
第 4 回第 2 次大阪市食育推進連絡調整会議 議事録要旨  
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（環境局）       清原家庭ごみ減量課長 

（教育委員会事務局）  民部学校保健担当課長  

初等教育担当江見総括栄養職員 

（市民局）       津村消費者センター副所長 

（鶴見区役所）     浅田保健担当課長代理 

4 報道機関取材者及び傍聴者  

報道機関：無   傍聴者：1人 

5 会議次第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  開会 

2  局長挨拶 

3  委員紹介 

4  職員紹介 

5  議題 （1）第 2次大阪市食育推進計画進捗状況について 

（2）平成 28年度 食育の取り組み概要について（行政)    

（3）平成 28年度 食育推進ネットワークの強化について   

（4）平成 28年度 連携・協働事業について   

（5）平成 28年度 食育の取り組み概要について（関係団体) 

（6）平成 29年度 第 2次大阪市食育推進計画の推進について   

（7）第 2次大阪市食育推進計画の評価と次期計画のスケジュールについて 

6  閉会 



6 議事概要 

 ＊議事概要をまとめるにあたり、事務局の説明ならびに各委員の発言については簡潔に表記した。 

春木座長 

食育の計画に関して、国は既に第３次計画を今年度 4月よりスタートしている。大阪市の食育推進計

画については、第 1次計画を経て現在は第 2次計画を推進中であるが、１次計画より様々な取り組みを

実施しており、それを踏まえての 2 次計画となっている。2 次計画は「生涯を通じた食育」の推進とい

うことで取り組んでいる。 

現在の日本は、皆様ご存知のとおり大変な長寿国になった。「寿」という言葉が表すように長生きは

喜ぶべきことなのだが、なかなか良いこととは一概に言えない状況になりつつあり、健康なまま高齢期

を迎えることが難しい社会になってしまっている。長寿社会をささえる若い世代が少子化により減少し

支えられる立場の高齢者が増えてきている。大事なことは一人ひとりが元気で長生きすることであり、

ご本人の幸せと周りの方のために食育は欠かせないものである。 

現代は、新しい食品が次々と開発されては消えてゆく時代であり、食に関しては豊か過ぎる社会にな

った。生鮮食品を使って作る料理は原材料に何を使っているのか容易にわかるが、今の加工食品は原材

料が見えないものも多い。そうした中で、一人ひとりが健やかで豊かに生きていくためには自身の健康

管理ができることが前提である。中でも生体を維持して活動させるもととなるものは「食」であり、健

康管理に食生活管理は欠かせないもの、一番重要なものであると考える。 

食生活管理については幅広い分野があり、何をどのように食べるか、安全なものをどう選ぶか、共食

をすると消化吸収が良いなどという様々な内容がある。大阪市においては、第 2次計画でかなり様々な

取り組みをされているので、後ほど報告があるかと思う。来年の 2次計画最終年度は特に大事な年度に

なるであろうと思われるが、最終年度にむけて食育推進に取り組んでいくにあたり、本日の会議が大き

な役割を担う。皆様方の忌憚のないご意見をたくさんいただきたいのでよろしくお願いしたい。 

 

