
大阪市食育推進計画の進捗状況（関係団体）

課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

「食育の日」の取組 50 12,643 52 13,644

①キッズクッキング・プレママクッキング 91 2,771 130 4,110

②生活習慣病予防講習会 718 75,741 516 22,086

③ヘルスサポーター２１事業 72 1,502 71 1,384

④男性のための料理教室 38 680 34 605

⑤その他イベント活動　 16 11,863 31 108,817

会員数 

課題・今後の見直しの方向性等

回数 延人数 回数 延人数

健康展・健康まつり

研修会 3 1,000人程度 1 150人程度

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ４７》
■地域医師会では、地域における健康展・健康まつりを開催し、パネル等を展示し
て、啓発に努めています。疾病に対する啓発とともに、食生活が、健康づくり特に生
活習慣病にとって重要であることを、府民・市民に、広く知っていただくことができ
る内容になるよう留意しています。
■大阪府医師会では、食育をテーマに取り上げた取組みは行っていませんが、今後と
も大阪府医師会が提供しているテレビ、ラジオ番組等で、適宜、食育の重要性につい
て科学的根拠に基づく情報を提供していきたいと考えています。
■平成20年度から「特定健診・特定保健指導」が始まっていますが、生活習慣病やメ
タボリックシンドローム対策として、食生活習慣の改善等、食に対する理解が求めら
れます。医療関係者に対する情報提供にも配慮したいと考えています。特定保健指導
に関しては、看護師対象の実務者研修会を開催し、その中で、管理栄養士の方に「食
事指導のポイント」について講演を行っていただきました。

■　引き続き、地域における健康展・健康まつりにおい
て、パネル等の展示により、啓発に努めていきます。

■　医療関係者として必要な食事指導等や、食育に関連す
ることは、適宜、研修会等で取り上げたいと考えていま
す。

■　特定保健指導では、運動指導とともに食事指導の理解
も必要となります。円滑に実施できるように、サポートし
ていきたいと考えています。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

大阪市の区単位で、年間２０数回程度開催

5,035名 5,011名

社団法人　大阪府医師会

【団体の概要】
　医道の高揚、医学および医術の発達ならびに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的に、昭和22年に
設立された社団法人です。会員数は、約17,000名です。

大阪市食生活改善推進員協議会

【団体の概要】
　大阪市食生活改善推進員協議会は、大阪市が食生活改善を中心とする健康づくりのリーダー養成を目的として開催している「健康
講座保健栄養コース」の修了者が会員の資質の向上を図るとともに、栄養及び食生活改善の実践活動をすすめ、広く地域の健康づく
りに寄与することを目的に、昭和５２年５月に設立しました。

■「食育の日」の取組
　市民と行政が一体となって、「食育の日」を始めとして
継続的に地域への食育の浸透を図り、食育を市民運動とし
て展開することとしています。６月１９日の「食育の日」
に市民に対して「食育の日」のＰＲと食育活動を広く推進
することを目的に、全市一斉食育推進キャンペーンを実施
しましたが、まだまだ認知度は低く、引き続き普及・啓発
を行います。
 
■「食育推進活動」
　地域の食育推進については地域の健康課題や食習慣等を
理解し、地域に密着した取り組みとして、各ライフステー
ジに応じて推進していきます。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、食事バランスガイドを活用
しながら、食生活への関心を高める働きかけを行うため、
楽しく、親しみやすい工夫を凝らした企画により「食」へ
の興味・関心を育て食の楽しさを発見、実感するきっかけ
を引き続き提供していきます。また、自治体や関係団体と
連携・協働しながら、食育を推進するための取り組みにつ
いても積極的に展開していきます。

　

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ４４～４６》
■「食育の日」の取組
　国の食育基本計画では、食育を国民運動として浸透させるとともに一層の定着を図
るため、毎年6月を「食育月間」、毎月19日を「食育の日」と定めています。
本会としても“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
してパンフレットやポケットティッシュを配布し「食育の日」のキャンペーンを実施
しています。
■食育推進活動
  ①キッズクッキング・プレママクッキング
　  子どものころから望ましい食習慣を身につけ、食の大切さや楽しく食事をするこ
　　との重要性を知ってもらうことを目的に「おやこの食生活教室」（小学生と保護
　　者）、「キッズクッキング」（幼児と保護者）の講座を開催しています。食育の
　　楽しい媒体を使い、中　  でもエプロンシアターは子どもたちに大変好評です。
　　さらに、妊婦さんを対象に「プレママクッキング」を開催しています。
　②生活習慣病予防講習会
　　「脱！メタボリックシンドローム」「めざそう！野菜１日350グラム」等をテー
　　マに、野菜たっぷりメニューなどを使って市民の方々を対象に調理実習を実施し
　　ています。
　③ヘルスサポーター２１事業
　　「健康日本２１」及びに「すこやか大阪２１」を推進する目的で、全国の仲間と
　　ともに地域住民への新たな健康づくり運動として、ヘルスサポーターの育成に
　　積極的に取り組んでいます。
　④男性のための料理教室
　　高齢者の低栄養を予防し、男性も自らの健康に気を配り元気に暮らしていける
　　よう、講話と調理実習を実施しています。受講者には好評で、定着している普及
　　活動です。

