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 はじめに 

常任委員会は，その部門に属する事務に関して調査を行う権限を持っている。所管事務

調査は市から提案された予算案や条例案などの議案を審査するのとは異なり，常任委員会

が自主的にテーマを設定し，調査を行うものである。  

本委員会では，去る平成29年６月の委員会で協議後，「食品ロス」について所管事務

調査を行うことと決定し，以後，13回にわたり継続して調査を行った。  

調査期間 

平成29年６月～平成31年２月 

調査委員 

委 員 長  藤 原   広 

副委員長  田 中 みわ子 

委 員  山 上 文 恵 

委 員  林   敏 夫 

委 員  池庄司 孝 臣 

委 員  岡 﨑 源太朗（平成30年６月11日まで） 

委 員  石 﨑 元 成 

委 員  渡 辺 一 照 

委 員  中 田 光 政（平成30年６月11日から） 



ページ 2 

 選定理由 

食品ロスについては，日本国内で１年間に約621万トンの食品ロスが発生し，そのうちの

45％が家庭からの排出とされている。近年，地方公共団体等で対策が開始されているが，

呉市では言葉の意味も含め，市民や事業者に十分に認識されていない。また，市民に対し

ての啓発活動が少ないことから，「食品ロス」を論点項目とし，食品ロスの削減に向けた普

及啓発や活動について調査研究を進めることとした。  
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 調査の経過 

平成２９年６月１９日 

委員間討議（調査項目の選定）  

 各委員がそれぞれ調査項目について提案した。委員間で協議し，その後の正副委員長協

議を経て，「食品ロス」について調査することに決定した。  

平成２９年８月２２日 

委員間討議（課題と問題点の確認） 

調査項目について，現状における課題や問題点等を確認するため，全国的な取り組みや

呉市での取り組み状況等について説明を受けた。  

平成２９年９月１１日 

委員間討議（視察先の取り組みについての事前勉強） 

食品ロスについての先進事例を研究するため，平成29年10月に兵庫県加古川市，長野

県松本市，愛知県名古屋市を視察することに決定し，視察先における取り組みの概要を委

員長が説明した。また，委員間で視察に向けた意見交換を行った。  

平成２９年１０月１１日～１０月１３日 

県外視察  

【兵庫県加古川市】 

兵庫県加古川市のおいしい食べきり運動協力店制

度には，対象に小売店も含まれ，食料品のはかり売り

やばら売りなどを実施している。協力店はホームページで

紹介されるほか，店外に立てるのぼりなどが配付され，

客から一目でわかるように取り組んでいる。 

啓発活動では，自治会で広告の回覧を行うほか，

市民から啓発グッズ等のアイデア募集を行っていた。  

平成29年度には各家庭から出るごみの組成調査を

行い，その情報を出前講座などの市民啓発で活用して

いる。 
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【長野県松本市】 

長野県松本市では，宴席の開始30分，終了前10分は着席して食べようという30・10

（さんまる・いちまる）運動を平成23年５月に開始し，提案した市長みずから実践している。 

食べきり運動協力店制度では，協力店にポスターなどの

啓発品を置いているほか，平成29年度からは，飲食店で

の持ち帰り推進のため，持ち帰り希望カードを作成し，カー

ドに署名して持ち帰ることができるようにした。また，平成28

年度から利用客となる事業所の認定制度も開始した。  

園児対象の環境教育では，意識調査で約50％の子供

に変化が見られたなど，児童や保護者の意識や行動に変

化があった。また，保育士の協力で啓発紙芝居を作成し，

消費者教育教材資料表彰2017の優秀賞を受賞した。 

そのほか，事業の検証等を行うため，生ごみの組成調査

と一般家庭意識調査を３年に１回行っている。また，松本

大学と連携したクッキングレシピの開発や地元ＮＰＯと協力

したフードバンクを行っている。 

 

