
２．基調講演の内容について 

 ①とてもよかった 

 ・改めて食品ロスの大切さを学ぶことができました。先生がおっしゃるように参加して 

  いる人は、だいたい興味のある方、実践している方ですが、そのロスがたくさんの自然 

  環境に悪影響を与えたり、災害を起こしたりと、びっくりしました。友達、周りの方に 

  このいいお話を聞いてもらいます。 

 ・すぐにでも実践できる内容で、わかりやすかった。 

 ・大変わかりやすく、今後に活用できることが多く良かったです。 

 ・我が市は、田舎であるので自宅の使用する分量を解っているので、あまり食品ロスは 

  ないと思っている歳の若い人に一考を教えてほしい。（教育） 

 ・生活する上で食品ロスをなくすといっても、どうしたらよいのか、これでいいのかと思 

っていました。数値（データ）を知るだけで、とても参考になりました。また、私達の 

生活で取り入れられることを教えていただき、頑張ってやっていこうと思います。 

 ・消費者の心がけ等は普段の生活でやっていることではあるが、世界の現状、日本の現状、 

  先進的取り組みなど、幅広く知ることができた。 

 ・具体的で、日本国内だけでなく、世界から見た状況がよくわかりました。いかに日本が 

  食べ物を無駄にしているか（世界的にも）恥ずかしくなりました。賞味期限と消費期限 

の違いはきっちり認識して食べられるものを捨てないようにすることから徹底するこ 

とが大事だと感じました。  

 ・買い物に行った時は、恥ずかしがらず安いものや割引の物を買いましょう。私は買って 

  います。 

 ・食品ロスの現状を改めて知ることができた。 

 ・とても分かりやすく、内容も充実していて良かった。写真も豊富で目で理解できて良か 

ったです。 

 ・無駄買いをしない。食品の再利用、勉強になりました。 

 ・知らなかったことばかりで、いかに自分がもったいないことをしていたかに驚いた。 

  必要なものを必要な分だけ消費するようにしたい。無駄のないように！ 

 ・言葉がはっきりして聞きやすかった。日常の生活の中で守りたい。 

 ・わかりやすかった。話上手。 

 ・具体的な事例を示しながらの説明で、よくわかった。 

 ・野菜は保存袋を使って食品ロスをなくしていきたい。できるだけ水分を切り、可燃ごみ 

  を減らし、週１回を２週間に１回出すようにしたいと思います。 

 ・身近な例や言葉で講演され、現在取り組んでいることに加え、食品ロス削減に努力した 

いと感じました。 

  



 ・消費期限、賞味期限の違いなど、今一度再確認することができた。一人一人が食品ロス

をもっと考えて余計に買い物をしないなど、生ごみ堆肥アドバイザーとしてできるこ

とをやりたい。フードドライブも活用したい。Ｒｅｄｕｓｅの大切さ。 

 ・食品ロスの情報をいろいろ教えていただいて、一人の人間として責任を感じた、真剣に 

  考えなくてはと思う。 

 ・食品ロスのすごい現実をわかりやすく教えていただけてよかった。自分はロスをしてな 

いと思っていたが、まだまだできることがあることがわかった。買い物の仕方など見直

していきたいと思う。 

 ・個々、具体例をあげて説明してくれた。今まで間違って理解していたことに気づいた。 

 ・説明が丁寧で正確でわかりやすかった。 

 ・わかりやすかった。今日から自分も実行してみたいと思う。（生ごみの削減など） 

 ・自分の経験に基づいたお話は、説得力がありました。 

 ・話しているテンポが良く、聞きやすくてとても良かったです。 

 ・食品ロス問題を家庭の台所から地球環境というグローバルな視点に広げて知ることが 

  できました。知識を持ち視野を広げてできることから実践。緊張感を持っての生活にと 

  思いました。 

 ・私達のわずかな行動が大きなロスを改善することを知り、もう一度冷蔵庫の中を整理し 

て、早く使えるものから使い、少しでもお役にたてればと思います。 

 ・言葉がはっきりと頭によく入った。お礼を申し上げます。食品ロスをなくす方法、ＳＤ 

Ｇs 勿体ないことです。一人一人が自覚してロスのないよう考えて、作り、感謝して 

いただきましょう。世界が仲良く幸せに。 

 ・日本には「もったいない」と無駄にするのは悪いこと、と位置付ける風習があります。 

  お年寄りと同居することが少なくなったことも原因になったように思います。見かけ 

上、派手になってきたように思います。気を付けて生活していくようにしたいと思いま 

す。 

 ・「わかっていても行動化できているか？すべきだとわかっているのに！」こういう研修 

をすることで、より強い意識化が進む。多くの機会で取り組みを進めてほしい。 

 ・食品ロスについて改めて実践取組を説明していただけて良かったです。 

 ・ＳＤＧs の流れ、必要性、実例が理解しやすかった。 

 ・数字のデータや「見える化」された資料がわかりやすい。「もったいない」という言葉 

  を世界に発信することができた日本なのに残念。 

 ・お話の中身がとても良かったです。 

 ・現状をすごく分かりやすく教えていただき、勉強になった。できることも色々と知るこ 

とができたので、取り組んでいきたいし、子どもにも伝えたい。 

 ・食品ロスの多さに考えさせられました。 

  