平成１９年度

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

取組内容
平成２０年度

　⑤その他イベント活動
　　大阪ヘルスジャンボリー、なにわの伝統野菜フェスタ等の普及啓発活動には食事
　　バランスガイドの媒体や資料を活用し、効果的な食生活改善や健康づくりを目指
　　しています。
■食育宣言
　本会の全国組織である全国食生活改善推進員団体連絡協議会は、平成16年4月21日に
私たち「食生活改善推進員」が「食育活動」を広く推進することを宣言しています。
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課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

食育フェスタ 1 282

野菜バリバリ朝食モリモリ～食体験イベント～ 5 1547

府民子ども料理教室 4 87 4 77

課題・今後の見直しの方向性等

■食育に関連して歯科からは、ライフステージごとの「噛
むこと」「味わうこと」の大切さ、そして「噛むこと」
「味わうこと」は、学習によって身に付いていく能力であ
り、その育成がいかに重要であるかを伝え、食育のより一
層の充実を図っていきたいと考えています。
　
■引き続き、市町村において保健事業として実施されてい
る両親教室や妊産婦教室等の母子保健事業の取り組みの中
で、歯科からライフステージごとの「噛むこと」「味わう
こと」の大切さのアピールと、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っていく予定です。

■ライフステージごとの「噛むこと」「味わうこと」の大
切さを考えた場合に、高齢者における義歯の機能の保持も
大きな要素となることから、高齢者に対する啓発も老人歯
科保健対策推進室等の活動を通じて強化していく予定で
す。

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

大阪歯科保健大会 1 1

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ４９～５０》
■本会では、食育は生涯を通じた課題であると認識しています。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「こころ」を育てることが重要であると考えていま
す。
■平成17年11月5日に、府民を対象とした大阪歯科保健大会 (会場大阪府歯科医師会
館)において、食育に関連する府民公開講座を開催し、歯科保健関係者はもとより、関
係専門職種や一般住民に情報発信しました。
・｢食べること味わうこと―おいしさ、食育、健康について」
　　大阪大学大学院人間科学研究科教授　山本　隆氏
・｢食育－食生活と歯の健康｣
　　農林水産省近畿農政局御坊統計・情報センター統括情報官　中尾　卓嗣氏
■平成２０年度は食育に関連しての取組みはなかったが、市町村において保健事業と
して実施されている両親教室や妊産婦教室等の母子保健事業の取り組みの中で、歯科
からライフステージごとの「噛むこと」「味わうこと」の大切さのアピールと、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。
■ライフステージごとの「噛むこと」「味わうこと」の大切さを考えた場合に、高齢
者における義歯の機能の保持も大きな要素となることから、高齢者に対する啓発も老
人歯科保健対策推進室等の活動を通じて強化し、平成２１年度になるが、昭和大学歯
学部教授で内閣府食育推進会議専門委員の向井美惠氏を招いて「歯科保健と食育　～
噛ミング30（カミングサンマル）を目指して～」と題して府民市民を対象とした講演
会を行いました。
■日本歯科医師会では、日本歯科医学会他２団体とともに、「食育推進宣言」を行い
ました。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

社団法人　大阪府歯科医師会

【団体の概要】
　社団法人大阪府歯科医師会は、大正15年、医道の高揚、歯学の進歩発展と公衆歯科衛生の普及を図り、会員の社会的地位の向上に
資し、ひいては社会および会員の福祉を増進することを目的として設立されました。
  会員数は5,588名(平成21年3月末現在)です。

