
主な取組

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。

（実績）

（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。

[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。

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）

事　業　名
回数 延人数 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　　 282 3,437 287 3,017 290 2,864 292 2,588 288 2,564
②離乳食講習会 290 5,695 286 3,809 291 3,953 286 3,902 288 3,780
③乳幼児健診　 768 41,581 792 41,454 736 39,075 875 47,276 871 47,422
④地域ふれあい子育て教室 145 3,549 137 2,186 137 2,327 114 1,563 143 2,063

平成２４年度平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度平成２０年度

（実績）

回数 延人数 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 118 3,087 157 4,053 134 3,083 146 3,034 130 3,598

平成２４年度平成２３年度平成２１年度 平成２２年度
事　業　名

平成２０年度
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主な取組

１　家庭・地域における食育の推進
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進捗状況（事業の実績等）

（実績）

　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。

[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。

（実績）

[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）
　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。

（実績）

（事業名）
　働き盛りのための食生活講座（平成２４年８月事業終息）
（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。

（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。

回数 延人数 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 4 333 4 316 4 367 4 340 1 97

平成２４年度平成２１年度
事　業　名

平成２０年度 平成２３年度平成２２年度

回数 延人数 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） 370 10,815 557 13,948 686 16,298 640 15,165 676 14,167

平成２４年度平成２１年度
事　業　名

平成２０年度 平成２２年度 平成２３年度

回数 延人数 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 248 6,097 266 6,548 235 5,408 216 5,021 233 4,359

平成２４年度平成２３年度平成２２年度
事　業　名

平成２０年度 平成２１年度
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進捗状況（事業の実績等）

（実績）

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。

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。

(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。
④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。

(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。

（実績）

回数 延人数 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　 7 1,016 7 1,020 6 1,151 5 855 5 760
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 1 94
③会に対する助言・指導 1,057 22,660 1,149 23,695 1,238 24,542 1,157 23,369 978 25,878
④保健栄養だよりの発行部数　 2 14,000部 2 14,000部 2 12,000部 2 12,000部 　

平成２４年度
事　業　名

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

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

平成２４年度
130
157
15

152
170

平成２０年度 平成２１年度

150
20

平成２３年度
205

平成２２年度

12

173 151
176 142
31 22
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主な取組

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）

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。

　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。

(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、豊中市、高槻市、東大阪市と共催で病院・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。

（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。

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。

（実績）

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。

回数 延数 回数 延数 回数 延数 回数 延数 回数 延数
①給食講演会(施設数） 2 465 1 481 2 447 2 356 2 467
②喫食者指導教室（人数） 2 128 2 133 2 124 2 121 2 112
③給食施設巡回指導（施設数） 843 851 835 857 882

平成２４年度平成２３年度平成２２年度
事　業　名

平成２０年度 平成２１年度

事　業　名
食育推進事業（開催回数） 85

平成２４年度
69

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
42 60 72

（実績）
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主な取組

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。

[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。

[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23年度は、調理活動　885回　延人数3歳児以上　5,866人に実施
＊平成24年度は、調理活動　1,024回　 3歳児以上　5,315人対象に実施

*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

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らせます。
・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。

（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により、個々の状況を把握し、コミュニケーションも図るとともに、発達に応じた献立内容の配慮をしてい
ます。

（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。

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

（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）

[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。

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数
141 8,946 151 8,788 141 8,198 142 7,316 169 8,391
39 1,271 55 1,187 64 1,443 65 1,242 70 1,597

公立保育所地域交流 5 77 1 12 2 33 1 12 2 12
102 92

平成２４年度

81

平成２３年度平成２２年度

(参考）公立保育所数 111

事業名

④栄養の基礎の学習
110

平成２０年度 平成２１年度

公立保育所食育*
④栄養の基礎の学習
⑤就学前の食育活動
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主な取組

（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ています。
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ています。
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。

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）

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。

（実績）

（公立支援センターにおける実績）

（子育ていろいろ相談センターにおける実績）

回数 延人数 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 165 1,700 195 2,481 281 4,953 598 9,580 537 5,206
②食に関する情報提供 1,541 2,479 7,347 7,123 4,913
③子ども・子育てプラザとの食に関する連携事業 67 600 90 930 127 1,893 279 2,232 137 1,543

平成２１年度平成２０年度
事　業　名

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

回数 延人数 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 24 519 20 404 26 509 26 479 25 481

平成２１年度 平成２２年度
事　業　名

平成２０年度 平成２４年度平成２３年度
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主な取組

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。

[食物への関心]《Ｐ３２》

　野菜などの栽培活動や園内の樹木からの収穫を友達
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。

[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。

[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。

[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。

(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。さらに、
栄養価に配慮し、幼児が楽しく食べられる、また、食べやすいお弁当を保護者が負担なく作れるように助言したり、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たりしています。