  ・日本と世界の違い。日頃の少しの注意で食品ロスを防ぐことができる。 

  ・なぜ必要なのか、対応方法等について参考となる。 

  ・生ごみはコンポストに入れ、買い物にはできるだけ冷蔵庫を見てから行くようにして 

います。今まで以上にロスが出ないように気をつけたいです。 

  ・食料は残さない。生ごみの肥料化（コンポ利用） 

  ・テレビや本などで聞いたり読んだりしていましたが、今日はより一層勉強になりまし 

た。 

  ・とても聞きやすく、わかりやすくお話してくださったので、メモも取りやすく理解で 

きました。スーパーの入り口などで行なっているフードドライブで持ち寄られた食 

品などは、どのように流通するのですか？教えてください。 

  ・食品ロスの廃棄量の多さ。 

  ・家庭での取り組みも大事ですが、企業の努力が一番と思う。 

  ・自分自身もできることを考えて実践しております。今後とも頑張っていきたい。 

   日頃の生活の見直しをもっと考えていかねばと思いました。 

  ・わかりやすかった。 

  ・井出先生のご高名は、かねてより存じ上げておりましたので、今回の講演をとても楽 

しみにしておりました。先生のお話は我々が発生させる食品ロスが端緒となり、ＳＤ 

Ｇｓ達成に向けた国際貢献を妨げること。食品ロスは、社会的なコストを増大させ、 

ひいては我々が納める税金に反映されてしまうという深刻な問題をわかりやすく、 

ご講演いただきました。ペットボトルの賞味期限が容量を担保できる期限であるこ 

とや、卵の消費期限、古くからの商習慣 3 分の１ルールの解説も、一般にはあまり知 

られていないので、詳しく教えていただけて良かったです。 

・食品ロスが社会的な問題であることがよくわかった。自分の生活でも食品ロスについ 

て考えてみたいと思いました。 

  ・食品ロスの問題について、初心者に全般的に理解が進むように、その課題と解決に向 

けた方向とについてわかりやすく丁寧に示されたとともに、具体的に色々な例をあ 

げて話してくれた。わかりやすく、とても良かったと思います。 

  ・食品ロスの現状について、世界規模の問題から身近なことまでグラフや写真を使用し 

ながらわかりやすく説明してくださった。最後にちょっとしたレシピの紹介があっ 

たのも良かったです。 

 

  

 

 

 

 



 ②よかった 

 ・家庭でできる取り組み、参考にします。 

 ・食べられるのに捨てる＝もったいない。捨てたごみの処理にお金が必要＝もったいない。 

  もったいないということを痛感しました。 

 ・時間が短く、もっと詳しくお話を聞きたかった。いつも思うのですが、横文字、カタカ 

ナが多く、意味不明なままになっていることが多い。丁寧な説明と指導をお願いします。 

有効に使い切るための手段・作り方・保存の仕方を教えて！  

 ・知らないことを多く学べました。もう少し長く話をしてほしかった。ロス問題のベース 

を学ぶことには短かった。 

 ・身近なテーマで説明していただき、わかりやすかった。 

 ・食品ロス＝フードロスではないことを知れた。内容は盛りだくさんでした。もう少しゆ 

っくり聞きたかったです。勉強になりました。 

 ・わかりやすい言葉で説明され、よかった。できることをやってみようと思った。 

 ・身近なことを具体的に説明され、わかりやすかった。 

 ・豊富なデータによるお話、参考になりました。 

 ・食品について一つ一つわかりやすく説明してくれて良かったです。意識が高まりました。 

 ・いかに多くの食品ロスが出ているか、理解できて勉強になった。600 万ｔロス、処理費 

用２兆円等である。 

 ・井出先生の話を聞いて、これからは食品ロスをなくそうと思いました。 

 ・食品ロスに関する講義を聴くのは初めてでしたので、食品ロスについての現状や、今後 

私達ができる食品ロス削減に関することなど様々なお話をきくことができて良かった 

です。 

 ・話がとても分かり良かったです。 

 ・食品ロスの意味や発生について良く分かった。また、食品の賞味期限についての考え方 

も人に教えることができるほど理解できました。 

 ・たくさんの実例の中で欠品について考えさせられる問題。 

 ・事例でお話を伺えた。 

 ・専門的用語が少なく、理解できました。身近な言葉、内容で関心を持ちました。 

 ・賞味期限切れは捨てていたが、今後考える必要あり！ 

 ・85歳主婦としては当然のことと思います。若者にもっと参加してもらえればと思いま 

す。  

 ・食品ロスについて全体的な知識を得ました。 

 ・わかりやすかった。家庭で実践できる話だったので役に立つ。一人一人のちょっとした 

努力でロスがなくなるのだなあと感じました。 

 ・勉強になりました。 

 ・食品の量の大切さ。ペットボトルの賞味期限の意味。 



 ・大量消費（大量生産）経済での浪費生活がなくても経済的大丈夫なのか？コロナで買い 

物をしますと、高齢者にとって困ることは食材が余ります。そんなに 2度も短期間に 

食べられないので、処理に困ります。  

・地球環境の中で、日本の生活（食品について古いものは捨てる等）あたりまえに思い 

  暮らしていたことが、結果として環境を破壊しているということに気づかされ、自分た 

ちの行動を少し変えることで改善に導けると、大変わかりやすく教えていただき、勉強 

になりました。 

 ・もう少し時間をとって具体策を教えてほしかった。 

 ・日常生活の中で、食品ロスがでないよう心掛けていますが、更に徹底してロスをなくす 

よう実行します。具体的な事例の説明で分かりやすかった。 

 ・もう少し詳しい話が聞きたかった。（さらっと表面を走った感が…） 

  

 ③ふつう 

 ・各人、考えてできる事をオープンにする。まだできること、あるはず。あとは実行する。 

 ・資料が不完全。白紙のが多すぎる。なぜ印刷してない！ 

 ・個人でできることは意識改革という点でも大事だと思うが、結局は国の政策できちんと 

位置付け、国が本気でやらないと意味がない。 

 

 

