
世田谷区食品ロス削減推進計画素案への区民意見募集結果概要 

 

１ 募集期間 

  令和４年１月４日（火）～１月２４日（月）まで 

 

２ 周知方法 

① 区のお知らせ「せたがや」令和４年１月１日号 

② 区のホームページ 

③ 閲覧場所での資料配架 

区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、総合支所くみん窓口、出張所、まちづく

りセンター、図書館、エコプラザ用賀、リサイクル千歳台、清掃・リサイクル部事業課 

   

３ 意見提出者数 ４９名 

  （内訳：ホームページ６件、はがき４３件） 

 

４ 意見件数  ５８件 

 

５ 区民意見概要及び区の考え方 

 

 

（１）計画全体 ９件 

意見の概要 区の考え方 

基本理念に賛同する。目標通り達成される

ことを期待している。 

計画に基づき着実に食品ロスの削減に取り組ん

でいきます。 

食品ロス削減をするとどのようなメリットが

区民にあるのかが分からない。 

（同趣旨のご意見 １件） 

食品ロス削減により、家庭での生ごみが減ること

に加え、区のごみ処理費用やエネルギーの削減、

ＣＯ２の排出を減らすことができるというメリットが

あります。 

現状に実感が抱けない。 

削減目標のような例示（１人あたり 1週間に

食パン 1斤の削減）があると良い。 

表現等を工夫し、食品ロスの現状を実感いただけ

るよう、今後の計画の周知や取組みの参考とさせ

ていただきます。 

食品輸入国なのだから行政も個人も常に

意識することが大事である。 

一人ひとりが日常生活の中で食品ロスの削減を

意識できるよう、計画を広く啓発していくととも

に、いただいたご意見を踏まえ、区民の皆様への

啓発など、着実に施策を実行していきます。 

ここ２～３年続くコロナ禍の時代、在宅勤

務、リモートで学習する子供たちの食事の

世話は親にかかっている。物価も上昇して

いく今日、無駄のない買物を心掛け、ごみ

新型コロナウイルスにより区民の皆様のライフスタ

イルが大きく変化し、廃棄物の処理量が増加しま

した。外食が減少し、デリバリー、持ち帰りなど家

庭消費が増加したと予想されますので、社会状況



減量を努力したいと思う。 に合わせた効果的な食品ロス削減の取組みを区

民・事業者の皆様に働きかけていきます。 

食品ロス削減推進計画（素案）が現時点で

は抽象的な内容の為、可能な限り具体的

内容を区民に示すべき。 

本計画では、区民・事業者・行政それぞれが取り

組むべき内容を示した上で、区が展開する施策を

記載しています。区民のより具体的な施策につい

ては、今後検討をさらに進め、取組みを区のホー

ムページ等でお知らせしていきます。 

計画は２０２６年で中間見直しとされている

が、最初の１～２年でどこまで浸透させるか

が重要で、２年目（２０２３年）で見直しすべ

き。 

食品ロスを含めた廃棄物の減量については、継続

的な取組みが必要です。短期間においては、コロ

ナ禍といった特殊な状況下のみならず、景気によ

っても増減があります。そのため、今回９年間の計

画期間とし、その中間年である２０２６年に区のご

み処理の基本計画の改定タイミングも踏まえて見

直しを予定しています。 

単身者比率が高い為、特に単身者と家族

向けに分けた具体的削減計画策定が必須

と考える。 

それぞれの世帯の状況や様々な年齢層の方にも

取り組んでいただけるよう、今後の計画の参考と

させていただきます。 

 

（２）計画の目標に関する意見 ４件 

意見の概要 区の考え方 

２０００年の食品ロス量の数字の出所を示

すべき。 

区の２０００年の食品ロス量は、東京都の２０００年

の食品ロス量から推計しています。 

減量の目安の食パン○○枚分がわかりや

すく面白いのでもっと知らしめると興味を

持つ人が増えるのでは。 

引き続き表現や例示を工夫して、区民・事業者に

おいて食品ロス削減の必要性ついての理解が進

むよう取り組んでまいります。 

目標の設定理由がわからない。 

（同趣旨のご意見 １件） 

削減目標については、ＳＤＧｓや国、都の個別計画

で２０３０年までに２０００年比で半減することを目

標としており、それらの計画との整合性を図ってい

ます。 

 

  



（３）計画の取組みに対する意見 ３０件 

意見の概要 区の考え方 

子ども達が主体的に活動して食品ロスをな

くすキャンペーンなど、区民を巻き込む施

策を打ち出してほしい。 

 

