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第６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２５年３月１９日（火）午後２時～午後３時５２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６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、寺川健康局首席医務監から御挨拶申し上げます。 

○寺川首席医務監  健康局首席医務監の寺川でございます。 

 本日は年度末の何かとお忙しい中、大阪市食育推進連絡調整会議に御出席いただき

まして、誠にありがとうございます。また、委員の皆様方には平素から大阪市政に御

理解と御協力を賜わりますことを、重ねてお礼を申し上げます。 

 大阪市では平成２０年３月に策定をいたしました大阪市食育推進計画に基づき、各

局とも事業を通じて食育を推進しているところでございます。委員の皆様方も御承知

のとおり本計画は今年度で最終年度となっており、前回の会議で御意見を頂戴いたし

ました第２次大阪市食育推進計画（素案）について、広く市民の皆様に御意見をお寄

せいただくため、２月１日から２８日までパブリック・コメントを実施しました。本

日はこれらの結果を踏まえ、今後も本市として食育を推進するため第２次大阪市食育

推進計画（案）について御意見を頂戴し、今年度中に策定してまいりたいと考えてお

ります。 

 委員の皆様方には、ぜひ御活発な御議論をお願い申し上げ、開催に当たりましての
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御挨拶とさせていただきます。本日は、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いて確認をさせていただきます。 

 まずファイルとじしてある資料で、第６回大阪市食育推進連絡調整会議次第、次ペ

ージに、資料一覧がございます。続きまして資料１、第２次大阪市食育推進計画(素

案)パブリック・コメント結果、資料２、第２次大阪市食育推進計画（案）、資料３、

第２次大阪市食育推進計画概要版（案）。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）、第２次大阪市食育推進計画

（素案）。以上でございますが、資料はそろっておりますでしょうか。 

 本日は、７名の委員の御出席をいただいております。お手元の大阪市食育推進連絡

調整会議委員名簿をごらんください。本日、宮川委員、杉本委員、岡本委員、安達委

員、房本委員、山下文彦委員、小林委員、南野委員、藪根委員におかれましては、御

欠席との連絡をいただいております。 

 続きまして、本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寺

川首席医務監でございます。 

○寺川首席医務監  寺川です。本日は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  澤田医務監でございます。 

〇澤田健康局医務監  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、健康局、こども青少年局、経済

局、中央卸売市場、環境局、教育委員会事務局、水道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させて

いただいております。また発言の際には係の者がマイクをお持ちしますので、よろし
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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。 

○春木委員  ただいまから議事を始めさせていただきます。２０１２年１２月６日

に第５回連絡調整会議をさせていただきました。第１次食育推進計画の総括を踏まえ

た上で各部局からの第２次食育推進計画（素案）作成に向けて、各委員の皆様方と意

見交換をさせていただきました。国の第２次食育推進基本計画をみますと、１つは共

食、孤食をしないで家族や仲間と一緒に食べる共食、そして歯の影響も随分言われて

いますが、よくかんで食べると言うそしゃくの課題等々について挙げられています。

一言で言えば食べ物の話ではなくて食べ方が、大きく取り上げられているのが第２次

食育推進計画の特徴だと考えております。つまり、少し階段を上ったと言いますか、

これまでは栄養バランス、栄養バランスと私どもも言っておりましたけれども、ある

程度それは多くの市民の方々に行き渡たりました。けれども、なかなか実際に行動に

移せていない。課題は「まだ野菜摂取が少ないです。」とか、「朝食欠食者がまだい

ます。」といったことであり、知識の面では皆さん方ほぼお持ちいただいているのが

現状で、その知識を元に実際に食行動に移していこうというところに第２次食育推進

計画は大きく移行してきたと、この領域で長年仕事をさせていただいております私ど

もは、見ております。 

 そして、骨格となる計画では実際の実働に拍車をかけるという意味でしょうか、前

計画から、より具体的な年間指導計画を策定し、食育推進組織を設置し、ボランティ

アの養成というあたりに重点が置かれてきています。これも今申しましたように第２

ステージに入ってきていると思っています。国をあげてこの第２次食育推進計画で、

ある程度の成果を上げていくことで日本人の健康管理に大きく貢献できるというとこ

ろにきています。大阪市第２次食育推進計画におきましても実行できる目標を本日確

認させていただいて、それに向けて皆様とともに歩いていきましょうと合意ができれ
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ばよいと考えて本日まいりました。よろしくお願いします。 

 では早速、議題１の第２次大阪市食育推進計画（素案）パブリック・コメント結果

について、健康局健康づくり課から説明をお願いいたします。 

○永野健康推進部保健主幹  健康局健康推進部保健主幹の永野でございます。資料

１の第２次大阪市食育推進計画（素案）のパブリック・コメント結果について説明さ

せていただきます。座らせていただきます。 

 資料１の１ページをご覧ください。パブリック・コメント実施結果、意見項目と件

数となっております。第２次大阪市食育推進計画（素案）を元に内容を修正・圧縮し

た概要版を作成し、御意見をいただきました。また、前回の会議でいただいた御意見

を元に修正した素案につきましては、パブリック・コメントの閲覧用資料として作成

し、素案の配架場所に設置いたしました。また、インターネットにより大阪市のホー

ムページに素案を公表いたしました。意見の募集期間はご覧のとおり、２月１日から

２月２８日までの１カ月間となっております。資料の配架場所につきましては、健康

局健康推進部健康づくり課をはじめ市内各区役所及び区役所出張所、中央図書館をは

じめとする２４区の図書館、また市役所１階の市民情報プラザ、市内３カ所の大阪市

サービスセンターなどご覧のとおりの場所で９５カ所にわたります。意見の募集につ

きましては、ファクシミリ、持参、送付、電子メールといたしました。御意見の応募

の状況ですが、全部で１５件ありました。ファクシミリが５件、持参が３件、送付が

３件、電子メールが４件です。属性は、男性が２名、女性が１１名、不明が２名。所

在地は、大阪市内が１０名、市外が１名、不明が４名となっております。年齢は、２

０歳代から７０歳代以上まで各年代からの応募となっております。 

 御意見をいただきました総数１５件を内容別に意見をまとめたところ、提出意見数

は２８項目になっております。家庭・地域における食育の推進に関すること５項目、

保育・教育分野における食育の推進に関すること１２項目、流通・環境分野における

食育の推進に関すること２項目、食品の安全性の確保に関すること４項目、全体の内
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容に関すること５項目、その他、感想についてはその他とし御意見に含めていません。