３．パネルディスカッションの内容について 

 ①とてもよかった 

 ・市長さんの話、広報などで目を通していますが、改めて橋本市の取り組みがよくわかり 

ました。花谷さんのお話は私も取り組んでいることです。11 回/月しか生ごみは出して 

いません。少しでも多くの方が協力くだされば、他のことに税金が回せますね。こども 

食堂の必要性がわかりました。 

・橋本市が、ごみ回収が週 1回になるのはすばらしいと思う。不便になるとそのように生 

活を合わせるので、橋本市が本気で取り組んでいるのを感じた。こども食堂の取り組み 

も知れて良かった。 

 ・各々の活動がよく分かった。 

 ・ＪＡの取り組み「野菜ボックス」はとても良いので、利用したいと思う。 

 ・それぞれのお立場で頑張ってくれている様子がよくわかった。 

 ・やっちょんの通販ボックスは、ほんまに良いところに目を付けたです、大西さん。 

 ・それぞれの取り組みと内容を知ることができました。細々ですが家庭菜園をしていて、 

たくさん余ることの対策を考えていたところでした。よい方向性への機会をいただき 

ました。取り組みへの協力や参加ができればと思います。 



 ・各々の方たちが中身が重厚で大変よかった。 

 ・井出先生が最後にまとめて分かりやすく解説していただき、よくわかりました。 

  このシンポジウムに参加して大変勉強になり、良い時間を過ごせました。ありがとうご 

ざいました。 

 ・実際の活動状況が理解でき、よかったと思います。 

 ・各々分野の立場での工夫がよく分かった。レスキューボックス。 

 ・色々な分野の方が、それぞれ取り組まれていることがあることを知ることが出来てよか 

ったです。 

 ・各部署で活躍されている人の具体的な取り組みがよく分かりました。 

 ・こども食堂、本当にすばらしい活動であると感じ入りました。今後、何らかの形で応援 

を考えられればと思いました。 

 ・経済的に大変な時期に説明の大金のロス金額にびっくり！びっくりです。もったいない 

時代に育った私達には考えられません。 

 ・橋本市で「フードドライブ事業」を始められたのは、とても良いことだと思います。 

  「まだ食べられるのに廃棄される食品」をなくすために、フードドライブ事業の啓発活 

動をぜひお願いしたいです。 

 ・様々な立場の方がこの問題について、どう捉え、行動しているのか、生の言葉で伺うこ 

とができた。 

 ・それぞれのパネラーさんから有意義なお話を聞かせていただきました。 

 ・食品に関連するロスについては、各企業でＳＤＧｓで処理あるいは生産工程で大きな工 

夫がされている。 

 ・パネラーの皆さんの日頃の取り組みから多くのことを学ばせていただきました。食を大 

切に、これからも丁寧に生活したいと思います。 

 

②よかった 

 ・いろんな分野でいろんな取り組みをされていることを知り、社会貢献をされていること 

がわかりました。 

 ・いろいろ情報を得ました。 

 ・こども食堂がもっともっと認知され、本当に必要とされているご家庭が気軽に利用でき 

ることを願います。ＪＡやっちょん広場の野菜ボックス、利用しようと思いました。 

 ・自分もこども食堂に携わっていますが、また色々なことにお手伝いできればと思います。 

 ・それぞれの方が熱心に前向きに取り組んでおられたことに対し、敬意を表したいと思い 

ました。 

 ・自分の知らなかった活動を知ることできた。 

 ・各パネラーの方の取り組みが詳しく伺えてよかった。また、井出さんのお話（提案）が 

よかった。一方通行だったので、意見のやりとりがあればよかったのにと思った。 



 ・ＪＡタウン通販サイトの登録をしてみようと思います。 

 ・市や各団体は、食品ロス削減について色々な活動をしていることが分かりました。 

 ・パネラーの皆さまの持っている意見を聞けました。 

 ・皆さんがご苦労されて食品を集め大事にされている様子を伺いました。私もこども食堂 

に使っていただけるものがないかを探してみたいと思います。 

 ・パネラーさんの所属されています活動内容、目的を知ることができた。 

 ・運営が難しい。地域によれば高齢化が進み、スタッフが集まりにくい。 

 ・皆さん、それぞれに工夫した取り組みをされていることに感動しました。 

 ・基調講演で学んだことがパネルディスカッションを通して理解が深まったと思う。地域 

の取組みについてもわかったので良かった。 

 ・住みやすい橋本市をつくるため、それぞれの面で工夫したいと思いました。 

 ・ＪＡの通販取組みがよかった。 

 ・それぞれの立場及び経験によるお話、自分の知り得なかったことを習得しました。 

 ・フードドライブ法について理解、食品ロス対策活動について知ることができた。 

 ・食べ物に困っている人は 2000 万人と非常に多いことがわかりました。これからは食品 

ロスをなくそうと思いました。 

 ・異なる立場の方からそれぞれ対面している問題についてお話をきくことができ、良かっ 

たです。 

 ・色々知らなかったことが、とても身近なもので、知ることができ良かった。 

 ・各団体の取組内容を知ることが良かった。各団体の紹介時間が長い。問いかけによる回 

答などで理解をふかめるようにすると聞きやすくなったと思う。 

 ・具体的に聞かせていただいた。 

 ・各団体、組織の現状・目標が理解できました。 

 ・橋本市の今後の取組み方がよくわかった。 

 ・各団体の活動状況を知ることができた。 

 ・困った人のため、町づくりのためと地道に努力してくださっている人々に感謝します。 

  また、協力していこうと思いました。 

 ・こども食堂への協力の方法を広く告知。 

 ・5 名のパネラーの皆さまの発表で、それぞれの立場で発表されたことは内容的にもよか 

ったと思いました。３Ｒの実行。こども食堂と地域づくり。 

 ・知らなかった活動内容や意気込み等の理解。 

 

