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632 万トン  320 万トン 
 

 

 

この数値、何を表しているのでしょうか？？ 

 

左は、平成 25 年度（2013 年度）の日本の食品ロスの量です。右は、平成

26 年（2014 年）の世界全体の食料援助量です。世界では、9 人に１人の人が、

食べ物を食べられず栄養不足で苦しんでいます。一方で、私たちの日本では、世

界が援助する２倍の量の食品がロスされているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の特集では、食品ロスを考えます。 

一人一人が少し行動をするだけで、世界は大きく変わる可能性があります。『ち

りも積もれば山となる』です。自分だけなら大丈夫、も全員が同じことをすると

大丈夫ではなくなります。 

ぜひ、みなさんが、この特集を読んで食品ロスの現状を理解して、自分たちの

生活を見直し、食品を無駄にしない、食べ残しや廃棄をしない行動につなげてい

ただくことを期待しています。 

日本の食品ロス 

「約 632 万トン」 

世界全体の食料援助量（2014） 

「約 320 万トン」 

事業系 

（約330万トン） 

可食部分と考え

られる量 

 

家庭系 

（約302万トン） 

可食部分と考え

られる量 
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１．食品ロスってどうして起こるの？ 

 １）食品ロス、フードロスとは 

みなさんは、食品ロス、フードロスという言葉を聞いたことがありますか？ 

食品ロス、フードロスとは、日本と世界で定義が少し異なります。その違いか

ら、食品ロスがどうして起こるのか、見ていきましょう。 

 

日本では、本来食べることができるが捨てられている食べ物、ということを表

す『食品ロス』という言葉が使われています。 

世界では、食料ロス＝フードロス（food loss）を食べ物の量的もしくは質的な

価値が減少することとしています。また、フードロスとは別に、食料廃棄＝フー

ドウェスト（food waste）を、食料ロスの一部で特にまだ食べられるものが捨

てられていること、と定義しています。日本の食品ロスは、世界のフードロスの

うち、食料廃棄部分に焦点を当てています。 

フードロス・チャレンジ・プロジェクトでは、世界で考えられているフードロ

スの現場、食べ物の流れを次の図にまとめています。 

 
@foodloss challenge project 
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日本の食品ロスは、図の中の④流通、⑤消費 に焦点を当てています。 

④流通、⑤消費 では、食べ残しや消費期限切れの食品が発生し、食べられるも

のが廃棄されています。 

 

①農業生産では、余計にできてしまった分は廃棄することが起きています。テ

レビでキャベツがたくさん採れてしまい、トラクターでキャベツをつぶしている、

という映像を見たことがありませんか。大量に同じ商品が出回ってしまうと、値

崩れを起こし、販売しても損をしてしまうことがあります。このため、食べられ

るのに廃棄するということが起きています。 

②収穫後の取り扱いと貯蔵では、カビや変形、虫食いなどで販売できなくなっ

たものを廃棄することが起こっています。 

③加工では、商品の規格変更や規格外の商品などを廃棄することが起きていま

す。 

食べ物が生産され、製造、流通していく中でも廃棄され、また、消費の段階で

も廃棄され、食品ロスとなっています。 

 

それでは、日本国内では、どのような仕組みで食品ロスを減らす取り組みをし

ているのでしょうか。また、自分たちで食品ロスを減らすには、何ができるでし

ょうか。 

 

２．食品ロスを減らす取り組み 

１）国内の取り組み  

『食品リサイクル法』 

日本国内では、生産過程、流通過程で食品が余計に廃棄されることを防ぐため

に平成 12 年に『食品リサイクル法』を定め、食品の売れ残りや食べ残し、製造・

加工・調理の過程に応じて生じた「くず」等の食品廃棄物等について、 

○ 発生抑制と減量化による最終処分量の減少  

＝ Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース・発生抑制） 

○ 飼料や肥料等への利用、熱回収等の再生利用  

＝ Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル） 

についての基本方針を定め、食品関連事業者による取り組みを促進しています。 

 

食品リサイクル法では、食品をリサイクルするための基本的な方向と数値目標

を定めることにしています。また、大量の廃棄を行う業者には、定期的に報告を

行うことを義務付けています。食品リサイクルへの取り組みが不十分な業者には、
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勧告や公表、命令、罰金を科すことができ、この結果、業者の中で食品リサイク

ルや食品ロス減少の取り組みが進められます。 

平成 27 年 7 月には、食品リサイクル法に基づき、食品循環資源の再生利用等

について、基本的な方向と数値目標、促進する方法が新たに設定されました。 

 

