
家庭でできる“食べ物もったいない運動”
日本の食料自給率は39%（平成26年度）で大半を輸入に頼っています。

しかし、食べ残しなどの食品ロスは年間約642万トン!
身近な取組みで食品ロスを減らすことができます。
食べ物の“もったいない”をみんなで考えてみましょう。

“もったいない”の心でみんなで食品ロスの減量を目指そう！

冷蔵庫に貼って使ってください。

○名前：ろすのん（男の子）
　・食品ロスをなくす（non）という意味
　 から命名
　・280件の応募の中から決定（Ｈ25.12 農水省）
○真ん中の赤丸はお皿、下の二本線は、お
　箸、右目の涙は「もったいない」を表現
○ろすのんプロフィール
　・語尾に「のん」付く
　・好物は刺身のつま・パセリ
　・好きな言葉は「残り物には福がある」

「食品ロス削減国民運動」
NO-FOODLOSSプロジェクトロゴマーク



食品ロスってなに？
●食品ロスとは、食べられるのに捨てられた食品のことです。
　家庭から出る食品ロスは、以下の理由により発生します。

？

① 調理に使いきれずに捨てられたもの
② 賞味期限や消費期限が切れて捨てられたもの
③ 調理のときに食べられる部分が捨てられたもの
④ 食べきれずに捨てられたもの
⑤ その他の理由で捨てられたもの

期限切れ

過剰除去

食べ残し

買いすぎ

家庭から出る
生ごみの内訳

調理くず
68％

皮・葉・根など

過剰除去
15％

使えるのに多く取り
除いてしまったもの

食べ残し
11％

作りすぎて食べ
残された料理

食品以外
2％

1

① 買いすぎ ② 賞味・消費期限切れ ③ 過剰除去 ④ 食べ残し

手つかずの食品
4％

冷蔵庫などに入れたまま
期限切れとなった食品

家庭から出る生ごみのうち、
約3割がまだ食べられるのに廃棄されている！

出典：平成２５年度松本市食品ロス調査 



●年間の食品ロスの発生量……年間約642万トン
　日本では、年間約2,800万トンの食品残さが出ています。このうち、食べら
れるのに捨てられている食品ロスは年間約642万トン。これは、我が国で食
べられている魚介類の量（約622万トン）とほぼ同じであり、飢餓に苦しむ国
への食料援助量（平成26年約320万トン）の約２倍です。

●食品ロスの約半分は家庭から
　約642万トンの食品ロスの約半分は、一般家庭からのものです。
　家庭での一人当たりの食品ロス量を試算すれば、一年間で約24.6キログ
ラム（茶わん164杯分※のごはん）に相当します。※茶わん１杯分のごはんを150ｇと仮定

食品ロスの現状

日本の食品ロス
年間約642万トン

世界全体の食料援助量
(平成26年)
約320万トン

日本で食べられている
魚介類の量
(平成25年)
約622万トン

（同等量）

（約2倍）
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事業系食品ロス
約331万トン
規格外品・返品・
売れ残り・食べ残し

家庭系食品ロス
約312万トン

食べ残し・過剰除去・
直接廃棄

捨てられていた食品等

茶わん164杯分もの
ごはんを捨てているこ
とになるんだね！

資料：農林水産省及び環境省「平成24年度推計」、ＷＦＰ

資料：ＷＦＰ、平成25年度食料需給表（概算値）



　食品ロスが増えることにより、環境へさまざまな影響を及ぼすことが心配され
ます。また、子どもたちの心の発達に影響を及ぼすことも心配されます。
　そこで、私たちが食品ロスを減らすことにより、どのような効果があるか考え
てみましょう。

食品ロスを減らす効果

身のまわりのものや
自然を大切にする気

持ち

友だちや家族への
思いやり

●子どもたちの心の発達
　食べ残しをなくすことは、“もったいない”気持ちの表れです。 “もったいない”気持ちは、
身のまわりの物や自然を大切にし、友だち・家族への思いやりを育むことにつながります。

食べ残しなし！ “もったいない
”気持ち

●バーチャルウォーター（仮想水）の減少
　食品を輸入することは、現地の農地で使用した水（バーチ
ャルウォーター）も間接的に輸入することになります。その
ため、輸入食品の食品ロスを減らすことは、現地の水を守る
ことにつながります。

　食品ロスが減ることにより、運搬や焼却のために使う化
石燃料費が減り、また焼却炉の維持管理費も減らすことが
でき、無駄な支出を減らすという経済効果があります。

●経済効果

●世界の食料不均衡の解消
　私たちは輸入食品も食べています。輸入食品の食品ロス
を減らすことにより、その分を食料が不足している国々にま
わして、飢餓に苦しむ子どもたちを救うことができます。