【愛知県名古屋市】 

愛知県名古屋市では，市民巻き込み型を目指して有識

者や市民団体と懇談会を立ち上げ，関係店2,000店のア

ンケート調査を行った。現在は，部会に発展させ活動を継

続している。 

啓発活動では，平成28年度に職員が30・10運動の啓

発ティッシュを配布し，この取り組みはマスコミにも取り上げら

れた。子供に対する啓発では，30・10運動のポスター募集

を行い，優秀作品をポスターやポケットティッシュの表紙とし

て使用した。 

フードドライブは，市内でフードバンクを行っていたＮＰＯ

団体が生活困窮者の支援も開始することとなり，市が協力

する形で平成28年９月から開始し，毎月８日から14日ま

で市の施設で行うほか，各イベント時に開催される。回収さ

れた食品は，ＮＰＯを通じて生活困窮者に届けられている。  
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平成２９年１０月１６日 

委員間討議（県外視察の感想）  

県外視察を振り返り，各委員が気づきや感想などを述べ，それぞれの考えを共有した。  

平成２９年１１月２１日，平成２９年１２月１１日 

委員間討議（論点の決定・課題の洗い出し）  

今後の所管事務調査を行う上での論点について，啓発を行う対象を市民に絞り，市民向

けの啓発を行政側に提案できるよう議論を進めていくことを決定した。  

平成３０年２月９日  

委員間討議（アンケート調査の提案）  

呉市民の「食品ロス」に関する認知度や現状を把握するため，アンケート調査を行うことを委

員長より提案。 

平成３０年３月７日 

委員間討議（アンケート調査について協議）  

前回の委員会で提案されたアンケートの実施を決定した。また，市民啓発について協議を行

った。 

平成３０年４月１９日 

委員間討議（アンケートの内容等ついて協議）  

アンケートの質問項目を協議したほ

か，時期を平成30年５月とし，民生

委員・児童委員，老人クラブ連合会，

広島県立呉工業高等学校，広町北

古新開自治会に御協力いただくことを

決定した。 
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平成３０年５月２９日  

委員間討議（アンケート結果の分析）  

アンケート結果を分析し，委員間で協議を行った。 

 

 

 

 

 

 

平成３０年６月１８日 

委員間討議（視察先の取り組みについての事前勉強）  

フードバンク・フードドライブを調査項目として，先進事例を研究するため，平成30年７月に

東京都調布市，東京都荒川区，群馬県前橋市を視察することに決定し，視察先における

取り組みの概要を委員長が説明した。  

※平成30年７月豪雨災害の発生により視察中止 

平成３０年１１月５日 

委員間討議（まとめ，フードバンク・フードドライブについての意見交換）  

アンケート調査，県外視察，議会報告会など，これまで出された意見について意見交換を

行った。 

また，フードバンク・フードドライブについて環境部，福祉保健部と呉市の現状について意見

交換を行った。 

平成３０年１２月１７日 

委員間討議（まとめ）  

これまでの協議の経過を振り返り，報告書の骨子について確認した。  

平成３１年２月７日 

委員間討議（報告書の確認）  

正副委員長が取りまとめた報告書案について，内容の確認を行った。  
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 現状と課題 

１．市民啓発  

（１）これまでの啓発活動について  

呉市では，小中学校の児童生徒を対象としたエコクッキングの出前講座の実施や，食品

ロスの削減をテーマにした環境講演会の開催などを行ってきたが，食品ロスという言葉の意味

も含め，まだまだ市民や事業者に十分に認識されていない。  

市政だよりや市ホームページ等の広報媒体の活用や新たなキャンペーンの実施など，さら

なる啓発が必要である。 

 

