
主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

事　業　名

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

①妊婦教室　　 286 3,324 282 3,437 287 3,017 290 2,864

②離乳食講習会 294 5,399 290 5,695 286 3,809 291 3,953

③乳幼児健診　 785 41,503 768 41,581 792 41,454 736 39,075

④地域ふれあい子育て教室 148 3,546 145 3,549 137 2,186 137 2,327

（実績）

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数
親と子の食生活教室 58 1,634 118 3,087 157 4,053 134 3,083

 朝食喫食率の向上及び野菜摂取量の増加等に重点をおき、
望ましい食生活のあり方について「食事バランスガイド」を
活用して普及・啓発を行っているところです。
　今後も個人の理解や認識が深まり、実践に結びつくよう支
援を行います。
　また、「授乳・離乳の支援ガイド」による授乳・離乳のあ
り方や幼児期における望ましい食生活についても、引き続き
普及・啓発を行います。

（実績）

１　家庭・地域における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

平成１９年度 平成２０年度

[少年期]《Ｐ２７》

　親と子の食生活教室等において、体験学習を通じて
正しい食生活に関する知識を持ち、「自分で食べ物が
選べる力を持てる」ようにしていくための取り組みを
行います。

（事業名）
　親と子の食生活教室
（事業概要）
　成長期の子どもとその保護者を対象に健やかな成長のための食生活について、講話・調理実習等
を通じて親子で学んでいただきます。

平成２１年度 平成２２年度

ライフステージに応じた食育の推進
[胎児期・乳幼児期]《Ｐ２６》

　妊婦教室・離乳食講習会・乳幼児健診等において、
朝食を毎日食べること、野菜をとることの大切さ等、
望ましい食生活のあり方に関する啓発を行い、子ども
の心身の健やかな育成のための取り組みを行います。
　また、子育て中の親子を対象に食を楽しむ教室等を
開催します。

（事業名）
①妊婦教室　　②離乳食講習会　　③乳幼児健診　④地域ふれあい子育て教室
（事業概要）
①妊婦を対象に妊娠中の健康の保持及び胎児の健全な発育のための栄養指導を行っています。
②6～7か月児の乳児の養育者を対象に離乳食の実演を伴う集団指導を行うとともに養育者相互の情
報交換などによる交流を図っています。
③母子保健事業の一環として、乳幼児（３か月、１歳６か月、３歳）の心身の健全な発育をもたら
すために、必要な栄養上の問題について、相談・指導を行っています。
④地域において養育者と子ども同士の交流をすすめる場を作り、育児不安の解消と乳幼児の健康づ
くりの推進を図っています。

　朝食喫食率の向上及び野菜摂取量の増加等に重点をおき、
成長期における望ましい食生活のあり方について調理実習等
の体験学習を中心とした教室を通じて普及・啓発を行ってい
るところです。
　今後とも「食事バランスガイド」を活用し、望ましい食生
活の実現に結びつくよう支援します。

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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進捗状況（事業の実績等）

（実績）

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

働き盛りのための食生活講座 4 390 4 333 4 316 4 367

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

地域健康講座（出前講座を含む） 333 7,899 370 10,815 557 13,948 686 16,298

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

高齢者向け健康講座 236 5,550 248 6,097 266 6,548 235 5,408

[青壮年期]《Ｐ２７》

　平成20年度からは、医療保険者により、メタボリッ
クシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導が
実施されます。
　自らの健康を保持増進するために、健診により健康
をチェックし、健全な生活習慣を身につけることが重
要です。
　そのため、地域健康講座・働き盛りのための食生活
講座・出前講座の実施や職域との連携を図ること等に
より、メタボリックシンドロームをはじめとする生活
習慣病についての正しい知識の啓発とその予防のため
の取り組みを行います。

（事業名）
　働き盛りのための食生活講座
（事業概要）
　中高年の男性等、食生活に関する健康教育を受ける機会の少ない方を対象に、健康の保持増進の
ために必要な知識及び技術について、講話・調理実習等の内容で、夜間に教室を開催し、メタボ
リックシンドロームをはじめとする生活習慣病を予防するために、食生活面から健康づくりを支援
しています。

　生活習慣病予防を中心とした健康づくりという観点から、
野菜の摂取不足、朝食の欠食、食塩・脂肪のとり過ぎ等個々
人の食生活の問題について「食事バランスガイド」を活用
し、食生活の改善に結びつくよう支援を行っています。
 また、自分で料理することで食生活に対して、理解や認識
が深まり実践しやすく、メタボリックシンドロームの予防・
改善に向けて取り組めるよう、職域との連携も図りながら引
き続き普及・啓発を行います。

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

（事業名）
　地域健康講座（出前講座を含む）
（事業概要）
　生活習慣病の予防、健康の保持・増進等に関する知識の普及啓発を図るため、地域の実態につい
て情報集約し、地域の関係者や関係機関との連携のもと企画調整を行ったうえで、計画的かつ効果
的な教室を地域に出向いて開催しています。

　特定健診の受診勧奨を行うとともに、メタボリックシンド
ロームをはじめとする生活習慣病予防について「食事バラン
スガイド」を活用して普及・啓発を行っているところです。
　今後とも地域の関係者や関係団体並びに職域との連携を積
極的に図ることにより、食育を推進していきます。

（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

[高齢期]《Ｐ２７》

　介護予防の観点から、低栄養を予防する食生活や口
腔ケア等についての高齢者向け健康講座等を実施し、
健康で活動的な生活を送ることができるよう支援しま
す。

（事業名）
　高齢者向け健康講座
（事業概要）
　６５歳以上の高齢者を対象に、身体機能や活動量の低下等による低栄養状態を予防するための栄
養改善や口腔ケア等を内容とした講座を開催し、健康で活動的な生活を送ることができるよう支援
しています。

平成２１年度 平成２２年度

　今後とも対象者に応じた効果的な媒体の活用や調理実習の
実施等により、高齢者が低栄養状態及び生活習慣病予防し、
活動的な生活を送ることができるよう食生活の面から支援し
ます。

（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度
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進捗状況（事業の実績等）

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

①健康づくり地区組織活動研修会　 10 1,061 7 1,016 7 1,020 6 1,151

②食生活改善地区組織育成・強化推進会議　 1 96 1 96 1 96 1 96

④会に対する助言・指導 958 22,477 1,057 22,660 1,149 23,695 1,238 24,542

③保健栄養だよりの発行部数　 2 17000部 2 14000部 2 14000部 2 12000部

事　業　名

①指定店舗数

②応援団店舗数

③コンテスト応募数 25 31 22 20

152

255 176 142 150

(事業名）
①栄養成分表示店の指定　②「うちのお店も健康づくり応援団の店」協力店の指定　③ヘルシーメ
ニューコンテスト
(事業概要）
①飲食店等における栄養成分表示を推進し、市民の健康増進に役立てることを目的に、栄養成分表
示店の指定を年間２５０店舗を目標に行っています。
②栄養成分表示店の指定に併せて、市民の健康増進に役立てるよう大阪ヘルシー外食推進協議会と
の連携により協力店を拡大するとともに、ステッカーによる啓発やインターネットによる情報の発
信等を行っています。
③飲食店等におけるヘルシーメニューの開発や大阪ヘルシー外食推進協議会と共催して普及啓発に
向けたヘルシーメニューコンテストを開催しています。

　外食栄養管理推進事業は事業開始から１４年が経過し、表
示店舗数は増加しているものの年間計画の設定目標の達成は
年々難しい状況となっています。
　また、栄養成分表示店の指定後、メニュー変更等があった
場合の対応が指定店からの申請によるため、店により情報提
供の内容に格差が生じていることから、フォロー体制の整備
について検討する必要があります。
　一方、インターネットを活用した民間の情報提供は充実し
てきており、行政の取組と有機的に連動することで、表示店
の拡充を図り、利用者のニーズに応えていくことにつながら
ないかと考えています。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