議題 1 第 2次大阪市食育推進計画進捗状況について    

資料 1に基づいて事務局から説明 

第 1項目「食育年間計画を作成している保育所の割合の増加」について 

公立保育所では、各保育所の実情に応じた食育推進計画を作成し、保育計画に位置付け、食育の取り

組みをより効果的に進めていくことにしている。 

公立保育所における食育年間計画の作成率は 100％を目標としており、平成 26年度末は 100％であっ

たが、平成 27 年度末で 95.6％となっている。これは、年間計画を毎年度作成することの認識がないた

めに作成していない保育所があったためである。今年度は、巡回指導時に計画書の提出を依頼しており、

全ての保育所が作成できる予定である。今後も、年齢別の食育のねらいと内容にポイントを置きながら、

食育の取り組みを進めていく。 

第 2項目「食に関する指導の年間指導計画を策定している各学校の割合の増加」について 

年間指導計画に基づき、栄養教育推進事業の充実に努めている。年間指導計画の策定率は、100％を目

標としており、平成 27年度末の策定率は、小学校で 86.7％、中学校で 67.7％となっている。 

第 3項目「食育推進組織を設置する各学校の割合の増加」について 

100％の設置を目標としており、平成 27 年度末の設置率は、小学校で 97.6％、中学校で 85.4％となっ

ている。今後も、計画の策定、組織の設置ができていない学校への働きかけを強化し、計画の策定、組

織の設置をめざしていく。 

第 4項目「食育の推進に関わるボランティア養成数の増加」について 



これは、各区保健福祉センターで実施している健康講座保健栄養コースの修了者数を 5年間で 3,000人

とする目標であり、平成 27 年度の実績は 422 人、累計で 1,452 人となっている。地域に密着した食育

の推進を図るためには、食育のボランティアの養成は欠かせないことであり、開催日程や広報等に工夫

をし、今後も受講者と修了者の増加を図っていきたい。 

第 5項目「栄養成分表示店の指定店舗数の増加」について 

栄養成分表示店とは、飲食店などで提供される料理に含まれるエネルギーやたんぱく質、塩分などの栄

養成分の量を表示し、市民の健康管理に役立てていただくものであり、平成 27 年度末までの指定店舗

数は、4,265店舗となっている。 

第 6項目「市民・食品等事業者との意見交換会開催の増加」について 

目標は年 20回、平成 27年度実績は 252回である。実績がかなり多くなっているが、目標策定時と内容・

対象者などは同じで実施している。特に、平成 27 年度は、カンピロバクタ―食中毒予防対策として、

鶏肉の生食リスクについての意見交換会などを積極的に実施したため回数が多くなっている。 

 

6項目の進捗状況については、以上である。 

 

議題 2 平成 27年度食育の取り組み概要（行政）     

資料 2に基づいて事務局から説明 

 第 2次計画策定の際に、毎年共有テーマを決めて、食育を推進しようということにしている。今年度

は、「よく噛んで、味わって！」をテーマに取り組んでいる。このテーマは、「よく噛んで味わって食べ

る等食べ方に関心がある市民の割合の増加」を指標として、計画策定時 69.3％を、80％以上にと目標を

定めているものである。資料 2については、この共有テーマによる取り組みを年代や事業ごとにわけて

まとめている。また、「よく噛んで、味わって!」以外の取り組みも各分野ごとにまとめている。 

 共有テーマ以外の、外食栄養管理推進事業についてであるが、事業のあり方について検討した結果、

「栄養成分表示店」の指定については平成 27年度までとし、平成 28年度からは栄養成分表示を希望す

る飲食店に計算方法の指導などの支援を行うことにより、店舗が表示を希望するメニューの栄養価計算

をし、栄養成分表示を行うこととしている。今年度は、講習会や営業許可の更新講習会の場で栄養成分

表示のための計算方法や表示方法についての説明を行うなどの支援を行っている。さらに、栄養価計算

ソフトを大阪市ホームページに掲載予定で、現在調整中である。また、市民アンケートの結果をうけて、

大学や企業の食堂、地域健康講座や出前講座などにおいて、栄養成分表示の見方と活用方法について、

普及啓発を行っている。 

 次に「たべやん」という食育推進キャラクターついて、大阪市の食育をより身近に、また印象づける

ものにするために、今年度作成した。食の都大阪の食育推進キャラクターにふさわしく、食べることを

楽しみながら健康増進につなげることができるよう「かしこく食べよ！」という言葉を背景に書いてい

る。 

 流通分野における食育の推進については、今年度、中央卸売市場において青果物・水産物の食材図鑑

を作成し、食材の出回り時期や選び方、栄養などの情報、おいしく食べる食べ方などをホームページに

掲載した。 

 環境分野における食育の推進について、環境局ではごみを出す時の水切り、料理の食べきり、食材の

使い切り、の生ごみ３きり運動を行っている。ごみ減量アクションプランにおいては、食べ残しをしな

いようにする取り組みも行っている。 

 



議題 3 平成 28年度食育推進ネットワークの強化   

資料 3に基づいて事務局から説明    

 食育関係の団体や施設などがそれぞれの立場から食育に取り組むと同時に、連携・協働することで、

市民がより身近な地域で生涯にわたって食育を実践することができる環境づくりを推進するために、各

区では保健福祉センターが中心となり、さまざまな食育の関係者が集まって食育推進ネットワーク会議

を開催している。ネットワーク強化のために、参加者の拡大に向けて取り組み、平成 25年度には、515

の施設や団体であったが、平成 28 年 11 月現在で、698 の施設や団体にご参加いただいている。各区で

は、会議を開催し、活発な食育活動が行えるよう意見交換会や数区ごとの合同研修会などを行っている。 

 さらに、各区において食育推進ネットワークと連携した食育展を開催しており、平成 28年 11月末現

在で 20 区 8,960 人の参加があった。参加者は 60 代以上の方が約半数となっているが、特に 20～30 代

の若い方にもご参加いただけるよう、日程や会場、内容などについて工夫が必要であると考えている。 

 また、ネットワーク強化の取り組みとして、24区のネットワークの施設や団体などの食育担当者を対

象に、食育の評価の方法について講演会を開催した。各区へも内容について情報提供を行い、当日参加

していただけなかったネットワークの方にも資料の配付と内容の伝達を行い、食育活動に役立てていた

だくようにしている。 

 