一番多くは教育分野に関することで児童への食育及び学校給食への御意見となってお

ります。 

 また、このほかに職員からの意見が１件ありましたので関係局へ送付し、市民の声

が１件ありましたので、大阪市ホームページに回答を掲載いたします。 

 ３ページをご覧ください。３ページから１０ページまでは市民の皆様方からいただ

きました御意見の要旨について、本市の考え方及び計画への意見反映の有無を記載し

ております。また、１つの御意見に対して複数の関係局に渡るものがございますので、

ナンバーの同じものが幾つかのページに亘って入っております。御意見の内容としま

しては、素案に記載している内容についておおむね賛成の意見が多くございました。 

 パブリック・コメントに寄せられた意見に関する本市の考えは、関係局ごとに内容

をまとめておりますので、抜粋して説明いたします。まず３ページと４ページですが、

家庭・地域における食育の推進に関することと計画全体を通しての御意見です。計画

への意見反映はございません。４ページをご覧ください。一番上№１０‐２ですが、

今回パブリック・コメントを募集するという告知の方法につきまして、広報誌等を活

用してはどうかという御意見です。本市の考え方は、今回はホームページ、報道機関

への情報提供により市民の皆様への周知を図りました。今後は広報誌の活用も検討し

てまいります。また、№１２‐２に健康増進計画と連携した取組を行う必要があると

いうことで御意見をいただいております。本市の考え方は、大阪市健康増進計画は計

画期間が平成２４年度末となっており、現在大阪市健康増進計画「すこやか大阪２１

（第２次）」を策定中です。生活習慣病を予防するためには栄養・食生活の取組が必

要であり、ライフステージに応じた生活習慣病及び社会環境の改善の中の「栄養・食

生活」の分野と連携をとりながら推進してまいります。 

 ５ページをご覧ください。保育分野の御意見です。３つ目の項目、№９です。母乳

栄養推進の取組をお願いしたい。母親が望むまで保育所に入れていても冷凍母乳を含
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む母乳育児ができるような環墳を整えてほしいとの御意見です。本市の考え方は、母

乳栄養、母乳育児を希望する保護者のために衛生面を配慮し、冷凍母乳による栄養法

などで対応を求められた場合には保育所に対応するよう指導しています。現時点でも

保育所で冷凍母乳の対応をしています。その下、№１４ですが、地域子育て支援セン

ターの食の講座には栄養士、保健師だけでなく、支援センターの食育担当者が従事を

していた。正確に記載をしてほしいという御意見でした。本市の考え方は、地域子育

て支援センターの食の講座については御指摘のとおり支援センターの食育担当者が従

事しています。これについては、計画での意見反映有りとして、１７ページに追記し

ました。後ほど御説明させていただきます。 

 それから６ページをご覧ください。教育分野では多くの御意見をいただきました。

学童期の食に関する指導あるいは学校給食に関することなど１０項目の御意見がござ

いますが、計画への反映はございません。この中で、№３‐１、№３‐２、№３‐３

というのは一人の方から３つ御意見をいただいたということです。№３‐３、学校で

は、継続的な食育を含め児童が健康なからだをつくる良い習慣を知り、身につけてい

けるよう継続的な食育指導を教職員の共通理解を進めていくことが必要である。また

№１１には米飯給食、地場野菜を取り入れた献立、アレルギー対応等、関係者の努力

が伝わる。中学校給食が全校実施されるようなので、今後も食に対する意識を高める

取組を継続してほしいという御意見でございます。本市の考え方は、本市小学校にお

いては、栄養のバランスを考えた食生活や食品の正しい選択をはじめ、食文化や食べ

物に感謝する心などをねらいとし、食に関する指導の全体計画を策定して食育を行っ

ております。食育に関する指導につきましては、全教職員が学校教育活動のさまざま

な場面で行っております。また、学校給食は食育の中心的な位置づけであり、献立や

食材を教材として活用しております。今後も家庭・地域と連携した食育を進めていき

ます。素案本文と同じ考え方です。 

 ７ページをご覧ください。流通に関する御意見です。市場見学の開催回数、募集人
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数をふやし、市場への関心を高める必要がある。また地域に根づいた市場をめざし、

食に関する興味を引き出せるような取組が必要であるとの御意見です。本市の考え方

は、中央卸売市場では市場の果たす役割や機能を広く発信するとともに、生鮮食料品

の普及を図るためのさまざまな取組を行っています。特に市場見学につきましては、

お盆前や年末の繁忙期を除きほぼ毎日行っており、見学者数は年間１万人を超えてい

ます。開催回数や募集人数の増加につきましては、事業者の活動や安全面を踏まえて

検討する必要があると考えています。また、食に関する情報発信として、これまでも

各種イベントやホームページやツイッター等を活用した取組を行ってきましたが、今

後とも、必要に応じて地域との連携も図りながら、情報発信の充実に努めてまいりま

す。計画への反映はございません。 

 ８ページをご覧ください。環境分野に関するご意見です。№２-１、ごみ減量３Ｒ

の推進には大いに賛成するとのご意見です。本市の考え方は、本市では、持続可能な

循環型都市の構築に向けて、平成２７年度のごみ処理量１００万トン以下を、さらに

平成３７年度を目途とした将来的なごみ処理目標量として９０万トンをめざすことと

しています。その達成に向けては、市民・事業者の自主的な取組が不可欠であること

から、引き続きごみ減量３Ｒの推進に努めてまいります。その下の№２‐２につきま

しては、学童期前後から必要なものを食べ、不要なものは食べない、食べ残しを出さ

ない教育が必要であるとのご意見です。この分につきましては、前のページ、３ペー

ジの上から２つ目、５ページの一番上、６ページの一番上と、学童期前後の食育に関

係のある各局で同じ視点で取り組みますが、それぞれ関係局の考え方を記載しており

ます。 

 ９ページですが、食の安全性の確保に関するご意見です。№４、食品中の放射性物

質と同様、食品添加物、残留農薬、遺伝子組みかえ食品についても、安全性の情報を

市民一般にわかりやすく公開する必要があるという御意見です。本市では、市内で製

造または流通、販売されている食品等を収去し、細菌検査及び理化学検査を行い、不
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良食品の排除に努めるとともに、この結果に基づき科学的な監視指導を行っておりま