①促進の基本的方向 

・食品廃棄物等の発生抑制を優先的に取り組んだ上で、再生利用等を実施する。 

・食品循環資源の再生利用手法の優先順位は、飼料化、肥料化、その他の順とす

る。 

 

まずは、発生しないように取り組みを行うことが前提であり、続いて再生利用

等を行うことが考えられています。再生利用の方法は、家畜の餌などにする方法、

続いて、農作物の肥料とする方法、それ以外の方法とされています。食品を食べ

物に近い飼料や肥料、油脂、燃料にすることで、循環につなげられます。 

 

②目標 

平成 31 年度の再生利用等の実施率の目標と平成 26 年度の現状値は次の通り

です。 

 

食品製造業では、平成 26 年現在、95％の実施率となっており、今後も目標達

成が見込まれます。一方、外食産業では、平成 26 年度現在、24％の実施率とな

っており、大幅な改善が求められています。 

 

③再生利用を促進する方法 

○再生利用を促進するために… 

 ・年間 100ｔ以上の食品廃棄物を排出する事業者から報告を求めます。 

 ・地域の再生利用事業者の把握と育成を進めます。 

 ・地方公共団体を含めた関係主体の連携を進めます。 

 ・先進的な食品関連事業者を表彰します。 

   

 

 

分野 現状（平成 26 年現在） 目標（平成 31 年度） 

食品製造業 95％ 95％ 

食品卸売業 57％ 70％ 

食品小売業 46％ 55％ 

外食産業 24％ 50％ 
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○発生を抑制するために… 

・５年間の目標値を定めています。 

・納品期限や撤去返品等の商習慣の見直しを進めます。 

・製造技術や保存技術の進展を進めます。 

 

国内の法律に基づく動きは、食品リサイクル法を中心に、国（農林水産省）、地

方公共団体（都道府県）が連携して、食品の再生利用等につながる方針の決定や

具体的な活動を行っています。また、法律に基づき、食品ロスが少なくなるよう

に民間事業者の行動が促されています。 

 

２）注目されている自治体等の取り組み  

『おいしい福井食べきり運動』 

ここでは、自治体の取り組みで注目を集めている、福井県の『おいしい福井食

べきり運動』をご紹介します。福井県は、現在『全国おいしい食べきり運動ネッ

トワーク協議会』の事務局としても活躍し、全国に活動を広げています。 

『おいしい福井食べきり運動』とは、 

 

1.家庭やホテル・レストランなどで、おいしい福井の食材を使っておいしい料

理を作り、 

2.作られた料理をおいしく食べきって、 

3.残ってしまった料理は、家庭では新たな食材としてアレンジ料理に活用し、

外食時には持ち帰って家庭で食べきろう！ 

 

という運動です。（おいしい福井食べきり運動 ホームページから） 

 

地元の食材を使って、おいしく食べられる適量を知り、新しい食材として活用

することで、食品の廃棄を減らすことができます。 

 

 

  
太陽をモチーフにし、元気で明るいイメージ。

楽しくみんなで食事し、すべての料理を食べ

きって満足してほしいという願いが込められ

ています。 

おいしいふくい食べきり運動 

キャラクター 
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『全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会』 

『全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会』（以下、協議会）は、「おい

しい食べ物を適量で残さず食べきる運動」の趣旨に賛同する普通地方公共団体に

より、広く全国で食べきり運動等を推進し、以て３Ｒ（Reduce、Reuse、Recycle）

を推進すると共に、食品ロスを削減することを目的として設立された自治体間の

ネットワークです。（立川市も参加しています！！） 

協議会では、「食べきり運動」の普及・啓発、「食べきり運動」に関する取組み

や成果の情報共有および情報発信、食品ロス削減に関する取組みや成果の情報共

有および情報発信などを行っています。また、国や民間団体、事業者等との連携、

協働を行い、食べきり運動を広げています。 

全国共同キャンペーンの内容は次の通りです。 

 

①情報共有・発信 

おいしい食べきり運動に参加している自治体の間で食品ロス削減の取り組み

やノウハウを「施策バンク」として共有しています。また、食べきり、食材使

い切りレシピをクックパッドで公開し、家庭での食べきりを促進しています。 

 