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。園内の樹木からの収穫を楽しみに、果物
等に関心をもち、実りを観察しています。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。
・保健指導や各クラスでの指導において、視覚教材等を通して食生活に関心をもたせ、習慣を身につける。
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主な取組

※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。

　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。

（実績）

　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。

　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。

[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。

[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。

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。

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）

　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。

（実績）
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）

299校中100%
130校中32% 130校中100%
299校中100% 299校中100% 299校中100%

平成２３年度

299校中100%

平成２０年度 平成２１年度

130校中100%
299校中100%

平成２２年度

130校中100%
299校中100% 299校中100%

平成２４年度
299校中100%
130校中100%
299校中100%

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） 299校中100%

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
299校中100%

299校中100%
299校中100%
299校中100%299校中100%

299校中100% 299校中100%
平成２４年度
299校中100%
299校中100%

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）

299校中88%
平成２３年度平成２２年度

299校中81% 299校中87% 299校中86%
平成２０年度 平成２１年度 平成２４年度

299校中88%

（実績）
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主な取組

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）

　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23年度）
　　　７月25日（月）～７月29日（金）  各区単位で実施
・市民を対象とした食育展（平成23年度）
　　　10月5日（木）～10月14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

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　23年５月25日（水）～９月７日（水）
・応募数　　１１８献立
最優秀賞　献立名「いろどりじゃこ飯、じゃがいものみそ汁、とりのカリカリから揚げ」
優秀　3献立
「和風カレー丼、キャベツときゅうりのおひたし、なし」
「たけのこご飯、さごしの塩焼き、かきたま汁」
「こん菜いっぱい豚汁、たことキャベツの甘酢いため、じゃがいもののりチーズ焼き」

[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。

（実績）

[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。

（実績）

事　業　名
コンクール応募数（献立数） 11867 79 91

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
142

平成２４年度

事　業　名
保護者を対象とした食育展（各区）

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
100%100% 100% 100%

平成２４年度
100%
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主な取組

[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。

[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。

（実績）

[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。

[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。

　平成24年度の大阪府産の野菜の使用については８品目で、そのうち「きくな」、「みずな」は全て大阪府内産を使用しました。「おおさかしろな（なにわの伝
統野菜のひとつ）」は一部他府県産が含まれています。その他、たまねぎ、きゃべつ、きゅうり、こまつな、を使用しています。また、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。その他、肉類
は、豚肉を一部大阪府下産を使っています。牛乳についても同様に一部使用しております。
　大阪をイメージした料理については、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。

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）

　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
調理・衛生管理マニュアル等で、さらに献立の写真、学校給食献立調理検討会議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。

[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。

　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

　毎月、学校給食献立表を全児童・生徒に配付しています。また、栄養一口メモは、年度毎にテーマを決めています。平成23年度は「季節の食材を使って」を
テーマにした内容を記載しています。また平成24年2月には朝日新聞のコラムにも取り上げられました。平成24年度は「手軽に作れる健康的なおやつ」をテーマ
として実施しました。

平成23年度
　献立調理研究会は名称を「学校給食調理検討会議」に変更しました。試食会は、昨年に引き続き、本事業を学校給食・食育展として開催しました。
　7月25日～29日の5日間各区で「豆について知ろう」をテーマに実施。
平成24年度
　７月27日～8月2日の5日間各区で実施。「もずく」をメインにした沖縄料理の試食を実施。また、学校給食の紹介では、調理室でのだしの取り方や食物アレル
ギー個別対応の「卵除去食」の調理法等、献立では、行事食やお祝献立、子どもたちが応募する学校給食献立コンクールの最優秀賞・優秀賞献立を紹介した。
２４校で2,962参加。

回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数 回数 延人数

（献立調理検討会議） 24 4,221 24 4,048 24 3,363 24 3,295 24 2,962

平成２４年度
事　業　名

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
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主な取組

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

・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してき
た。

・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

81人 40人

・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

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。

平成２２年度

19人
事業終了

24人

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

・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。

282家族1,035人 310家族
事業終了

進捗状況（事業の実績等）

32人 55人

（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、市内産農作物の品評会
を行い、農家の生産意欲の向上の一助とします。
２　農作物の即売会…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、各種農作物を
廉価で即売することにより、市民の市内農作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、市内産農作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

42人

25人
実施せず

事業終了
38人

「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。

224家族879人

（実績）

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

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。

（実績）

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

11日 12日

回数 延人数 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 10,000 1 10,000 1 8,000 1 1,000 1 2,000

　　　〃　　　　（品評会出品数） 1 1,073 1 1,083 1 1,012 1 578 1 489

事　業　名
平成21年度平成20年度 平成24年度平成22年度 平成23年度
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主な取組

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

市場職業体験

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。

2校10人

　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。

・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。今後は伝統野菜の認証・表示制度を活用
し、民間事業者の自発的な動きを促進していく。
・平成22年度からフェスタの廃止に伴い大阪市都市農政セン
ター（現：経済戦略局産業振興部地域産業課）がＮＨＫから
の出展ブースの提供を受け、これを活用して伝統野菜関連事
業者の出展を促しながら伝統野菜の普及啓発を進めていく。