す。食品衛生法に違反する食品等を発見した場合には、速やかに当該食品等の回収命

令等の行政処分を行うとともに、大阪市のホ一ムページに掲載し、広く市民に情報提

供しております。また、必要に応じて報道発表も行っております。その他の御意見と

して、食品添加物、賞味期限、あるいは肉の生食について危険なことを忘れていない

かなどの御意見をいただいております。これら食の安全・安心の確保にかかわる取組

をはじめとして、食品衛生に関する理解を深めていただくために、リスクコミュニケ

ーション手法による啓発を今後進めていきます。 

 資料の１については、以上になります。 

○春木委員  ただいま御説明いただきました第２次大阪市食育推進計画（素案）に

対するパブリック・コメントの結果について、御意見・御質問等はございませんか。

はい、山下委員、どうぞ。 

○山下委員  ５ページの、№４、食育担当者を追記すると記載されています。すで

に従事していますということですが、食育担当者というのがわからないので説明して

いただきたいと思います。 

〇谷口保育所運営課長  こども青少年局保育所運営課長の谷口でございます。座っ

て説明させていただきます。 

 現在地域にございます公立地域子育て支援センターは１８カ所開設しております。

その内の１６カ所につきましては、元来保育所で調理を担当しております職員を配置

しており、子育て支援センターにおきまして保育士とともに調理担当、食育担当の職

員として業務をしています。 

○山下委員  そうすると資格と言うのは調理師さんの資格でしょうか。 

〇谷口保育所運営課長  実際に実務で調理を担当している、調理師の資格を持って

いる者もございますが、持ってない者も若干おります。 

○山下委員  栄養士でもない。 



－9－ 

〇谷口保育所運営課長  そうです。栄養士の資格は持っておりません。調理師免許

を持っておる者がかなりいます。 

○山下委員  栄養士会もいろいろ講習会もやっておりますし、今、保育所はアレル

ギーの問題もいろいろあるので、できれば専門の人、食育と言ってもできるだけ知識

のある方が担当していただけるとよいか思います。 

〇谷口保育所運営課長  貴重な意見、ありがとうございました。 

○春木委員  そうですね、公の場での食育担当者と呼ぶときには、栄養士資格また

は、それなりの研修を受けていただいている方であると安心できると思います。まだ

そこまで整備されてないということですね。 

〇黒﨑保育所企画課担当係長  保育企画課の黒﨑です。保育企画課では栄養士が４

名おりまして、子育て支援センターでの事業は栄養士と食育担当者がペアになって、

離乳食講習などを行っています。栄養士が栄養の話、食育担当者が調理実演をし、作

り方等を説明しています。それからアレルギー等々あれば栄養士が御相談に乗る体制

になっています。 

○春木委員  調理担当されている方を子育て支援センターでは食育担当者という位

置づけにしているということです。 

〇谷口保育所運営課長  今、保育企画課のほうから申しましたように栄養士は現場

配置ではないのですが、地域子育て支援センターに出向いて、食育担当者と一緒に食

育を行っているということでございます。 

○春木委員  だからこの文面からいくと、栄養士さんたちが派遣されてきておるの

はわかっておられて、子育て支援センターの食育担当者がさらにいます、という意味

に読めるのですね。それだけでなく、支援センターの食育担当者が従事していますと

いうように意見を言っておられる。 

〇谷口保育所運営課長  それはパブリック・コメントの。 

○春木委員  パブリック・コメントを発信した方はそう。 
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〇谷口保育所運営課長  それにつきましては、栄養士と保健師だけが支援センター

に配置されていて、食育担当者について記述がないという御指摘でしたので、我々の

ほうで食育担当者を配置しておりますということで記述を加えさせていただいており

ます。 

○春木委員  そのあたり、専門的な表現なのでまたちょっと確認させていただいた

ら。 

○永野健康推進部保健主幹  後ほど出てくるのですが、栄養士と保健師は地域子育

て支援センターにいるのではなくて、保健福祉センターの栄養士と保健師が連携して

実施しています。 

○春木委員  だから食育担当者は何か一定の水準みたいなのがあるのですかという

のが山下委員の質問だったと思います。それに関しての研修は十分行っているという

ことでしょうかね。 

〇谷口保育所運営課長  内部で連携しまして栄養士とも話しながら研修等も進めて

おりますので、十分素養と言うのですか、資質はあるかと思います。 

○春木委員  よろしいですか。 

○山下委員  はい。 

○春木委員  委員の皆様。きょうは御欠席の委員が９名いらっしゃいますので、頑

張って御発言いただきたいと思います。 

 パブリック・コメントに関してはこれでよろしいですか。はい、五島委員。 

○五島委員  １ページに、パブコメの実施結果で募集期間等が記され、次のページ

に本市の考え方もあるのですけど、この本市の考え方は答えを返されているのですか。 

○永野健康推進部保健主幹  パブリック・コメントに意見をお寄せいただいた方の

個人情報はありませんので、個々に返事はお返ししていません。お寄せいただいた結

果についてはこの資料をもって公開という形にさせていただくことになります。 

○五島委員  では、本市の考え方、これは案であるということですか。 
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○永野健康推進部保健主幹  そうです。 

○五島委員  それから４ページになるのですけど、№１０‐２、パブコメの周知方

法の検討、広報誌の活用というのは、市民の方が御意見を寄せられて、今後は広報誌

の活用を検討しますよとなっていますが、広報誌というのは具体的に何になるのです

か。 

○永野健康推進部保健主幹  今でしたら各区の広報誌を考えております。 

○五島委員  かなりのページ数になると思うのですけど。 

○永野健康推進部保健主幹  パブリック・コメント用の計画（素案）本文を掲載す

るのではなく、この期間にこういうところで資料を配架している、あるいはホームペ

ージで公表しているのでパブリック・コメントをお寄せくださいという告知の部分に

なります。 

○五島委員  はい、すみません。ありがとうございます。 

○春木委員  ほかにございませんか。 

 では続きまして、議題２に移ります。「第２次大阪市食育推進計画（案）」につい

て健康局健康づくり課から説明をお願いいたします。 

○永野健康推進部保健主幹  資料２の説明をいたします。別添になっております第

２次大阪市食育推進計画（素案）も合わせてご覧ください。 

 素案の３ページをご覧ください。２、大阪市における食育の現状と課題、１、第１

次計画の評価という部分で枠囲いがございます。枠囲みのちょうど中央のところに、

しかしながらという冒頭がございますが、この行の後半に食育に関する知識は向上し

たものの朝食の欠食率の低下や野菜摂取量の増加となっております。この朝食欠食率

の「低下」を「減少」に変更します。ほかの部分は全て「減少」になっているのです

が、ここの部分のみ「低下」という表現になっていますので下線部のように「減少」

に訂正いたします。 

 それから１３ページをご覧ください。現状値で調査中となっているところが３カ所
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ございます。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、この現状値は

週9.0回、よくかんで味わって食べる等の食べ方に関心がある市民の割合の増加、こ

ちらは69.3％、食育年間計画を策定している保育所の割合の増加、こちらは76.5％と

いたします。この３項目については後ほど説明をさせていただきます。 

 １５ページをご覧ください。一行目、少年期に体験学習を通じての行の後半に「食

べ物を選ぶ力」「料理ができる力」など、カギカッコが４項目ございますが、「食べ

物の命を感じる力」の後に、「元気な体のわかる力」を追記します。これらは食育の

５つの力と言われているものですが、記載が４項目となっておりましたので、追加い

たします。 

 次に１７ページをご覧ください。地域子育て支援センター（３）の主な取組の枠で

囲ってある部分です。先ほど説明させていただいた食育担当者が加わります。冒頭は、

栄養士、保健師となっていますが、その前に「保健福祉センターと連携し」が挿入さ

れ栄養士、保健師等を講師とした食に関する講座とつながります。次に「食育担当者

による手づくりおやつ・離乳食」と、続くように変更いたします。一番下の項目で、

子育て支援機関や地域との食に関する連携事業ですが、こちらの部分は下から２行目、

「地域の市民児童相談員等が実施する子育て支援サロン等と連携し」の部分を削除い

たします。本文は、「公立の地域子育て支援センターでは食育担当者が子育て支援機

関の講座へ講師として参画し、手づくりおやつや離乳食を作る等、食への関心を高め

ていきます。また、民間の地域子育て支援センターでは食に関する相談、情報提供を

実施します。」となります。これは地域の主任児童委員が実施する子育てサロンと連

携を行っている取組は、公立の地域子育て支援センターが行っており、民間につきま

しては主に食に関する相談や情報提供を中心に行っている現状からその部分を削除し

て変更いたします。 

 それから、４１ページ以降に参考資料を追加します。参考資料についても、後ほど

説明させていただきます。それでは資料２を１ページをめくっていただきましたら、
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第２次食育推進計画の目標ということで先ほど説明した数値目標の資料が載っており

