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1. 毎日新聞（2018 年 10 月 25 日） 

 

 

2. 京都新聞（2018 年 10 月 25 日） 

 



3. Yahoo!ニュース（2018 年 10 月 29 日） 

食品ロスは「はかるだけダイエット」方式で 20%減る！さらにプラスアルファの取り組みで 40%削

減！ 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181029-00102280/ 

 

4. 産経新聞（2018 年 10 月 30 日） 

 

 

 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181029-00102280/


5. Yahoo!ニュース（2018 年 10 月 30 日） 

2018 年 10 月 30 日 食品ロス削減全国大会 in 京都開催 速報（於：京都大学百周年時計台記念館） 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181030-00102382/ 

 

6. Yahoo!ニュース（2018 年 10 月 31 日） 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181031-00102472/ 

働き方改革で表彰や取材多数、冷凍庫なしで食品ロスゼロ 全ての食企業に知って欲しい京都の飲

食店 佰食屋 

 

7. Yahoo!ニュース（2018 年 11 月 6 日） 

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181106-00103177/ 

京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」（京都大学主催）食品ロスと環境影響、その削減に向

けて 

井出留美  | 食品ロス問題専門家・ジャーナリスト・博士（栄養学） 

11/6(火) 10:48 

 

2018 年 10 月 29～30 日まで、京都大学国際シンポジウム「食と持続可能性」が開催された。30 日

午後は食品ロス削減全国大会 in 京都が開催されたが、30 日午前のプログラムでも、食品ロスに関連

するテーマが発表された。 

 

30 日午前中のプログラムでは 10 人近くの方が発表された。その中から、食品ロスに関連するもの

を 3 つご紹介したい。 

 

「FAO 食料政策協定の現状と課題、将来の方向性について」 Rosa Rolle 博士（FAO シニアフード

システムオフィサー) 

お一人目は、イタリア・ローマから来日された、Rosa S. Rolle 博士。エコ～るど京大が公開したパワ

ーポイント日本語訳の肩書きとしては、FAO の「栄養食品部門の上級企業開発員」とある。 

 

「都市でのフードアクションへの FAO の枠組み」というタイトルで発表された。 

 

Rosa 博士は、食品の期限表示に関する消費者の理解不足が食品ロスを招いていることに触れた。 

 

消費者の「消費期限」と「賞味期限」の誤った解釈は、 家庭での食品廃棄の一因となっている 

出典:エコ～るど京大 Rosa 博士の発表資料（参加者のみに公開） 

 

また、食品ロスや食品廃棄物が大都市の課題であり、持続可能性を脅かすものであると述べた。 

 

食品ロスと廃棄物は、全体的に管理される大きな都市の課題であり、地球の持続可能性に対する

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181030-00102382/
https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181031-00102472/
https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181106-00103177/


脅威でもある 

 出典:エコ～るど京大 Rosa Rolle 博士の発表資料 

 

Rosa 博士は、タイのメーファールアン大学(MFU)大学で行なった、食品ロスを減らすためのキャン

ペーンの成果についても述べた。学生に、食べきることを促す「ナッジングカード」を見せて啓発し

たところ、キャンペーンの前後で、食品廃棄の発生率が軽減された、というものだ。成果は食品の種

類別に数値で示された。 

 

「食品ロスと環境影響、その削減に向けて」酒井伸一教授（京都大学環境安全保健機構 附属環境科

学センター） 

２つ目が、酒井伸一先生の「食品ロスと環境影響、その削減に向けて」だ。 

 

京都大学と京都市が連携し、1980 年から「廃棄物細組成調査」が継続されているのは、食品ロスに

関わる人であれば有名な話だ。 

 

1980 年に、京都大学名誉教授の高月紘（ひろし）先生が始めた。その調査を、酒井伸一先生が引き

継いだ。300 家庭から、およそ 1 トンの家庭ごみが収集される。 

 

ごみは、およそ 400 カテゴリーに分けられる。食品廃棄物については、5 年おきに実施される詳細調

査で、食品容器包装などといった 12 の「食べられないものの項目」を含む 64 項目に分類される。 

 