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ４８》
■第２回おおさか食育フェスタに参加（平成20年8月26日（火）　そごう心斎橋店
　大阪府栄養士会では「SATシステム」による食事栄養診断を実施しました。（フード
モデルにより1食分の食事内容を分析、栄養士による食生活相談、アドバイス）
　また、子どもたちを集めてオリジナルのフードビンゴゲーム大会を実施し、子ども
たちへの食育を行いました。
■スーパーマーケット「イズミヤ」における食育の取組
　府民に健康的な食習慣を身につけてもらうために、イズミヤ2店舗をモデル的に「健
康おおさか２１推進店」として、店内のクッキングサポートコーナーで調理デモ＋試
食、献立提供、食生活相談などを実施しています。
■府民子ども料理教室の開催
　「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20年度は吹田、東大阪、交野、堺の4地域の子どもたちに実施しました。
■「コープ　たべる、たいせつ　フェスティバル2008」参加
　平成20年11月1日、2日の両日、大阪城ホールにおいて行われた食のフェスティバル
に参加しました。様々な団体の参加の中、大阪府栄養士会では「SATシステム」による
食生活相談を行い、小さなお子さんから、高齢者の方までフードモデルによる食生活
相談に興味を持っていただき、たくさんの方に食事アドバイスを行いました。
■第４回府民健康フォーラム～私たちの暮らしと薬・検査・栄養～
　平成20年11月22日（土）　大阪YMCA国際文化センターにおいて「運動療法とメタボ
リックシンドローム」と題し、医師、薬剤師、栄養士のそれぞれの立場から府民に向
けてのメッセージを発信し、府民の健康を担う集いに参加し、食事の大切さについて
講演しました。
■大阪ヘルシー外食推進協議会事業を支援し、市民の健康づくりに努めます。

■スーパーマーケット「イズミヤ」における食育の取り組
みについては、東大阪市稲田新町店で平成17年6月から21
年3月までモデル実施しましたが、21年3月に契約取消し、
原山台店では、18年から22年2月末で契約取消しの予定で
す。

■府民子ども料理教室は好評であり、平成18年から食育推
進企業団と府内4地域で料理教室を共催しています。

■野菜バリバリ朝食モリモリ～食体験イベント～は、平成
15年度から実施していましたが、19年度で終了しました。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

社団法人　大阪府栄養士会

【団体の概要】
　大阪府栄養士会は、会員約3,500名で栄養士の資質の向上を図り、大阪府民の栄養改善・食育の推進に努め、もって府民の健康増進
に寄与することを目的として活動しています。
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課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

府民のつどい 1 約600 1 約400

府民健康フォーラム 1 323 1 267

課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

保健大会においての講演会 1 200 2 422

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ５２》
■各区学校保健協議会における平成20年度の取組内容
　区内の学校医等をはじめとする学校保健関係者、保護者を対象に、保健大会におい
て講演会を実施しました。
　・此花区学校保健協議会保健大会講演（平成20年12月3日）
　　「子どもの食の現状と課題～朝食を中心に～」
　　　（講師：相愛大学人間発達学部発達栄養学科講師　並河　信太郎氏）

　・天王寺区学校保健協議会保健大会（平成20年11月19日）
　　実践報告（１）「早寝早起きの生活習慣の確立をめざす」生魂小学校　養護教諭
　　実践報告（２）「食べる意欲を引き出すために」　　　　大江幼稚園　養護教諭
　　講演　　　 　　「噛むことの大切さ」
  　（講師：天王寺区歯科医師会　西本　達哉氏）

　今後も各区学校保健協議会における保健大会等で、各区
の健康課題に応じた講演会を実施します。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

大阪市学校保健会

【団体の概要】
　設立は昭和26年7月です。本会は、本市の学校保健の振興を図るとともにその推進運営に寄与することを目的としています。
　構成員等は大阪市立小、中、高等学校、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、校園長、保健主事、養護教
員、PTA、その他学校保健関係者となっています。

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ５１》
■「薬と健康の週間」府民のつどいの開催
　毎年10月17日から23日までの１週間は「薬と健康の週間」となっています。
本会では、事業の一つとして府民のつどいを開催し、府民の皆様へ薬の適正使用（薬
と食べ物の相互関係等）について啓発しています。

　日　時：平成19年10月14日（日）　10：00～14：00
　場　所：高槻「現代劇場」

　日　時：平成20年10月19日（日）　13：00～16：00
　場　所：クリスタ長堀　滝の広場

■府民健康フォーラム～私たちの暮らしと薬・検査・栄養～の開催
　平成17年度より開催しており、本年度で5回目となります。
（社）大阪府栄養士会、（社）大阪府臨床検査技師会との共催で薬剤師、栄養士、臨
床検査技師の立場から府民の皆様がより健康に暮らすための提案をしています。

　日　時：平成19年10月20日（土）　14：00～17：00
　場　所：毎日新聞オーバルホール
　テーマ：メタボリックシンドローム

　日　時：平成20年11月22日（土）　14：00～17：00
　場　所：大阪YMCA国際文化センター
　テーマ：運動療法とメタボリックシンドローム～メタボといわれたあなた～
　※栄養・食生活及び運動から、メタボリックシンドローム予防をご提案する内容を
   盛り込みました。

