
消費者課題

食材を
上手に使って

食べ残しを減らせば、
ゴミは減らせる！

2009 年、2010 年 農林水産省
「食品ロス統計調査」より
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食卓から始めるサステナブルなライフスタイル提案
味の素グループは食品メーカーとして、皆様の食卓に「おいしさ」や「健康」だけでなくエコライフをお届けしたいと考えています。

それぞれのご家庭にとって、そして地球にとっても、健やかな「食卓」を実現すること。それが、味の素グループの願いであり、使命です。

味の素グループは、エコな商品の開発を追求し、エコなレシピやヒントをご提案することで、食卓からのエコライフを支援していきます。

　日本では年間約1,700万トンもの食品廃棄物が排出されています。

この廃棄物のうち、一般家庭からの排出量は1,100万トン。そのうち、

200万〜400万トンが可食部、つまり食べ残しや調理時の過剰除

去、食べずに直接廃棄したもので「食品ロス」といわれています。

　ご家庭からの食品ロスをなくすために、毎日の食卓から、一人ひとり

が食べ物を大切においしく食べ切る視点が大切です。

日本の食品ロスは…
DATA

　味の素グループでは、家庭でゴミになってしまう商品の容器包装

の環境配慮を進めています。2010年秋からはお客様にできるだけ

環境によい商品を選んでいただくために、商品のエコがひと目でわ

かる独自の環境ラベル「味なエコ」マークRを、2015年春より新たに

味の素ゼネラルフーヅ（株）の商品に「ほっとするエコ」マークの表

示を開始しました。

「味なエコ」マークR
「ほっとするエコ」マーク商品を通じて

商品やレシピ、広告を通じて、「食卓からのエコライフ」を広げる活動

「味なエコ」
マークR商品数

165品種
「ほっとするエコ」

マーク商品数

95品種
2015年8月現在

味の素（株）・味の素冷凍食品（株）
2015年8月現在

味の素ゼネラルプーヅ（株）

　Webサイトでは旬の食材をムダな

く使い切る提案や、プロの料理人の

知恵やアイデアが詰まったエピソード、

皆様から募集したレシピ、子どもたち

の食エコ活動などを紹介しています。

 P103　環境：容器包装に配慮した「味なエコ」マークR、
　　　　「ほっとするエコ」マーク商品を広げる   参照

 食卓から始めるエコライフ＞エコうまレシピ
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/ecouma/  リンク