（実績）

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 4校28人 事業終了

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。

（実績）

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。

（実績）

出張料理教室の開催《Ｐ３８》

　小学生及びその保護者を対象に、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。

　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。

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

― ― ―

1件 ― ―

40,000人 終了 終了

終了

―

―

8校 6校 終了

60,000人

158アール 157アール

平成20年度 平成21年度 平成24年度

119.5アール134アール

平成22年度 平成23年度

144アール

終了

終了

―

―

回数 延人数 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 4 299 4 276 4 277 4 274 2 143

事　業　名
平成２０年度 平成２３年度平成２１年度 平成２２年度 平成２４年度

回数 延人数 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 12 358(3校) 9 297(3校) 11 359(3校） 11 337(3校) 6 166(2校)

平成２２年度 平成２３年度
事　業　名

平成２０年度 平成２１年度 平成２４年度
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主な取組

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。

　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。

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

消費者行政活性化基金を活用
して、平成２１年度～平成２
４年度まで実施している。

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

　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。（平成24年度実績：1回16人参加）

　また、平成２２～２４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。

進捗状況（事業の実績等）

（実績）

（実績）

事　業　名

事業終了

平成１９年度 平成２０年度

食の安全・安心講座

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。

（実績）

平成２０年度事業廃止

回数 延人数 回数 延人数 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 2 60 2 60

平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２０年度 平成２１年度
事　業　名

回数 延人数 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 3 161 3 278

平成２４年度平成２２年度 平成２３年度
事　業　名

平成２０年度 平成２１年度
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主な取組 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食中毒予防の呼びかけを行いながら、うちわやリーフレット等を配布し、広く市民に食中毒予防を呼びかけました。
③市民を対象とした食品衛生講習会の実施
　各区役所保健福祉センター、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
した。
　　平成24年度実績　実施回数：252回　参加人数：6,123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した。

　　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

※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区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 （実績）

[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。

[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。

事　業　名

発令回数

テレホンサービス利用件数

18

1,984

16

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２４年度平成２３年度

1,784 2,058

12 19

1,5962,150

18

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 410

5回　11～13名/回

平成２３年度

5回　11～23名/回

1,802

1,833

5,9557,537

2,442

1,235

5回　10～24名/回 5回　11～16名/回

4,814 3,038

1,964 1,194

21 10

763 728

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

7,335

2,059

11

平成２３年度

5回　11～23名/回

平成２４年度

5回　13～22名/回

1,8722,442

5,955

1,802

4

回数 延人数 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 6 188 3 110 5 166 11 310 71 1,794

平成２２年度 平成２３年度
事　業　名

平成２０年度 平成２１年度 平成２４年度

（実績）

（実績）

※ 平成24年度の実施回数、延人数が過年度と比較して
大幅に増加したのは、意見交換が積極的に行われるよう少

人数開催のものを多数実施したため。
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主な取組 進捗状況（事業の実績等）

　　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

※主な取組の《　》は大阪市食育推進計画の該当ページ

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年度実績については、別紙（表1～表8）のとおり

平成24年度（平成24年度大阪市食品衛生監視指導計画）
①募集期間
　平成24年1月18日～平成24年2月17日
②公表資料の配架場所及び配架数
  保健所、区役所等の市内67施設に7,000部を配架
　健康局生活衛生課（165部）・大阪市保健所（600部）・各生活衛生監視事務所（3,250部）・各区保健福祉センター（1,535部）・中央市場卸売市場食品衛生検
査所（50部）・中央卸売市場東部市場食品衛生検査所（100部）・食肉衛生検査所（30部）・消費者センター（200部）・市民情報プラザ（100部）・各区役所
（820部）・大阪市サービスカウンター（150部）
③募集方法
　郵送、ＦＡＸ、持参、電子メール

[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。

（実績）

事　業　名

受付件数

提出意見数

配架数

平成２２年度

7,000 7,000 7,000

31 55 65

49(延65) 53（延99）

7,000

45

23（延69）45（延106）

平成２３年度平成２０年度 平成２１年度 平成２４年度

47

26（延73）

7,000

大阪市食育推進計画進捗状況（行政）　　Ｐ15



主な取組

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）

《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）を推進しました。

（実績）

（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　④たべる、たいせつフェスティバル2008
（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。

※大阪ヘルスジャンボリー、ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード、食育キャンペーンイベント「みんなで食育2011」は終了しました。

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

平成２４年度

123回33,523人

平成２３年度平成２１年度

1回3,156人 1回4,812人

42回29,559人 61回37,545人 81回52,159人

1回2,187人

平成２０年度

1回37,456人

平成２２年度

140 165 308

185 314 302

83回37,728人

1回5,529人
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