■薬局店頭で糖尿病・高血圧症・高脂血症・痛風・皮膚疾患などの疾患には食事指導
箋(食事療法)をお渡しし説明を行っています。

　大阪市の医薬品等の適正な使用に関する普及啓発事業の
一環として食事の重要性を児童・生徒に伝えていく予定で
す。
　その他、健康食品等に関する相談への対応等について取
り組んでいく予定です。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

社団法人　大阪府薬剤師会

【団体の概要】
　本会は、社団法人日本薬剤師会の趣旨に則り、公衆の厚生福祉の増進に寄与するため、薬剤師の倫理的及び学術的水準を高め、薬
学薬業の進歩発展を図ることを目的にしています。
　設立年月日は明治23年1月11日です。会員数は8,253名（平成21年11月25日現在）です。
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課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

サマーリフレッシュセミナー 1 100

食物アレルギーの講演会 1 100 1 50

お料理講習会（大阪ガス） 3 96 3 92
レシピ交換と食育取り組み園の発表、ならびにグループ討議 1 98 1 100

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ５３》
■ アレルギー食の講習会（平成20年7月31日　50名参加）
　会場・・・大阪市立　子育ていろいろ相談センター 7Ｆ調理室
　内容・・・●アレルギーとアナフラキシーについて
　　　　　　●誤飲、誤食について
　　　　　　●代替食、コピー食、除去食について
　　　　　　●栄養の補給について
　さまざまなアレルギー児への対応に必要な学びと2種のアレルギー食の実習を行いま
した。
（講師：大阪健康福祉短期大学非常勤講師　阿南泰子氏）

■ お料理講習会（平成20年10月28日29日31日　計92名参加）
　会場・・・大阪ガス クッキングスクール
　内容・・・和洋中お菓子の中から、保育園で応用できる5品を大阪ガス クッキング
　　　　　　スクールのスタッフの方のご指導のもと、楽しく調理実習を行いまし
　　　　　　た。

■ 講習会・各園の食育の取り組み・レシピ交換（平成21年2月20日　100名参加）
　会場・・・大阪市社会福祉センター 3Ｆ
　内容・・・●食育計画の作成にあたってのお話
　　　　　　（講師：大阪健康福祉短期大学非常勤講師　阿南泰子氏）
　　　　　　●菜園作り～クッキングの食育の取り組み発表
　　　　　　●レシピ交換、質疑応答

■ 各保育園の取り組み（楽しい食育活動で生きる力を育む）
　　　　　　●野菜やお米、果実等の栽培や収穫体験
　　　　　　●食材に触れ五感を育てる
　　　　　　●食事前後のお手伝い
　　　　　　●年齢に応じたクッキング
　

●保育の一環として食育を捉え、保育士・栄養士・調理師
が共有できる、実践に役立つ研修会を開催する方向です。

●０歳児から就学前児を対象にした給食の調理実習を行
い、職員のスキルアップに繋げたいと考えていますが、研
修施設が見つからない事が課題の一つです。

●各園ではアレルギー児への対応をはじめ、食事提供及び
園児への食育の取り組みを行っています。保護者の意識を
高めるために、もっと親の目線に立った食育の発信方法を
考えていく事も課題です。

●各園では食育計画を作成・実践・評価を行い、より充実
した内容になる取り組みを行います。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

　　　　　　●食事やおやつの試食会
　　　　　　●給食だより、献立表の配布　等・・・

社団法人　大阪市私立保育園連盟

【団体の概要】
　設立（結成）は、昭和31年2月25日です。この法人は、大阪市内における私立保育園共通の問題解決を図り、もって保育事業の刷新
と振興を期することを目的としています。
　会員数は253か園（平成21年12月1日現在）です。
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課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

研究事業の開催 1 5（17園） 23

課題・今後の見直しの方向性等

《Ｐ５６》
■「大阪市中央卸売市場本場　いろいろ体験セミナー」に参加
　平成9年度に開催された大阪市中央卸売市場本場市場協会、大阪市立環境科学研究所
附設栄養専門学校同窓会有志みどりの会主催の料理教室に毎年参加しています。
　①大阪市中央卸売市場内の業界が、生鮮食料品や乾物等の旬の商品知識を解説して
　います。
　②栄養士が、業界がとりあげて説明した商品の栄養価を説明しながら、その商品を
　使った料理講習会を実施しています。
　③市場内の見学をし、セリ場で業界からその折々のセリにかかっている商品につい
　て学習しています。

　本協会を構成する団体において、大阪市中央卸売市場協
会等が主催する体験セミナーなど、活動に関わる学習会等
に参加しているところです。
　学習会等で得た知識を本協会の会議へフィードバックす
るなどして、食に関わる消費者啓発に役立てていきます。

大阪市消費生活合理化協会

【団体の概要】
　
　大阪市内で活動している女性団体、福祉団体の連合体（2団体）で、消費者啓発を主軸に活動しています。

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・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