2012 年の調査によれば、全体のうち、45.9%が調理くずだった。現状では、食品廃棄物のうち、お

よそ 40%が「食品ロス」という結果が得られている。 

 

京都大学と京都市による 2013 年 10 月 31 日の調査によれば、手つかず食品が全体の 11%、賞味期

限内にもかかわらず捨てられていた食品が全体の 62%もあった。高月紘先生は、この状況を「飽食

（ほうしょく）」ではなく、「放食（ほうしょく）」と述べておられるという。 

 

酒井先生は、2013 年に、『Waste Management』で論文として公表されている、スイスの事例につい

ても紹介された。供給された食品のうち、エネルギーベースで 48%がロスとして廃棄されていたと

いう。 

 

酒井先生は、食品ロスを抑制することによる温室効果ガス排出削減効果が大きいことを強調された。 

 

「世界の安全食料保障と栄養の現状 2018」ンブリ・チャールズ・ボリコ氏（国連食糧農業機関：FAO 

駐日連絡事務所 所長） 

 

３つ目は、FAO 駐日連絡事務所所長の、ンブリ・チャールズ・ボリコ氏の「世界の安全食料保障と



栄養の現状 2018」だ。 

 

ボリコ氏は、2017 年時点でもなお、世界に栄養不足の人が 8 億 2100 万人存在することに触れた。

世界の中でも、特に、紛争が長期化したり、行政能力が弱体な地域では、飢餓や低栄養が悪化するこ

とを強調した。 

 

ボリコ氏は、会場の参加者に向けて、「世界の中で、食料不足の人が一番多いのはどこだろうか？」

と問いかけた。多くの人が「アフリカ」に手を挙げたが、実はアジアが 5 億 1,510 万人と最も多く、

全体の 3 分の 2 がアジアに集中しているのだ、と説明した。 

 

SDGs（持続可能な開発目標）の 12 番目で「小売・消費レベルの食料廃棄を 2030 年までに半減す

る」という数値目標が立てられているが、世界の生産量の 3 分の 1 もが捨てられている現状を熱く

訴えた。 

 

以上、食品ロスに関する 3 つのプレゼンテーションについて、概要を述べた。 

 

シンポジウムに参加して 

10 月 30 日午後の食品ロス削減全国大会 in 京都も密度が濃かったが、午前中のこのシンポジウムも

相当、内容が濃かった。午後から参加された方は、これを聴けなくて、もったいなかったな、と思う。 

 

筆者は、FAO 駐日連絡事務所所長のチャールズ・ボリコ氏のプレゼンテーションを聴いたのは、こ

れで 4 度目だった。 

 

一度目は、セカンドハーベスト・ジャパン（2HJ）の広報を務めていた時、2HJ 主催のシンポジウム

の最後に、日本語で挨拶してくださった時のこと。日本語の堪能さと内容の素晴らしさに感銘を受

けた。 

 

二度目が、2018 年 2 月 2 日に開催された、ダニエル・グスタフソン国連食糧農業機関（FAO）事務

局次長を迎えて 「食品ロスを考える国際セミナー」。この時も日本語でのプレゼンテーションだっ

た。 

 

三度目が、2018 年 3 月 21 日に開催された、「東京都食品ロスもったいないフェスタ」。 

 

いずれも日本語だったが、今回は英語だった。内容はもちろん、お話も力強く、熱意が聴衆に伝わる

ものだった。 

 

終わってからボリコ氏にご挨拶に行くと、最初はわからなかったようだが、すぐに思い出して下さ

って、「Rumi（ルミ）～！」と、何度も名前を呼んで再会を喜んで下さった。ボリコ氏の、人間性や



温かみが感じられ、本当に嬉しかった。ボリコ氏が、食品ロスを始めとした食料問題に関わり、解決

に向けて尽力して下さっていること、心から有難いと感じている。 

 

8. 毎日新聞（2018 年 11 月 13 日） 

 

 