231 173 151

　時代に即した効果的な食育活動が展開できるよう、会員の
資質向上をめざした研修会を開催し、情報提供を行っていま
す。
　今後も会組織との連携を図り、地域における食育活動を積
極的に支援します。

（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

食に関するボランティア等の育成と支援《Ｐ２７》

　地域に根ざした食育活動が展開できるように、地域
の食習慣、食文化を理解し、地域に密着した実践活動
を行っている食生活改善推進員協議会に対して、会員
の資質向上を図るための研修会の開催・情報提供等を
行い、地域における食育活動を積極的に支援します。

(事業名）
①健康づくり地区組織活動研修会
②食生活改善地区組織育成・強化推進会議
③保健栄養だよりの発行
④大阪市食生活改善推進員協議会（以下「会」とする）に対する助言・指導
（事業の概要）
①会員の資質の向上と地区組織活動の一層の充実、活性化を図るため、普及啓発活動に必要な研修
を行っています。
②会員及び行政担当者が一堂に会し、地区組織づくりの課題や活動の問題点等について検討し、会
と行政とが相互理解を深め、より一層の組織強化と活動の充実、活性化を図っています。
③市民に広く健康に関する情報の提供を行うとともに会の活動内容を周知するための広報活動を
行っています。
④会運営のあり方や地域活動に対する助言・指導を行っています。

栄養成分表示店を通じた食育の推進《Ｐ２７～２８》

　飲食店や総菜店、持ち帰り弁当店等において、メ
ニューに栄養成分表示を行う店の拡大を図り、市民が
自らの食生活管理のもとに健康づくりに配慮した食事
の選択ができるよう、健康・栄養情報の提供を推進し
ます。
　また、飲食関係団体と企業、行政等で構成する「大
阪ヘルシー外食推進協議会」では、ヘルシーメニュー
の提供、たばこ対策等多様な健康づくりを進める「う
ちのお店も健康づくり応援団の店」協力店の拡大を推
進します。
　協力店における「食事バランスガイド」を導入した
表示の推進等、ヘルシーメニューに関する情報提供に
も努めます。
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進捗状況（事業の実績等）

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

①給食講演会(施設数） 2 488 2 465 1 481 2 447

②喫食者指導教室（研修会） 2 142 2 128 2 133 2 124

③給食施設巡回指導（施設数） 856 843 851 835

事　業　名

食育推進事業（開催回数）

ＩＴを活用した食育の推進《Ｐ２８》

　市民の食育活動への参加を推進するため、大阪市の
ホームページに食育に関する情報を集約して掲載し、
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・栄養情報の発信にも努めます。

　引き続き、大阪市のホームページにおける食育に関する掲
載内容の充実化を図り、広く市民に対して効果的な情報提供
に努めます。

特定給食施設における食育の推進《Ｐ２８》

　事業所等で継続的に食事を提供する場合、喫食者の
健康に配慮した適切な食事と健康や食生活に関する正
しい情報提供が行われるよう、事業所等の特定給食施
設の管理者等に対して、研修会・講演会の開催、健康
増進法に基づく巡回施設指導等を行い、給食を通じた
食育の推進を図ります。

(事業名）
①給食講演会　②喫食者指導教室（研修会）　③給食施設巡回指導
(事業概要）
①大阪府、堺市、東大阪市、高槻市と共催で病院・介護保険施設、それ以外の特定給食施設に対し
て栄養管理の充実と資質向上を目的に開催しています。
②喫食者指導の充実に向け、給食担当者を対象に本市独自で開催しています。
③栄養士未配置施設、病院、介護保険施設を対象に巡回し現状把握及び指導を行っています。

　①②については、開催会場の選定やその経費面で年々厳し
い状況になっている一方、給食施設におけるニーズは多枝に
わたり、研修方法、内容などにもきめ細やかな対応が望まれ
ています。
　今後は、利用者が給食以外の食事においても正しい食生活
のための自己管理を行えるような情報提供の内容を検討しま
す。
　③については、特定給食施設に対する栄養管理に関する支
援・指導に加えて、利用者個々の食育の推進のため、施設内
で掲示できるポスター等の媒体の配付などを継続して行いま
す。（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

60 72

平成２２年度

　若い世代等にも効果的に健康・栄養情報の発信ができるよう、平成21年3月から大阪市ホーム
ページに朝食・野菜摂取に関わる情報やレシピ、その他食育に関する情報を集約した内容を掲載し
ています。

食育推進のネットワークづくり《Ｐ２８》

　保健福祉センターが中心となり、保育・教育関係機
関や関係団体、飲食関係団体、地域団体、ボランティ
ア団体等様々な関係者が密接に連携・協力して食育の
推進が図れるよう、ネットワークづくりを行い、市民
が日々の生活の中で健全な食生活の実践が継続的に行
えるよう支援します。

（事業名）
　食育推進事業
（事業概要）
　各区において食育関係機関・団体の代表者を構成員とする「連絡調整会議」を年に数回開催し、
地域の課題に対して共有認識を持って、食育の推進が図れるようネットワークづくりを行い、市民
が健全な食生活を継続的に実践できるよう支援しています。

　２４区において、食育推進のための「連絡調整会議」を通
して、食育関係機関・団体が情報を交換し、密接に連携・協
力して食育の推進が図れるように努めます。
　また、市レベルにおいては、「大阪市食育推進会議」及び
「大阪市食育推進庁内検討会議」において、引き続き、食育
推進のための情報交換を図り、関係機関・団体が連携・協力
し、効果的な食育の推進に努めます。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

42
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

保育所における食育の推進【発達段階に応じた「食
育」の取組】
[０歳～１歳３か月未満児]《Ｐ３０》
　日々提供される食事（母乳、育児用ミルクを含む）
そのものが子どもの「食育」の環境を構成していま
す。安心と安らぎの中で食べる意欲の基礎づくりに取
り組みます。一人ひとりの子どもの安定した生活リズ
ムを大切にしながら、心と身体の発達を促すよう配慮
します。

　平成21年度から、各保育所において食育活動計画をたて、
より計画的に食育に取り組むこととしています。
　０歳～１歳３か月未満期については、引続き発育・発達段
階に応じた望ましい食生活となるよう配慮するとともに、保
護者へ生活リズムの基礎づくりについての普及・啓発に努め
ます。

[１歳３か月～２歳未満児]《Ｐ３１》
　味覚の発達で食べたり食べなかったり、手づかみで
食べようとする食機能の発達や自発性がみられます。
食べ物に興味をもって自ら意欲的に食べようとする自
立の芽生えを育み、楽しい雰囲気の中で周りのおとな
や子どもと一緒に食べる楽しさと人への関心の広がり
に配慮します。

　平成21年度から、各保育所において食育活動計画をたて、
より計画的に食育に取り組むこととしています。
　１歳３か月～２歳未満期については、発達段階に応じた食
育を実施することに努め、食べ物に興味をもって自ら意欲的
に食べようとする自立の芽生えを育み、望ましい食生活とな
るよう計画することとします。

[２歳児]《Ｐ３１》
　語彙(ごい)の目覚しい発達、自己主張の高まり、自
我の育ちがみられます。自分でやろうとする気持ちを
尊重し、さりげなく援助しながら「自分でやれる」と
いう自信を深めていきます。自然や身近な物事に関心
や興味を広げていくため、それらとふれあう機会をも
つようにします。