 

 

 

将来を担う子ども達への啓発は大切であると認識

しています。子ども達が主体的に活動して食品ロ

スをなくしていくための取組みとしては、Ｐ１１施策

１－２－１に具体的事業例を記載しています。 

食品ロスに関する意識調査における事業

者の数値をあげるような努力が必要。 

 

小売店や飲食店の事業者には、食品ロスの削減

に向けた協力を引き続き働きかけていきます。食

品ロス削減に取り組む事業者には、「せたがやエ

コフレンドリーショップ」への登録を促し、区のホー

ムページに掲載するなど積極的に支援していくと

ともに、利用する区民の皆様にも小盛注文や必要

量の購入など、自らも食品ロスの削減に取り組め

るよう呼びかけていきます。 

外食産業や食品加工業者に対しては、食

品の廃棄、ごみ出しに対し、課税する等の

工夫が必要だと思う。 

単身者が増えているなど、家族構成に変化

が見られているため、区内スーパーでの量

り売りを推奨し、パック販売を減らしていく

必要がある。 

海外ではバラ売り、量り売りが当然で、ドギ

ーバッグもどんな店でももらえた。 

残された消費期限に応じたスライド値段を

つける事業者を奨励し、消費者にその情報

を流す、という連携が必要。 

コンビニやスーパーなどは食品があふれて

おり、すべて消費するのは困難であるが、

違うものに加工したり、時間で割引きする

などの工夫が必要だと思う。 

世田谷区でこの課題に取り組む意味 

・ＳＤＧｓに対する区民の意識の高さ 

・生活の余裕による取組み可能な環境 

区が食品ロス削減推進計画を示すことで、誰もが

食品ロス削減に取り組めるよう計画に基づく様々

な施策を展開していきます。 

ＮＰＯとも連携し、具体的実行計画が必

要。各組織をつなぐ役割を果たすことが成

果を生むのでは。 

地域の課題解決に取り組むＮＰＯ法人との連携な

どは、身近なところでの食品ロス削減に重要と考

えます。各団体の自主的な取り組みが有機的に結

び付き、食品ロスの削減につながっていくような施

策を検討していきます。 

ＳＤＧｓが突然人の口の端にのぼるようにな

った事を考えるとやはり教育が大切と思

う。 

食品ロス削減に関する情報を各家庭に届くよう広

報誌やホームページ、アプリを活用して情報発信

していく予定です。 



世田谷区は事業系食品ロスの割合が高い

（６３％）ので、事業系食品ロスの削減に注

力すべき。 

 

 

東京都全体と同様、世田谷区も事業系食品ロス

の割合が高くなっています。事業所が主体的に取

り組めるように成功事例を紹介するなど、様々な

施策を展開していきます。また、飲食店利用時の

食品ロス削減への協力を呼びかけていきます。 

事業者と消費側が共同してどう削減に取り

組むか、具体的で検証可能な策を盛り込

むように。 

ご指摘の通り、事業者と消費者が共同して取組む

ことは食品ロス削減にとても重要です。今後計画

に基づき、小売店や飲食店などの関係事業者等と

共に検討していきます。 

個人として出来ることは、賞味期限・消費

期限の近い品物を購入し、ただちに消費す

ること。 

賞味期限及び消費期限を意識した買物と消費は、

個人で始められる行動であり、食品ロスの削減に

つながると考え、引き続き、削減に向けた行動を

呼びかけていきます。 

食べ物の大切さを教育することは重要であ

る。 

（同趣旨のご意見２件） 

 

