
 
 
 
 
 
 
 
「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられる食品のことです。思い当た

るのは、今年の 2 月に大量の「恵方巻き」が捨てられていた映像、そしてこの夏、「ニホン
ウナギのかば焼き」2.7ｔ（1万 3,650匹相当）が、消費されずに捨てられていたとの報道で
す。絶滅危惧種のニホンウナギを大量に売買するだけでなく、食べずに大量廃棄するとは！！ 
日本から発信していた「もったいない」はどこに行ってしまったのでしょうか？私たちは学

習会を開催し、この問題を考えてみました。 
 
日本の食品ロスの現状

日本では、年間 2,842万ｔもの食品廃棄物等が出されています。そのうち食品ロスは 
646 万ｔ（2015 年度推計）。飢餓に苦しむ途上国への世界全体の食料援助量（国連世界食糧計画に
よる）は年間 320万ｔで、日本はその 2倍相当を食品ロスとして捨てていることになります。 
国は、2000年に循環型社会形成推進基本法を制定し、大量生産・大量消費・大量廃棄の時
代から、循環型社会へと方向転換しました。 
食品廃棄物の排出抑制や資源としての有効活 
用を促進する食品リサイクル法を制定。2012 
年には消費者庁、農水省、経産省、環境省、 
文科省の連携で、食品ロス問題に力を入れて 
いますが、あまり成果は上がっていません。 
（表 1参照） 

 
なぜ、食品ロスが大量に発生するのか？
 

家庭系廃棄物由来（過剰除去、食べ残し、未開封食品）  ：約 289万ｔ 
事業系廃棄物由来（規格外品、返品、売れ残り、食べ残し）：約 357万ｔ 

 

消費者庁のデータによると家庭での食品ロスの主な要因は消費・賞味期限切れや過剰除去

（調理の際に食べられる部分を過剰に取り除くこと）による廃棄、作りすぎによる食べ残しです。 
 
加工食品には「消費期限」と「賞味期限」があります。 
消費期限：「安全に食べられる期限」弁当・サンドウィッチ・ケーキなどの傷みやすい食品に表示される 
賞味期限：「おいしく食べられる期限」期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません 
 
この 2つの期限表示を正しく理解して、「賞味期限」が過ぎたからと手つかずにそのまま 
廃棄せず、見た目や臭いなど自分で判断することも大切です。 

 

食べ残す日本！！食品ロスをなくすには？ 
 

目黒区消費者グループ連絡会  
 

 食品廃棄物等 食品ロス 

2012年度 2,801万ｔ 642万ｔ 
2013年度 2,797万ｔ 632万ｔ 
2014年度 2,775万ｔ 621万ｔ 
2015年度 2,842万ｔ 646万ｔ 

（表 1）環境省による日本の食品廃棄物と食品ロスの推計 

食品ロスの内訳 
（646万ｔ） 

この「期限表示」は、事業系由来の食品ロスの要因にもなっています。食品業界には、「3
分の 1 ルール」という暗黙の了解事項があり、食品の製造日から賞味期限までを 3 分割し、
賞味期限の 3分の 1までを小売店への納品期限、次の 3分の 1までを消費者への販売期限と
する業界の商習慣です。賞味期間が６か月の食品の場合、製造して 2か月以内に小売店に納
品しなければならず、次の２か月のうちに消費者に売らなければならない。その期限を過ぎ

ると、賞味期限前でも返品や廃棄処分になっているというのです。この商習慣は、食品ロス

削減の重要な課題として、見直しの議論や実験が行われ、一部大手スーパー、コンビニを中

心に小売店への納品期限が緩和されました。しかし、現状のままの企業も多く、さらなる緩

和が呼びかけられました。 
 
他にも事業系食品ロスには、大きな問題が見えます。宴会やブッフェ（バイキング）の食

べ残し処分と、デパ地下、コンビニ、大手ベーカリー、ブランド洋菓子店等の売れ残り処分

です。閉店間際でも品切れしないように商品をたくさん並べ、高級店は値崩れを恐れて値引

きもしません。冒頭の「恵方巻き」「ウナギのかば焼き」の大量 
廃棄も同じです。当日限定、保存が利かない食品なのに工場側で 
多めに作り、店頭に並べることなく残りを廃棄。この歪んだ構造、 
大量生産・大量販売・大量廃棄のループから抜け出せるか…？ 
「売り切れ御免」でいいと思いませんか。 

 
これらの問題は、事業者によるものですが、消費者の行動も重要です。スーパーやコンビ

ニで商品棚の奥に手を伸ばして賞味期限が先の食品を取ったことがありませんか？消費者が

常に鮮度追求に重きを置く行動で、賞味期限に近い食品は売れ残り、食品ロスを生み出して

しまうのです。消費者が食品ロスを出さないよう、常日頃の消費行動を改めましょう。 
 
私たちの食生活は簡単便利になり、24時間いつでも食品を買うことができ、外食もできま
す。食の工業化が進んで加工食品があふれ、食べ物が作られる過程が見えなくなりました。