②全国共同キャンペーン（普及、連携および協働） 

外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを行っています。また、

１２月～１月の忘新年会シーズンには、「宴会５箇条」（次のページを参照）や

「３０・１０運動」の普及を商工会議所等に要請しています。「３０・１０運動」

とは、宴会の開始 30 分と終了前 10 分は、食べ物を食べる「食べきりタイム」

として、席を立たずに料理を楽しむ運動のことです。 

その他にも、全国チェーンの飲食店に、小盛りサイズメニュー導入等の要請

や、自治体を通して全国のスーパーに使い切り食材販売（少量、ばら売り等）

の要請を行っています。また、家庭での「食材おいしく使い切り」の全国展開

も行っています。 

参加自治体では、消費者団体や住民団体と連携して家庭の食材使い切り・水

切りチェック行動等を行い、食べきり、使い切りの現状把握に努めています。 
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『宴会五箇条』 

「宴会五箇条」をご紹介しますので、ぜひ皆さんも取り組んでみてはいかがで

しょうか。 

宴会、パーティでは、食べ物、飲み物を注文しすぎて、残してしまう、という

ことがありませんか？みんなで楽しくお話していたら、気づいたら終了時間だっ

た、ということもあります。ぜひ、宴会五箇条に取り組み、食べ残しが少なくな

るように工夫してみましょう。 
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３）立川市の取り組み 

ここからは、立川市の取り組みをご紹介します。 

 

ア．燃やせるごみの内容調査（組成分析調査） 

燃やせるごみとして排出されるものの中には、まだ資源としてリサイクルでき

るものや、本来、燃やせるごみとして出せないものが含まれていることがありま

す。市では、市内で排出・収集された燃やせるごみの中にどれくらいの異物が混

入しているのかを確認するため、定期的に内容調査（組成分析調査）を実施し、

ごみの減量と適正な処理に向けた課題の把握などに役立てています。 

そして、この組成分析調査では、まだ食べられるはずの食品がごみとして廃棄

されている実態をみることができます。 

 

① 調査方法 

収集された燃やせるごみは、通常、清掃工場のごみピットに投入され、そ

のまま焼却処理されますが、この調査では、調査対象のごみをごみピットに

投入する前に、「ごみ検査機」という機械に搬入します。そこから、サンプ

ルとして 100 キログラム程度のごみを抜き取って、（１）生ごみ（２）紙・

布類（３）プラスチック類（４）不燃物（５）その他可燃物 の５種類に分

別し、それぞれの重さを量ることで混入率を調査します。 

② 調査対象 

排出元を、（１）家庭ごみ（２）事

業系ごみ[少量排出事業者]（３）事業

系ごみ[多量排出事業者]の３つに分

類し、家庭ごみは６地区、事業系ご

み[少量排出事業者]は５地区、事業系

ごみ[多量排出事業者]は５業種（卸

売・小売業、飲食・宿泊業、金融・

保険業、医療・福祉、その他）から

サンプルを抽出します。 

  

  

  

  

  

  

  

生ごみ 

34.2% 

紙・布類 

21.8% プラス

チック類 

8.1% 

不燃物

（びん・

缶含む） 

0.5% 

その他 

可燃物 

35.4% 

燃やせるごみ全体の組成分析結果

（平成27年度） 
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  組成分析調査で実際に見つかったものです。「もったいない！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、このような状況について、各種説明会、イベントや広報紙などを通じ

て市民・事業者の皆さんへお伝えするとともに、より多くの方が食品ロスの問題

に気付いていただけるよう意識啓発に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手つかずの食品 余った野菜など 

大量に廃棄されたパン 
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イ．「食べきり協力店」 

国内の食品ロスは、事業所と家庭の両方からほぼ同じ量が発生していることか

ら、それぞれが削減に取り組む必要があります。市では、平成２８年１２月より、

食べ残しの削減に取り組む飲食店等を「食べきり協力店」として募集・登録する

とともに、広報紙・ホームページ等での紹介を通じて市民の皆さんへ利用を呼び

掛ける事業を開始しました。この事業では、飲食店などの事業所で発生する食品

ロスが削減されることはもちろんですが、市民の皆さんが食品ロスの問題に気付

くきっかけとなって家庭での取り組みに広がることを期待しています。 

 

① 登録対象 

市内で営業する飲食店、宿泊施設等 

 