ます。毎年１１月に、国民健康・栄養調査を実施していますが、昨年１１月に大阪府

下で一斉調査「食育とお口の健康に関するアンケート調査」を上乗せ調査として実施

いたしました。件数は１３２人ということで少ないのですが、無作為抽出での対象者

となっております。まず、共食の状況です。「朝食を家族と一緒に食べることはどの

ぐらいありますか」という設問に対しての回答が朝食共食のグラフとなっております。

また、夕食共食については「夕食を家族と一緒に食べることはどれぐらいあります

か」との設問に対しての回答となっております。家族全員ではなくても家族のどなた

かと一緒に食べていれば共食したと答えます。共食の状況は上の図のとおりとなって

おります。また、共食の回数につきましては、ほとんど毎日食べるを週７回、週四、

五回食べるを4.5回、週二、三回食べるを2.5回、週１回程度食べるを１回とし、それ

ぞれ朝食、夕食ごとに該当人数を掛け合計したものを全体数で割り、朝食と夕食の回

数を足して週当たりの回数といたしました。朝食が3.9回、夕食が5.1回で週平均が

9.0回となっております。 

 次に、資料２の裏側のページをご覧ください。よくかんで味わって食べる等食べ方

への関心について、「あなたはかみ方、味わい方といった食べ方に関心があります

か。」の回答になっています。「関心がある」と、「どちらかと言えば関心がある」

の合計で69.3％でした。 

次に、食育年間計画を作成している保育所数についてですが、保育所の食育推進

につきましては平成２１年４月１日に施行されました保育所保育指針に基づきまして、

保育の一環として食育を位置づけ施設長、保育士、栄養士、調理師等の協力の元に食

育の計画を作成し各保育所の創意工夫によって推進することになっています。大阪市

立の公立保育所におきましては、この保育所保育指針を受けて保育課程に食育を位置

づけるとともに食育計画の作成を推進してきました。保育課程での食育の位置づけは

１００％ですが、組織的、計画的に食育を推進するための各保育所における食育年間
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計画の策定は現在76.5％となっています。 

 次に第２次大阪市食育推進計画（案）でございます。加筆修正し、参考資料を加え

たものがこの案となっております。１ページから４０ページは素案を修正したものに

なっております。４１ページ以降は参考資料になっております。２８ページからの各

関係団体における取組につきましては、委員の皆様方の関係団体等の取組になってお

ります。この４月に名称の変更がありますとか、あるいは内容について加筆修正等ご

ざいましたら、御連絡くださいますようよろしくお願いいたします。 

 ４１ページをご覧ください。参考資料の一覧になっております。４２ページから４

４ページは、用語解説です。本文中に出てくる２０ほどの用語について簡単に解説を

しております。それから４５ページから４９ページにつきましては、食育基本法の全

文を掲載しております。５０ページにつきましては、国の第２次食育推進基本計画の

概要を示したものになります。５１ページは食事バランスガイドについての資料です。

５２ページは第２次大阪市食育推進計画の概要でこの本文を全部網羅した内容を１枚

ものにまとめたものになっております。５３ページから５７ページは食育に関するア

ンケートの結果、大阪市府下全域で同様のアンケート調査を実施した大阪市の結果と

なっております。５８ページはパブリック・コメント実施報告ということで資料１と

同じものになっております。 

 資料の２につきましての説明は以上です。 

○春木委員  ただいま御説明いただきました「第２次大阪市食育推進計画（案）」

について。 

今の説明は、計画案の抜粋と言うか概要でしたね。 

○永野健康推進部保健主幹  はい、計画全般につきましては、変更点のみというこ

とで全部の説明させていただきませんでした。 

○春木委員  ただ今の説明についての質問をお聞きしますか。 

○永野健康推進部保健主幹  全般に。 
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○春木委員  この資料全体について概要説明がありました。この目標でいかがでし

ょう。全般について各委員から質問等お願いいたします。 

 実現可能でしょうかでもよいですが、１２月に一通り御意見していただきましたの

で特にございませんか。前回かなりディスカッションがあり、皆さんで検討して修正

もしていただいています。はい、どうぞ。 

○五島委員  よくわからないことがあって、お尋ねしたいのですけど、例えば１３

ページの目標値が挙げられているんですけど、食育年間計画を作成している保育所の

割合の増加ということで食育年間計画を作成しているとかパーセントはかなり細かい

んですけど、当然各学校がその年間指導計画を作成されているということなんでしょ

うけども、この各学校の年間指導計画というのはどの程度のものか具体例というのは、

今までどこかで見せていただいたことはありましたか。 

○初等教育担当吉田  教育委員会事務局初等教育担当の吉田です。この資料の中に

は載っていません。 

○春木委員  各学校単位で作成されていますので教育委員会ではそれを集約してお

持ちになっていますか。 

○初等教育担当吉田  いえ、これはまだ。１００％になったときに集約しようと思

うので、今は作成してくださいという段階です。これは、大阪市小学校２９９、中学

校１３０あるわけですが、今その中で年間指導計画をつくっている割合なのです。1

次計画では、全体指導計画が１００％になりましたので、全部こちらで集約しており

ます。年間指導計画を５年間の内に１００％をめざして、１００％になった時点で集

約することを考えております。 

○春木委員  これを立てていますか、立てていませんかというアンケートをしてい

るのですね。 

○初等教育担当吉田  そうです。一応調査しています。 

○春木委員  している、していない段階だそうです。 
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○初等教育担当吉田  はい、そうです。 