 

 

 

 



 ③ふつう 

 ・マイクの音量調整がまずかった。「賞」をめざし～の講師の助言が良かった。 

 ・ディスカッションになるよう時間的な補償が必要。もっと聞きたかった。 

 ・それぞれの立場での活動、お話、ありがとうございました。より一層のご活躍お祈りし 

ます。特に橋本市には、その実践、取り組みに期待します。 

 ・食の価値観は人それぞれだから、難しいよなあと思いました。井出さんの総括はさすが 

だなと思った。 

 ・こども食堂の玉井さんの話が一番心に入ってきました。ＪＡさんの新しい話も聞けてよ 

かったです。「ＪＡタウン」使いたいです。 

 ・時間が足りない。 

 ・各パネラーの方の内容がわかりやすかったです。 

 ・こども食堂。実態はまだ知られていない。ボランティアや食材の確保など協力できるよ 

うなシステムつくりと実行。 

 ・それぞれの立場から言いっぱなし。これは、パネルディスカッションではない。 

 ・もう少し各パネラー同士のディスカッションを聞きたかった。 

 

④あまりよくなかった 

 ・自分に身近に感じられなかった。自分の活動（こども食堂）の宣伝に聞こえる話はうざ 

かった。もっと全体的な話が聞きたかった。 

 ・マイクの具合が良くなくて、耳が痛かった。 

 

⑤よくなかった 

  

 ・もう少し話し合いが出来たら良いが… 

 ・４人のパネラーが一方的に原稿を読み上げており、パネラー同士の議論のなく、参加者 

との意見交換もなかった。パネルディスカッションではなかったのでは？時間がなか 

ったのか、基調講演が素晴らしかっただけに少し残念。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．食品ロス削減に関して実践してみようと思ったことは？ 

 ・スーパーでのまえどりはやっていきます。他のことは、だいたいやっています。子ども 

の貧困が切実にわかりました。ひとり親支援の提供者さん（農家）のお手伝いをボラン 

ティアでやっています。 

 ・コンビニの弁当など、あまりにももったいないと思いました。 

 ・ＪＡタウンを覗いてみようと思った。週１回のごみ収集になったらどうなるのか、自分 

も週１回ゴミ出しをやってみたいたいと思った。 

 ・買い物は、必要な物だけを買う。 

 ・こども食堂に食品の提供。 

 ・こども食堂で食推さんにお世話になっております。こども食堂の折には、生ごみを持ち 

帰り、畑で堆肥にしたり、賞味期限切れに近づいた食品を寄付いただいたき有効利用す 

るなど、食品ロス削減に向けて取り組んでいます。 

 ・食品、食材を買いすぎない。 

 ・買う量を少なくすることにします。太田市場の 2000 円と 3000 円コースがロス削減に 

良い。 

 ・食品購入、ごみの問題、家庭菜園での余る野菜等に関しては、即実行に移したいと思い 

ます。 

 ・私達は物の命を大切にしたい。粗末にすることは生きる価値がない。宇宙に礼拝。 

 ・日々、よく考えて生活の中に生かしていきたいと思います。 

 ・すべて。 

 ・2人暮らしになったことで、賞味期限を長くしたいと、どうしても食品棚の奥から商品 

を取り出すことが多かったのですが、手前から買っていくこと。少量のものにすること 

にします。家にあるものは、重ねて買わない。少しぐらい期限が切れても良いと考えを 

変えたいと思います。 

 ・私は農家の主婦です。食品ロス削減をしてくださいまして、ありがたく思っています。 

 ・買いすぎに注意したい。 

 ・できるだけ食べ残しを出さないようにしたい。 

 ・今、実践している。生ごみ堆肥作り。食品はたくさん買い込まない。 

 ・なんと日本人が一番に。 

 ・フードドライブに関連するこども食堂の運営について、今後人口減少により、オーバー 

に食材が集まらないか心配。 

 ・野菜の皮等からダシをとること。無駄な買い物。 

 ・分ければ資源、捨てればゴミ、という言葉を知った。 

 

 