　平成21年度から、各保育所において食育活動計画をたて、
より計画的に食育に取り組むこととしています。
　２歳期については、いろいろな食材にふれる経験を通し
て、食への関心を深め、望ましい食生活となるよう計画する
こととします。

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

81 4,380 141 8,946 151 8,788 141 8,198

33 782 39 1,271 55 1,187 64 1,443

公立保育所地域交流 4 52 5 77 1 12 2 33

116(参考）公立保育所数

事業名

*平成21年度より別途、保育所での調理活動450回、延人数３歳児以上6,938人に実施
*平成22年度は、調理活動615回、延人数３歳児以上6,418人に実施

④栄養の基礎の学習

公立保育所食育*

102110

（取組）
　喫食状況の現状の把握
（取組内容）
・子どもたちの喫食状況の様子を作り手側の調理員が見に行くことで、個々の状況把握ができ、コミュニケーショ
ンも図れる。そのことで、発達に応じた献立内容の配慮ができる。

（取組）
　食材に触れる機会をつくる
（取組内容）
　菜園活動などを通じ、食物の成長をみながら実際に食物に触れることにより五感をとおして食べ物の大切さを知
り、さらに、どのような料理に使用するのかを説明することで、食べる意欲を育て、食物への興味を高めます。

④栄養の基礎の学習

⑤就学前の食育活動

平成１９年度 平成２２年度平成２１年度

　平成21年度から、各保育所において年間の食育活動計画を
たて、より計画的に食育に取り組むこととしています。
　３歳以上期については、食とこどもの発達の観点から、
「食と健康」「食と人間関係」「食と文化」「いのちの育ち
と食」「料理と食」の５項目の視点を盛り込み計画すること
とします。
　

平成２０年度

２　教育・保育分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

進捗状況（事業の実績等）

（取組）
　離乳食についての取組
（取組内容）
・保育参観等を利用して、保護者に実際に離乳食を食べている様子を見てもらうとともに、個々の発達に応じた離
乳食の進め方の説明を行います。
・離乳食の試食会等を通して、味、かたさ等の調理形態を知ってもらいます。
・この時期は、大人からの援助が主流となるため、大人が食環境を整える工夫をします。

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ
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[３歳児以上]《Ｐ３１》

　一人の独立した人間として行動する姿と、同年齢の
仲間への関心が強まります。子ども同士で協力して食
にかかわる活動を展開し、「食を営む力」の基礎がつ
くられます。食事の配膳や片付け、栽培などに参加
し、経験することが食材と食事、食文化に触れる機会
となります。食事、遊び、睡眠、排泄などの諸活動を
バランスよく展開させます。

（取組）
①食材の調理（切る・皮むき）の体験
②菜園活動の収穫物の給食での提供
③行事食の実施
④栄養の基礎の学習
⑤就学前の食育活動
（取組内容）
①こども同士で協力しながら調理道具を正しく使い調理を行います。
②栽培・観察・収穫した食材等を使用した料理を給食で提供し、食の大切さを学びます。
③行事にちなんだ給食を実施し、食の文化等を伝えます。
④栄養の基礎である３つの基礎食品を学び食べ物の種類や働きを学びます。
⑤就学前に、小学校での給食当番などを紙芝居をとおして紹介することにより、就学前に育みたい生きる力の
基礎を養います。
（実績）
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

①食の講座の開催 145 1,500 165 1,700 195 2,481 281 4,953

②食に関する情報提供 214 1,541 2,479 7,347

③子ども・子育てプラザとの食に関する連携事業 28 250 67 600 90 930 127 1,893

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

①食の講座の開催 36 803 24 519 20 404 26 509

２　教育・保育分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

進捗状況（事業の実績等）

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

（子育ていろいろ相談センターにおける実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

地域子育て支援センター等における食育の推進
                                      《Ｐ３２》
　地域子育て支援センターでは、子育て家庭が気楽に
利用できる自由な交流の場や講座・教室など親子ふれ
あいの機会を通して、食育にかかわる相談や情報提供
を行います。さらに食育の発信拠点のひとつとして、
子ども･子育てプラザなど関係機関や地域との緊密な連
携のもと、その推進を図ります。
　また、子育ていろいろ相談センターでは、子育て家
庭を対象に作って食べる楽しみを体験する様々な講座
を開催します。

（取組）
①食の講座の開催
②食に関する相談・対応及び情報提供
③関係機関・地域との食に関する連携事業

（取組内容）
①保健師、栄養士を講師とした「食」に関する知識の講座開催や、調理実習を通じ、おやつ等のあり方について指
導する講座を開催したほか、手作りおやつや離乳食などの展示を行い、調理方法や調理のポイントをよりわかりや
すく説明しました。
②食に関する相談に対応したほか、離乳食の調理例や旬の食材を紹介しました。
③公立支援センターでは、食育担当者が子ども・子育てプラザの子育て支援講座（「親子クッキング」等）へ講師
として参画し、手作りおやつや離乳食を親子で作り、一緒に会食することを通して食への関心を高めました。私立
支援センターでは、主任児童委員等の子育てサロンへ出向き、食に関する相談・情報提供を実施しています。

　特に、平成２３年度より活発化する子育てサロンでの食育
講話講座や相談・対応は、子育てに悩む保護者の不安と負担
感の解消になると喜ばれており、期待も高まっている。
　しかしながら、公立の支援センターに食育支援担当者の配
置がされている区が、２４区中１３区であり、大阪市全域に
きめ細かい食育支援が行われていないのが実情である。
　さらなる地域との連携強化をめざし、出張講座を通して市
民協働の食育推進を図る。

（実績）

（公立支援センターにおける実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

幼稚園における食育の推進
[食に関する計画的な取組]《Ｐ３２》

　各幼稚園において、幼児の実態を考慮して食に関す
る教育的なねらいを定め、年間の指導計画に位置づけ
て計画的に取り組みを進めます。

　幼児期に大切な直接体験である野菜等の栽培活動をした
り、昼食時に、食材に気づかせる・食事のマナーを知らせる
などタイミングを逃さず食に関する指導をします。
　積極的に絵本等の視聴覚教材を利用し、年間を通して計画
的な指導に努めます。
　今後も一人一人の幼児の実態に沿った指導方法の工夫に努
め、食への関心を育んでいきます。

[食物への関心]《Ｐ３２》

　野菜などの栽培活動を友達や教師と一緒にすること
を通して、その生長に目を向けるとともに、収穫の喜
びを味わい、食物への興味や関心を広げることを目指
します。

　直接自然に触れる栽培活動は感動を体験したり、生命を大
切にする気持ち、探究心などが養われ、幼稚園教育に欠かせ
ないものです。
　今後も園庭でも、工夫しながら栽培活動の充実を図り、収
穫物への関心を高める工夫を行うと共に、地域や社会の食物
へ関心を広げます。

[食べる喜びや感謝の気持ち]《Ｐ３２》

　昼食などの機会をとらえ、楽しい雰囲気の中で、友
達や教師と一緒においしく食べることで、作ってくれ
た人への感謝の気持ちや食べる喜びを感じることがで
きるようにします。このように食生活への関心を高め
ながら、心身ともに健やかな成長を育んでいきます。

　今後も、楽しい雰囲気づくりや場の工夫をすることで、み
んなで一緒に食べることの楽しさが味わえるように努めま
す。そして、おいしい料理、おいしい食材を作ってくれる人
への感謝の気持ちを育てていきます。

[食習慣の育成]《Ｐ３２》

　友達や教師と一緒に食事の準備や片付けをしたり、
食事中のマナーを学んだりして、食習慣が身につくよ
うに配慮します。

　食習慣の育成に関しては、準備から片付け、食事に至るま
での過程を大切にして、主に昼食の時間を通して、指導を進
めているところです。今後も引き続き指導の工夫に努め、幼
児に食習慣が身につくようにしていきます。