○五島委員  聞いてみて初めて具体例というのがないというのが、わかりました。

そういったことを踏まえての数字と言うと、またちょっと見方が違うかなと思う次第

です。 

○春木委員  骨格については文部科学省からもモデルが出ていますので、各小中学

校はそれをベースにして実施されていると思います。 

 どのような項目があるか、わからないのでとおっしゃっています。 

○初等教育担当吉田  年間指導計画というのは、まず学年ごと、小学校でしたら１

年生から６年生、中学校でしたら１年から３年、各学年ごとの年間計画を、１学期、

２学期、３学期で割っているところもあれば、４月から３月まで細かく分けて、主に

食育計画ということになっています。１つには学校給食で取り組む内容があります。

それと各教科、特に食に係る部分では家庭科とか社会科、理科、体育の保健領域があ

ります。この分野にかかわって１年生だったら４月ぐらいにこの教科でここの部分で

は食育と絡むとか、そういうのを明確にしていきます。食育と言いますのは全職員と

全教育活動の中で行うというのが前提になっておりますので、それを共通理解する上

での資料となっていきます。そういうのを年度の初めに立てまして、全職員で確認し

ていきながら、進め方については各学年もしくは担任などが事細かに肉づけしていく。

それの設計図と言いますか、青写真になるような計画を全職員で共通理解するという、

それが年間指導計画という形になっております。 

○春木委員  教科教育と違うところは、食に関することは生きている限りずっと続

くので、小学校１年生でどういうことを学習しているから２年生の国語ではこうしよ

うとか、理科ではこうしようみたいなことを先生方も一覧表で見えると毎年担当され

る学年は異なっていきますので、今年、担当する学年が前年度どんな食に関する指導

を受けてきたかというのが見えるような一覧表になっています。食育のめざすところ

は一つになります。ですから、それを違わないように発達段階に沿った食育を年度ご
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とに学校単位で進めていくために、今おっしゃった計画書ということで共有されてい

るものになりますね。 

 ただ、あくまで計画なのでそれが必ず全部実施できるかどうかはやってみないとわ

からない。だけど実効性の高い計画をできるだけ組み立てましょうということで教育

委員会が各小学校、中学校に指導されているという段階だと思います。そうですね。 

○初等教育担当吉田  はい、そうです。 

○五島委員  こういう目標は目標ですけど、現状があって目標値がありまして、恐

らく指導計画を策定し実施している学校の割合としか読めないんですよ。 

○春木委員  実施している割合とはいえないということですか。 

○五島委員  策定している、ちょっとそこは誤解のないような表現のほうがいいか

と思うのですけどね。 

○春木委員  計画は立ったけど、実行が伴っているかどうか見えないのでというこ

とですね。それも含めてまずは計画をつくるところまで進めていこうと、各学校によ

って温度差はありますね。 

○初等教育担当吉田  策定してそのままということは絶対にありませんので、策定

していればそれに伴って一応実施していく。ただ、先ほど先生が言われたように、ど

こまでできるかそれは終わった後に当然反省をして、できなかった点などを見直しな

がら次の策定に反映していくという形を繰り返していく。それでより実効性の高い、

より有効な計画を策定する。計画を策定して終わりではございません。策定をすると

いうことをまず一つの目標にして書かせていただいているのですが。 

○春木委員  よろしいですか。 

○五島委員  はい。 

○春木委員  その下に食育推進組織を設置する各学校の割合とまた同じように出て

います。この数字は少々気になると私も思って見ていたのですけど、小学校は計画が

62.2％に対して組織設置は67.9％になるので、年間指導計画は立ち上げていないけど、
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推進組織は設置しているというところもあるということですね。そういうこともあり

得るのですか。 

○初等教育担当吉田  そうです。具体的に年間指導計画の策定にこだわっているの

で。まさに先生がおっしゃったとおりで、まだ年間指導計画はないのですが、先ほど

言いました全体指導計画は１００％ありますので、その全体指導計画の中で実際に学

校は動いている。全く食育していない学校はありませんが、小学校では、年間指導計

画の具体的な物は作っていない学校はあるということです。小学校は食育を１００％

やっていますので、それを具体的に示す年間指導計画をきっちりとつくってほしい。

実際に年間指導計画はなくても、学校においての推進組織を設置して当然組織的にや

っているというのはありますので、確かにこれだけ見たら組織だけあって何もやって

ないとうつるのもあるんですが、基本的にはやっているという中で、それをより具体

的な年間計画を立てましょうというのが、こちらのお願いでありまして、実際は食育

はもう１００％何らかの形で行っています。 

○春木委員  五島委員よろしいですか。難しいですね。現在は小学校と中学校と並

べてあって、やっぱり中学校のほうが低い割合になっていますように、小学校は栄養

教諭も一部配置されていまして、今、吉田さんがおっしゃったように全校をあげてい

ろいろ取組をされているのですが、中学校は小学校の組織と違って教科専任制の先生

方になりますので、担任の先生が全てをオールマイティにやるということではなくな

り、小学校の食育は中学校になかなか継承されていないという問題が全国どこもあり

ます。大阪市も小中連携９年一環した教育を推進するというのを立ち上げられて、進

めておられるところです。教科では小学校の学習と中学校の学習は随分異なるので、

私は食育をしている者の立場だからこういうことを考えるのですが、食育は中学校で

あろうと小学校であろうとおいしく楽しく食べようと、この推進計画にうたってある

とおりなのです。それを小学校で進んできている食育を中学につなげましょうという

取組も現在、教育委員会、文部科学省、各小中学校ということで指示がありまして、
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かなり積極的に取組をされているはずですので、中身はまたその内見えてくるという

ことですかね。 

 最終的な中身はこの前も言ったかもしれませんが、成人期でのメタボリックシンド

ロームの罹患率が低下するだとか、生活習慣病罹患率が低下するというところに反映

していくという遠大な計画の中の１つになっていると思います。１０年、２０年先に

その成果が上がってきて国が豊かな国になっていくというところにつなげていくと。

食育推進基本法がその元に立ち上がってきています。今年やったから年度末に成果が

出るとはなかなか難しいのですが、気を抜かずに継続してやっていくというところが

大事です。法律ができて計画が立ち上がってというのが今なので、それを推進してい

く段階だろうと思います。この２次食育推進計画もとても大事な位置づけになると思

います。 

 はい、どうぞ、山下委員。 

○山下委員  朝食を欠食する市民の割合の減少ということで、小学校、中学校は学

校でやっているということでわかるのですけど、男性２０歳代、男性３０歳代の現状

としてはかなり多くの方が朝食を食べておられないのですけど、それを１５％まで。

特定給食施設などで食育を推進するという、この辺で具体的に食育をやっていくとい

うことになるのでしょうか。学校だとかそういうところにかかわっている人は割に食

育をやっているってわかるのですけど、２０歳代、３０歳代、多分お勤めの方になる

と思うのでその辺を市としてどういうふうにされるのかなとちょっと思いました。 

○春木委員  どのようなフィールドで取り組みを進めていかれるのかということで

すね。 

〇村井保健所副主幹  大阪市保健所の管理課の村井と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 ただいまの御質問ですが、保健所で特定給食施設の巡回指導というのを現在は栄養

士が不在のところにつきまして保健所の栄養士が毎年度、巡回指導に行っています。
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来年度からは栄養士が常駐している給食施設につきましても事業所等なのですけど、