 ・今、取り組んでいるのは、安いからと買いだめはしない。ついつい買いすぎて使えなく 

なってしまったものが多くあったので。今は、必要な物を必要な分だけ買う。買いに行 

って安かったらラッキーと思うようにしいる。作りすぎないこともやっている。余った 

料理は次へリメイクするようにしている。 

 ・野菜作りをしていますが、やっちょん広場へ出荷をしていますが、買い物に来ているお 

客さんが求めるきれいな物は無農薬では作れませんが、私は無農薬で作っていますが 

残ります。 

 ・買い物で食品を手前から取ること。 

 ・ゴミを増やさないよう、賞味期限の意味を頭に入れ、食品ロス削減に心かけていきたい 

と思います。 

 ・まず、賞味期限にあまり敏感にならず、切れていてもどんどん使おうと思いました。買 

ったものや作ったものや野菜の捨てる部分などを冷凍して、うまく利用していこうと 

思います。 

 ・冷蔵庫の整理。使い切れる分だけ買う。 

 ・野菜の皮、芯などをきれいに洗って冷凍しておき、たまった時にスープなどにして、カ 

  レーなど、炊いてみたいと思います。 

 ・今現在、特に食品ロス等やってないので、これからも現状のまま取り組んでいきたいと   

  思います。 

 ・家族が夫と 2人になって、毎日の食事の中でどうしても野菜が食べきれなくて、捨てて 

しまうことが多い。近所に商店もなく、ついたくさん買ってします。保存の工夫をして 

食品ロスを避けたい。 

 ・冷凍庫やパントリーがいっぱいだったので、あまり買い物をしすぎないようにして備蓄 

を減らしていこうと思った。売り出しのちらしで毎日ついつい買い物に行ってしまっ 

ていた。安い時についつい買いパントリーをいっぱいにしていたので、やめようと思う。 

半額とかのものを買うようになったが、いつか食べるだろうというのはやめて、食事・ 

料理の計画をしっかり立てていこうと思います。 

 ・買い物の仕方、消費の仕方を変えたい。 

 ・生ゴミ処理機の使用。してみようと思いました。 

 ・必要な分だけ買う、今必要でない物は買わない。ロスをなくしていきます。 

 ・買い物の時のメモ（無駄買いしてない）、手前から取る、賞味期限を見直す。 

 ・買い物をするときに食品期日の新しい商品からと思って買い入れていましたが、前から 

買い入れしようと思いました。 

 ・畑でとれた野菜は近所に分けて食べていただけるようにしたい。また作りすぎないよう 

にしたいです。 

 ・料理は少なめに作って余ったら冷凍したり、密封容器に入れ食べています。生ゴミは少 

ないですが、全て堆肥として活用しています。これからも続けます。 



 ・家庭から食品ロスを削減していきたい。 

 ・できるだけ気を付けて実践していきたい。できるところから。 

 ・茶色くなったバナナを買おうと思った。 

 ・食品ロスを減らすため、明日からも工夫、実行しようと思いました。 

 ・家庭でできること、工夫を実践。野菜の皮・芯・さやをベジブロスに、などの調理をす 

る。 

 ・野菜、牛乳等の家で余った物を違うものに変えられることを勉強できたので、自分もし 

たいと思う。 

 ・捨てる物に注意して行動を行なう。 

 ・生ゴミはなるべくは畑に埋めようと思いました。 

 ・買い物に行った時に、手前から取ろうと思いました。 

 ・オリンピックの食品ロスはテレビで放映して知っていましたが、私達の身近でもたくさ 

んあることを知り、生活の中で一つずつでも実践しようと思いました。 

 ・賞味期限切れ食品の賞味する、人に教える。 

 ・買い置きをしないこと、食べきることに気をつけます。 

 ・「賞味期限」の考え方がよく理解できました。捨てないよう、大量に購入しないよう実 

践してみます。 

 ・買い物は空腹時には行かないように実践。 

 ・生ゴミは畑で土に埋めて肥料化します。私も柿畑を持っており、ＪＡに出せない規格外 

の柿は周囲の方や知人に配りたいと思います。 

 ・野菜の使う量（食べきれる量）、野菜の皮をスープのだしにする。 

 ・空腹で買い物に行かないよう、家族に伝えます。64％多目の買い物をしないよう気を付 

けます。 

 ・買い物に行くときは、小腹を満たして行く。 

 ・消費期限の切れた商品の利用を行なっていきたい。従来から期限切れの商品は捨ててい 

たように思う。 

 ・フードドライブ。こども食堂等に対し、米や野菜、自家用余りの活用。 

 ・普段から心掛けている。 

 ・「できる事はする！」いろいろありました。 

 ・生ゴミの水分をとってからごみ出しをしたい。分別を今まで以上して徹底したい。 

 ・賞味期限の見直し。 

 ・野菜の半干し。ベジブロスはやってみたいのですが、有機野菜に限定されるので難しい 

と思いました。農薬を使わない食品を手軽に手に入る橋本市になってほしいです。 

 ・コンポストは一度利用したいと思います。食品ロスについて、より深く考えるようにな 

りました。 

 



 ・出来る事を具体的にするようにして、みんなにわかるようにすべき。人によって理解に 

温度差あり。一人一人のスキルＵＰ。 

 ・スーパーなどで買う時は、手前から取るようにする。 

 ・食べ物を買いすぎない。もったいない、はケチではない。これから地球で生き残るため 

の知恵であると再認識した。恥ずかしがらず実践しようと思う。 

 ・自分は後期高齢者です。「もったいない」精神で育ってきた世代なので日常生活で食品 

ロスの取組みはできているなと思いました。フードドライブの取組みが広がったら、協 

力したいとは思いました。（災害用に備蓄しているものなど食べきってしまえない場合） 

・お腹を空かして買い物に行かないようにします。水の賞味期限が計量法からきていると 

は知りませんでした。今後機会があれば、みんなに話してみたいと思います。食品ロス 

削減は、まずは足元の家庭から問題意識を持って取り組みたいと思います。 

 ・食品ロスを出さない（リデュース）のために、食品ロスを記録することから始めようと 

思いました。 

 ・今までも気をつけていることですが、更に意識して行動します。不必要に食品を買いす 

ぎないこと、生鮮品の手前取りを今まで以上に実践すること、食べ残しをしないこと。 

講師先生の「水道の蛇口を閉める」を肝に銘じます。 

 ・食材を適切な量購入して使い切る工夫については、自分でももっと調べて取り組んでみ 

たいと思いました。 

 

 