食品ロスの削減において「食べ物の大切さ」を学

ぶ食育は重要であり、学校における食育も食品ロ

スの削減に有効な事業と考えます。学校生活の一

部である給食も含め、食品ロス削減を意識する機

会とし、また学校で学んだこと、体験したことが家

庭での取組みに広がるよう、普及啓発に努めま

す。例えば、食育講座の実施や、食育イベントの開

催を検討していきます。 

野菜の切りくずを活用した料理教室は参

加を希望する方が多くいると思う。 

調理時における食品ロスの削減は効果が大きいと考

えますので、例えば調理学校等と連携し、食品ロス

削減レシピのホームページ等での紹介などを予定し

ています。いただいたご意見は、今後の施策の参考

とさせていただきます。 

忙しい現代人は冷蔵庫に食材が残ってい

ても調理する時間がなく、お惣菜を買って

帰り、結局冷蔵庫に残った食材は期限切れ

で廃棄することも多い。食材をどの家庭に

もある調味料等で簡単に見た目も美しくお

いしいレシピの紹介があるとよい。 

（同趣旨のご意見３件） 

冷蔵庫内で余りがちな食品を活用したレシピを調

理学校等と連携して開発し、冊子やホームページな

どにより紹介することを検討しています。 



一般の人に生ごみ処理機購入費の補助を

するとか、行政で作った堆肥を安く売ると

かがあれば、ガーデニングにいいと思う。 

生ごみの廃棄については、まずは余分に買わない、

使い切るといった、生ごみの発生を抑制すること

（リデュース）が重要と考えます。次に、食材の再利

用や有効活用等（リユース）を促進し、それでも出

てしまう非可食部分の食品廃棄物（野菜くずや果

物の皮など）はご家庭でご利用いただく堆肥化等

（リサイクル）の取組みを推進していきます。いただ

いたご意見は今後の施策の参考とさせていただき

ます。 

行先のない生鮮食品を有効活用できるよ

う、区が先回りして対策を実施できればい

いと思う。 

新型コロナウイルスにより、区民生活だけでなく、事

業活動も大きな影響を受けました。そのような社会

状況に合わせ、事業者が食品ロス削減に取り組む

ことは、店舗や企業に対するイメージ、経営コスト等

の点からも効果があるものと考えます。 

生鮮食品の有効活用については、安全面の課題も

あり、今後の施策の参考とさせていただきます。 

区役所にスペースを設け、事業者より、廃

棄予定の商品等を寄付してもらい、生活困

窮者に無償で配布するとともに、区が作製

した啓発パンフレット等の配布や、動画放

映等を行えるのでは。 

ご意見いただき、ありがとうございます。余剰食品

の有効活用、効果的な啓発事業を展開する上での

参考とさせていただきます。 

ＣＯ２削減目標、プラスチック削減目標等の

環境問題や、エネルギー問題、格差問題、

災害対策などと連動した取り組みになると

よい。 

食品ロスは、ただ単に食品の無駄だけでなく、生産

から消費までのあらゆる段階において、エネルギー

や水の消費、温室効果ガスの排出等により、地球

環境へ負荷をかけており、そのことを分かりやすく

伝える取組みが重要であると考えています。 

食品を必要とする人や、施設に無料で提供

することも良いと思う。子育て世帯に、児童

手当とは別に、食品を現物支給するなどの

新しい仕組みが出来るといいと思う。 

区では、ご家庭で使いきれない食品を預かり、社会

福祉協議会に提供するフードドライブの取組みを

行っております。お預かりした食品は、社会福祉協

議会が、子ども食堂や生活困窮者の方に食品を無

償で提供しています。いただいたご意見は、今後の

施策の参考とさせていただきます。 



学校給食で栄養価を重視しすぎて無理矢

理な献立を作ってしまい、結果食べ残しが

多く発生していることも多いと思う。もう少

しシンプルで万人受けするようなものに出

来ないか。 

学校給食に関しましては、関係所管にご意見を伝

えさせていただきます。 

 

工場見学など子どものころから見学させる

のが一番よい。 

いただいたご意見は、今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

フードドライブの普及には、現在の持ち込

み条件をもう少し緩和すれば、持ち込み量

が増えるのではないか。 

食品ロスの削減に向け、まずは食品ロスがでない

よう、各家庭で消費しきることを啓発していきます。 

フードドライブはお預かりした食品が活用されるこ

とが前提となりますので、お預かりした食品が使い

きれず廃棄されることのないよう、提供先の社会福

祉協議会と意見交換をしながら、フードドライブ事

業の運用について検討していきます。 

賞味期限の記入を廃止し、消費期限のみ

にする 

 

まずは、期限内に食べきり、食品ロスが発生しない

よう区民の皆様に啓発を進めていきます。 

 