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ５４～５５》
団体での取組
・研究事業の開催
　　講師：大阪市立大学大学院生活科学科　准教授　春木　敏先生

・研究内容
　　テーマ「幼児の食生活」
　　　①講義：幼児の食生活の現状と課題
　　　　料理ビンゴでわかる私の食嗜好
　　　②行動科学に基づく幼児の食育
　　　　ブレイストーミング”こどもたちの困った食”
　　　③子どもたちの食行動の要因分析をする→食育の要点を見つける
　　　　知識、態度/食スキル、社会資源の活用家族や友達の食態度や食行動の分析
　　　④私の食育案　食育の実践と評価
　　　　食育案の発表と再検討
　　　⑤食育年間計画作成
　　　　食育実践→評価

　研究、研修で学習した内容を日々の保育活動に活かし、
実践を伴ったものになるよう取組をすすめたいと考えてい
ます。
　左記内容を実践されている幼稚園の様子を研究会の中で
見せていただき報告を受けました。こうした実践が広がり
を持つよう、専門家の指導を受けるなどして、発展させて
いきます。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

社団法人　大阪市私立幼稚園連合会

【団体の概要】
　142園の加盟園が、それぞれ建学の精神に基づき、私学の独自性をもって幼児教育を展開しています。食育についても栽培やクッキ
ングなど様々な形で取り組んでいます。
　また、団体として食育についての教員研修も実施しています。
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課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

小学校の田植え 3 300 3 300

料理教室 3 3

バケツ苗配付 1 500 1 500

農業体験イベントへの参加・協力

大阪市農業フェア 1 1

小学校での餅つき 1 120 1 70

親子料理教室 2 78 5 165

親子レインボー体操 1 137

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

《Ｐ５７～５８》
①小学校の田植え
　田植え・稲刈りなどの農業体験を通して、「いのちの育み」「地元農業のありさ
ま」など食と農の関係への知識や理解を深めてもらおうと、地元で作られている米に
ついての市内の小学校における農業体験学習の取組を支援しています。
②料理教室
　毎年、女性会活動の一環として、家の光協会専任講師を迎え料理教室を実施してい
ます。その中で、食材になにわの伝統野菜を取り入れるなどし、栄養や調理方法を学
ぶだけではなく、地場の伝統野菜についての知識も深めています。
③バケツ苗配付
　市内の小学校において、稲作作りの授業が企画され、近隣農家やPTAも参加協力し、
プランターやバケツでの稲作りが行われました。授業に使用する苗はJA大阪市が提供
し、近畿農政局、PTAそして地元農家が協力し、子供たちへの食育教育をサポートして
います。
④農業体験イベントへの参加・協力
　市内農家で構成される大阪市農業フォーラムが多くの市民に農業に触れてもらうた
めに企画・主催しているジャガイモ堀りや田植え体験イベントなどさまざまな団体へ
の積極的な参加・協力をしています。
⑤大阪市農業フェア
　毎年11月に、農家の生産技術の向上、市民と農家との対面・ふれあい、農業への理
解を深めてもらうことを目的に大阪市農業フェアを開催しています。市内農家が生産
した野菜・花卉の品評会には毎年1,000点を超える出品があり、新鮮で高品質なものと
して、高い評価を受けています。そして、それらの即売を行っていますが、多くの市
民に喜ばれています。

（今後の取組）
⑥小学校での餅つき
　営農促進センター内で作っているもち米を毎年、市内の小学校をまわり、生徒、PTA
が一緒になり餅つきをし、その際JA大阪市が餅米の田植えから刈り取りまでを講義し
ます。その中から、食物の大切さや農業の必要性について学んでいただきます。

①現在、３つの小学校で田植えについてサポートを行って
いますが、今後より多くの小学校へのサポートに取組みま
す。

②現在、各店支部の代表の方に参加していただいています
が、各支部にもどられても学んだ料理内容について、広め
てもらえる様な取組み展開をします。

③現在、もみ種と肥料等の配付のみになっていますので、
育成過程のアフターフォローも今後考えていきます。

④今後も積極的に参加、協力していきます。

⑤現在のフェアのイベント内容の対象年齢が少し高いの
で、今後、次世代（若者・子ども）を意識したイベント企
画に取組みます。

⑥現在、年１回、センター近隣の小学校での限定した学年
の参加で実施していますが、他の学年や他小学校からの実
施要望が出ている状況です。今後、実施回数・方法等の工
夫が必要と考えます。