（２）食べきってクレシ店について  

平成29年７月から，飲食店等の食品ロス削減に向け，削減に取り組む店舗に登録して

いただく「食べきってクレシ店」を開始した。 

この制度は，平成30年12月には呉市の広報番組で紹介するなど，啓発を行っているが，

登録店舗数は平成30年12月末現在で52件となっており，さらなる協力店の拡大が課題と

なっている。 

２．組成調査  

平成29年11月，環境省が実施した市区町村食品ロス実態調査支援事業による呉市の

実態調査が行われた。 

調査は，市内３カ所のごみステーションから約100世帯の燃えるごみの組成調査が行われ，

試料中の食品廃棄物の割合が21.9％，試料中の食品ロスの割合が7.6％，食品廃棄物

中の食品ロスの割合が34.8％，１人分の１日当たりの食品ロス発生量が54.7グラムという

結果となった。 

この結果は，呉市を含む市区町村食品ロス実態調査支援事業に参画した15市区町の平

均数値と比較するといずれも下回っていたが，調査した地区の年齢構成等によって変わることも

あるため，他地区での調査や継続した調査が必要である。  
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 アンケート調査の実施・分析 

１．アンケートの概要  

呉市民の「食品ロス」に関する認知度や現状を把握するため，平成30年５月に民生委員・

児童委員，老人クラブ連合会，広島県立呉工業高等学校，広町北古新開自治会に御協

力いただき，延べ1,670名を対象としたアンケート調査を実施した。  

○アンケート項目  

Ｑ１ あなたの年齢を教えてください。  

   ①１０代  ②２０代  ③３０代  ④４０代  ⑤５０代 ⑥６０代  ⑦７０代以上  

Ｑ２ 「食品ロス」という言葉を知っていますか。  

１．言葉の意味を知っていた  ２．聞いたことはあるが、言葉の意味は知らなかった  

３．知らなかった  

Ｑ３ よく出してしまう「食品ロス」は何ですか。  

  １．「手つかず食品」（何も手が付けられずに捨てられている食品）  

  ２．「食べ残し」（食べ残された食品）  

  ３．「過剰除去」（皮を厚くむき過ぎるなど過剰に捨てられているもの）  

  ４．「食品ロス」を出したことはない  →  Q6へ  

Ｑ４ 手つかずのままでよく捨ててしまう食品はありますか。（２つまで回答可）  

  １．主食類（米類、パン類、麺類）  ２．野菜・果物 ３．生肉・鮮魚  ４．豆腐・納豆  

  ５．お菓子類 ６．保存食品（レトルト食品・缶詰・乾物・冷凍食品）  ７．惣菜・弁当類  

  ８．捨てることはない  → Q6へ  

Ｑ５ Q4の主な理由は何ですか。（２つまで回答可）  

  １．期限切れの近い見切り品を買ったが食べきれなかった  

  ２．安売りや大袋などで大量に買ったが食べきれなかった  

  ３．家にある在庫を忘れ、同じものを買ってしまい食べきれなかった  

  ４．口に合わず、食べなかった  

Ｑ６ 「賞味期限」と「消費期限」の意味を知っていましたか。  

  １．「賞味期限」と「消費期限」の意味を知っていた  ２．知らなかった  

Ｑ７ 冷蔵庫にある「賞味期限」が切れた食品はどうしていますか。  

  １．食べる  ２．臭いや色などを確認して食べるか捨てるか判断する  ３．捨てる  ４．その他  

Ｑ８ 「食品ロス」を出さないため、工夫していることはありますか。（２つまで回答可）  

  １．冷蔵庫の中身を確認し、メモなどを作って買い物をしている。  

  ２．ばら売りや小分けになっている食材を必要な分だけ買う  

  ３．賞味期限や消費期限をメモなどで把握している  ４．出された料理は食べきる  

  ５．野菜の皮や芯なども料理に使い、無駄なものを出さない  ６．特にない  ７．その他  

Ｑ９ Ｑ8の項目のなかで、取り組みやすいと思うものはありますか。  

Ｑ10 外食で食べ残しを出さないため、お店側にしてほしいことは何ですか。  

  １．小盛りメニューの導入  ２．食べ切れなかった料理の持ち帰り  ３．白飯などの量の調節  

  ４．特にない ５．その他  
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２．アンケートの分析  

対象者の年齢構成は ,10代378名，20代20名，30代145名，40代170名，50代

