
食品ロス削減にもつながる
リスクコミュニケーションの取組について

徳島県 危機管理環境部
消費者くらし安全局 安全衛生課
住友 寿明



〇 エコクッキングショー（H29）
食品ロスを削減するため、余った食材を有効活用するクッキングショー

〇 フードドライブ活動（H29）
NPO法人「エコみらいとくしま」でフードドライブ活動を開始

〇「作って、食べて、食品ロスについて考えよう」 （H29）
自ら食材を選び調理することで食品ロスを考える、小学生向けイベント

〇 徳島県食品ロス削減セミナー
「ノー・フードロスチャレンジ！in 美馬・阿南」（Ｈ30）
食品ロスをテーマにした講演、パネル展示、エコクッキング教室等

〇 徳島県食品ロス削減セミナー
「ノー・フードロスチャレンジ！in 徳島」（Ｈ30）
食品ロスをテーマにした講演、トークセッション、パネル展示等

平成29～30年度 徳島県における食品ロス削減の取組
～徳島県 危機管理環境部 環境首都課～

エコクッキングショー フードドライブ 小学生向けイベント 食品ロス削減セミナー



〇 食品ロス削減アイデアコンテスト
各家庭で取組可能な食品ロス削減のアイデアを募集

〇 ユース世代等取組交流会～減らそう！食品ロス、学ぼう！SDGs～
ユース世代対象の「食品ロス削減」を主なテーマとした取組交流会

〇 食品ロス削減啓発・4K動画
食品ロス削減に向けた機運を醸成するため、動画を作成

〇 食品ロス削減月間における集中キャンペーン
食べきりキャンペーン、フードドライブ、クッキングバトル、食品

ロス削減学習タイム等

〇 食品ロス削減全国大会in徳島
令和元年10月30日、徳島市で開催

令和元年度 徳島県における食品ロス削減の取組
～徳島県 危機管理環境部 環境首都課～

食品ロス削減啓発・4K動画



〇 先進事例発表
・スーパーマーケットのフードバンク事業に関する取組
・学校給食を通じ、食品ロス削減や地場産業の重要性について学習する取組

〇 基調講演
「マルチステークホルダーで取り組むエシカル消費と食品ロス削減」
坂野晶氏（特定非営利活動法人ゼロ・ウェイストアカデミー理事長）

〇 トークセッション（テーマ： ICTを活用した食品ロス削減）
企業、民間団体、自治体等におけるICT技術を取り入れた食品ロス削減の方策、

取組みを紹介

〇 大会宣言
「食品ロス削減を推進し、美しく魅力あふれる環境を次代に継承していくこと」

食品ロス削減全国大会in徳島

令和元年１０月３０日、徳島市で開催

主催：徳島県、徳島市、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 共催：環境省、農林水産省、消費者庁

