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【背景・目的】 

 世界全体のフードロス量は毎年13億トンと推計されて

おり、これは人間の食用として生産された食糧のおよそ3

分の 1に相当する（国連 FAO, 2011）。日本においては、

本来食べられるにも関わらず捨てられた「食品ロス」が

年間約643万トン（環境省平成 28年度推計値）発生して

いる。食品ロス問題は、2015年 9月に国連で採択された

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の「持続可

能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）

においても、目標 12「持続可能な消費と生産のパターン

を確保する」のターゲット3として「2030年までに小売・

消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料廃棄を

2000年度比で半減させる」という目標が掲げられており、

対策が急がれているが、進捗は芳しくない。日本の平成

24年度から28年度までの直近5年間の食品ロス量の推計

値は、642万トン→632万トン→621万トン→646万トン

→643万トンと微増微減を繰り返している。日本の食品ロ

スは、事業系のみならず家庭系が約半分の割合を占めて

おり、その発生要因としては、買いだめによる賞味期限・

消費期限切れや食品安全衛生に関する過剰反応、過剰除

去（食べられる部分を除去している）などが挙げられる。

人々が食品ロス問題を自分ごととして捉え、一人ひとり

が日々できることから取り組むことが必要と考えられる。 

 欧州などではすでに、食品廃棄禁止法によってスーパ

マーケットの食品廃棄が全面禁止されたり、廃棄食材を

有効活用するべく、廃棄食材レストランや賞味期限切れ

食品を扱うスーパーマーケットなどの取り組みが広がっ

ている。中でも、欧州等の取り組みで特徴的なのは、Web

を活用した余剰食品流通の仕組みや、地域のフードシェ

アを促進する連帯冷蔵庫といった取り組みによって、低

所得層のみならず広く一般の人々が余剰食品を受け入れ、

余剰食品の消費や流通が進んでいる点である。これは地

域で発生した余剰食品を地域で消費しようとする取り組

みであり、いわば、「食品ロスの地産地消」といえる。 

 本実践研究では、日本でも同様に「食品ロスの地産地

消」を広めていけないかを試行・検証するため、大学の

地元地域で食品ロスとなっている余剰食品を活用し地域

で食事を提供する試行を実施することとした。 

 活動の実施に当たっては、次の 3点の目標を掲げた。 

1.イベント参加者に、日頃から食品ロス対策の意識を持

ってもらえるように啓発する。(食品ロス対策の啓発) 

2. 温かくて美味しいスープを味わっていただき、喜んで

もらうことで、イベント参加者にさらに新津地域を好き

になってもらう。(地域貢献) 

3. 学生たちが自ら企画・計画・準備・運営を行うことで、

実ビジネスに類する経験を得るとともに、地域と関わる。

(学生の学び、域学連携) 

 

【研究方法】 

 本実践研究では、新潟薬科大学 応用生命科学部 生命

産業創造学科 石丸ゼミの学生が中心となり、地域で排出

される余剰食品の探索を行うことから開始した。地域の

食品スーパーや市場で確認したところ、余剰食品のうち

消費期限切れや賞味期限切れを理由として廃棄となった

ものは、食品安全衛生の観点からイベントでの食事提供

に供することが難しいとされたため、新鮮な状態で廃棄

されている野菜の端材を活用することにした。主に、傷

がついて販売できなくなった野菜や、カット野菜の断面

の乾燥などによって削られて捨てられたいわゆる野菜ク

ズ、店頭で捨てられる野菜の外葉などである。実施に当

たっては、地元商店街や市役所の協力を得ることができ、

広報や実施準備を行った。大学の地元である新潟市秋葉

区新津商店街が主催するイベントの一隅で、野菜の端材

をスープに調理して投げ銭方式で配布を行った。準備期

間は約2か月半で、約15名の学生が活動に参加した。 

 当日スープを味わってもらった来訪客には、無記名式

アンケートに回答してもらい、また、本活動に関わった

学生たちにも事後にヒアリングを実施し、食品ロス対策

に関する意識の変化や今後の意向について確認した。 

 本稿では、地域で発生する余剰食品を食べきる「食品

ロスの地産地消」に向けた活動の試行について報告する。

また、学生が主体的に動ける環境づくりやエンカレッジ

の進め方について検討するとともに、地元の大学が地域

の社会課題解決に取り組む域学連携に向けた課題や要点

の示唆の読み取りを試みる。 

 



【実施状況】 

構想から計画 

 本プロジェクトは、2018年度の新ゼミメンバーが合流

した2018年度後期より開始した。当初は大学内で学生向

けに食事を配布することも検討したが、地域のイベント

に出展することで、イベント主催者側はコンテンツが増

え、本プロジェクトとしては集客の問題を解決できるこ

とから、地元商店街に相談し、2018年 12月、新潟市秋葉

区商店街主催の「にいつ鉄道スゴロク」というイベント

への出展が決定した。出展決定後は、準備を進めていく

ためのメンバーの役割分担を決定し、週次で進捗確認ミ

ーティングを行った。準備スケジュールと役割ごとのタ

スクは次の通りである（表1）。 

表 1. 準備スケジュール 

 