⑦現在は、作物をもぎ取っていただくだけに終わっていま
す。今後は同時に食物の大切さ等を学んでいただける方
法・手段を講じていく工夫を行います。

⑧ＪＡ大阪市管内の地域や環境に沿った直売所の検討を
行っています。

⑨出来るだけたくさんの方に参加していただけるよう、広
報・募集に力を注いでいきます。⑦「もぎり園」

　一般の方々に農業体験活動を通して、「農業・農産物・食」を学んでいただくため
に、営農促進センターで作った野菜をもぎ取る「もぎり園」を計画しています。「農
業・農産物・食」を学ぶための第一段階として、実際に自分が口にする物を自分の手
でもぎ取ることでい、農業の大変さ、食物の大切さを学んでいただくと同時に、大人
から子供までが一緒になってふれあい、交流を深める「もぎり園」を開設します。
⑧「直売所」
　地域の生産者と消費者が交流できる様な心がこもった直売所をつくり、新鮮・安
心・安価な三拍子揃った地場産農産物の販売を行います。その直売所を通じて地域の
活性化を図ると同時に、地域農業の振興に努めます。
⑨親子料理教室
　近年、親子関係や人間関係が希薄になっている中で、親と子が一緒になり、又、地
域の人々と一緒になって料理をつくります。そしてその中で、子供達に食に関する関
心を持ち、食べ物の大切さを学んでもらえる様にします。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

大阪市農業協同組合

【団体の概要】
　設立は、平成4年4月1日（第2次合併　市内4農協）です。平成20年度の組合員数は14,207名（内、正組合員1,177名、准組合員
13,030名）となっています。農業者の組織であるとともに、地域に根ざした組織です。相互扶助の精神のもとに、信用・共済・販
売・営農指導・教育・文化事業などの事業や活動を行っています。
　また、環境問題にも農業を通じて積極的に参加をしています。
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課題・今後の見直しの方向性等

課題・今後の見直しの方向性等

（実績）

回数 延人数 回数 延人数

定例会 9 137 9 131

《Ｐ６０》
■定例会の開催
　連合会としては、月１回定例会を開催しています。
■（社）大阪食品衛生協会の事業への参加
　食育に関する取組は、次の（社団）大阪食品衛生協会事業に各組合が参加していま
す。
  ①食の安全安心ポスター標語コンクール
　②５～６月、１０～１１月の調理師試験予備講習会実施の案内
　③食品衛生フォーラムに参加

 連合会として、食育基本法とその主旨の普及啓発に努め
るための講習会を次年度に開催したいと考えています。

取組内容
平成１９年度 平成２０年度

大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会

【団体の概要】
　大阪府下の飲食や旅館に関係する８の生活衛生同業組合から構成されており、構成団体間の緊密なる調整を図るとともに、各組合
の目的達成に努め、もって社会の福祉に貢献し、併せて業界の福利増進に資することを目的としています。
　設立は昭和34年4月15日であり、事務所は原則として会長所属の生活衛生同業組合の事務所内に置いています。
　構成団体は以下のとおりです。

　大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合・大阪府喫茶飲食生活衛生同業組合・大阪府鮓商生活衛生同業組合
　大阪府旅館生活衛生同業組合・大阪府中華料理業生活衛生同業組合・大阪府料理業生活衛生同業組合
　大阪府社交飲食業生活衛生同業組合・大阪府飲食業生活衛生同業組合

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・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

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

　今後とも、現行の取組を見直しながら継続してまいりた
いと思います。

《Ｐ５９》
■食の「安心・安全」への取組について
　①日本百貨店協会が発行している「百貨店食品安全衛生パスポート」を従業員に配
　付し食品安全意識の向上に役立てています。
　②栄養成分表示、カロリー表示、特定原材料アレルギー表示等食事バランスに役立
　つ情報の表示を積極的に行っています。
　③「食事バランスガイド」に基づいたオリジナルレシピの作成やメニューの開発を
　推進しています。
　④栄養士、薬剤師、ワインアドバイザー、チーズアドバイザー、ティーインストラ
　クター、食品衛生責任者等有資格者の配置を推進し正しい知識、役立つ知識の提供
　に努めています。
　⑤従業員への「食育」教育を実施し、意識の向上に努めています。
　⑥トレーサビリティの明確な商品の拡大とお客様への情報提供に努めています。
　⑦有機野菜、減農薬野菜等エコ商品の開発・研究を行っています。
　⑧無添加食品を提供する健康食品コーナーの設置を推進しています。
　⑨なにわの伝統野菜や特産物による商品の開発・販売を行い、「地産池消」を推進
　しています。
■参加型プロモーション・イベントの実施について
　①生産者、お客様、販売者が一体となった農業体験や物づくり体験ができるイベン
　トを企画しています。
　②生産者による講習会やセミナーを実施し、商品にまつわる風土や、文化に関する
　知識の普及に努めています。
　③販促プロモーションなどで、お子様の興味を喚起するような食べ方の提案を推進
　しています。
　④管理栄養士などの専門家による食生活・栄養相談コーナーを設置し、コミュニ
　ケーションの活発化を図っています。
■「健康増進法」に基づく喫煙対策の実施について
　①全館禁煙を基本に指定休憩所を設置し対応しています。
　②レストラン、喫茶では受動禁煙防止努力義務を受けて全席禁煙、時間帯禁煙、分
　煙の取組を継続しています。