巡回指導をする予定をしております。その中で、栄養士がおりますので食教育をされ

ていると思うのですが、なかなか野菜を食べる量が増えなかったり、朝食の欠食率が

なかなかゼロに近づかないということもありますので、食教育をもう少し充実させて

もらうような指導とか助言を来年度からしていく予定にしております。以上です。 

○春木委員  よろしいですか、はい。 

○永野健康推進部保健主幹  追加ということですけど、素案の２６ページのとおり、

関係機関、団体等が連携協働した食育の推進を、各区で食育の連絡調整会議等を立ち

上げて進めています。また、食品関連企業等と連携協働した食育ということで先日も

イオンモールで食育キャンペーンを行いました。なかなか２０歳代、３０歳代の男性

に直接にアプローチというのはできないのですが、２０歳代、３０歳代の世帯が多い

地域で子どもさんを含めて食育をすればお父さんのほうにも幾らかは還元できると思

っています。本市では全市的なイベントというのは今できてないのですけど、各区で

行うということで健康局と今回は鶴見区と共催で朝食のキャンペーンを企業とともに

させていただきました。またスーパーマーケットが近くにあれば、実際に野菜の摂取

を普及したり、朝食を食べていただけるような行動に結びつくと考え、そういうよう

な取組を来年度以降も計画していきたいと思っております。 

○春木委員  はい、ありがとうございます。要するに各委員の皆様方がちょっと不

安気になっておられるのは、これは第２次計画で立ち上げているのですが具体にどう

いうような食育展開がされるのかなというのが、若干イメージしにくいと言いますか、

見えにくいということです。そのあたりでどのように推進していくのかという、意見

を言うにもというところでしょう。目標が立ち上がりましたので、この目標が該当す

るフィールドで具体的な対策としてどういう食育を展開していくかはこれからです。

保健福祉センターをはじめ給食施設等においても随分と行われていますし食生活改善

推進員協議会などの活動団体の取組が進んでいくと思います。それをできたら効率的
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という言葉は余りよくありませんが、それぞれ食育を実際に実践していかれる団体や

地域、機関でこの目標のどの部分を自分たちが担っていくべきか、というところを確

認していただけるような働きかけをしていただくということです。フィールドではこ

ういう目当てを持って進めていきましょうと、キャンペーンもありですけど今、特定

給食施設の巡回を進めていくという提案がありました。具体的な対策として提案を受

けるとその施設は、じゃあ今年は○○しようと新年度に向けて考えていただけるでし

ょう。目標値は知っているけれども…とならないように、間もなく新年度に入ってき

ます。そういったコアになる提案や事業を掲げ、直接専門的に食育にかかわる機関や

人はもちろんのこと一般市民に向けてもそういった見えてくると言いますか、具体的

な提案をしていきたいものです。実際に食育を担っていく一人ひとりが認知はしてい

るけど、市民の一人ひとりに伝えていくにはどうしようという具体的な対策を考える

時です。５年間ありますので市でもキャンペーンを打ったり、年度ごとの大きな取組

を検討されます。第１次計画は周知に終始しましたので、第２次で実際の行動につな

げていこうという重要なステージにあります。そう簡単に人の行動は変わらないので、

“家族そろって御飯を食べましょう”とか“朝ごはんを欠食しないで食べましょう”

という態度につなげていきながら行動の修正に入っていくというあたりを具体的に向

こう５年の内、前半３年で立ち上げて実施していかないと結果として得られないと思

います。前回のディスカッションはかなり活発だったのを今思い出して、今日とどう

違うのかと言うと私自身もそうですが、目標値はこれ。じゃあここにつなげていくた

めにどうするといいのでしょう？という具体的なことを考えるというのはなかなかし

んどいです。それは市当局のいろいろな専門領域から、モデル案を出していただくと

少しヒントになって初めの一歩が出れば２歩、３歩と歩けるのですけど、最初の一歩

はなかなか難しいです。五嶋委員は市の食生活改善推進員の会長として本当に地域で

細やかな食育展開をしてこられていると敬服します。第２次食育推進計画に当たって

いかがですか。 
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○五嶋委員  私たち食生活改善推進員は先ほどのスーパーイオンでの食育展をする

にも、参加してたくさんの方に普及啓発をしております。そして今２４区においてほ

とんどのところで食育推進ネットワークというようなものができており、保育園とか

幼稚園、そして小学校などと連携をとりながら食育を展開していきたいと思っており

ます。 

 今、ここにも挙げられておりますが、中学校の給食が来年度から全校で行われるよ

うになってきております。その中学校にネットワークの中に入ってもらって一緒に進

めていくと一番いいのではないかと思っております。それと幼稚園・保育園は昨年か

ら大阪市立大学と御一緒にコラボさせていただいて新しく進めてきておりますので、

積極的に参画し園児、そしてお母さん方に食育を啓発していけたらと思っております。 

 そしてこれは東成区のことですが、中学生の食育ということで東成区役所が来年度

予算をつけてくれました。東成区は中学校が４校あります。その４校全部とどのよう

に取り組んでいくかは、これから新年度の計画に入れていきたいと思っております。

こういうふうに区の中で取り組んでいただけるようになれば本当にありがたいと思い

ます。食育推進ネットワークの中に中学校もぜひ入ってもらって区の中で活動を進め

て行きたいと思いますので、御支援をよろしくお願いしたいと思っております。 

○春木委員  ありがとうございます。区の中でそういった予算をつけていただくと

いうことでしょうか。 

○五嶋委員  はい、２０万ほど予算をつけていただきました。 

○春木委員  そうですか。日ごろの皆さんの食育活動が認識されているのですね。 

○五嶋委員  そういうことだと私は思っております。 

○春木委員  そうした活動がつながっていくと拡がります。 

○五嶋委員  そういうことが各区につながっていけば、一番いいことだと思います

ので、各区でそういうことをお願いできたらいいと思っております。 

○春木委員  よろしくお願いいたします。 
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 よくかんで味わって食べるという目標も出てきているのですけど、松本委員は歯科