[保護者への啓発]《Ｐ３３》

　子どもの健やかな成長を育むという観点から食育の
大切さを伝えるために、さまざまな情報発信に努め、
保護者に啓発していきます。

　今後も、保護者に向けてわかりやすく丁寧な情報を発信し
ていきます。
　保護者にも栽培経験や調理体験などを通して食材の知識や
食の安全、食育の重要性に気づく機会を作っていきます。
一人一人のこどもに寄り添った指導をするために食育の大切
さを啓発するとともに、理解と協力を求めていきます。

２　教育・保育分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

(取組みの概要）
　保育参観の一環として昼食参観を実施します。幼稚園での昼食の様子を伝えるとともに、楽しく
食事をすることによる食欲増進や偏食の解消など教育効果を伝えています。また、園内での野菜栽
培には保護者も共に活動に参加し、栽培の楽しさや収穫の喜びを味わいます。
　保護者への講演会・幼稚園だより・保健だより等を通して家族での団欒による食育効果や「栄養
３色」の食品群などの食物の働きを知らせています。更には生活習慣の乱れや昼間の活動不足によ
る食欲不振などの関連についても機会を捉え保護者に啓発しています。

(取り組みの概要)
　①幼児の実態を把握します。
　②幼稚園教育要領のもと、食に関する目標をたてます。
　③教育課程に位置づけ、年間計画をたてます。
　④年間計画に沿って、幼児への指導と保護者への啓発を行います。

（取り組みの概要）
　各幼稚園で夏野菜や冬野菜の栽培に取り組み、保護者とともにその生長を楽しみ、共に収穫の喜
びを味わっています。
　毎年、大阪の伝統野菜の栽培に取り組む園も増えています。収穫したものを園が用意したレシピ
と共に持ち帰り、各家庭で調理して食べたり、お弁当に入れてもらったり、逆に家庭で調理したレ
シピを幼稚園に届けてもらい、他の保護者に食物への関心をもつよう啓発に努めています。

（取組みの概要）
　昼食時には、友達や教師と一緒に机を囲み、楽しい雰囲気の中で食べています。時には園庭や遊
戯室などへ移動して、シートを敷き、園外保育気分でお弁当を食べるなど、楽しくそしておいしく
食べられる場の工夫をしています。
　楽しく食べることを通して、おいしいお弁当を作ってくれる保護者への感謝の気持ちを育んでい
ます。

(取り組みの概要)
①幼児の食生活の実情を把握します。
②具体的に指導のねらいや方法を工夫します。
・和やかな雰囲気作りを心がける。
・友達や教師と一緒に食べることで、おいしいと感じる気持ちを育む。
・食事中のマナーを身につける
③幼稚園生活の様々な機会を通して実践指導にあたります。

大阪市食育推進計画進捗状況（行政）　　Ｐ7



主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

事　業　名
食に関する指導に係る全体計画の策定状況（小学校）

　　　　　　　　　〃　　　　　　　　（中学校）

推進組織設置状況（小学校）※

　　　　〃　　　　（給食実施中学校）

※食育に特化した組織の設置…H19:25%、H20:25%、H21:58％、H22:69％

[栄養教育推進事業の充実]《Ｐ３３》

　栄養教諭・学校栄養職員の未配置の小学校を対象と
して、食に関する指導の授業や保護者への啓発活動を
実施します。

　個別指導に関する資料や児童と保護者を対象とする指導・
啓発資料の提供等を引き続き行い、望ましい食習慣が身に付
くよう、食に関する指導の理解と啓発を行います。

事　業　名

きゅうしょくだより・えいようだより（配付率）

給食カレンダー（配付率）

事　業　名

食生活学習教材の活用状況（小学校）

食生活学習教材の活用状況（給食実施中学校）

学校における食育の推進
[学校における食に関する指導の全体計画の策定等]
《Ｐ３３》

　各学校における食に関する指導の全体計画の策定を
推進するとともに、推進組織の設置を進めます。

　子どもが食について計画的に学ぶことができるよう、各学校において関係教職員が連携・協力し
ながら、食に関する指導に係る全体計画の策定を進めています。
　食に関する指導の全体計画の策定は、小学校では平成20年度末、中学校では平成21年度末を目標
に、全ての小・中学校で策定されるよう推進を図り、目標を達成しました。

　学校における食育において、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
る指導の充実を図ります。
　小･中学校においては、教育活動全体で食に関する指導を
積極的に進めるための推進組織の設置に努めていきます。

２　教育・保育分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

299校中100% 299校中100%

130校中32% 130校中100%

　児童が学校給食への理解を深めるとともに、望ましい食習
慣を身に付け、自ら健康管理ができるように、引き続き児
童、保護者を対象として食に関する指導資料の提供を行いま
す。（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

298校中100% 299校中100% 299校中100%

298校中100% 299校中100%

[食生活学習教材の配付･活用]《Ｐ３３》

　文部科学省作成の食生活学習教材を全小・中学校の
児童・生徒（小学校1・3・5年生、中学校1年生）に配
付し、活用を図ります。

　子どもたちが自分の食生活を考え、食に関する実践力を身に付けられるよう、小学校低学年（小
学１年生）、中学年（小学３年生）、高学年（小学５年生）、中学生（中学１年生）用の文部科学
省作成の食生活学習教材を平成21年３月に配付しました。活用状況は以下のとおりです。

[食に関する指導資料の配付]《Ｐ３３》

　学校給食を活用した資料を作成し、全小学校の教職
員に配付します。

　児童、保護者を対象とする食に関する指導資料（きゅうしょくだより・えいようだより、給食カ
レンダー等）の提供を実施しています。

299校中100%

　平成23年度、食生活学習教材を小学校低学年、中学年、高
学年に配付しました。
　各教科や特別活動、総合的な学習の時間等での食に関する
指導において、食生活学習教材活用の促進に努めます。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

298校中77% 299校中81% 299校中87%

12校中50%

平成２２年度

299校中100%

299校中100%

平成２２年度

　児童が将来にわたって健康に生活していけるよう、栄養や食事のとり方などについて、正しい知
識に基づき、自ら判断し、実践していく「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」を身につける
ため、栄養教諭・学校栄養職員の未配置校に対する食に関する指導を行っています。
　平成20年度より、全小学校において、児童対象の授業時間をこれまでの１単位時間から２単位時
間と増やし、食に関する指導の充実を図っています。また、学校給食試食会等における講話等も
行っています。

298校中100% 299校中100% 299校中100%

12校中50%

299校中100%

130校中100%

299校中100%

平成２２年度

299校中86%
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

２　教育・保育分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

事　業　名

コンクール応募数（献立数）

事　業　名

保護者を対象とした食育展（各区）

[学校給食献立コンクールの実施]《Ｐ３３》

　児童が作成した学校給食の献立を募集し、学校給食
に活用します。

学校給食コンクール
テーマ　おいしいよ！アイディアあふれる！健康メニュー
①対象　　小学校５・６年生の学級、クラブ、委員会を単位とする。
②内容　　米飯を主食とする献立で、栄養のバランス、旬の食品などを考慮して作成する。
          また、学校給食で使用している食品を使い、学校給食で実施可能な献立とする。
・募集期間　22年５月20日（木）～９月７日（火）
・応募数　　91献立
最優秀賞　献立名「韓国・朝鮮風ちらしずし、オクラともやしのスープ、きゅうりのあっさり
　　　　　　　　　あえ」
優秀　3献立
「なにわのかやくご飯、豚肉とさといものかす汁、きくなとはくさいのごまあえ」
「さばのたつたあげ、おおさかしろなとうすあげの煮びたし、きのこたっぷりの豚汁」
「鶏肉とアスパラガスの塩焼き、小松菜とえびのとろみ炒め、ブロッコリーのかきたまみそ汁」