大阪百貨店協会

【団体の概要】
　本協会は、昭和23年に設立し、現在では会員加盟７社２０店舗となっています。
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課題・今後の見直しの方向性等

《Ｐ６１～６２》
　各会員企業では、「食の取り組み」5つの宣言で「食育活動」を進めることを宣言
し、「食育活動推進委員会」などの組織を作り、諸活動を行いました。
バランスの良い食事の指導、食品の生産地と協力した収穫体験、食事を通した家族や
仲間とのコミュニケーションを通じて、「食」への知識や技術を身につけていくこと
を目的に、下記の4つの柱を中心に食育活動を進めています。
　4つの柱は
　　①"小学校が行う食育活動"の支援活動
　　②地産地消・農業食育体験
　　③伝統食文化の啓発活動
　　④食に関する情報提供活動　です。
 
  ①"小学校が行う食育活動"の支援活動について
　　"5ADAY"スーパーマーケット食育体験を行いました。
　　具体的には、店舗の近隣小学校の生徒さん(3年生～4年生)を、店舗にお迎えし、
　「一日5皿以上の野菜や200g以上の果物を食べましょう」のメッセージを児童・生
　徒さんに伝えています。
　　また、インストラクターによる講義、食品売り場での「お買い物ゲーム」によっ
　て、小学校と連携し、体験型の食育活動を行っています。
     2008年は、12小学校 約1100名の児童・生徒さんに参加していただきました。
　　その他では、小学校児童と保護者が参加され、企業や団体が連携し講師を務めた
　各地域のフェスタに会員企業が参加、協力をしました。
　　内容としては、「バランスのよい食事の大切さ」「食べたものはどんな働きをし
　ているか」を、豆つかみゲーム"をしながら、楽しく学習などしていただきまし
　た。

　②地産地消・農業食育体験について
　　野菜がどのように育てられているかを、実際に"見て、触って、食べて、楽しく
　語らう"産地収穫体験を実施しました。
　　生産者の方から、野菜の育て方、食べ方の説明を受けます。昼食時に、生産者の
　方々との交流会を行うこともあります。
　　野菜について、親子で楽しみ、関心を深めていただくことを目的に、小学校の親
　子を対象にした「産地収穫食育体験」「農業食育体験」を実施しました。次のとお
　りです。
        イ.三重県長島町 「トマト」　 産地収穫食育体験  6月
　　　　ロ.和歌山県和歌山市加太「トマト」  産地収穫食育体験 7月
　　　　ハ.滋賀県近江八幡市大中「すいか・スイートコーン」  農業食育体験 5月
　　　　　～7月
        ニ.岐阜県中津川市ちこり村「スプラウト」  産地収穫食育体験  8月
　　　　ホ.岐阜県中津川市加子母「トマト」　産地収穫食育体験  9月
　　　　ト.和歌山県有田市「ミカン」  産地収穫食育体験  10月
　　　　チ.長野県飯田市「リンゴ・ブナシメジ」　産地収穫食育体験 10月
        リ.滋賀県東近江市・大中「キャベツ・人参・白菜」  産地収穫食育体験
　　　　　11月
　　　　ヌ.滋賀県高島市たいさんじ・今津「大根・さつまいも・柿」　産地収穫食
　　　　　育体験 11月
　　　　ル.京都府相楽郡南山城村「原木しいたけ」産地収穫食育体験  2009/2月

  ③伝統食文化の啓発活動について
    栄養のことや日本の食文化、今日まで大切に受け継がれてきた調理法なども紹
　介する冊子「美味食彩」を発行しています。
       月テーマ:   1月 小豆    2月 豆腐  3月 ひな祭
                      4月 お花見    5月 端午の節句  6月 夏至
                      7月 半夏生    8月 お盆  9月 中秋の名月
                     10月 十三夜    11月 七五三  12月 冬至
 
　④食に関する情報提供活動
　　ライフスタイルが変化し、子どもだけで食事をする「孤食」といわれる状態が増
　加するなど、家族が揃って食事をする機会が増えてします。
　　各会員企業では、家族が揃って食事をすることが「食育」につながると考え、親
　子"料理教室"など を開催しています。
　　料理教室に参加して食生活に関する知識や技術を身につけていただき、一家団ら
　んでの食事を楽しんでいただきたいと願っています。
　　　2008年度は、12企画約400人に参加いただきました。