医師会の理事さんですよね、いかがですか。 

○松本委員  歯科医師会というより、今第２次食育推進計画の目標を読ませていた

だきまして、推進のために啓発活動するには各団体の専門職の方が栄養士さんとか保

育士さんとか歯科衛生士さんとか、そのような方々の努力が必要であって、各専門職

の方を保育所、幼稚園、小学校、中学校に派遣していただいて啓発されればもっとも

っと進んでいくのではないかと考えております。以上でございます。 

○春木委員  よくかんで食べるのも、これは習慣で、子どものときからしっかりか

んでというのは随分教育されているのですが、また歯科医師会で御尽力いただきたい

と思います。 

 藤原委員、今、保育園の話が出ていましたね。その他のことででも結構です。 

○藤原委員  そうですね、目標一覧表のところの食育計画の年間計画を策定してい

る保育所の割合は現状値がちょっと低いというか、保育指針で定められた時点で１０

０％のはずなのにと、えっと思ったのですけど。民間保育園の数字がここには出てな

いのですが、保育指針に定められた時点で全ての保育所、保育園で食育の年間指導計

画はつくりましょうということで、私立保育園連盟の研修会等でもかなりしました。

それぞれ幾つか法人で複数の保育園を運営しているところは一緒につくったりしてい

るはずだと思います。食べること、そのものが生きることなので、ゼロ歳児からの食

育ということで年間計画を作成するそれ以前から、全て保育園での生活は食べること

から始まっているようなところもあります。啓発についても、保育時間が長いので離

乳食等も昔は家庭が先でその後保育園で食べていくというようなこともあったのです

けど、どちらかというと今は保育園のほうが主導権を握っているというか、こちらか

らお母さんたちと一緒に相談しながら進めてくような現状もあるかと思います。初め

て食べる一さじのときから保護者と関わってしているので、かなり密着した指導と言

うか、一緒にやっていく啓発等もできます。先ほどお話にあった食育推進ネットワー
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クですね。西区では小学校、保育園、幼稚園も一緒に集まって年に２回ぐらい区役所

でさせていただいているのも、保護者に啓発するにあたって卒園後、小学校に行った

らどういう状況になっているかということも教えていただくことで、じゃあ保育園で

はどういうことをしないといけないかということもわかります。中学校もというのは、

さらに先がわかるのでいい計画だと思います。 

○春木委員  ありがとうございます。 

 藤原委員は私立保育園連盟、こども青少年局の保育企画課ですか。同じようなこと

でよろしいですか。 

○黒﨑保育企画課担当係長  保育企画課の黒﨑です。今、藤原先生がお話になった

ように、平成２１年度から施行の保育課程の中に食育計画は必ずなければいけない。

これは、１００％あります。ただそれを単独の年間計画表にするということになると

まだ食育計画は保育過程のカリキュラムから抜け出し切れないという部分がありまし

て、１枚抜き出して年間食育計画にしてくださいというにはまだ少し時間がかかりそ

うです。私どもの巡回指導で、現物を確認しながら実施率を上げているところです。 

○春木委員  保育所、保育園、本当に栽培活動をはじめいろんな取組をされていま

すので、先ほどこども青少年局のお話があったようにその計画表に載せるという作業

は大事で、３歳児、４歳児、５歳児でどう積み上げていくかというあたりも見えてき

て初めて、成長段階にそっていろいろな気づきを持たれるように思います。そこのと

ころがもう一息ということでその数字がここに出てきているのですね。まず計画あり

きでよろしくお願いしますということになりますが、計画を立てるだけではなく、現

在していることとどうつないでいくかという、保育所だったらゼロ歳児保育から始ま

りますと、５歳児までかなりの期間生活しますのでその食育を系統的に計画的にして

いくことで、食育の成果は雲泥の差となります。そのあたりを保育士さんたちも御理

解いただいて計画的にしていくことです。担任の保育士も入れかわりますけど、食育

プランの中の今はここをやっているということが見えてくるので、余り大きくぶれる
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ことなく子どもたちが最小限必要な食育を受けていくことができるのかと思います。

数字を１００％にするというのが目的ではなくて内実を高めていくために計画的に食

育を推進していくというあたりで、ぜひ保育士の皆さんがそこのところをよく御理解

いただいて、幼児の発育、発達に沿った計画をしていくことになろうかと思います。

よろしくお願いいたします。 

 武田委員は大阪市の消費生活合理化協会理事さんでいらっしゃいます。 

○武田委員  今、消費者生活合理化協会は休止ということになっておりますので、

まだ何も。私は母と子の共励会の役員なので、そちらで何かしたいと思ったのですけ

ど、別に何もできずじまいで行動力がないのと勉強不足のために。 

○春木委員  協会活動は停止されているということでした。 

○武田委員  消費者生活合理化協会は休止なのです。でも任期があるということで、

私が後を継いで出席させていただきました。 

○春木委員  協会としては、また活動の再開はあるのでしょうか。 

○武田委員  まだそれは。 

○春木委員  見えてこない。そうですか。でもマンパワーをもしお持ちでしたら。 

○武田委員  はい、皆さんのお話をお聞きしまして、何かできたらとは思います。 

○春木委員  よろしくお願いいたします。 

 五島委員は食品衛生協会の常務理事さんでいらっしゃいます。組織として食育計画

はありますか。 

○五島委員  食品衛生協会としては、特段意見はございませんし、またこういった

場合はどちらかと言いますと食品衛生の監視指導計画とおつき合いがありまして、そ

ういうこともこういった食育のことに入ってくるのかなというふうにちょっとこの結

果を見まして思った次第でございます。あとは特にございません。 

○春木委員  業者さんの協会ですね。 

○五島委員  食品衛生協会というのは、もともと各都道府県にございます。そして、
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さらに上部団体として日本食品衛生協会があります。いわゆる国の食の安全という観

点から昔で言えば厚生省がつくってきたような経過がある団体でございます。今は独

立してやっておりますけど、その地方組織でございます。構成団体というのは業者さ

んの縦割りの団体でなくて、大阪市内とか大阪府内という平面的な横断的なあらゆる

業者さんでそういうことに意識のある人を集めている団体でございます。いずれにし

ましても製造業をはじめ飲食店までございますけど、食育に対してはいろいろな考え

方をお持ちですし、今日は来られていませんが、小林委員も私どものメンバーでござ

いますので、そこは手を携えて食育に常に参画していきたいと思っております。 

○春木委員  ありがとうございます。食の安全、安心は市民の最大関心事ですし、

おいしいことの前にやはり安全、安心が保障されて初めておいしいと思いますので、

食品衛生の面からの食育を展開していただきますと、食の安全性、特に若い世代の方

たちは、かなり関心も高いので、そういった面での食育展開を御支援いただければと

思います。ありがとうございます。 

 山下委員は先ほど御意見、御質問等がありましたけど、大阪府栄養士会としては何

かありますか。 

○山下委員  栄養士会としては、大阪市のすこやかパートナーにも登録させていた

だいていますので、その中で市の事業で一緒にいろんなことができればと思っていま

す。食育というと栄養士、管理栄養士が担っていきたい分野の一つです。栄養士はい

ろんなところ、保育所にもいますし、事業所にもおりますし、そういう現場で活動で

きるかと思います。ライフステージに応じた食育の推進というのがありますけれど、

生まれる前から介護のところまでも一貫して栄養士はおりますので、その中でうまく

逆に使っていただけれよいかと私は思っております。栄養士会としてもいろいろでき

ますし、それぞれのところにいる栄養士も栄養士会のメンバーです。その中で栄養士

としては予防のところ、それとみんなが健康になるというのが一番の願いです。これ

から知識から実践ということですので、行動を変えていくというのは本当に大変だと
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いうことは私たちも身にしみて感じておりますので、栄養士としていろんなことがで