　児童が学校給食の一食分の献立を作成することで、栄養バ
ランスや旬など、「食」について考える機会とします。
　また、児童が作成した献立を学校給食の献立として活用す
ることにより、給食を食べる児童に、「食」への興味・関心
を高めることができます。
　各学校に、学校給食コンクールへの参加をより一層促すこ
とで、応募数の増加に努めます。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

49 67 91

[食育展の開催]《Ｐ３３》

　保護者を対象として、食に関する展示を行い、食育
への関心を高めます。

　平成19年度より、栄養教育推進事業の一環として、保護者を対象とした食育展を実施していま
す。

・保護者を対象とした食育展（平成22年度）
　　　７月26日（月）～７月30日（金）  各区単位で実施
・市民を対象とした食育展（平成22年度）
　　　９月13日（月）～９月24日（金）  大阪市役所ホール
・展示内容　①食に関する指導の展示
　　　　　　②学校給食に関する展示
　　　　　　③保護者が参加・体験できる展示等

　保護者・市民を対象とした「食育展」の内容をより一層充
実させ、学校における食に関する指導の理解及び啓発を図り
ます。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

100% 100%

平成２２年度

79

100%100%

平成２２年度
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

[試食会の開催]《Ｐ３３》

　各学校において年1回、保護者を対象に試食会を開催
し、学校給食の啓発を行うとともに、食への関心を高
めます。

　今後も引き続き、各学校において年1回、望ましい食生活
の実践を目指して、試食会を開催し、食に対する関心を高
め、理解を深めていただけるよう努めます。

[学校給食献立表の家庭への配付]《Ｐ３４》

　献立内容、調理方法、食材、分量等を記載した学校
給食献立表を全児童に配付し、家庭での食生活の充実
に役立てていただきます。
また、食品を働き別に3色で表示し、併せて生活習慣病
予防等の情報も提供して普及啓発に努めます。

　今後も学校給食献立表を全児童に配付し、家庭での食生活
の充実に役立てていただきます。
　また、一年間のテーマを決めて、子どもの基本的な食生活
習慣を育成するために継続的な生活習慣病予防等の普及啓発
に努めます。

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

献立調理研究会試食会 24 4,362 24 4,221 24 4,048 24 3,363

[地産地消・郷土料理の推進]《Ｐ３４》

　学校給食の食材については地場産物の利用増加に努
めます。さらに、地場産物への理解を深め、生産する
人々への感謝の気持ちを育むために、なにわの伝統野
菜を学校給食に利用できるよう努めます。
　また、大阪らしい料理を給食に取り入れ、充実する
とともに、商都大阪が育んだ食文化を伝えていきま
す。

　大阪市の学校給食は、１日13万食を超える状況の中で安
全、安心、廉価で安定的な必要量の確保が求められることか
ら、食材について地場産に限定して使用するのは困難です
が、今後もその活用に努めます。
　また、なにわの伝統野菜等が給食に使用できるように各関
係機関と協議、調整を図ります。田辺大根については順次残
りの学校で使用できるよう調整しています。
　さらに、学校給食に大阪らしい料理等を導入して食文化を
伝えるよう努めます。

[ホームページの充実]《Ｐ３４》

　給食への関心と理解を深めるため、教育委員会の
ホームページに学校給食のコーナーを充実します。

　今後も給食への関心と理解を深めるために、充実に努めま
す。

　平成19年4月から教育委員会のホームページ上に「学校給食」のコーナーを掲載しています。項目
は概況・沿革・献立について・加工食品等の原材料表・給食業務マニュアル等で、さらに献立の写
真、献立調理研究委員会の掲載も行いました。
　平成20年4月から食物アレルギーの対応について公開しています。

　平成21・22年度の大阪府産の野菜の使用については10品目で、そのうち「きくな」、「みずな」
と「おおさかしろな（なにわの伝統野菜のひとつ）」は全て大阪府内産を使用しました。平成２２
年度から大阪市のなにわの伝統野菜のひとつである田辺大根の使用を開始しました。数量に限りが
あるので全校実施ではなく、いくつかの学校で実施しました。
　大阪らしい料理については、たこボールやなにわうどん等を献立に取り入れています。

　今後も献立の多様化に向けた新食品、新献立の開発を行
い、給食内容の充実を図ります。
　また、学校給食展では保護者や児童も対象に学校給食の啓
発に努め、食育の大切さを伝えます。

　

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２２年度

[献立調理研究会試食会の開催]《Ｐ３４》

　献立調理研究会では献立の多様化に向けた新食品、
新献立の開発を行います。また、試食会は保護者や児
童も対象に各区ごとに開催し、給食内容の充実、啓発
に努めます。

平成21年度
　7月23日～25日、28、29日の5日間各区で「日本の食文化・郷土料理」をテーマに実施
平成22年度
　今年度よりこれまでの試食会を学校給食展の中に位置づけ、学校給食展として保護者への啓発に
重点を置いた形で実施しました。
　7月26日～30日の5日間各区で「ヨーロッパの食文化」をテーマに実施

平成２１年度

２　教育・保育における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

　各学校で開催している試食会では、栄養教諭・学校栄養職員が保護者に学校給食の啓発を行うと
ともに、栄養や健康に関する講話等を行っています。

講話の内容
・大阪市の学校給食について
・日本の伝統食について
・朝食について
・間食について
・子どもの生活習慣病について等

　平成21年度、22年度も毎月、学校給食献立表を全児童に配付しています。また、栄養一口メモ
は、21年度は乾物を使った料理、22年度はバランスのとれた食生活をしよう～ごはん中心の食事と
日本の食材をテーマに記載しています。

大阪市食育推進計画進捗状況（行政）　　Ｐ10



主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

事　業　名

農業体験者数

農業ウォーク参加者数

事　業　名

養成講座受講者数

養成講座修了者数

事　業　名

活動日数　　　　　　　

登録会員数

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

大阪市農業フェア（入場者数） 1 6,000 1 10,000 1 10,000 1 8,000

　　　〃　　　　（品評会出品数） 1 995 1 1,073 1 1,083 1 1,012

事業終了

事業終了

３　生産・流通・消費分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

・民間での農業体験の企画・運営が盛んになっている（市の
補助なしでも類似事業が行われている）ことから産業振興の
立場での事業を平成22年3月末で廃止。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

224家族879人 282家族1,035人 310家族

32人 55人 42人

市民援農ボランティア養成講座の充実《Ｐ３７》

　市民援農ボランティア養成講座において、市民が肥
培管理技術を身に付けるための講座を開催します。

（事業概要）
　農地等の肥培管理に対する正しい知識を会得し、高齢化等の理由で農作物の栽培に踏み切れない
農家などに対して、援農ボランティア活動ができる人材を育成しました。

「農業体験事業」の実施《Ｐ３６》

　農業体験事業としては、6月にじゃがいも掘り・田植
え、10月には稲刈り、3月には市内農地と園芸ハウスを
視察する「農業ウォーク」を実施します。

（事業概要）
　都市農業に対する市民理解を得るため、農業者と市民が交流する体験事業を実施しました。

平成２２年度

平成２２年度

事業終了

・これまで実施してきた養成講座で生まれた人材の活動が農
業経営の振興及び持続に寄与しているとは言えないため事業
を平成22年3月末で廃止。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

36人 25人
実施せず

24人 19人

・平成21年度まで、大阪市の伝統野菜振興に関する補助事業
を利用し、財団法人大阪市農業センターが援農を望む農家
（1件）と調整を行い活動を支え、イベント需要などに対応
してきた。
・伝統野菜の振興が一定の成果を上げたため、補助事業を平
成22年3月で廃止。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