　食品ロスが減ることにより、運搬や焼却のために使う化
石燃料の使用量が減ります。そうすると、地球温暖化の原
因である二酸化炭素の排出量を減らすことができます。

●二酸化炭素排出量の減少
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●園児対象の環境教育　

松本市の取組み

　飲食店から出る生ごみの約６割はお客さんの食べ残しです。
外食では、食べられる量を注文しましょう。
　また、本市では、会食や宴会などでは乾杯後の“30分間”とお開き前
の“10分間”は席を立たずに料理を楽しむことにより、食べ残しを減ら
す“残さず食べよう! 30・10運動” を進めています。

●　　　　 残さず食べよう! 30・10運動
さんまる ・ いちまる

１０日⇒もったいないクッキングデー
【１０日は、今まで捨てていた野菜の茎や皮（可食部）などを子どもとともに料理しましょう。】
３０日⇒冷蔵庫クリーンアップデー
【３０日は、冷蔵庫の賞味期限・消費期限の近いものや野菜・肉などの傷みやすいものを積極的に使用し、冷蔵庫を空にしましょう。】
※１９日は家族団らん手作り料理を楽しむ日をすすめています。

ポケットティッシュの配布

コースターの配布

　松本市では、食育の推進、生ごみの削減の観点から、“もったいない”をキーワード
として、あらゆる世代、家庭や外食時などさまざまな場面で食べ残しを減らす取組み
を進めています。

　松本市内の公立全保育園・幼稚園の年長児を対象に、食べものをつくってくれた人への感謝や資源の
大切さを忘れない心を育み、食べ残しをなくして食品ロスを減らすための参加型の環境教育を行ってい
ます。また、効果が継続するように紙芝居を保育士等で構成するプロジェクトチームで作成し、平成27年
度から保育園で使っています。なお、紙芝居のデータは市ホームページからダウンロードできます。
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分間

分前Pi

注文の際に
適量を注文
しましょう。

お客さんの
食べ残し
60％

飲食店から出る生ごみの
約６割はお客さんの食べ残し！

乾杯後
30分間は
席を立たず
料理を楽しみ
ましょう。 

お開き前
10分間は

自分の席に戻って、
再度料理を
楽しみましょう。

おそとで

●　　　　 残さず食べよう! 30・10運動
さんまる ・ いちまる

おうちで



●買物では●買物では
1.  残っている食品を確認してから買物に行き、食品を買いすぎない
2.  バラ売りや少量パックを利用して使いきることができる量を買う
3.  地元で採れた野菜など旬の食材を買う
4.  珍しいからといって自宅で料理のできそうにない食品を買わない
5.  賞味期限と消費期限の意味を理解して買物をする
6.  賞味期限や消費期限の残りの期間が短いものを選んで買い、早めに使いきる

賞味期限は、“おいしく食べることができる期限”のことで、この期限を過ぎてもすぐに食べられな
いということはありません。消費期限は、“期限を過ぎたら食べない方がよい期限”のことです。
いずれも開封前の期限を示しています。開封したら早めに食べましょう。

賞味期限と消費期限はどう違うの？Ｑ

Ａ

おいしく食べることができる期限

3カ月を超えると年月
3カ月以内は年月日

卵・牛乳・ハム・ソーセージ・缶詰　　
レトルト食品・カップめん等

期限を過ぎたら食べない方がよい期限

年月日

弁当・サンドイッチ・惣菜・ケーキ等　　

賞味期限 消費期限
意味

表示

対象

品質

製造日 消費期限 賞味期限

劣化が比較的遅いもの

早く悪くなるもの
安全に食べられる

限界

まだ食べられる

保存日数

大切なのは、一人ひとりが“もった
～食品ロス削減のためにできる
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出典：食品の期限表示について（農林水産省）



●料理では
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.  

野菜などの傷みやすい食品は早めに使いきる
食品に適した方法で保管して長持ちさせる（冷蔵庫の野菜室、チルド室等）
賞味期限を正しく理解し、期限を過ぎてもすぐに廃棄せず、食べられるかどうかを
判断する
食べきることができる量に合わせて調理して作りすぎない
使い切れなかった食品は保管して早めに使いきる
今まで捨てていた野菜の茎や皮などを使って料理する
余ったパンをパン粉にするなど残った食品を別の料理に利用する
家庭での「３０・１０運動」を実践する

いない”を意識して行動すること
ことから始めてみましょう～
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もったいない
クッキング

今すぐできる！20項目

毎月３０日は冷蔵庫をクリーンアップ
毎月１０日は子どもともったいないクッキング〔　　　　　　　　      〕

●それでも出てしまう食品ロスは
20. 家庭でコンポスターや生ごみ処理機が
あれば堆肥として利用する

食べ物への感謝の心を大切にして「残さず食べる」「感謝の心を
持つ」など食についての習慣を身に付けましょう。

堆肥づくり

おいしい
野菜づくり

●食事では
15.
16.
17.
18.
19.