172名，60代347名，70代以上438名となっている。 

まず，食品ロスという言葉の認知度については，10代で言葉の意味を知っていた割合が25％

を下回っており，ほかの世代と比較して低かった。一方で，50代以上の言葉の意味を知ってい

た割合は80％を超えていた。 

よく出してしまう食品ロスは，各年代で「食べ残し」という回答がもっとも多く，次に「手つかず

食品」となっている。また，手つかずで処分してしまう食材は，「野菜・果物」が最も多く，続い

て「保存食品」となっており，その発生理由は，「家にある在庫を忘れ，同じものを買ってしまい

食べきれなかった」という回答が最も多く，次に「安売りや大袋などで大量に買ったが食べきれな

かった」となっている。 

「賞味期限」と「消費期限」の意味については，各世代で「知っていた」が90％を超えている。 

冷蔵庫にある「賞味期限」が切れた食品はどうしていますかとの問いでは，各世代で「臭いや

色などを確認して食べるか捨てるか判断する」という回答が最も多かった。 

食品ロスを出さないために行っている工夫については，「冷蔵庫の中身を確認し，メモなどを

作って買い物をしている」，「ばら売りや小分けになっている食材を必要な分だけ買う」，「出さ

れた料理は食べきる」という回答が多いが，「特にない」という回答も多く，10代では最も多い

回答が「特にない」であった。また，取り組みやすいと思う工夫においても「冷蔵庫の中身を確認

し，メモなどを作って買い物をしている」，「ばら売りや小分けになっている食材を必要な分だけ

買う」，「出された料理は食べきる」が上位となっている。  

外食時にお店で行ってもらいたい取り組みについては，40代までは「食べきれなかった料理の

持ち帰り」が最も多く，50代以降は「小盛りメニューの導入」が最も多かった。 

食べきってクレシ店の事業を知っていますかという問いでは，全体で「知らなかったが利用した

い」という回答が全体で70％近くあり，次いで「知らなかったが利用したいと思わない」という回

答が約20％だった。 

Ｑ11 呉市では、小盛りメニュー等の導入など、食品ロスの削減に協力していただける飲食店や宿

泊施設等を「食べきってクレシ店」として募集し、登録していただいた協力店を呉市のホームペ

ージで紹介しています。この「食べきってクレシ店」の事業を知っていましたか。  

  １．知っており、利用したことがある  ２．知っており、利用してみたい  

  ３．知っているが、利用したいと思わない  ４．知らなかったが、利用してみたい  

  ５．知らなかったが、利用したいと思わない  

Ｑ12 食品ロス削減に対する意見や、アンケートの感想等がありましたらご記入ください。  
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３．アンケート結果に対する委員の意見  

高校生の食品ロスの認知度が低いのは，自分で調理するなどの生活感がないためではない

か。 

高校生は，食べてみておいしくなかったら捨てる，口に合わなかったら食べないといった回答が

見られるが，もったいない精神がないのではないか。  

食品ロス出してしまう理由は，ストックしておこうと買っても忘れてしまうことが原因なので，一

目でわかる形にするとことが有効である。  

食べきってクレシ店の認知度が低いのは，全体的にＰＲが少ないからではないか。また，消

費者と事業者のメリットを考えていくことが必要。  
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 委員から出された主な意見 

市民啓発について 

（１）啓発キャンペーンについて  

もったいない精神をどのように高揚するかということが一番の目標になるのではないか。 

市民啓発を継続していくことが大事である。 

食品の余剰部分を，どのように貧困層などへ活用できるかといった点に考える余地があるの

ではないか。 

１つずつでもいいので，まずやってみることが大事である。 

（２）具体的なキャンペーンについて  

  30･10運動，啓発ティッシュの配布，チラシ等の配布，回覧板などでの周知，市民ア

ンケートの実施による啓発，「食品ロス」という言葉を呉市独自の呼称に変更（ポジテ

ィブなものに変更），ドギーバッグの導入・配付，冷蔵庫・冷凍庫の在庫チェック表

を作成，若い世代のもったいない精神を育む活動，食べきってクレシ店をのぼりなどで

ＰＲ。 

 