５．映画「もったいないキッチン」について ～（会場参加） 

 ・すべての場所でのもったいないキッチン。とても興味深かったです。昆虫を食べておい 

しいと目隠しをして食べている様子、ナスのへた、意外でした。一度アイマスクで食べ 

てみようと思いました。野草の食事もやってみたいです。 

 ・思った以上に良い映画だと思いました。お寺のお話は最高に良かった。あいりんの話も 

良かった。もったいないと思えることが幸せ。プラゴミの話も勉強になる。大変勉強に 

なりました。今後とも映画上映があるとよいと思った。 

 ・工夫次第で無駄をなくす。 

 ・コンビニの食品ロスの多さにびっくり。消費期限を超えるものはすべて廃棄される。 

  もったいないキッチンで料理、とうふハンバーグおいしそうでした。 

 ・「食べ物を捨てるということは命を捨てること」印象的な言葉でした。「もったいない精 

神」の国、日本で改めて食品ロス削減について考える意味で良い映画でした。 

 ・残り物に愛を。実際は難しいかも。 

 ・その一歩は認識を変え、態度を変えること。メッセージを受け取りました。 

 ・反省しました。心得ます。 



 ・台所を預かる氷魚の心がけは大切だと思います。無駄にしないように心がけようと思い 

ます。 

 ・今回、この映画が鑑賞できるとのことで参加しました。世界平和といっても一人一人の 

心の変革から始まるんだと思いました。コンビニができて、私達の生活は常に食品を手 

にすることができます。その反面、地球環境を破壊しているんだと思う。廃棄される食 

品を出さないために企業の工夫が大事に思う。また、国の政策をどんどん変えていかな 

いといけないと思った。 

 ・紹介されているような、そういった活動が増えるとよい。 

 ・昔、子どもの頃、ご飯（お米）を残したら目がつぶれると親より言われたことを思い出 

します。必要以上な量、物を買わないようにすることを考える。 

 ・おなかが減りました。 

 ・この手の話はあちこちで聞く。 

 ・「もったいない」が見える化できた。139ｇ実感できた。すばらしいワークでした。 

 ・私は作った物をたべるので、食べたい物を作っています。 

 ・自然の中で育てられた農業が有効活用されている。 

 ・食べ物は生命だと思ったら、簡単には捨てられない。単なる物だと思ってはいけない。 

 ・明日からと言わず今日からもったいない精神で頑張りたいと思います。もったいないと 

思えることが幸せと言っておられたのが心に残った。本当だなと。 

 ・それぞれ自分の取り組むことのできる「もったいないキッチン」を実践すればと捉えた。 

  映画に出てくる方々の取組みはすばらしいものだと考えさせられました。 

 ・いろいろな角度から食べることと、食品の大事さを教えていただきました。 

 ・物流のシステム（会社のルールなど）がロスを生み出しているのがすごい勿体ないこと 

だと思った。いろんな視点から食品ロスについて考える映画でとても良かった。みんな 

がこの映画を見てほしいと思います。学校でも子どもの頃から関心を持たせるのに利 

用しては。 

 ・面白かったです。子どもたちに見せたいと思いました。 

 ・内容は良かったが、後方の席から訳文は読みづらかった。 

 ・海外向けのビデオでしょうか？食品ロスはなかなか難しい問題ですね。野草や虫を食べ 

たり、それだけしていれば良いという時代ではないので、原始的な生活は無理です。 

 ・捨てるということは、命を捨てると同じである。 

 ・わかりやすく良かった。一人一人の心がけが一番大事ですね。 

 ・食べ物を捨てることは命を殺すことと同じ…心に残る言葉。 

 ・リサイクルも大事だけど、リユースがもっと大事だと感じました。 

 ・字幕が早く消えるので、わかりにくかった。 

 ・時間の都合上、途中までしかみることができませんでした。コンビニ食品の廃棄シーン 

がありましたが、その量の多さに驚きを隠せませんでした。 



 ・多くの情報をいただきました。そもそも日本人は「もったいない」文化だったのに、特 

に食が欧米化で変わってしまった。今の技術も必要でも昔の文化を忘れたくないと思 

いました。学校でも上映してほしいです。 

 ・日本のあちこちで無駄なく生きている人たちがたくさんいるということに感動しまし 

た。自分が憧れてきた世界がありました。 

 

