資料６をごらんください。 

 次期大阪市食育推進計画の推進及びスケジュールでございますが、期間につきまし

ては２５年度から５年間、２９年度までです。名称としましては「第２次大阪市食育

推進計画」といたします。コンセプトは、周知から実践へということで、スローガン

の候補を考えてみました。資料の一番下ですが、「学ぶ食育からすすめる食育へ」、

「やってみよう！食育実践」、「楽しく食育 健康づくり」という、３つの中から委

員の皆様方の御意見を賜り、参考にして決定していきたいと考えております。 

 また、目標達成のため市民一人ひとりに取り組んでいただきたい指標は５項目ござ

います。毎年、年度ごとに共有テーマを決定しまして、大阪市の各局が総合的、計画

的に取り組む予定となっております。平成２５年度につきましては、野菜の摂取量の

増加を共有テーマといたします。大阪市民の全員にかかわるテーマでもあり、栽培か

ら調理、流通等、取り組み分野も広く、各方面から取り組んでいけるというふうに考

えております。それ以降につきましては、よくかんで味わうは、ぜひ歯科医師会の先

生方に御協力いただきましていろいろ教えていただいて取組を考えていきたいと考え

ております。委員の皆様方から取り組み方法や内容について御意見を賜りたいと思い

ます。 

 ２枚目でございますがスケジュールにつきましては、この会議の後、素案を作成し

まして、パブリックコメント用の印刷物を作成し、２月に１カ月間、パブリックコメ

ントを実施する予定です。３月の上旬に素案を修正し、庁内検討会議で検討し、３月

下旬に第６回の大阪市食育推進連絡調整会議を開催する予定です。 

 資料６につきましては以上のとおりです。 

○春木座長  ありがとうございます。第２次計画の骨格になるところです。忌憚の

ない御意見、あるいは御質問をどうぞお願いいたします。 

 推進目標を年度ごとに示していただいています。２５年度に、２７年度のものをし
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てはいけないということではないということでよろしいか。 

○永野健康づくり課保健主幹  もちろんです。それぞれ取組は自由に行ってもらっ

ていいのですけれども、全体として、例えば野菜の摂取の増加をということで一つ決

めましたら、各区で関連する取組をしていく。するとどこに行っても、今年は野菜の

話を聞くな、小学校も保育所も、どこからでも野菜の話を聞くなというふうになって

いき、少しずつ、市民の皆様方に浸透していくかと考えております。 

○春木座長  ということで、２５年度は、野菜摂取量増加ですから、小林委員、頑

張って新メニュー開発の会合をぜひ開いていただいて、アピールしていただけるとあ

りがたいですね。 

 この５つの年度ごとのサブテーマですけれども、周知から実践へ進めていくための

５つの柱であるということで、よろしいでしょうか。 

 直接市民の食生活教育に、常に御活躍いただいている食生活改善推進員協議会の五

嶋委員は何か御意見ございませんか。 

○五嶋委員  私たちはこの野菜摂取量の増加ということについては、もうずっと取

り組んでおりますので、このような目標が設定され、それに向かっての展開はみんな

でする用意もございますので、やっていきたいと思います。 

○春木座長 御指導いただいた幼児食育でも、夏のそうめんはそうめんとつゆだけで

食べてしまう人が多くて、ねぎと茗荷の、薬味ぐらいしか使わないことが多いのです

が、“七夕そうめん”として、冬瓜やオクラなど、いろんな野菜を使って作るのを幼

児のお母さん方に教えていただいたりしています。ぜひ今後ともよろしくお願いいた

します。 

 ほか、この５つのテーマ、年度並びとか、これよりこれが先でしょうとかございま

せんか。もちろん、先程確認しましたように、各年度のテーマだから今年はしてはい

けないということではなくて、各年度のテーマになっているものは必ず何らかの形で

アピールするというということですので、よろしくお願いします。 
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 これを毎年達成していけば、大阪市民もとてもよい食生活になって、健康度が高ま

ります。ぜひみんなで力を合わせて取り組みたいと思います。 

 スローガンについてはこの３つ挙げていただいていますが、ここで御意見をいただ

とよいのでしょうか。 

○永野健康づくり課保健主幹  そうですね、御意見をいただいてそれを参考に決定

したいと思います。委員の方々から御意見をいただきたいと思います。 

○春木座長  各委員の方々、この３つだとこれが一番いいなとか、直感的に思われ

たものがありましたり、あるいはこれをこうしてみたらどうだとか、御意見がありま

したらどうぞ忌憚のない御意見をいただきたいと思います。 

 どちらかと言えば受ける食育だけでなくて、積極的に、主体的に食育にかかわりま

しょうというスローガンですね、３つとも。 

 よろしいでしょうか。ほかに、こんなのがありますよとかございませんか。 

 岡本委員、どうぞ。 

○岡本委員  周知から実践ということで、真ん中の「やってみよう！食育」。実践

というのが入るのがいいかと思うのですけども、食育というのは身体全体の健康づく

りになるということも入れたいなということで、下の２つ目と３つ目を合わせたよう

な文章がいいかなと。例えば「やってみよう！食育への健康づくり」とか、でも実践

も入れたいとか、欲張りですけど。 

○春木座長  「やってみよう！食育への健康づくり」。 

○岡本委員  「食育による健康づくり」とか、何かそんな。身体全体の健康にもの

すごく直結していますので、そういうことをやっぱり入れたいなという。 

○春木座長  「やってみよう！食育そして健康づくり」。合わせてもいいんじゃな

いかということですね。 

 各委員の賛否をとっておきましょうか。一番いいねと言われたのがどれかわかれば、

参考になりませんか。 
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 安達先生、何かございませんか。幼稚園のお母さんたちに受けそうなスローガンと