役割分担： 

・渉外・全体管理：イベント主催者である商店街や市役

所とのコミュニケーションを担当。また、全体スケジュ

ールや進捗を管理する。 

・食材：食材の提供を受けるスーパーや市場等への依頼

と交渉、前日や当日の食材の受け取りを担当。 

・機材：スープを作るための保温鍋やお玉などの調理器

具、荷物を運ぶための台車やブースのテーブル等の調達

を担当。 

・容器・ポスター：食器等の容器の調達と、展示用のポ

スター製作を担当。 

・アンケート：当日来訪客に回答依頼するためのアンケ

ート作りとボード・ペンなどの調達、アンケートの回収

と分析を担当。 

・保健所・調理場所・配布場所：事前の保健所への届出

や、調理場所の安全衛生管理に関わる事項を担当。 

・広報：大学広報室との連携やメディア取材受付を担当。 

・会計・資金調達：予算管理と助成金の会計処理を担当。 

 討議を重ねた結果、10月半ば頃に、近隣のスーパーや

市場から集めた食材をスープに調理し、投げ銭方式で配

布することを決定した。 

食材および機材の調達 

 大学校舎の隣には市の土地があり、毎月 1と 6の付く

日に「一六市（いちろくいち）」という地元の朝市が行わ

れている。実施時期の 12 月は冬野菜が主力品目であり、

市場の出店者からは大根の葉や白菜の外葉、またトマト

を販売する農家から潰れたり傷がついて販売分から取り

除いたトマトや、大根菜、春菊などの葉物野菜をいただ

くことができた。 

 近隣のスーパーにはメンバーの学生が回って意図を伝

え協力を要請した。近隣の 3 店舗に協力いただくことが

でき、実施前日の夕方に各店舗を訪問し、それぞれ袋に

一杯の白菜などの外葉や、カット野菜の端材などの提供

を受けた。また、大学内の学生食堂からも協力を得られ、

結果的に 5 箇所程度の協力先から、バラエティに富む、

まだ食べられる野菜の端材をいただくことができた（図

1）。不足材料としてソーセージやコンソメを購入した。 

 保温鍋などの機材は当初レンタルを利用することも検

討したが、継続的に活動を行うため購入することにした。

食器も使い捨てではなく洗って再利用が可能な樹脂製の

椀とカトラリーを調達した。その他、保健所の指導に従

い消毒液や手袋などの消耗品を購入し、展示物を作るた

めの資材、投げ銭を集めるための募金箱なども調達して

必要物資の準備を整えた。 

調理と配布当日 

 当日はメンバー15名が調理担当と会場設営担当の二手

に分かれて準備を進めた。調理は、近隣の公共施設の調

理室を借り、野菜の洗浄とカットとスープに煮込む作業

を行った。調理後は、公共施設の調理室で調理したスー

プ鍋を車に載せ、イベント会場まで片道中数分の道のり

を運搬したが、重量のある液体物であることから困難を

伴った。それでもなんとか調理を終え、イベント開始前

後にスープを会場に運び込むことができた（図2）。 

 会場設営担当は、スープを配布するブースの設置や、

イベント主旨を告知するためのポスター等を準備し、当

日決まった会場での動線を考えた。訪れたお客様には、

まずスープを味わっていただき、リユース食器を返却す

る際に、引き換えにアンケートボードを渡してアンケー

トに回答いただくこととした。また、合わせて投げ銭方

式での寄付を募っていることを伝え、記入済アンケート

の返却時に寄付していただけたお客様も多かった（図3）。 



図 1. 集まった野菜の端材と調理風景 

 

図 2. 調理中のスープと材料一覧 

 

図 3. 配布したスープと投げ銭募集の様子 

 

 

【実施結果】 

 当初予定では 150 杯を配布する予定だったが、集まっ

た食材が想定より多かったことから、予定より多い 184

杯のスープを配布した。投げ銭で集まった金額は 18,400

円に上り、結果的に平均 1杯 100 円の値がついたことに

なる（配布したスープ1杯の容量は約150cc）。 

 来訪客へのアンケートによると、食品ロスの認知度は8

割と比較的高く、普段から食品ロスをもったいないと思

うタイミングがある人が 9 割を超えていたが、今回の活

動を通じて食品ロスへの関心が高まったと答えた割合は

9割を超えた（表2）。 

 「今回のスープにいくら支払えるか」の質問では、中

央値 150円、平均値 192円の結果が得られた。投げ銭で

実際に集まった金額（平均 1杯 100円）とは、ずれがあ

るものの、廃棄食材を使ったスープにこれだけの価格が

つけられたことから、食品ロス問題への関心の高さや活

動を歓迎する意向が窺える。 

表 2. 来訪客アンケート結果（一部）（n=105） 

Q．食品ロスという言葉を知っていたか？（n=105） 

  YES 84 80% 

 
NO 15 14% 

  未回答 6 6% 

Q．普段、食品ロスをもったいないと思うタイミングはあるか？ 

  YES 97 92% 

 
NO 5 5% 

  未回答 3 3% 

Q．今回の私たちの活動を通して食品ロスへの関心が高まったか？ 

5）   YES 96 91% 

 
NO 5 5% 

  未回答 4 4% 

Q．今回のスープにいくら支払えるか？  

  中央値 150円 

    平均値 192円 

   