　◇「食育月間」「食育の日」の啓発活動
　　　毎年6月の「食育月間」、毎月19日の「食育の日」にあわせて、店舗で、ご来
　　店いただいたお客様を対象に「食育啓発活動」を行っています。
　　　この「啓発活動」は、行政機関(府・市・保健所)・栄養士会との共同企画で実
　　施しています。

　◇「おうちごはん  プラス野菜で  バランスアップ」キャンペーン
　　　2008年度の農林水産省補助事業として実施。
　　　野菜摂取と食事バランスガイドの普及を目的に、2008年秋に、「おうちごはん
　　プラス野菜で パランスアップ」キャンペーンを実施しました。
　　　関係協会や食品メーカーの支援をいただき、全店舗の食品売場において、啓発
　　パネルや商品紹介カードで、野菜を積極的に摂取し食事のバランスアップを呼び
　　かける啓発活動を実施しました。
　　　さらに、重点店舗では、栄養相談コーナーの開設や、各食品メーカーの啓発イ
　　ベント、「野菜摂取・オリジナル弁当」の販売などのキャンペーンを展開しまし
　　た。

　次年度以降についても、お客様のご意見等を参考に、継
続できる着実な取り組みを行っていく予定です。

日本チェーンストア協会　関西支部（以下「ＪＣＡ」と略します）

【団体の概要】
　設立は昭和42年8月です。チェーンストアの健全な発展と普及を図ることにより、小売業の経営の改善を通じて、わが国流通機構の
合理化、近代化を促進するとともに、国民生活の向上に寄与することを目的としています。
　平成21年11月20日現在の会員数は、通常会員69社（うち関西支部所属は17社）、賛助会員は493社となっています。

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）
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（実績）

回数 延人数 回数 延人数

食の安全安心　コンクール（啓発ポスター応募数）

食の安全安心　コンクール（標語応募数） 4,714点 4,748点

《Ｐ６３》
＊平成２０年７月
７月の食品衛生月間にあわせて、大阪市内では４ブロック支部で食中毒予防啓発街頭
キャンペーンを展開した。啓発用グッズ（うちわ，ティッシュ，リーフレット等）を
配布しながら消費者，食品関係者らに食中毒予防を呼びかけました。

＊平成２０年５～７月
平成２０年度食の安全安心啓発ポスター・標語コンクールを開催し、食品事業者、消
費者から募集し、食育，食中毒予防などの意識の高揚を図りました。
募集数  ○ポスターの部：２０９点  ○標語の部：４７４８点

＊平成２０年８月５日
薬業年金会館において食品衛生フォーラムを開催し、ポスターの部：２２点 標語の
部：２１点を優秀作品として表彰しました。
記念講演として大阪歴史博物館  学芸第1係長伊藤  純先生による「大阪の食・江戸の
食」をテーマに講演していただきました。
 
＊平成２０年１１月８日
食品衛生研修会を開催し、「最近の表示改正内容とＪＡＳ法の表示」―ＪＡＳ法の表
示の基礎から応用までー について研修しました。

＊平成１９年４月からホームページを開設しています。
アドレス  http://www.ofha.or.jp/

社団法人  大阪食品衛生協会

【団体の概要】
　大阪府内における食品の安全確保のため、食品衛生に係る事業を行うことにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、
もって府民の健康の保護を図ることを目的に昭和３９年９月に設立した。３６業種団体、５３支部、特別会員２１５社

※　主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

主な取組・進捗状況（事業の実績等）

現在実施している事業は今後とも継続します。

新規事業
■大阪版食の安全安心認証制度事業の実施
  平成21年4月1日から大阪版食の安全安心認証制度が発足
しました。この制度は、消費者の食の安全安心を確保する
ために、飲食店や食品製造施設の事業者が日々行っている
衛生管理、コンプライアンス等の取組みを評価し大阪府の
定める基準に一定水準以上ある施設を認証するものです。
  なお、（社）大阪食品衛生協会は大阪府から認証機関の
指定を受けています。

  ○認証の対象業種
   （１）飲食店営業及び喫茶店営業、食品を製造する営
　　　  業
         （製品を同一施設内で販売する行為）
        ただし、露店、自動車及び自動販売機による営業
        は除く。
   （２）食品を製造する営業（製品を卸売りする行為を
　　　　含む）、飲食店営業の大量調理施設
             ＊大量調理施設（飲食店営業）とは、同一メニュー
                 を１回300食以上または一日750食以上を提供する
                 施設をいいます。

取組内容
平成２０年度

199点 209点

平成１９年度

食育推進会議資料（関係団体）　　Ｐ9

http://www.ofha.or.jp/