このようにフードシステムが「進化」したことによって、生産者と消費者の距離が遠くなり、

食べ物に対する感謝の気持ち、「命をいただいている」という感覚が希薄になってきていると

感じます。感謝どころか、農業や食べ物自体への関心が薄れているかもしれません。 

先進国の食品ロスが途上国の飢餓を悪化させ環境を破壊する！ 
日本だけでなく欧米等の先進国でも、同じように食品ロスの問題をかかえています。世界

全体では、１年間に約 39億ｔの食料が生産され、そのうち 1／3の 13億ｔが食品ロスにな
っています。FAO※の資料（2011年）によると、先進国とアジアの工業先進国の消費段階で
の食品ロスは、2億 2,200万ｔです。サハラ以南アフリカ(飢餓で苦しむ途上国の地域)の食料
純総生産量が 2億 3,000万ｔなので、同じくらいの量を捨てていることになります。今、世
界では飢えや栄養不良で苦しんでいる人々が約 8億人いると言われ、これは総人口の 9人に
１人に値します。途上国では年間 500万人の子どもたちが 5歳になる前に命を落としている
という現実に心が痛みます。 

※FAO…国連食糧農業機関 
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先進国が、消費する以上の食料を海外市場で買い 
占めると、貧しい途上国は買えなくなり、飢餓が悪 
化するという悪循環。余分に買わなければ、途上国 
の人々に食料が回ったかもしれません。 
また、先進国の事情で国内では売れない食料に補 
助金を出し、かなりの安価で途上国へ売るというこ 
とが行われています。途上国の農家は、生産しても 
先進国との価格競争に負けて廃業・失業に追い込ま 
れ、飢餓が増える一因になっています。 
環境の面でも、先進国が廃棄してしまう余分な食料を作るのにＣＯ2 を排出し、それを廃

棄する時にもＣＯ2を排出し、地球環境の破壊や気候変動を促進していることになります。 

国際的な動き

前述のように食品ロスは世界的に深刻な課題であり、2015 年国連サミットでは （持

続可能な開発目標）が採決されました。2030年までに世界の貧困や不平等を解消し、少しで
も前へ進もうというものです。これは 17の目標で構成され、目標 12の 3項は「持続可能な
生産消費形態を確保する」と謳っています。

欧州では思い切った取り組みがなされています。フランスでは、「食品廃棄禁止法」が 2016
年に施行。400ｍ 以上の大型スーパーは、食品の売れ残りを廃棄せず慈善団体へ寄付するこ
とが義務づけられました。違反者に罰則も課すこの法律は、食品ロス＆貧困対策として世界

で注目を浴びています。スペインは地域ごとに「連帯冷蔵庫」を設置。 が管理して、家

庭や小売店から余剰食品や賞味期限が近づいた食品を入れ、貧困者の手に渡るようにしてい

るそうです。デンマークでは、賞味期限切れだけを扱うスーパーマーケット「 」が 2016
年にオープンしました。イタリアやその他の欧州の国や都市でも法整備が相次いでいます。

日本も積極的に食品ロスをなくそう！

日本でも食品ロス削減に取り組んでいる自治体もありますが、大きなうねりとはなってい

ません。その中で京都市は独自にごみ減量に取り組み、食品ロスも 2000年度は 9.6万ｔで
したが、2016年度は 6.4万ｔに減らすことに成功、2020年度は 5万ｔまで減らす計画です。
京都市は一人ひとりが問題意識を持って取り組むことで、食品ロスは減らせると証明して

くれました。もっとも大切なのは、「もったいない」気持ちを常に持って、できるだけ食品ロ

スを出さない意識と行動です。

今年の 2月、恵方巻きの廃棄が問題視されている中、兵庫県の
スーパーが「売れ行きに応じて数を増やすことを今年は致しませ

んので、欠品の場合はご容赦ください」というチラシを出し反響

を呼びました。「売り切れ御免」を実行する小売店、これからも

どんどん増えてほしいと思います。そして、私たち消費者も飢餓

問題に思いを馳せ、問題意識を持って積極的に行政・事業者に働きかけましょう。

参考資料：植田敬子さん学習会レジメ、消費者庁、環境庁、農水省ＨＰ、国民生活 月

＊ドイツの消費者は鶏のムネ肉を好む

ので、他の部位を廃棄しない方法として

輸出補助金を出して、首・内臓・足をア

フリカに安く売る⇒アフリカの家畜生

産者を破滅に追い込んだ。 
 
＊イタリア・スペイン・中国・アメリカ

からガーナの首都アクラへ安価なトマ

トペーストの輸出が急増⇒ガーナのト

マト農家のトマトが売れなくなり、廃業

に追い込まれる。 
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消費生活センターって何をしているところ？

消費生活センターは、区民の皆様の身近な相談窓口として地方公共団体が設置している行

政機関です。消費者の権利の確立や自立支援、安全で安心な消費生活環境を実現するための

業務を国民生活センターや東京都消費生活総合センターとも連携して行っています。

主に消費生活上のトラブル等に関する相談業務、消費生活に必要な基礎知識の普及や消費

者被害にあわないための啓発活動を行っています。

契約のトラブル、悪質商法、商品やサービスについての苦情など、消費生活に関する相談

や問い合わせを受け、専門の相談員が解決のお手伝いをいたします。区内在住、在勤、在学

の方ならどなたでもご相談いただくことができます。消費生活のことで困ったとき、おかし

いな？と思ったときは、気軽にご相談ください。

◆平成２９年度の消費者相談の受付状況について

受付件数は 件で、過去 年間を見てもほぼ横ばいです。しかし年々契約内容の複

雑化が進み、相談者自身で解決が困難なため相談員があっせんした相談は、全体の ％

にあたる 件ありました。

消費者相談件数の推移

２９年度

２８年度

２７年度

２６年度

２５年度

 

消費者相談 

消費生活センターの業務を紹介します！ 
 

目黒区消費生活センター  
 

 
 

（件） 
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