30日 11日 12日

81人 40人 38人

大阪市農業フェアの開催《Ｐ３７》

　大阪市農業フェアにおいて、市内農作物の普及啓発
と市内農業への理解を図ります。

（事業名）
大阪市農業フェア
（事業概要）
１．市内農作物の品評会… 農家の農作物栽培技術と品質の向上を図るため、市内産農産物の品評会
を行い、農家の生産意欲の向上の一助とします。
２．農産物の即売会…品評会に出品された市内産の鮮度の高い良質な野菜を中心に、各種農産物を
廉価で即売することにより、市民の市内産農産物に対する理解を深め、都市農業が市民にとっても
大きな意義をもっていることの認識を改めて促すとともに、市内産農産物の消費拡大を図ります。
３．その他関連イベント並びに各コーナー

市民援農ファンクラブの組織強化《Ｐ３７》

　市民が生産者の栽培を支援できるよう、市民援農
ファンクラブの組織強化を図ります。

（事業概要）
　高齢化等の理由から栽培に踏み切れない農家や作付け面積を増やせない農家に対して、伝統野菜
栽培を支援する市民援農ボランティアを募集し、援農によって、栽培を広げました。

平成２２年度

・大阪市農業フェアは、「地産地消」や「食の安全」が求め
られている中で、市内産の鮮度の高い良質な野菜を即売する
ことにより、市内農業への市民の関心を高めると共に、農家
の農作物栽培技術と品質向上に貢献することから開催を継続
する。

（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

３　生産・流通・消費分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

事　業　名

栽培面積

フェスタ来場者数☆22年度変更あり

フェスタ参加校数☆22年度変更あり

新開発加工品件数

加工名産品創出件数

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

市場体験ツアー 8 567 9 661 9 627 4 277

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

出張料理教室の開催 7 333(3校) 9 358(3校) 7 297(3校) 8 361(3校）

事　業　名

市場職業体験

平成２２年度事業廃止

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

3校21人 2校10人 4校28人 事業終了

出張料理教室の開催《Ｐ３８》

　小学生を対象に、野菜・果物や魚介類等の知識・調
理方法を普及するなど食育推進を図り、青果物・水産
物の消費を促進し、市場の仕組みや役割についての認
識を深めてもらう契機とします。

　市内の小学校において、野菜・果物や魚介類についての知識の普及を行ったり、素材から作る喜
びを体感してもらう「出張料理教室」を実施しています。

市場職業体験の実施《Ｐ３８》

　高校生を対象に、市場業務を職業体験の場として提
供し、市場の卸売業者や仲卸業者の仕事を経験し、市
場の業務や生鮮食料品流通などを学習・体験し、市場
への関心を喚起させます。

　市内の高等学校の生徒を対象に、夏休みを利用した社会学習体験として、「市場職業体験」を実
施しました。参加生徒は、早朝から青果物などの仕分け、配送などの業務を体験し、生鮮食料品の
流通について学習しました。

　今後も「出張料理教室」を継続して実施し、子どもだけで
なくファミリーも含め、より幅広い層に市場を経由する野
菜・果実や魚介類等の知識や調理方法を普及することなどを
通じて、食育推進に貢献していきます。

（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

市場体験ツアーの開催《Ｐ３８》

　全国から集まる新鮮で豊富な食材が取引される現場
を体感し、また、食材の見分け方などを楽しく学びな
がら市場への理解を深めます。

　市場での活気ある取引の現場を体感し、食材の見分け方や家庭での「食育」等を楽しく学べるツ
アーを実施しています。とくに夏休み期間中には、小・中学生を対象に、新鮮で豊富な食材の見分
け方を学び、冷凍マグロ等の冷蔵庫内での超低温体験ができる「夏休み子ども市場体験ツアー」も
実施しています。

　今後も継続して「市場体験ツアー」を実施するとともに、
様々なイベント等とも連携することにより、市民に対して生
鮮食料品に関する各種の知識・情報を提供し、生鮮食料品に
ついての関心を高められるよう努めます。

（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

なにわの伝統野菜の生産振興と普及・啓発《Ｐ３７》

　なにわの伝統野菜フェスタにおいて、なにわの伝統
野菜の原産地とされる地域の小学校による栽培活動の
発表会、展示会・コンクール等を開催します。
　大阪市なにわの伝統野菜の「認証」を行い、なにわ
の伝統野菜の継承と地域文化や伝統を守ります。
　なにわの伝統野菜の生産拡大と、栽培された伝統野
菜を使った加工食品の開発に努めます。

（事業概要）
　なにわの伝統野菜の生産拡大と地域ブランド化を図るため、伝統野菜の普及・啓発事業を実施し
ます。

・伝統野菜の振興が一定の成果を上げたため、補助事業を平
成22年3月で廃止。伝統野菜を使った加工食品の開発につい
ては、平成20年度をもって終了。なにわの伝統野菜の生産拡
大のための栽培補助については、平成21年度をもって終了。
なにわの伝統野菜フェスタについては、平成21年度をもって
終了。
・平成22年度からは伝統野菜フェスタと同時開催されていた
「ふるさとの食にっぽんの食」【会場：NHK大阪放送会館】
との協力関係により、８コマの出展ブースが大阪市都市農政
センターに提供された。これを活用し伝統野菜関連事業者が
出展したことで、伝統野菜の普及啓発に繋がった。また、同
イベントの「こども体験隊ネット」（HPによる栽培体験の発
表）に伝統野菜の栽培に取り組む小学校が参加した。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

146アール 158アール 157アール

30,000人 60,000人 40,000人

9校 8校 6校

3件 ― ―

1件 1件 ―

―

―

平成２２年度

144アール

40,000人

1校
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

親子料理教室の実施《Ｐ３８》

　夏休み等学校が休みになる期間に、保護者と子ども
が一緒に食材を無駄にしない料理づくりを通じて、ご
みの減量について考える「親子料理教室」を開催す
る。

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

親子で学ぼう　エコツアー 2 57

回数 延人数 回数 延人数

出前講座 209* 13,987

*内、食育だけをテーマとした講座　１２回

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

食の安全・安心講座 3 114 3 176

事業終了

平成１９年度 平成２０年度

　地域のごみ減量・リサイクルの普及啓発を担当する環境事業センターにおいては、従来からごみ
減量・リサイクルの普及啓発の１つとして、大人向けに食材を無駄にしない料理教室を開催してい
る。
　「親子料理教室」の実施にあたっては、安全性の確保などの問題があり今まで未実施であった
が、開催実績のある各区保健福祉センターと共催することにより、保護者と子どもを対象として食
材を無駄にしない料理教室を開催していくこととした。

　また、平成２２年度においては、「親子で学ぼう　エコツアー」において、保護者・子ども対象
のエコ・クッキングを実施したところである。

事　業　名
平成２０年度 平成２１年度

３　生産・流通・消費分野における食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

　平成２３年度以降、開催に向けた具体調整を進め、「親子
料理教室」を環境事業センターと各区保健福祉センターで共
催で開催する。

出前講座の開催《Ｐ３８》

　消費者を対象として、食育をテーマとした様々な出
前講座を開催します。

　市民を対象とした出前講座を実施しました。 平成２０年度事業廃止

（実績）

事　業　名

（実績）

平成２２年度

食の安全・安心講座 消費者行政活性化基金を活用して、平成２１年度～平成２４年度まで実施している。 平成２３年度は、「食品添加物」「食品購入時の注意点と保
存方法」等の身近なテーマで実施予定。