きればよいと思っております。 

○春木委員  ありがとうございます。専門家集団ということになりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 御意見ないようでしたら、次に進めさせていただきます。 

 議題３、第２次大阪市食育推進計画概要版（案）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。 

○永野健康推進部保健主幹  資料３の概要版をご覧ください。折り畳んでいますの

で、わかりにくいかと思います。取り出したイメージがこんな形になります。表紙が

ありまして、それを開くと「できることからはじめよう！」のページがあります。そ

れをまたもう１つ開いてもらうと計画の概要になっております。 

まず、表紙です。合い言葉については１２月の食育推進連絡調整会議で皆様方か

らの御意見を元にして“やってみよう、楽しく食育”に決まりました。この５年間、

この合い言葉を活用して食育を推進していきたいと考えております。開けましたら、

「できることからはじめよう！」の４項目、市民の皆様方と一緒に推進していきたい

項目のページになっております。朝食の欠食の減少をめざして、“朝ごはんは食べた

かな”。野菜の摂取量の増加をめざして、“野菜を食べよう１日５皿をめざしましょ

う”。よくかんで、味わって食べる市民の増加をめざして、“よくかんで味わって”。

共食の回数の増加をめざして、“みんなと食べたらおいしいね”、となっております。

２５年度はこの中から野菜の摂取量の増加を共通テーマとしたいと思っております

ので委員の皆様方のところでもぜひ周知から実践に向けた取組をお願いします。 

 もう１枚開けていただきましたら、計画の概要になっています。右のページから大

阪市の第２次食育推進計画がスタートします。計画改定にあたって、計画の位置付け、

計画の理念等が記載されています。そして第２次食育推進計画のポイント、コンセプ

トは周知から実践へ、“やってみよう！たのしく食育”、ポイントは生涯を通じた健
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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の推進、食育推進ネットワ

ークの強化、その下段に食をめぐる現状と課題ということで周知についてはできまし

たが、これからは実践をめざしていく、その代表的な数値を３項目記載しています。 

中央部は、市内で行われている主な食育の取組です。家庭・地域、食の安全、そ

して保育・教育分野、生産・流通・消費・環境分野ということで言葉よりも見ていた

だいたらイメージをつかんでいただけるページになっています。市内でこんな食育を

推進しているので、市民の皆様方がやってみたいときにどこに行ったらよいかや、ど

んなことをしているかということをわかっていただけるようなページになっています。 

その左は大阪市食育推進計画の組織図です。食育の主役は市民一人ひとりです。

協働した取組あるいは自主的な取組、市民運動として食育を推進していくという図と

下段にはこの５年間の目標値を掲載しております。 

表紙の裏面には、“何をどれだけ食べたらいいのかな？”と、栄養バランスに配

慮した食生活を送っていただくための資料として、食事バランスガイド等の情報とな

っております。 

全体のイラストについては、今のところ一体感がなくてばらばらですが、概要版

を印刷する時には一体感のあるものに修正していきます。この概要版につきましては

市民の皆様方に食育に関するあらゆる機会を通じて配布し、説明して一緒に推進をし

ていきたいと考えております。 

ご覧いただきまして、御意見をよろしくお願いいたします。 

資料３についての説明は以上でございます。 

○春木委員  ただいま御説明いただきました第２次大阪市食育推進計画概要版

（案）について御質問等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

 この概要版はカラー刷りになるのですね。 

○永野健康推進部保健主幹  はい。前計画の概要版も写真等が載ってなかったので

すが、カラー刷りになっています。 
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○春木委員  発行部数とかはもう確定しているのですか。 

○永野健康推進部保健主幹  まだです。印刷できましたら配布していきますので、

委員の皆様方のところでもお使いいただけるようでしたら、よろしくお願いいたしま

す。 

○春木委員  目標を達成していくための具体な内容が随分と取り入れられています

ので、できるだけ部数をたくさんつくっていただいていろんなところに配布していた

だくといいかと思います。御意見ございますか、イラストが気に入らないとか、これ

よりこの方がよいではないかとか、誤字脱字も見つけてください。 

 いいですね。限られた紙面ですけど市民向けのページと中にはきちんと市行政等で

行っている食育が割と見えやす。写真が入るのですね。わかりやすいのでこんなこと

もしているのだ、参加してみようと思う方が出てくると思います。今だったら修正は

まだ可能ですね、御意見があればぜひどうぞ。 

 今、気付いたのですが、こういった冊子類は食育推進計画概要版ですけど、概要版

は市民向けに配布するリーフレットですね。やはりここにも計画というのはつけるの

ですか。「食育推進事業」のほうがいいのか、今、改めてタイトルを見て思ったので

すが。内部資料のプランニングでずっと計画、計画できていますけど、公に出すとき

は、市民は計画に乗る乗らないみたいなこと考えないで食育に参加するか、食育を実

際にするかということだと考えます。このパンフレットのタイトルの計画は要るのか

要らないのか検討してください。１次計画にもあったのですね。 

○永野健康推進部保健主幹  こんな形で計画の文字は入っています。他市でも同じ

ような形になっているのですが。計画の文字は小さくしました。やってみよう！たの

しく食育の文字を大きくしたほうがよいという意見をいただいたので。表紙について

は検討したいと思います。ありがとうございます。 

○春木委員  よろしいでしょうか。市民に向けてここがわかりにくいとか特にござ

いませんか。市民の視点で見ていただいて。 
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○山下委員  何をどれだけ食べたらいいかという食事バランスガイドが載っていま

すけれども、この辺はやはり市民に説明するときに食事バランスガイドを使っていこ

うということでしょうか。飲食店の栄養成分表示もやっていくというようなことが書

いてあるので、その中で食事バランスガイドも一緒に使っていくのですか。具体的に

そこまでは考えていらっしゃらない。 

○永野健康推進部保健主幹  そうですね、対象にもよると思います。主食、主菜、

副菜を強調してお話ししたほうがいい場合もありますし、また、量も含めてとなると、

やはり食事バランスガイドをということで合わせて説明していくことになります。外

食の栄養成分表示も何キロカロリーということでエネルギーの数値が出ている部分も

あるかと思いますし、またこの食事バランスガイドでこのメニューを食べると主菜が

○つ、副菜が○つ摂取ができますよというような表示も合わせていければいいかと。

大阪市では基本的には栄養表示をということで推奨しておりますけど、大阪市のヘル

シー外食推進協議会では栄養成分表示あるいはこのバランスガイドでの表示等となっ

ています。 

○春木委員  はい、よろしいでしょうか。 

 では御意見出尽くしたようですので。そろそろ予定の時間もまいりました。大阪市

食育連絡調整会議をこれにて終了させていただきます。御協力ありがとうございまし

た。 

○司会  皆様には長時間にわたり、熱心に御議論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、今年度「第２次大阪市食育推

進計画」を作成してまいりたいと考えております。 

 今後とも委員の先生方のお力を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、引き続き御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして第６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。

本当に、ありがとうございました。 
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―了― 