② 登録要件 

次の項目のうち１つ以上を実践する店舗を協力    

店として登録します。 

○ 小盛りメニュー等の導入 

例：ハーフサイズや小盛りなどのメニューの設  

定、客の要望に応じて料理の量を調整 

○ 持ち帰り希望者への対応 

例：消費期限等を説明した上で持ち帰り用の容  

器を提供 

○ 食べ残しを減らすための呼びかけ 

例：宴会で乾杯直後と閉会前に着席して食事を楽しむ時間を設けるよう 

客に呼びかけ 

○ 食べ残しを減らすための特典の付与 

例：全員が残さず食べきった場合に、次回使   

えるクーポンやポイントアップなどの    

特典を付与 

○ 食べ残しを減らすためのポスターの掲示 

○ その他、食べ残しを減らす工夫や、調理の際    

に食材を過剰除去しないための取組 

 

 

 

 

 

  
このステッカーが協力店の目印です 
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ウ．大学生との連携 

 日本の食品ロス削減と途上国の食糧事情改善を目指す「幸せ☆おすそわけプロ

ジェクト」のメンバーである創価大学・もったいない班の学生と連携し、「たちか

わ楽市」で食品廃棄の現状に関するパネル展示を行うなど、「もったいない」の意

識啓発に取り組んでいます。 

 

① 「幸せ☆おすそわけプロジェクト」とは 

 創価大学経済学部・西浦ゼミナールの学生が、ケニアの劣悪な食糧事情と日本

での膨大な食糧廃棄を目の当たりにした経験をもとに、一石二鳥の解決策として

発案・開始したのが、「幸せ☆おすそわけプロジェクト」です。 

このプロジェクトでは、途上国の子どもたちが描いた絵を用いて製作したドギ

ーバッグ「おすそわけＢＯＸ」をホテルなどの飲食店で使用し、残った料理を持

ち帰ってもらいます。ドギーバッグとは、飲食店などで外食する際に食べきれな

かった料理を持ち帰るための容器のことで、「おすそわけＢＯＸ」で得られた収益

から、１個あたり１２円をＮＧＯなどの

協力団体を通じて途上国へ送金します。

この１２円は、途上国の子どもたちの１

日分の給食費用にあたります。 

 市内では、立川グランドホテルが、こ

のプロジェクトに賛同し、平成 27 年 11

月より「おすそわけＢＯＸ」を導入して

います。 

 

② 「たちかわ楽市」での啓発活動 

 国営昭和記念公園で毎年開催される「たちかわ楽市」で、平成 27 年度より、

市と創価大学・もったいない班の学生が協働で「もったいない」意識の啓発活動

を行っています。 

・パネル展示による、食品廃棄が多い現状の周知 

・食品廃棄削減に向けた取り組みの一つとして「ドギーバッグ」の紹介 

・市内に存在する「ドギーバッグ」取り組み事業所の紹介 

・来場者に対する「もったいない」意識のアンケート調査 
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エ．防災備蓄食品廃棄ゼロの取り組み 

 立川市内には、小中学校などに防災用備蓄食品として、アルファ米（140,000

食）や梅がゆ（22,500 食）、クラッカー（39,200 食）が保管されています。

この備蓄食品は、賞味期限の関係で毎年４分の１程度を買い替えています。 

 賞味期限が近づいた備蓄食品は、地域の防災訓練でアルファ米の炊き出し訓練

などに利用しています。また、賞味期限３カ月前となった備蓄食品は、平成 27

年度からはフードバンク事業を行っている事業者に提供しています。事業者は、

高齢者や失業者、貧困生活者、母子家庭、DV 被害者など支援を必要とする人々

に食品を提供します。 

この結果、平成 26 年度ではアルファ米 3,000 食分、梅がゆ 5,900 食分、合

計 8,900 食分が廃棄されていましたが、平成 27 年度はゼロになりました。 

 
※平成 24 年度から平成 27 年度にかけて、カンパンはクラッカーに買い替えられています。 

また、平成 28 年度は熊本地震の救援物資として備蓄食品を送っています。 

なお、平成 29 年度は東京都のモデル事業『防災備蓄食品からフードロスを考

える』に参加する予定です。この事業では、買い替え時の防災備蓄食品について

販売会社を通じて回収し、賞味期限まで余裕のあるものは社会福祉施設等の活用

先へ提供します。また、やむを得ず

廃棄するものについては食品リサイ

クル施設において飼料化等を行い、

適切にリサイクルされたことが証明

できる仕組みを構築します。右の図

は、東京都が行う事業の概要図です。 

 

立川市では防災備蓄食品が無駄に

廃棄されないような仕組みづくりを

行っています。  
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 ４）あなたとわたし、個人でできること 