（４）食品ロスに対しての意見 １３件 

意見の概要 区の考え方 

「捨てない」を心がけてなるべく食品は早く

食べきる。賞味期限が長い食品に関して

は、社協を通して寄付している。一つの心

がけしだいで、生ごみは少なく出している。 

食品ロス削減へのご協力、誠にありがとうござい

ます。区民の皆様一人ひとりの取組みが合わさっ

て、大きな効果を生み出します。多くの区民が食

品ロス削減に取り組めるよう、今後様々な施策を

展開していきます。 
日頃から気を付けてごみを出さないように

している。 

食品ロスについてはとても深刻な問題だと

日々感じている。個人的に工夫しているこ

とは、計画的にスーパーで食品を買うこと。 

食品ロスをなくすために賞味・消費期限を

把握して、期限の短いものから食べるよう

に心がけている。 

期限が過ぎてもまだ食べられる物があると

思うので、自分の目と口で確認することが

できればいい。一人ひとりの気持ちが大切

だと感じた。 



賞味期限間近になって値下がりした食品を

積極的に購入したり、週１回冷蔵庫の中を

チェックする日をつくり、在庫を確認して無

駄をつくらない買い物をするなど、生活に

少しずつでも取り入れて行くよう心がけた

い。 

核家族またはお年寄り二人住まいが多くな

っているが、不必要な量の買い物が多い。

余って腐らせないよう、賞味期限の長いも

のほど少なめに買うことにしている。 

小学校からのチラシで「フードドライブ」を

知り、持参したことがある。「せたがやエコ

フレンドリーショップ」については、今回この

計画を拝見して知った。「フードドライブ」や

「せたがやエコフレンドリーショップ」につい

ては、関心を持っている人は多いと感じて

いるので、より普及していくと思う。 

より多くの方に「フードドライブ」や「エコフレンドリ

ーショップ」事業を知っていただくために一層広報

に努めていきます。 

 

個人としては、食品まとめ買いはなるべく

避け、週末毎にネットスーパーを利用し、必

要な分を作り食べるよう心がけている。 

食品ロスの削減には区民の皆様一人ひとりの心

掛けが非常に重要だと考えます。多くの区民が食

品ロス削減に取り組めるよう、今後様々な施策を

展開していきます。 

食品ロス対策が、二酸化炭素の排出削減

や、水資源の確保などの多様な環境問題

に、大きく貢献できるというアピールが、十

分になされていない。また３Ｒを進めるため

の施策が、ほぼ旗振りと広報活動に限られ

ていて、戦略性が不足していると思う。 

ご意見いただきありがとうございます。 

食品ロス削減が環境や社会問題の解決につなが

ることについては、より一層ＰＲに努めていきます。 

その他いただいたご意見は、今後の施策の参考と

させていただきます。 

新たなるプラットホームとはなにか スマー

トフォンアプリで何がしたいのか。 

新たなプラットホームという表現については、「食

品ロス削減に係る民間事業者の先進的事業」とい

う記載に修正しました。例えば、スマートフォンア

プリでは、民間のフードシェアリングアプリの利用

促進を考えています。 

消費期限などの表示を大きくしてほしい。

特に高齢者は見えないため、ロスしている

ことがある。 

いただいたご意見は、今後食品事業者等に対し、

お伝えさせていただきます。 



フードロスを意識したのは、小中学生やそ

れ以下の児童たちが１日１食しか食べられ

ない家庭があるという現実を知り、その人

たちのためにもフードロスはやってはいけ

ないと思った。 

食品ロスが大量に発生しているにもかかわらず、

毎日の食事を満足に摂ることができない家庭もあ

ります。そうした現状も示しながら区民の皆様一

人ひとりが食品ロスの削減に取り組めるよう、民

間企業の事例等も参考にしながら効果的な施策

を展開していきます。 

冷蔵庫内に何か入っているのか、ＡＩを駆

使してスマホに通知してほしい。 

いただいたご意見は、今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

 

（５）その他 ２件 

意見の概要 区の考え方 

引っ越しなどでごみが増える時期がある

が、回収などは事業者任せで自分事として

捉えられていない。 

区で指定額毎のごみ袋を売り、袋に注意書

き等記入しておくなど工夫が必要。 

ごみの分別方法等については、「資源・ごみの収集

カレンダー」を区内全世帯に配布するほか、区のホ

ームページや集積所看板に掲載しお知らせしてい

ます。また、集積所に出されたごみが正しく分別さ

れていない場合には、清掃事務所のふれあい指導

担当職員が直接説明に伺い、正しいごみの出し方

について理解いただく活動等を行っています。 

今後、区民の皆様に正しく分別をしていただけるよ

う、より一層の普及啓発をしていきます。 

飲食店が事業系ごみとして出さずに、一般

の可燃ごみの曜日に出している。 

事業者には、事業活動において出た廃棄物を自ら

の責任で適正に処理する義務があります。小規模

な排出に限り、事業者がごみや資源を事業系有料

ごみ処理券を貼付のうえで区の集積所へ排出する

こともできます。すべての事業者が自らの責任にお

いて、ルールを守った適正なごみの排出ができるよ

う指導をしていきます。 

 

 