 さらに、アンケートでは、自由記述式コメント欄にも

多くのコメントが寄せられた。「いくら支払えるかの理

由」と「この活動に対する意見」の回答を形態素解析を

行い自己組織化マップにしてみると、「地域」「貢献」「社

会「問題意識」「学生」「行動」や、「若い」「人」「関心」

「持つ」「大切」というクラスターが見られる。このこと

より、学生が社会課題に取り組んで地域に貢献すること

への期待や歓迎が読み取れる。また、「食品」「食材」「ロ

ス」「考える」「機会」というクラスターからは、地域の

人たちへの啓発が効果を挙げたと考えられる。（図4）。 

 イベント当日は数社の新聞社等から取材を受け、後日

には新潟県主催の3R推進県民フォーラムにブース出展の

要請を受けた。また、新潟県異業種交流センター（NIKS）

が主催する「地域活性化大賞」の奨励賞も受賞した。こ

のように、本取り組みが注目を集めたことから、食品ロ

ス問題に対する社会的関心の高まりや、地域の社会課題

解決に学生が取り組むことへの期待の高さが窺われた。 



図 4. アンケート自由記述コメントの自己組織化マップ 

学生

食品

関心

ロス

社会

スープ

地域

食材
野菜

イベント

コイン

栄養

機会

自分

人件

大人

活動

継続

意識

行動

貢献

大変

大切

ロス

問題

たく さん

思う

頑張る

持つ

考える

食べる

広がる

行う

作る

出る

若い

素晴らしい

良い

美味しい

安い

高い

人

心

他

味

 

【考察・今後の展開】 

 食品は足が早く、限られた時間内に消費する必要があ

るため、他の物品と比べて狭い範囲で流通させることが

合理的であり、食品ロス対策と地域活性化は親和性があ

る。また、地域で大切に育てられた食品だからこそ、大

切に食べきる意識が高まりやすく、対策効果を挙げやす

いのではないかと考えられる。そこで、「食品ロス」の地

産地消をさらに推進していくため、食品選びでは 4 つの

「近いもの」を選ぶことを提唱したい。すなわち、産地

が近いもの、フードチェーン上の距離が近いもの、季節

が近い旬のもの、期限が近いものを選んでいただきたい

ということである。地域に固有の名物を味わうためには、

取り寄せなどではなく、自らその地域に足を運んで食べ

るようにしたい。人口交流が生まれ、地域活性化にもつ

ながるためである（図5）。 

図 5. 食品選びの4つの「近いもの」 

 

 本来捨てられていた食品を調理して実際に味わっても

らい、食材が廃棄食品であることを来訪客に説明したこ

とで、食品ロス対策は一人ひとりが意識して取り組む必

要があると体感してもらうことができた。特に大学や学

生が地域に対して直接働きかけを行うことで、啓発効果

が高まる手応えを得た。食品ロス削減効果については、

一度のイベントで削減できる量は限定的であるが、啓発

を含めた地道な活動によって徐々に効果が波及していく

ことを期待したい。 

 また、活動に参加した学生の意識にも変化がみられた。

株式会社電通の SDGs 認知度調査によると、「特に学生は

自治体やNPOの活動への参加・協力意向が62.0%と高かっ

た」との結果が出ており、地域や社会の課題に対する昨

今の学生の志向は高いものと考えられる。本活動開始に

あたっては、ゼミ活動の一環として全員の参加を要請し

たため、当初は義務と捉えて参加していた学生も存在し

た。しかし、学内外での討議や準備を進める中で、次第

に分担した役割を確実に果たし、他のメンバーを補完す

べく主体性を持って活動に取り組むようになっていった。

社会課題解決に対する学生たちのもともとの意識の高さ

に加え、準備段階では商店街や自治体関係者などから、

また実施当日は市民やメディアなどから、歓迎や励まし

の声を多数受け取ったことで、さらに取り組み意欲が増

し、高い主体性につながったものと考えられる。 

 今回の取り組みを通じ、地域の社会課題解決に大学や

学生が取り組むことで、地域からの強い応援が得られ、

そのことによりさらに学生のやる気が高まって、啓発効

果や課題解決の成果を挙げやすくなる、という社会課題

解決と地域活性化の類型を確認することができた。食品

ロス対策のみならず、SDGsに掲げられる様々な問題に対

しても、大学や学生が働きかけを行い地域とともに取り

組むことで、少しでも解決に寄与することを期待する。 
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