か、そういうのを含めまして。 

○安達委員  私ども幼稚園は、入園前に若いお母さんに３日間ほど何を食べたかと

いうアンケートを先に出していただきます。すると、やっぱり幼稚園の親御さんはま

だとても子どもさんに丁寧にかかわっておられることがわかるのですね。入園されて

から、また何人かにお願いして今度はつくられたものを写真に撮って投稿してもらう

のです。それをうちの園のホームページに、隣のお宅の食卓訪問というシリーズで紹

介していったりとか、そしたら結構丁寧にされている。大きいお兄ちゃんお姉ちゃん

と違って、まだ一緒に家族そろってお食事されている年代なので、幼児期のほうがに

目標達成できているんじゃないかなというふうに思います。 

 ただし、いつも私どもがやっぱり若いお母さんにいろんなことを投げかけるときに、

学ぶ食育とか、そういう言葉がちょっと伝わらないような気がするんです。ですから

私のところも、食育は裏に隠れているのだけれども、タイトルは「おいしく食べよ

う」とか。上からどっと来られたら、何か若いお母さんたちは難しく言ってはるんと

違うかなとか、ついて行かれへんのと違うかなとか、非常にハードルが高く見えるよ

うな気がするんです。だからやわらかい言葉のほうが一般に受けるのかなと。 

 それともう１点が、私どもがいつももう一つ気をつけているのが、外国人の親御さ

ん。高齢者もそうなんですけど。外国の方が一緒に遠足に行こうと言ったときに、日

本人のようなお弁当をつくるのが非常にハードルが高かったり、またその一緒に朝食

を摂りましょうと言ったときには、東南アジアの方だったら、大抵家族そろって屋台

に。家で作るという習慣がないんですね。ですからいつも地域の人と言うのが、駅前

にお野菜がいっぱい入った雑炊の屋台が、衛生上は問題があるかもしれないんですけ

ど、どうも文化の違いがあるので、ぱっと屋台で朝、家族で食べてというようなのが、

見た目が気になるのはあるのだけれども、例えば週１回、朝市のような、衛生上クリ

アしておけば、お年寄りも集まれるんじゃないかなとか。健康なお年寄りは結構、地
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域の方もみなさん、モーニングに行っておられます。自分で一人でつくるというのは

反対に無駄が出るとか。みんなが週１回、独居老人の方で健康な方は、お野菜いっぱ

いのあったかい雑炊を食べに来られるとか、外国人の親御さんも、屋台懐かしいとか、

そういった町ぐるみの取組もおもしろいのかなと、思ったりもします。勝手なアイデ

アなんですけど。 

 以上です。 

○春木座長  ありがとうございます。 

 食育ということ自体が一般の市民にはちょっと遠いところにあったりすることもあ

りますけど、少し検討させていただきたいと思います。 

 モーニングで野菜たっぷりメニューをサービスする飲食店もたくさんできてくると

いいですね。きょうは小林委員の改革に、たくさん提案がありましたのでよろしくお

願いします。 

 一応挙手してもらいますか。委員さんだけでよろしいですか。 

 委員さん１０人ちょうどいらっしゃるので、今の段階でこの３つから選びなさいと

なったら、これがいいかなというものに、その都度手を挙げていただけますか。 

私が読み上げます。 

 「学ぶ食育からすすめる食育へ」。これは一人ですね。 

 「やってみよう！食育実践」。二人。 

 「楽しく食育 健康づくり」。これが圧倒的に多いですね。 

 皆様の御意見を参考にして、局で検討していただきたく思います。 

 それでは特にほか、ございませんか。 

  また、会議終了後に気づかれたことなどがございましたら、担当にお知らせいた

だければよいと思います。 

 ほかに、委員さんで御発言等ございませんか。再確認しておきたいなど、ございま

せんか。 
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 ではそろそろ予定の時刻も近づいてまいりました。討議はこれにて終了させていた

だきます。 

 後ほどは局にお願いいたします。 

○司会  皆様方には長時間にわたり、熱心に御議論、御協力いただきましてありが

とうございました。今回の会議でいただきました御意見をもとに、「次期大阪市食育

推進計画」を達成してまいりたいと考えております。 

 また、先ほど御説明しましたように、来年２月になりますが、大阪市食育推進計画

のパブリックコメントをさせていただきまして、３月下旬には第６回目の大阪市食育

推進連絡調整会議を開催いたしまして、皆さんの御意見をまたいただいてまいりたい

と思います。その後、次期食育推進計画を策定するというスケジュールになっており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今後とも委員の皆様方のお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

いります。今後とも引き続き御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして第５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。

どうも長時間にわたり、ありがとうございました。 

―了― 