9. デジタル毎日（2018 年 11 月 13 日） 

https://mainichi.jp/articles/20181113/ddl/k26/040/423000c 

「見えない貧困」広がる フードバンク推進協代表が講演 支援行動呼び掛け ／京都 

毎日新聞 2018 年 11 月 13 日（地方版, 社会一般, 京都府） 

 

 全国フードバンク推進協議会代表の米山けい子さんが京都市左京区の京都大で講演し、「日本の子

供の貧困格差は、２０１６年のユニセフ（国連児童基金）報告で先進４１カ国中ワースト８の３４位。

私自身、活動を通して『見えない貧困』が広がっていると感じる」と指摘。「貧困をなくす活動へ一人

でも多くの参加を」と呼びかけた。【篠田直哉】 

 

 米山さんは山梨県南アルプス市を拠点に０９年、ＮＰＯ法人「フードバンク山梨」を開設し、現在

は理事長。規格外の余った食品などを募り、生活苦に直面した家庭などに送る緊急支援をしている。

https://mainichi.jp/articles/20181113/ddl/k26/040/423000c


夏休み期間中などの子供の食糧支援をする全国初の「子ども支援プロジェクト」や学習支援「えんぴ

つひろば」を、１５年から始めた。 

 

 講演では、食品を受け取った祖母と孫の２人暮らしの家庭から寄せられた手紙を紹介した。ここ数

年、本当に大変な思いで、２年前には一日に豆腐１丁しか食べさせられない時があった、体の大きな

孫は空腹で眠れず、夜中に気付くと台所でボーッと立ちすくんでいた姿を忘れられない－とつづり、

「助けていただいて本当に感謝しています」と結んでいた。 

 

 米山さんは「豆腐１丁しか食べられない子供が身近にいると知った。声を上げられず、見えづらい

子供たちの貧困を考えたい」と考え、子ども支援プロジェクトを始めた。 

 

 県内７市や学校と連携し、学校や市町村の生活相談窓口で申請を受け付け、今夏の利用は６４９世

帯に上った。うち４４９世帯は母子家庭という。 

 

 一方、１６年１０月に教員にアンケート調査をしたところ、子供の貧困を実感していたのは５割に

達した。気付いた状況を複数選択する設問では「何らかの支払い、集金の未納」「子供の衣服の乱れ、

ほころび」などが多く、自由記述では「身体測定で体重が低下」「髪がボサボサで虫歯を放置している」

「給料日前で弁当を作れず欠席させると連絡があった」などと例示。だが、「困窮状態の相談を受けた」

のはごくわずかだった。 

 

 貧困が子供に与える影響に関する設問では「自己肯定感、学習意欲が低い」との回答が７割強。米

山さんは相対的剥奪（はくだつ）指標（別表）を示し、具体例として列挙した項目を実現できないこ

とが、貧困を測定する目安になると説明した。 

 

 また、プロジェクトの利用者への１７年のアンケート調査では、経済的に苦しいと感じるようにな

った時期は「第１子の出産、乳幼児期から」が３１・６％を占め、多くが「オムツやミルクが足らな

い」と実感していた。「自殺したいと思った」の回答も２２％あった。 

 

 米山さんは他のＮＰＯや子ども食堂、企業などと連携して、子供たちが楽しめる機会を作り出し、

支援の輪を広げる活動をしていると強調。「賛同だけでなく、ボランティアや資金、食品の寄付など、

実際にできることから行動に移して参加して」と呼びかけた。 

 

 同様の「こども支援プロジェクト」は関西で初めて京都、八幡両市でも今夏から始まっている。Ｎ

ＰＯ法人セカンドハーベスト京都（京都市下京区）は、来年に京都市で７校、八幡市で８校の計４０

０世帯を目標に設定している。「近い将来、府内の全幼稚園・保育施設、小中高校に案内を出せる体制

を構築したい」としている。詳細は同法人（０７５・３４３・７２５０）。 

 

 米山さんは、先月２９日に開かれた国際シンポジウム「食と持続可能性」の分科会で講演した。 