議題 4 平成 29年度連携・協働事業             

資料 4に基づいて事務局から説明 

 食育の推進は、いろいろな食育関係者と連携・協働することにより、より効果的に推進できると考え

ており、健康局では計画の初年度から積極的に団体や企業などと連携し、協働事業を行っている。 

取り組み内容は、連携・協働した団体で 7つにまとめている。 

 取り組み１は、あべのハルカス「縁活プログラム」とのキャンぺーンで、今年度初めて実施した。6

月 8日～21日までの「ココロとカラダの健康フェア」の期間中に、食育キャンペーンを行った。 

 取り組み 2 は、「産・官・学」の連携・協働によるキャンペーンで、栄養士養成校の学生と、食堂に

入っている給食会社と一緒に、食堂を利用する高校生と短大生を対象として実施した。 

 取り組み 3は、管理栄養士養成校の学生と一緒に、市民や大学生を対象にキャンペーンを行い、食育

の普及啓発を行った。 

 取り組み 4は、大学・専門学校でのキャンペーンで、取り組み 3とは違い、区役所と健康局の栄養士

が連携・協働して、大学生や専門学校生に対して、キャンペーンを行ったもので、今年度は、6 校 7 回

開催した。国民健康・栄養調査によると、20～30代では、他の年代に比べて、朝食の欠食率が高い、野

菜の摂取量が少ない、栄養バランスが悪いなど、食生活に関する課題が多くあるとの結果が出ている。

ちょうど大学生はこの年代にあたり、これから子育て世代となっていくので、今後も大学と協働で食育

の重要性について知る機会とそれを実践できるよう、情報提供の機会をもっと増やしていきたいと考え

ている。 

 取り組み 5について、環境局、教育委員会事務局で実施した事業の際、今年度の共有テーマである「よ

く噛んで、味わって！」のリーフレットの配布を行った。また、朝食の必要性と共食をテーマに映画会

社とのタイアップポスターを 2枚作成し、食育推進ネットワークのメンバーや市内の大学などに配付し、

掲示にご協力いただいた。 

 取り組み 6と 7については、ここ数年、毎年実施しているイオン大阪ドームシティ店とイオンモール

鶴見緑地、すこやかパートナーとの連携事業である。イオンモール鶴見緑地では、テーマを「よく噛ん

で、味わって！」として、今年度は大阪府歯科衛生士会にもご協力をいただき、たくさんの方に噛む、



味わうことについて、普及啓発をすることができた。若い世代や子育て世代の参加者も多いため、今後

も続けていきたいと考えている。 

 

 