食品産業における食品廃棄物のリサイクル率は、流通の川下に行くほど分別が

難しくなることから、食品製造業→食品卸売業→食品小売業→外食産業の順に低

下しています。消費に近い産業では、食品ロスなどの食品廃棄物の発生そのもの

を抑制する取り組みが重要であり、この点においても、消費者としての工夫が必

要とされています。 
 

ア．買い物の際には・・・ 

・食品の在庫を確認し、必要なものだけを買

う。 

・値段が安いからといって買い過ぎない。 

・買い物メモを使う。 

・できる限り、消費期限や賞味期限が迫った

商品から順に買う。 

・買ったものは、冷蔵庫の「野菜室」、「チル

ド室」、「パーシャル室」など、食材に適し

た場所に保存し長持ちさせる。 

 

イ．料理の際には・・・ 

・食べられる量だけつくる。 

・消費期限や消費期限が迫った食材から順に使う。 

・野菜や果物の皮などの使える部分は工夫して食べる。 

・多めに作ってしまった料理や使い切れなかった食材は、一回分ごとに小分け

にして冷凍庫に保存し、早めに食べきる。 

・残った料理を別のレシピにアレンジするなど、食べきる工夫をする。 

「消費期限」と「賞味期限」の違い 

加工食品には、一部のものを除き、「消費期限」または「賞味期限」が表示さ
れています。 

「消費期限」は、品質の劣化が早い食品に表示されているもので、「食べても
安全な期限」を表していることから、それを過ぎたものは食べないほうが安全
です。 

「賞味期限」は、品質の劣化が比較的遅い食品に表示されているもので、「お
いしく食べられる期限」を表していることから、それを過ぎてもすぐに食べら
れなくなるわけではありません。見た目や臭いなどで個別に判断しましょう。 

期限の表示は、定められた方法で保存し、未開封の場合に該当します。一度開
封した食品は、期限にかかわらず早めに食べましょう。 
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インターネットなどでは、食材を無駄にしないレシピが数多く紹介されていま

す。ぜひ参考にしてみてください。 

 

 食材を無駄にしないレシピ     検索 

 

 

ウ．外食の際には・・・ 

・食べきれる量を注文する。食べきれないと思ったら、注文時に「少なめにで

きますか？」とお願いする。 

・グループで料理をシェアし、食べ残しをなくす。 

・宴会などでは、開始後 30 分間と終了前 10 分間は、席を立たずに皆で料理

を楽しむ。 

・宴会などを予約する際には、参加者の年齢、性別、好き嫌いを伝え、適量の

注文を心がける。 

・どうしても食べきれない場合には、持ち帰りができるかどうか、お店に聞い

てみる。（ただし、持ち帰ったものは自己責任となりますのでご注意ください。） 

 

 

 

 

 

コラム『エコ・クッキング』 

東京ガス株式会社では、１９９５年からエネルギー環境教育『エコ・クッキン

グ』を行っています。エコ・クッキングでは、「食材の選択・調理・食べる・片

づけ」という一連の食の体験を通じて、エネルギー問題を考えるきっかけを提供

し、環境にやさしい食生活を送ることができる力と、おいしさがわかる豊かな感

性を育みます。 

また、一連の食の体験の中では、食材は無駄なく使うこと、食べ残さないこと

も伝えられています。 

次のページにエコ・クッキングの概要を掲載しています。また、東京ガス株式

会社のホームページには、エコ・クッキングレシピも掲載されています。ぜひみ

なさんでエコ・クッキングに取り組んでみてください。 
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３．まとめ 

今回の特集では、食べられるものが捨てられてしまう、もったいないを防ぐ取

り組みを紹介してきました。冒頭では、日本の食品ロスは、世界の食料援助量の

倍近くとなっていることを紹介しました。その食品ロスを防ぐために、事業者、

行政、個人でさまざまな取り組みが進められていました。個人でも取り組めるこ

とがあります。今回の特集を読んでいただき、食べ物を無駄にしない取り組みは

どうすればいいのか考えていただきたいと思います。また、食品ロスを減らすた

めのみなさんの行動のヒントにしていただきたいと思います。 

 

市民一人ひとりが、適切な量の食べ物を買うことや料理方法を工夫することを

心がけることによって、食品を無駄にすることも減り、食品廃棄のための運搬や

焼却などにかかるエネルギーロスを減らすことにもつながります。 

家族が笑顔あふれる食卓で食べ物を大切にする、おいしく食べることが、今あ

る環境を将来に残す環境保全活動の一歩ともなります。ぜひ、みなさんの取り組

みが進められ、もったいない食べものが減ることを願っています。 

 

 

 