６．食品ロス問題で一番気になることは？ 

 ・性格的にたくさんの物を買う人なので、その点を考え直さないと、と思いました。 

 ・水の賞味期限は、よく知らなかったので、役立った。賞味期限の切れた水を安心して飲 

みたいと思った。 

 ・必要以上の買いだめ。 

 ・食品ロスのリサイクルに力を入れるのではなく、余計に作りすぎない、買わないことが 

大事。 

 ・「清潔好き」「もったいない精神」の二面性のある日本人ですので、この運動を進めてい 

くのに難しさはあると思いますが、真面目な日本人は理論がわかれば前向きに取り組 

んでいけると思います。 

 ・我が家の食品ロス問題。食事をとれない子どものいる現実。 

 ・食品を大切に生かす。無駄にしないこと。皆に伝える。 

 ・それを作った人の苦労、心遣いを自分事としてロスにする前にちょっと考えてみること 

が大切だと思います。 

 ・知らないことが多いので、少しずつ勉強したいと思います。 

 ・食品の廃棄が多いこと。 

 ・商品に期限の月日がもっと研究したらよいと思います。 

 ・企業の食品ロスが多いことを減らす取り組みを今後どうしていくか。 

 ・食事と向き合う態度、感謝すること。 

 ・包装を少なくする→今の生活の見直しをすることが大切。今はゆっくり生きることがで 

きていない。 

 ・バイキングで食べ残すマナーの悪い人。 

 ・家庭の生ゴミ量の多さ。 

 ・公害 

 ・フードドライブの認知を増やす！ 

 ・食品ロス削減で世界は救われるのか。無駄が多いのはダメだよなと思った。 

 ・個人の意識の問題ではない。国の政策としてどうなのか。一自治体でできることはしれ 

ている。 

 ・たくさん買わない。3 日分以上買わない。 



  ・大量の食材廃棄。 

  ・貧困の人たちに食べれる食材が捨てられていることが本当にも直さないとと思う。 

（捨てられないと思う） 

  ・作りすぎ！！ 

  ・生ゴミを土に埋めるとメタンガスが出て地球温暖化を促進するため、取りやめになっ 

たとのことですが、橋本市では生ゴミの堆肥を全市あげて推進しますが、温暖化（メ 

タンガスの発生）に逆行していませんか？ 

  ・まだ食べれるものを捨てていること。 

  ・自分が取り組んだところ、他に影響を及ぼし集団としてやるにはどうすればいいのか 

と考えていく問題。 

  ・食べられない人がいる中、まだたべることのできる食品を捨てるのは悲しい。 

  ・食べ残しが多いので、それを減らすためにお店の工夫も進めてほしい。賞味期限で多 

く捨てられていること。 

  ・家庭の生ゴミが多い。 

  ・賞味期限表示は、未開封の時の期限ではないでしょうか？開封後の期限はどうなりま 

すか。温度帯によっても違うと思いますが。開封してからも賞味期限まで使用可能で 

しょうか？賞味期限が過ぎた後に開封した場合、いつまで食べられるのか？ 

  ・日本における食品ロス削減活動と外国（例えばアフリカ）の飢餓者の救済の関係。 

  ・食べられるのに捨てる、賞味期限が近いからといって捨てる。事業者の意識です。消 

費者にも問題があります。 

  ・我が家では食品ロスはほとんどありません。10 日間のメニューを考えて買い物して 

います。 

  ・賞味期限と消費期限。キズモノ、規格外の食品の上手な利用法。 

  ・食品を買いすぎること。 

  ・まだ食べられる食品を捨てる事。有効利用の問題の解決策。 

  ・食品ロスを少なくするためにスーパー（コンビニ）に行くときは、買い物メモをして 

いくことが必要だと思った。 

  ・海外での食品ロスを削減する対策。各国の中でも日本は食品ロスの多い国として挙げ 

られていました。逆に食品ロスの少ない国はどのような対策をしているのか。いくつ 

かのご紹介はあったお思いますが、その他にまだ対策があれば知りたいです。 

  ・賞味期限切れでも色々な使い方があることを知りました。 

  ・食品ロス問題は、まだまだ一般で話題となるものになっていません。自宅で残った（残 

るであろう）食品の活用方法や賞味期限の認識を広げることが大切かと思います。 

  ・食べ残し。 

  ・農家の人たちが諸事情により出荷前の農作物をトラクターで処分しているニュース 

報道。スーパー等での大量の売れ残り商品があり、2～3割引き、半額販売の現状。・ 



  ・果物、野菜の長期保存方法を知りたい。特にバナナ、玉ねぎ、ジャガイモ、白菜など 

常時使うものについて知りたい。 

  ・生産者が捨てている野菜。 

  ・継続性の重要が大切であります。 

  ・格差が生活に即つながっている。食費しか削るところがないという人。平気で残し捨 

てる人。差が大き過ぎます。 

  ・必要な物のみの買い入れ。 

  ・食品は常に大切に食べていますが、どうしても生ゴミが多く出ます。マンション住ま 

いにはコンポストがありません。生ゴミを再生しても利用するには限界があります。 

韓国ソウルのような生ゴミポストが欲しいです。生ゴミをゴミにしたくないですが、 

利用に限界があります。 

  ・各人の温度差大。低レベルの人スキルＵＰ。学校、会社などで定期的に学ぶこと、大 

事。 

  ・考え方ひとつだと思います。 

  ・身土不二、地産地消など、子どもの頃から教えていかないと、と思います。 

 

７．その他  

  ・すべてとても良かったです。たくさんの方に食品ロスのことを伝えていきたいです。 

  ・大変盛りだくさんの素晴らしい内容を見聞きできて良かったと思いました。 

  ・良いお勉強になりました。 

  ・廃棄される野菜も食べれるところはいっぱいあるので、それをあえて出荷して消費者 

に理解してもらう。 

  ・今後とも食品ロス削減を含め、SDGｓ推進に取り組んでいきたいと思います。 

  ・病気の夫と 2 人の生活に社会との断絶の中で、自分たちの生活に追われるだけの毎 

日から、社会に目を向け関心を持っての生活に立ち返れそうです. 