好き嫌いをなくして残さず食べる
食べ切れなかった料理は適切に保存して早めに食べる
好き嫌いのある子どもが食べられるように料理の仕方を工夫する
外食では食べきれる量の料理を注文する
宴会時等には「30・10運動」を実践する 乾杯後30分間とお開き前

10分間は料理を楽しむ。〔　　　　　　〕

生ごみ処理機

堆肥

食べ残さない

注文しすぎな
い

　ＮＰＯ法人フードバンク信州では、食品
ロス削減と生活困窮者支援のため、フード
ドライブ（家庭で余った食べ物を広く市民
から集める取組み）を行っています。
　集めた食料は、生活就労支援センター
や生活困窮者へ配布しています。
　松本市も会場の提供や広報等の協力を
しています。

フードドライブこんな取組みもやっています



●みんなで減らそう食品ロス（松本市）
　https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/kankyojoho/syokuhin_loss.html
●食べ物のムダをなくそうプロジェクト（消費者庁）　http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html
●なぜ？なに？食育!！（農林水産省）　http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/
●フードアクションニッポン（農林水産省）　http://syokuryo.jp/
●できることから始めよう！　食育ガイド（内閣府）　http://www8.cao.go.jp/syokuiku/data/guide/index.html
●食べ残しを減らそう県民運動～e‐プロジェクト～（長野県）
　http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/kenminundo/index.html
●信州「エコ・クッキング」ハンドブック
　http://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/kenminundo/torikumi/documents/handbook_2.pdf
●もったいない＠キッチン（一般財団法人ベータホーム協会）　http://www.betterhome.jp/taisetsu/kitchen/0227.php

もっと詳しく知りたい方へ…

問合せ

松本市環境部環境政策課
〒390-8620 松本市丸の内3番7号
TEL 0263-34-3268 （直通）

お問い合せ

ブロッコリー使いき
り

も っ た い な い ク ッ キ ン グ

も っ た い な い ク ッ キ ン グサンクスレシピ集から

ザーサイ
＜材料＞1人分
　ブロッコリーの茎 ……………… 150ｇ
　塩 …………………………… 小さじ 1/2
　ラー油 ……………………… 小さじ 1/3
　ごま油 ………………………… 小さじ 1
　鶏がらスープの素 ……小さじ1/4(1ｇ）

＜作り方＞
① ブロッコリーの茎は端からうすく輪切りにする。
② 耐熱皿に入れて、ラップをし、電子レンジで 4分ほど加熱
する。

③ 塩、ラー油、ごま油、鶏がらスープの素を合わせておく。
④ ❷が熱いうちに❸を加え、よく混ぜ合わせる。

＜栄養成分＞ 
１人分
エネルギー
80kcal

＜栄養成分＞ 
１個分
エネルギー
54kcal

ブロッコリーの ブロッコリーの

完成しました!

　家庭における食品ロスを減らすために、
松本大学地域づくり考房『ゆめ』の
「◎いただきます!!」プロジェクトの
学生と連携して、もったいない
クッキング「サンクスレシピ集」を
作成しました。
　野菜の茎や皮を使った「野菜まるご
とレシピ」と余った料理を別の料理に生
まれ変わらせる「リメイクレシピ」を掲載
しています。

野菜まるごと
レシピ

リメイク
レシピ

蒸しパン
＜材料＞15 個分
　ブロッコリー ………………… 30ｇ
　バナナ ………………………… 1本
　ホットケーキミックス ……… 150ｇ
　卵 …………………………… M１個
　牛乳 …………1/2 カップ（100ml）
　砂糖 ……………………… 大さじ 1
＜作り方＞
① ブロッコリーは小房と茎に分け、一口サイズの大きさに切りや
わらかめにゆでる。バナナも一口サイズの大きさに切る。

② フードプロセッサーにブロッコリーとバナナを入れてペース
ト状にする。

③ ホットケーキミックス、卵、牛乳、砂糖を混ぜ合わせ、さらに❷
を入れよく混ぜ合わせ、シリコンカップの 1/3 の深さまで入
れる。

④ フライパンで湯を沸かし❸を10分間蒸す。
⑤ 竹串をさして生地が付いてこなくなったら出来上がり

熱いうちに
調味料を和えること。コツ

作り方の