 フードバンク・フードドライブの検討 

食品ロス削減に取り組むものの，どうしても排出される手つかず食品などについては，地元

ＮＰＯなどが行うフードバンク，そこへ協力する形のフードドライブを実施し，福祉分野等で

活用している自治体も多い。これらの事業を呉市でも行うことが可能か検討するため，環境

部，福祉保健部との意見交換を行った。  

その結果，呉市には現在フードバンクを行っているＮＰＯ等がないことや，呉市の福祉施

設などでの食品の需要状況から，現在の呉市では，食品ロスからフードバンク・フードドライブ

へつなげることは課題も多く，このたびの調査においては見送ることとした。 

  



ページ 12 

 提言・まとめ 

まず，食品ロスの削減については，市民に対して啓発活動を多く行うことが重要であり，

先進市では積極的に行われている。視察先の事例では，宴席での食べ残しを減らすため，

30・10運動を積極的に行っており，加えて30･10運動のポスター募集やティッシュ等の配布

といった市民啓発も積極的に行っている。呉市でも普及を目指し，例えば20・10運動にす

るといった30・10運動と同様の運動やその啓発活動を積極的に行うべきである。 

次に，アンケートでは，食品を手つかずのまま廃棄してしまう理由として，「家にある在庫

を忘れ，同じものを買ってしまい食べきれなかった」という回答が多かった。他市では市民から

のアイデア募集を行い，冷蔵庫・冷凍庫の在庫チェック表などの作成が採用されている。この

ように課題解決に向けて市民からアイデア募集を行うことが啓発となるのではないか。 

また，現在呉市で行われている「食べきってクレシ店」は，アンケートにおいて知らなかったと

いう回答が９割近くあり，協力店の登録も伸び悩んでいる状況であるが，この制度は，食

品ロス削減に向けて有効な手段と考えられる。店側に対して協力するメリットを明確にし，市

民に一目で協力店とわかるのぼりの作成や協力店へのドギーバッグ配付など，協力店をふや

すためにより一層努力していただくことを期待する。  

このほか，チラシ等を作成して回覧板などで周知，「食品ロス」という言葉を呉市独自の呼

称へ変更するなど，市民を巻き込んだ啓発や大きなインパクトを与えることができる啓発は多

くある。これまで呉市が取り組んできた健康に関する取り組みと整合し，食品ロス削減につい

て関心をもってもらう啓発を１つずつ着実に行っていくことを要望する。 

次に，啓発活動の継続について，幼少期からの取り組みが必要である。アンケート調査で

は，10代の食品ロスの意味を知っていた割合はほかの年代よりもかなり低く，また，食品ロ

スを出さないために行っている工夫については「特にない」という回答が最も多いという結果が

出ている。長野県松本市では，園児対象の環境教育を開始し，環境教育後に行った意識

調査では，子供に変化があったほか，児童の保護者にも意識及び行動の変化が見られたと

いう結果が出ている。このような感受性豊かな幼少期から教育を始め，また，取り組みを長

期的に継続し，子が大人になり，さらに子，孫へと継承する未来ある取り組みを行っていくこ

とを要望する。 

最後に，このたびフードバンク・フードドライブは，呉市ではニーズがないという状況等から，

実情に見合わないとの結論に至ったが，その時々により状況は変化するため，フードバンク・

フードドライブに限らず，定期的に食品ロス削減につながるニーズ調査や掘り起こしを行い，

その現状にあった施策を行うことを要望し，今後も当局の取り組みを注視していきたい。 