○主な質問・意見等 

春木座長 ・具体的な取り組み報告であったが、栄養成分表示等に関して、市民ボランティアの立場か

ら何かご意見があるか。 

五嶋委員 ・飲食店のメニューに栄養成分表示があることは、以前から知っており、表示されていると

ころでは参考として見てはいたが、活用までには至っていなかった。 

      栄養成分表示がされていても、それを自分の食生活にてらし合わせて考えるということは

とても難しい。今月末に開催する大阪市食生活改善推進員協議会の研修会において、栄養

成分表示の見方についてもお話いただく予定である。また、大学などのキャンペーンにつ

いて報告があったが、各区での健康展や食育展においても栄養成分表示についての啓発コ

ーナーを設けていただければ、たくさんの方々に普及啓発できると考える。 

春木座長 ・スーパーマーケット等での食育キャンペーンについて報告があったが、チェーンストア協

会として何かご意見はあるか。 

内田委員 ・食育の啓発の場所として店舗を使っていただくのは大変ありがたいことである。スーパー

マーケットは平日の集客に関して知恵を絞っている状況であるが、食についてのキャンペ

ーンであれば身近な話題でもあるので、調整がつけば店舗を活用して実施していただくこ

とは可能である。 

上川委員 ・「たべやん」のロゴマークについて、まだまだ認知されていないので、積極的な周知を、     

   お願いしたい。データの活用はどこに申し出たらよいのか。 

事務局  ・健康局健康づくり課、または各区保健福祉センター栄養士に申し出ていただきたい。 

矢野委員 ・外食において、ヘルシーメニューを提供する店舗がもっと増えたらよいと思う。 

小林委員 ・エネルギー計算について、チェーン店で統一メニューであれば一括で計算できるが、個々

の店舗で計算するのはとても難しい。 

春木座長 ・栄養価計算ソフトについての報告があったが、具体的にいつごろから使用可能になるのか 

事務局  ・ソフトについて、製作は完了しており、ホームページ掲載にむけて調整中である。年度内

には公開する予定である。周知については、チラシを作成し「栄養成分表示店」「うちの

お店も健康づくり応援団の店」さらに、区役所における各種講習会等で周知していく予定

である。 

春木座長 ・小林委員から飲食店に対して一斉に周知していただくことは可能か。 

小林委員 ・文書等いただければ可能である。 

春木座長 ・ＰＴＡの立場から何かご意見はあるか。 

藤田委員 ・いつも子どもたちが学校給食でお世話になっており、食に関しての重要性はよく理解して

いる。ちょうど本日の夜に食育をテーマにした理事研修会を開催することになっている。

今後、大阪市ＰＴＡ協議会として子どもたちのために大阪市と連携・協働で食育に取り組

んでいけたらと思っている。 

春木座長 ・これからを担う子どもたちの食育はとても重要なことである。ぜひ取り組みを実施してほ

しい。 

 



議題 5  平成 28年度食育の取り組み概要について（関係団体）     

 各出席委員からそれぞれの団体の活動について資料に基づき説明。 

 

 

議題 6  平成 29年度第 2次大阪市食育推進計画の推進について 

資料 6に基づいて事務局から説明 

 平成 29年度の共有テーマは「栄養バランスを考えましょう」である。「栄養バランス等に配慮した食

生活を送っている市民の割合の増加」を指標として、計画策定時 67.0％を、70％以上にすることを目標

としている。 

 

○主な質問・意見等 

春木座長 ・保育園において「栄養バランスを考えましょう」をテーマにした取り組みについてどのよ

うなことが考えられるか。 

藤原委員 ・保育園の給食においては常に栄養バランスを考えて献立をたてている。保護者においては

忙しい中で栄養バランスについて考える余裕がない家庭もあると考える。忙しい中でも簡

単にできる取り組みを情報発信していけたらと思っている。 

五嶋委員 ・保育所や幼稚園、小学生に対しての調理実習を実施する機会があるが、その際、完成し   

た料理を、主食・主菜・副菜が印刷されたランチョンマットに子どもたちと一緒に配膳し、

保護者にも同時に啓発を行っている。 

 

議題 7 第２次大阪市食育推進計画の評価と次期計画策定スケジュールについて 

                       資料 7に基づいて事務局から説明 

 大阪市食育推進計画は、食育基本法の目的・基本理念を踏まえ、同法第 18 条に基づく市町村食

育推進計画として位置付けている。第 2 次大阪市食育推進計画は、計画期間が平成 25 年度から平

成 29 年度までとなっているので、来年度、第 2 次大阪市食育推進計画の評価と次期計画の策定を

行っていきたい。関係局の担当者でワーキングを行い、本年、夏頃までに最終評価案を作成し、次

回の食育推進連絡調整会議でご意見・ご助言を、さらに、次期計画の案を年末までに作成し、再度、

食育推進連絡調整会議でご意見・ご助言をいただきたいと考えている。その後、パブリックコメントを

実施し、平成 30年 3月に計画策定の予定である。 

 

春木座長 ・市民委員の立場から何か意見はあるか 

上川委員 ・いろいろな取り組みの報告を聞かせていただき、大阪市の食育について理解できた。特に栄

養価計算ソフトについては大変期待している。また、区役所の講習会等に参加する機会もあ

るが、小さい子どもがいる場合などはなかなか参加しにくい状況もあるので、今後検討いた

だきたい。さらに、忙しい現在社会の中で、簡単に作ることができて、栄養バランスのとれ

たメニュー等の情報発信もお願いしたい。 

 

春木座長 ・本日は大変たくさんのご意見をいただき活発な意見交換ができた。来年度は 2次計画の評価

と次期計画の策定と大変大事な年度となる。今後とも皆様のご協力をお願いしたい。 

 