（実績）

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

事　業　名

発令回数

テレホンサービス利用件数

事　業　名

①研修会

②モニタリング活動

・延べ確認店舗数

・表示確認食品数

・保存方法確認数（店舗数）

・モニターからの疑義報告件数

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

市民・食品等事業者との意見交換会 8 184 6 188 3 110 5 166

10

平成２２年度

5回　11～13名/回

1,833

7,537

平成２２年度

16

2,150

平成２２年度

　平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）を策定し、
平成24年1月から平成24年2月まで市民の皆さんから広くご意
見を募集します。
　同計画（案）には、昨年度及び今年度に引き続き、市民参
加型食品衛生事業「食品安全モニター」の実施を盛り込みま
すので、お寄せいただいたご意見を参考に平成24年3月末日
までに「平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画」を策定し
ます。
　今後とも、市民に対する食品衛生知識の普及啓発の強化を
図るため、同事業の充実に努めます。

（実績）

平成２０年度

（実績）

10,493 4,814

60

1,964

763

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

[市民参加型食品衛生事業「食品安全モニター」の実
施]《Ｐ４０》

　市民から食品安全モニターを募集し、本市が実施す
る研修会受講後に市内の食品販売店を対象として、日
常の買物の中で食品表示や温度管理等のモニタリング
を実施していただきます。また、その状況を定期的に
報告していただき、必要に応じて食品等事業者に対し
て指導を行うとともに、関係機関へ情報提供を行いま
す。

1,555

12

1,784

平成１９年度

21

5回　10～24名/回 5回　10～24名/回

1,668

[市民・食品等事業者との意見交換会の実施]
《Ｐ４０》

　本市の食品の安全性確保に関する取組みや食品衛生
全般について、情報提供・意見交換を行い、市民ニー
ズを把握するとともに食品衛生意識や知識の向上に努
めます。

　平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）を策定し、
平成24年1月から平成24年2月まで市民の皆さんから広くご意
見を募集します。
　同計画（案）には、昨年度及び今年度に引き続き、市民・
食品等事業者との意見交換会の実施を盛り込みますので、お
寄せいただいたご意見を参考に平成24年3月末日までに「平
成24年度大阪市食品衛生監視指導計画」を策定します。
　今後とも、本市の食品の安全性確保に関する取組みや食品
衛生全般について積極的な情報提供、意見交換に努めるた
め、関係部局等の連携を強化します。

事　業　名
平成１９年度 平成２０年度

3,300

10

平成２１年度

1,235

４　食品の安全性の確保

進捗状況（事業の実績等）

①食中毒予防月間中の街頭キャンペーンの実施
　７月に商店街やターミナル等でパレードや食中毒予防啓発用うちわ及びリーフレット等を配布す
ることにより広く市民に食中毒予防を呼びかけます。
③市民を対象とした食品衛生講習会の実施
　保健所（生活衛生監視事務所）、中央卸売市場食品衛生検査所等で消費者を対象に食中毒予防や
食品衛生知識の普及啓発に努めます。
　　平成22年度実績　実施回数：46回　参加人数：2,700名
⑥食中毒注意報の発令及びテレホンサービスによる情報提供
　7月から9月の間、食中毒が発生しやすい条件になる日の前日に発令し、保健福祉センター等で
「食中毒注意報発令中」の掲示や食中毒注意報発令に関するテレホンサービスを行い、食中毒の予
防の注意喚起に努めます。

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

市民に対する取組
[情報提供]《Ｐ３９～４０》

①食中毒予防月間中の街頭キャンペーンの実施
②保健福祉センターにおいて、市民からの相談・苦情
に対応
③市民を対象とした食品衛生講習会の実施
④健康福祉局ホームページにおける食品衛生に関する
情報の掲載
⑤食中毒予防等の啓発用リーフレットの作成
⑥食中毒注意報の発令及びテレホンサービスによる情
報提供
⑦市政だよりを含めた広報誌やテレビ、ケーブルテレ
ビ、ラジオなど広報番組の活用

 平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）を策定し、
平成24年1月から平成24年2月まで市民の皆さんから広くご意
見を募集します。
　同計画（案）にも、昨年度及び今年度に引き続き、食品の
安全性を確保するため、市民に対する取組について盛り込み
ますので、お寄せいただいたご意見を参考に平成24年3月末
日までに「平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画」を策定
します。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度

15

平成２１年度

18

2,058

平成２１年度

5回　11～16名/回

1,194

3,038

728
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

４　食品の安全性の確保

進捗状況（事業の実績等）

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

事　業　名

受付件数

提出意見数

食品等事業者に対する取組《Ｐ４０》

　大阪市における食品等の製造、流通、販売等の状
況、食中毒の発生状況及び違反食品の発生状況を踏ま
え、重点的に監視指導を実施すべき事項を定めて、効
果的かつ効率的な監視を行い市内に流通する食品等の
安全性確保に取り組みます。
　また、食品等事業者は、消費者に食品等を提供する
ものとして、食品の安全性を確保する第一義的な責務
があることから、食品供給行程及び食品製造工程の各
段階における衛生管理の重要性の周知並びに自主衛生
管理の推進に努めます。
　さらに、食中毒予防や食品衛生に関する情報提供・
意見交換など、食品衛生知識の普及啓発を行います。

　平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）を策定し、
平成24年1月から平成24年2月まで市民の皆さんから広くご意
見を募集します。お寄せいただいたご意見を参考に平成24年
3月末日までに「平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画」
を策定します。
　今後とも、大阪市食品衛生監視監視指導計画に基づき効果
的な監視指導及び検査を実施することにより食品の安全性確
保に努めます。

45（延106）

平成２２年度

65

[大阪市食品衛生監視指導計画策定時において、市民等
の意見を反映]
《Ｐ４０》

　大阪市食品衛生監視指導計画の策定については、パ
ブリックコメントを実施することにより、市民や食品
等事業者などから意見を募集し、市民等の意見の反映
に努めます。

　平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画（案）を策定し、
平成24年1月から平成24年2月まで市民の皆さんから広くご意
見を募集します。お寄せいただいたご意見を参考に平成24年
3月末日までに「平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画」
を策定します。
　今後、できるだけ多くの市民からご意見をいただくため、
意見交換会等による意見の募集方法についても検討します。

平成22年度（平成23年度大阪市食品衛生監視指導計画）
①募集期間
　平成23年1月19日～平成23年2月18日
②公表資料の配架場所
　健康福祉局生活衛生担当・大阪市保健所・各生活衛生監視事務所・各区保健福祉センター・中央
市場卸売市場食品衛生検査所・中央卸売市場東部市場食品衛生検査所・食肉衛生検査所・消費者セ
ンター・市民情報プラザ・各区役所・大阪市サービスカウンター
③募集方法
　郵送、ＦＡＸ、持参、電子メール

（実績）

平成１９年度 平成２０年度

78

100(延182)

31

49(延65)

平成22年度実績については、別紙（表1～表6）のとおり

平成２１年度

55

53（延99）
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

事　業　名

①健康展

②大阪ヘルスジャンボリー
③ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード（コンテスト応募数）

③ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード（式典参加者）

④たべる、たいせつフェスティバル２００８

185 314

1回37,456人

1回3,338人 1回2,187人 1回3,156人

140 165

《Ｐ４１》

　「食」をめぐる環境が変化し、個々人の食生活も多
様化する中で、「食」について改めて意識を高めるた
め、市民と協働して、地域の食文化の継承に向けた機
運の醸成を図ることが重要です。
　大阪市においては、様々な「食」に関する取り組み
を行っていますが、本計画を広く市民に知っていただ
くために、成長発育期の子どもをはじめ多様な市民や
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）を推進します。