先進事例発表 基調講演 トークセッション 大会宣言



〇 スーパーマーケットにおける店頭キャンペーン
ポスターの掲示、アンケート、啓発グッズの配布等

〇 食品ロス削減学習タイム
小学校で食品ロス削減を考える出前授業を実施

〇 とくしま食べきるんじょキャンペーン
協力店で残さず食べきれば景品が当たるキャンペーン

を実施

〇 フードドライブ ～「もったいない」を「ありがとう」へ！～

全庁を挙げたフードドライブを実施

〇 食品ロス削減啓発パネル展
県庁内のホールで食品ロス削減啓発パネルを展示

〇 食品ロス削減エコクッキング動画
食品ロス削減エコクッキング動画をYouTubeで配信

令和２年度 徳島県における食品ロス削減の取組
～徳島県 危機管理環境部 環境首都課～

10月の食品ロス削減月間にあわせてキャンペーンを実施

食品ロス削減学習タイム

パネル展 フードドライブ

店頭キャンペーン

食べきるんじょキャンペーン

エコクッキング動画

※今後の予定：徳島県食品ロス削減推進計画を策定



これらを食品ロス削減にもつながる取組へ！

食に対する不安が高まっている中、リスクコミュニケーションが重要！

☆ リスクコミュニケーション、出前講座、リスクコミュニケーター養成等、
食の安全安心に係る各種取組を推進

徳島県 危機管理環境部 消費者くらし安全局 安全衛生課の取組

食品に関するリスクコミュニケーション



賞味期限：おいしさが保証される
期間

消費期限と賞味期限の違いは？

消費期限：安全に食べられる期間
賞味期限が切れても
すぐに食べられなく
なるわけではない！
廃棄せず有効利用可

今まではこれを説明してきたが 今後はこれについても説明

〇 リスクコミュニケーション等において・・・

この様な表示がなくなり
食中毒や食品ロスが減少

〇 食品表示に関する出前講座等において・・・

保存料
無添加

安全
安心

食品添加物等の安全性
と役割を正しく理解

食品添加物等に関する
正しい知識の普及啓発

リスコミ

食品ロス削減にもつながる取組へ

リスク
コミュニ
ケーター

消費者



〇 関係団体と連携した取組（効果的なリスコミ）

〇 学校等と連携した食の安全安心に関する取組

〇 事業者と連携した取組

〇 食品安全リスクコミュニケーターの養成

〇 食品安全シンポジウムの開催

食品に関するリスクコミュニケーションの取組実績

※消費者庁と徳島県の連携による、全国展開を見据えたモデルプロジェクト



関係団体と連携した取組
（効果的なリスクコミュニケーション）

関係団体と連携してシンポジウム形式のリスクコミュニケーションを実施
（連携先：徳島県薬剤師会、日本食品安全協会等 テーマ：健康食品、食品添加物）

より効果を高めるプログラムとして、基調講演に加え公開ミニ講座を実施

批判的評価リテラシーを涵養することが重要

〇 公開ミニ講座とは？
楽しく笑いのあるパネルディスカッション
専門家、消費者、お笑い芸人による大喜利を模したQ＆A形式

「徳島モデル」として全国展開

公開ミニ講座基調講演

効果測定



学校等と連携した食の安全安心に関する取組

〇 食品添加物等の安全性確保 安全は量の概念で考える

〇 消費期限と賞味期限の違い 賞味期限が切れてもすぐに食べ
られなくなるわけではない

食品ロス削減にもつながる取組を目指す

食の安全に対する意識は高まるが、安全性確保の概念についての理解が不十分

ジュニア食品安全ゼミナール
（小・中学生対象）

食品表示ゼミナール
（高校生対象）

知って得する！食の安全
（子育て世代対象）

・食品表示制度
・栄養成分表示の活用

・安全性確保の概念
・アレルギー表示の見方
・食中毒防止（手洗い実習）

・食品表示制度
・栄養成分表示の活用
・農薬、健康食品等

効果測定

今後、重点的に伝えること



〇 事業者による講義
リスクコミュニケーターを養成する講座に事業者を招き、先進

的な取組を紹介し、受講者と意見交換を行う。

〇 ケーブルテレビを活用した取組
事業者が実施する食の安全安心に関する取組を、ケーブルテレ

ビの番組で紹介する。

事業者と連携した取組

〇 体験型リスクコミュニケーション
消費者が事業者を訪問し、現場を見学するとともに意見交換を

行うことにより、食の安全安心についての正しい情報を共有し、
相互理解や信頼関係を深める。

これに加えて

体験型リスクコミュニケーション 事業者による講義 ケーブルテレビを活用した取組



食品安全リスクコミュニケーターの養成

〇 徳島県消費者大学校大学院に
「食品安全リスクコミュニケーター養成・食品表示コース」を開講

〇 食品安全に関する正しい知識を持ち、その情報
を発信して消費者を合理的な選択に導くリスク
コミュニケーターを養成（H30～R1の2年間で70名養成）

「徳島モデル」として全国展開

食の安全
安心 正しい

知識

専門家や事業者による講義 グループワーク リスクコミュニケーションツール

リスクコミュニケーターの活動が食品ロス削減にもつながる



食品安全シンポジウムの開催①

〇 全国からの先駆的事例報告

〇 徳島モデルプロジェクト報告

先駆的事例を検証し、多様な主体・手法
によるリスクコミュニケーションの推進に
関する意識を醸成

「徳島モデル」全国展開の第一歩目

・「徳島モデル」を全国展開するにあたり、
パネルディスカッションや意見交換会で
問題点や課題等を検討

・消費者庁と徳島県の取組を報告

☆ 先駆的事例を検証するとともに、「徳島モデル」の今後の展望
について考える「食品安全シンポジウム」を開催（H31.2.28）

〇 効果的なリスクコミュニケーション
〇 食品安全リスクコミュニケーターの養成

徳島モデル



〇 効果的なリスクコミュニケーション

・普段食品の安全について興味を持たない者にもアプローチでき、
理解しやすい内容である。

・お笑い芸人が登壇し、リラックスした中で知識を
共有すれば、参加者の理解が深まる。

〇 食品安全リスクコミュニケーターの養成

・養成カリキュラムの内容が広範囲かつ高度であり、短時間で詰め
込みすぎの傾向にある。

・講義の内容については、ある程度焦点を絞る必要がある。

・身近な者が伝えると伝わりやすい。

食品安全シンポジウムの開催②

パネルディスカッションにおける意見等



Q：食品の安全について関心の薄い人に対して、いかに伝えるかが重
要である。どのような取組を行うのか？

A：身近な人から話を聞くと伝わりやすいため、リスクコミュニケー
ターを養成するなど地道な取組を継続する。
相手の関心が高いツールを活用し、楽しく面白く伝えていくこと
が効果的であると考える。

Q：リスクコミュニケーターには基礎的な知識が必要である。これを
維持するため、どのような取組を行うのか？

A：リスクコミュニケーターに求める知識のレベル
を明確にした上で、フォローアップやメディア
リテラシーに関する教育が必要。

食品安全シンポジウムの開催③

参加者との意見交換



効果的なリスクコミュニケーション
（基調講演と公開ミニ講座）

食品安全リスクコミュニケーターの養成

「徳島モデル」として全国展開

食の安全安心だけでなく、食品ロス削減等も視野に入れた取組

徳島県 危機管理環境部
消費者くらし安全局 安全衛生課 食品表示企画担当
電 話 ０８８－６２１－２１１０
ﾌｧｸｼﾐﾘ ０８８－６２１－２８４８
電子ﾒｰﾙ anzeneiseika@pref.tokushima.jp

全国展開に関するお問合せはこちらまで

ご清聴ありがとうございました