  ・自分一人では生きていけない。いろんなこと、生きていることに関わってくださって 

いる人たち、感謝の気持ちを忘れないようにしよう。 

  ・ＪＡサイトを覗いてみよう。 

  ・橋本市でフードバンクがもっと広がれば良いと思います。 

  ・自分の住んでいる市が、このような取り組みをしていることがすごいと思ったし、嬉 

しく思いました。子どもにも伝えて、家族でできることからしたいと思います。 

  ・１番から 7番までとっても勉強になりました。今日、出席できて井出先生のご指導、 

心より感謝です。ありがとうございました。井出先生のお言葉、全て理解できました。 

よいお話でした。よい企画だと今後もよろしくお願いします。 

  ・大変勉強にまりました。ありがとうございました。 



  ・大量生産→大量消費の高度経済成長期の考え方を改めて、命を大切にする生をします。 

   まず、賞味期限にこだわらず、手前の商品から購入します。 

  ・市民に向けての話をするなら、ピンクの服を着ている人を後ろにしてもらってもよか 

ったのではないでしょうか。服を揃えない方が自然。講座を受けた人は良く知ってい 

るので、他の人たちを前にして、よく見えるようにした方が効果があるように思いま 

した。企画は良かったです。子どもたちにも聞かせたい内容でした。映画は子どもた 

ちにも見せてください。これからの人たちに！ 

  ・上映時間が長すぎる。 

  ・食品ロス以外のロス、衣料・金属・陶器等、いろんな分野にて活かせるシステムを考 

えていくのも大切ではないでしょうか。 

  ・それぞれが自分たちの立場のみで話されているにすぎない。これからどのように進め 

ていけばよいのか。ステップアップの仕方は？ 

  ・色々と参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

  ・食品ロスからプラスティック問題、放射線問題と、とっても大きな問題に広がります。 

  ・講師一方通行、質問時間がいる。アンケートに記入しても回答方法がない。 

  ・マイクテストなど、事前準備、段取り悪い。 

  ・食ロスの映画を各公民館で上映して、皆に知ってもらったらよいと思った。 

  ・音響の不具合。 

  ・日本の食糧自給率の少なさには、本当に危機感を覚えます。農業、酪農、漁業など、 

食に直接関する産業の発展を心から望みます。フードドライブの拠点をぜひたくさ 

ん作ってほしいです。 

  ・買って保存していた物が、傷んで食べれなくなっているということが、たまにありま 

す。もっていないので、これからは注意したいと思います。 

  ・今まで食品ロスに関心があったが、今回の講演でお聞きし学んだことをこれからの生 

活に生かしていきたい。また、子どもたちにも伝えていきたいと思う。 

  ・井出先生のお話、本当に良かったです。 

  ・今日参加させてもらい、ありがとうございました。食品ロスから自然の竹串を食事と 

して自然の命をつなぐ生き方を学びました。本当に真剣に食品ロスを考えたいと思 

います。 

  ・贅沢が身につけば、なかなか元に戻るのは大変です。最後に食べ物を大事にします。 

  ・私が子どもの頃は食べ物を粗末にすると怒られた。残すともったいないと躾けられた。 

今の若い人たちは食べ物を残しても平気でいます。若者の考え方も変えられないで 

しょうか。 

  ・勉強させてもらって良かったです。まだまだ、わからないことがいっぱいあると思う 

ので、勉強会に参加したいと思います。自分でできる事から始めたいと思います。 

  



  ・現代に生きる私たちは、新しいものに恵まれすぎていると再認識しました。まだ食べ 

れるものであったとしても、コンビニ等で新しい食品を買って食べるといったこと 

が、割と頻繁に（しかも無意識に）あって、常日頃の自身の行動を見直す良いきっか 

けになったと思います。目の前にある新鮮な食品だけでなく、その裏に隠された食品 

ロスのことも踏まえて、今後はあるものでやりくりしていくよう、心掛けていきたい 

と思いました。 

  ・当市も生ゴミ分別、バイオガス化みたいなものを実践できないか。 

  ・日常生活の中で行政等からごみ処理について情報を得ていきますが、本日のご講演を 

聞き、改めて食品ロスについて再認識をいたしました。実行に移したいと思います。 

ありがとうございました。 

  ・市行政が行っているロス削減のＰＲ。 

  ・橋本市は環境に力を入れた街になってほしい。高速道路のゴミを見て悲しくなります。 

汚い街だと思います。環境の意識を育てるのは教育です。子どもの頃からその意識が 

大きく育つように教育機関で力を入れてほしい。もうこんな使い捨ての社会では、時 

代遅れだと宣言する街にしてください。 

  ・食品ロスの削減すら知らない人が多くいるのが現状であり、もっと知らせる機会を作 

るべき。これからが大変と思います。 

  ・私は古い人間です。前から食品ロスは気になっていました。今日の話は考えさせられ 

ました。また勉強にもなりました。 

 

 

オンライン参加 

５．事前の案内・配信・視聴等について 

  ・オンラインで受講したが、スタート時点、音声が聞こえにくかった。（司会、挨拶、 

くらし応援隊の発表） 

  ・最初の数分間、音声が聞こえづらかった部分もありましたが、概ね問題なく接続・視 

聴できました。チャットで迅速に対応してくださっていたので、不安もあまりなかっ 

たです。 

  ・冒頭、音声が聞こえなかったので、いささか焦りましたが、その後よく聞こえたので 

安心しました。今回の講演会の開催にあたり、オンライン視聴できるようにご尽力い 

ただきありがとうございました。 

   

 

 

 



・高齢者となり、外へ出かけるのが少しおっくうになってきた私は、イベントのオンラ 

イン配信があったらいいのになと思っていました。今回初めての試みとのこと、あり 

がとうございました。積極的なお取組みに心より感謝します。今後もよろしくお願い 

します。エントリーの仕方について初心者にもう少し理解しやすくしていただけれ 

ばありがたいです。バックヤードの余計な音を拾わないようなマイクの管理をお願 

いします。 

 

 

7．その他 

  ・今回、急な都合で会場へお伺いすることができず、オンライン配信を視聴しましたが、 

どこからでも参加できるのはとても画期的で、ありがたいと感じました。静かな講演 

会に子どもを連れて行きづらいと感じる子育て中のパパママ、人が集まる場所に不 

安のある方、その他様々な理由で会場に来られない方が、イベントに参加するハード 

ルを下げることができると思います。初めての試みでご苦労も多かったと思います 

が、ぜひ継続してほしいです。準備や当日の運営、大変お疲れさまでした。 

  ・次回、楽しみにしています。 

  ・消費生活アドバイザー（兼・消費生活相談員）の資格を持っております。当然のこと 

ですが、消費生活に関する問題にはことのほか、強い関心を持ちながら暮らしており 

ます。貴部署のＬＩＮＥ登録もしております。今回のような、素晴らしい講演会を、 

今後また開催していただければ幸いです。このたびはありがとうございました。今後 

ともよろしくお願いします。 

  ・スタッフの皆さま、大変お疲れさまでした。何事も初めはなかなか自分で思うように 

はいかないものです。これからも回を重ねてブラッシュアップして、より素晴らしい 

ものに作り上げてください。事業を企画して、それを実施するにはスタッフ皆さんの 

大変な努力とパワーが必要です。皆さんの頑張りに期待します。ありがとうございま 

した。 