（事業名）
①健康展　②大阪ヘルスジャンボリー　③ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード
（事業概要）
①各区で実施する健康展（保健福祉センターと関係団体の共催によるイベント、区民まつり等）に
おいて「食育コーナー」を設け、地域の関係者や関係団体と連携してライフステージに応じた望ま
しい食生活のあり方や食文化継承など食に関わる展示・体験型イベントを行っています。
②市民健康月間のメインイベントとして実施する大阪ヘルスジャンボリーにおいて「食育コー
ナー」を設け、関係団体と連携して健康づくり及び食育の普及・啓発を行う体験型のイベントで
す。
③関係３局（健康福祉局、教育委員会事務局、経済局）により、なにわの伝統野菜を使った一品
（小学校５・６年生対象）及び大阪らしいヘルシーなメニュー（中学生以上対象）の料理コンテス
ト、なにわの伝統野菜栽培収穫体験、食育講演会等を中心とした食育イベントを飲食関係者等との
連携により実施しています。

①②「食育コーナー」において、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や食文化継承等、食
に関わる展示等を通じて、広く市民に普及・啓発を行ってい
るところです。今後とも関係機関・団体等と連携を図りなが
ら各種イベントの機会を利用して食育の推進に努めます。
③本イベントの事業評価を行い、より効果的な事業実施に向
けて関係３局及び関係者等と連携し、大阪の次世代を担う子
どもの食に関する意識を高め、食の大切さを啓発するととも
に市民の生活習慣病を予防する大阪らしいヘルシーな食生活
の啓発が図れるよう努めます。
④20年度実施した全国規模のフェスティバルをもとに、今後
は住民に身近な地域で区保健福祉センター等との共催による
事業を検討します。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

40回30,962人 42回29,559人 61回37,545人

５　関係機関・団体等が連携・協働した食育の推進

　　主な取組、進捗状況、課題・今後の見直しの方向性

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

進捗状況（事業の実績等）

302

平成２２年度

81回52,159人

1回4,812人

308
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主な取組 課題・今後の見直しの方向性等

事　業　名

ぴゅあら体操

事　業　名

出前講座

水道教室の実施
　市内の小学校（4年生）の社会科授業の一環として水
道局から講師を派遣して浄水工程や水道実験を体験し
ながら学ぶ水道教室を実施。

　受講者のニーズに合わせて随時プログラムを見直し、小・
中学校を中心に水道水の安全性・おいしさを知っていただ
き、より多く小学校等で水道教室を実施、PRに努める。

浄水場見学・水道記念館
　市内の小学校（4年生）の社会見学を中心に、幼稚
園、保育園から大人まで幅広い世代の方々に実際に水
道水ができるまでの工程を見学いただき、水道に対す
る正しい認識の習得を目指す。なお、小学校４年生の
社会科副読本に当局浄水場、水道記念館について掲載
されている。
　また、「安全でおいしい水」は水源である淀川の自
然環境を大切にしていくことから、水道記念館にて琵
琶湖・淀川に生息する淡水魚を展示し、全般的な水環
境の学習とともに水道の歴史・暮らしとの関わりにつ
いて学んでいただく。

　平成22年度から実施している環境対策、災害対策を含めた
浄水場見学を実施し、見学者のニーズに合わせ、より多くの
方々に浄水場を見学いただくよう努める。
　水道記念館については、展示やイベント内容の見直しを検
討し、来館者増をめざす。

ISO22000の適正運用
　食品の安全管理を行うための要求事項を定めた国際
規格であるISO22000の認証を取得し、適正な運用に努
めている。

　本市がこれまで蓄積してきた安全管理及び品質管理の技術
を高い信頼性保証レベルで標準化し、次世代へ確実に技術継
承していくとともに、これらの取組みを通じて、全局的な
PDCAサイクルを定着させ、長い歴史の中で培われた職員一人
ひとりのノウハウ、経験、各部門のプロ意識を活かしなが
ら、おいしい水計画の推進はもとより、市民、お客さまに信
頼していただける水道づくりを目指す。

Smile Water Club
　お客さまとの双方向のコミュニケーションを充実す
ることを目的として会員制の情報提供サービスを実
施。
　会報誌や広報誌の無料送付（年4回）による定期的な
情報提供とともに、お客さまの水道水に関する意識に
ついて定期的なアンケート調査を実施
　さらに、局主催の各種イベント参加によりポイント
を付与し、貯まったポイントをノベルティと交換。

　会員の方々への情報発信だけでなく、会員の方々にスモー
ルワールドのコアパーソンとして情報を発信しただく方法に
ついてもの検討する必要がある。

（取組みの概要）
・会員数
　　1,101名（H23.9.1現在）
・会報誌発行
　　平成20年11月第1号発行、以降、3ヶ月ごとに発行し、平成23年9月第12号を発行
・会員限定アンケート
　　平成20年11月第1回アンケートを実施、以降、3ヶ月ごとに実施し、平成23年9月に第12回アン
ケートを実施

（取組みの概要）
　安全な食品をお客さまに提供するための管理の仕組みを構築する際に守るべき事項（要求事項）
を定めたもので、国際的な基準であるISO22000（食品安全マネジメントシステム）の認証を平成20
年度に取得し、以降、適正な運用に努め、水源から蛇口までトータルシステムとして水道水の安全
を管理している。

（取組みの概要）
　平成22年度、浄水場見学については、市内小学校を中心に355件、17,855人の方を対象に実施。
　また、平成22年度から月曜日についても浄水場見学を実施するとともに（平成21年度までは火曜
～金曜で実施）見学のプログラムの見直しや新たに環境対策、災害対策のメニューを作成した。
水道記念館については、平成22年度には浄水場見学とあわせて水道記念館に来館した小学校を含
め、95,192人の来館者があった。また平成22年9月には来館者累計100万人を突破した。

（取組みの概要）
  市内の小学校、女性学級等、225箇所(平成22年度実績）で実施。
また水道についてより幅広く興味を持ちながら学習していただけるよう、現存のメニューを見直し
た。加えて水道教室の内容のバージョンアップを検討し、教育委員会よりご紹介いただいた9校で新
プログラムによる水道教室の試行実施を行った。

　様々な機会に出前講座を実施し、より多くの方に水道水の
現状やおいしさを認識しただけるよう努める。

（実績）

平成１９年度 平成２０年度

６件273名 ４件281名 ３件103名

平成２２年度

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

出前講座
　幼稚園・保育所の園児の保護者や地域の女性会等、
お客さまの様々な集まりにお伺いして出前講座（実
感・納得キャンペーン）を実施。
　水道局の各種取組みの紹介に加え、きき水や簡易水
質検査キットを使った水質チェックなど、水道水の安
全性やおいしさを「聞いて」、「体験して」、納得し
ていただける内容を実施。

（取組みの概要）
・出前講座
・アンケート結果（平成22年度平均）
　　水道に対するイメージ変化　　79％（好転94％）

38件2,451名 27件3,158名

平成２１年度

４件228名

【情報提供】水道局における食育の取組みについて

　　主な取組、事業の実績等、課題・今後の見直しの方向性

事業の実績等

（取組みの概要）
・ぴゅあら体操
・アンケート結果（平成19～22年度平均）
　　水道に対するイメージ変化　　95％(好転100％)

ぴゅあら体操キッズプログラム
　次世代を担う子どもたちが、水道に親しむきっかけ
づくりとして、当局のイメージキャラクター「ぴゅあ
ら」「じゃぐ爺」が保育所、幼稚園を訪問し、水の大
切さのＰＲを実施。

　継続して実施し、水道に対して親しみを持っていただくと
ともに、水の大切さも啓発していく。

（実績）

平成２２年度

26件2,601名22件3,048名
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