　毎日のお料理は、ご家庭で今日からすぐにエコライフを始めるチャ

ンスです。そこで、味の素（株）では、毎日のお料理の中で「エコ」で

「うまい（美味い・上手い）」、すなわち「エコうまR」なアイデアやレシ

ピを広げる活動に取り組んでいます。

「エコうまレシピR」を通じて

※　「味なエコ」マーク、「エコうま」、「エコうまレシピ」は、味の素（株）の登録商標です。

食材を
ムダなく
活用！

「旬」の
食材を
選ぼう！

手際よく、
簡単に！

おいしいは、エコロジー

「そのエコバッグ、
エゴバッグになっていませんか。」
エコバッグを持つことだけで満足せず、食材を
使い切ることの大切さを呼びかけています。

広告を通じて
　味の素グループでは、企業広告を通じて食卓からのエコライフ

のヒントを提案しています。さらに2014年7月から、わかりやすくお

伝えするために一部動画で制作し、Webサイトで公開しています。

「EDO時代、ECOヒント」篇
EDO時代の食生活に学ぶECOのヒントを紹介。

動画版も公開中です。

「もったいない」篇
「消費者のためになった広告コンクール」雑誌広告部門 経済産業大臣賞／
ベストパートナー賞 ほか受賞

 新聞・雑誌広告のご紹介
 http://www.ajinomoto.co.jp/kfb/cm/newspaper/  リンク

119 味の素グループ サステナビリティレポート 2015



消費者課題

　味の素（株）では、2010年度より（一財）グリーンクロスジャパン

が実施する「みどりの小道」環境日記※に応募された作品の中か

ら、「食」に関する楽しく、優れた活動を味の素「食エコKIDs」賞

として表彰しています。

　5回目となる2014年度は10名の子どもたちの活動に贈られまし

た。こうした活動を通じて、未来を担う子どもたちが家庭で食エ

コ活動に取り組んでもらえるように応援を続けていきます。
※　 一般財団法人グリーンクロスジャパンが実施する「みどりの小道」環境日記事業では、環境

問題に取り組むための参考になるガイドブックと、12週間分の環境日記を記入する日記帳を、
約10万人の小学生に配布している

2014年度授賞式の風景

未来を担う子どもたちとともに　味の素「食エコKIDs」賞の活動

TOPICS

2014年度味の素「食エコKIDs」賞のご紹介
食材ムダなく、手際よく「エコうま」！賞	東郷	翔悟さん

　食材は極限まで使い切って、ゴミを減らし、電気やガス、後片づけ

で使う水までムダにしないアイデアを実践してくれた東郷翔悟さん。

近所の夢前川のゴミ拾いや本で「食品ロス」のことを知り、ゴミ問

題に関心を持ちました。“一人ひとりがゴミを出さない努力をすれば

環境を守ることができる”という信念のもと、身近なことから極限

まで“生ゴミを出さない”「食エコ」に取り組んでくれました。「小さ

なことでも積み重ねが必ず効果を生む。みんなでやれば大きな力

になる。もっとみんなに食エコを広めたい」と話してくれました。

 味の素「食エコKIDs」賞とは
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/kids/award.html  リンク

　2013年度より、一部の小中学校やイベントで環境版出前授業を

始めました。「ほんだしR」「味の素R」を題材に“だし・うま味”とは

何かを体験した後に、商品や企業の環境への取り組みを紹介。子ど

もたちに取り組んでほしい「食エコ活動」を、独自教材「Eco Life　

Book with 食エコKIDs」を使って楽しく学んでいただいています。

　エコプロダクツ展などのイベントでの配布のほか、2014年度より

「みどりの小道」環境日記実施校のうち希望する小学校に約13,000冊

を配布しました。

　また、小さなお子さんにも「食エコ活動」に興味を持ってもらえるよ

うに、四季折々の旬の食材“塗り絵”をしてもらい、子どもたちにもつ

くれるレシピブック「『エコうまレシピR』旬をおいしく食べ切ろう」を配

布しました。「この野菜は何色かな？」「どんな味がするかな？」と、親

子で語り合いながら食材の話をしていました。

「食エコ活動」普及のための活動

 味の素「食エコKIDs」の取り組み
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/kids/  リンク

「Eco Life Book with 食エコKIDs」
味の素「食エコKIDs」賞受賞者の日記の
一部を紹介し、小学生に食エコを始めるヒン
トとして制作。今年で4冊目となります。
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グループ従業員およそ100名が参加

「味の素グループうま味体験館」 「ほんだしR」工場

排水処理設備

　日本最大級の環境展示会「エコプロダクツ2014」は、2014年

12月11日～13日の3日間、東京ビッグサイトで開催され、約16万人

の来場者を迎えました。

　味の素グループでは、4社が共同でブースを出展しました。

味の素グループのエコプロダクツの紹介を行うとともに、ブース内

ステージでは試食などを交えながら、「食卓からのエコライフ」を

始める提案を行いました。従業員が直接来場者の皆様とお話し

する貴重な機会として、様 な々ご意見を伺うことができました。

「エコプロダクツ2014」への出展を通じた皆様との対話

　2015年8月5日、味の素（株）が協賛している「みどりの小道」

環境日記で「食エコ活動」に取り組んだことのある中高生、合計6

名5家族を味の素（株）川崎工場に招待し、第１回味の素「食エコ

KIDsサミット in 川崎」を開催しました。

　2015年5月にオープンした「味の素グループうま味体験館」や、

「ほんだしR」工場、川崎工場の環境への取り組みの理解の一環

として排水処理・発電設備などモノづくりの現場を見学し、二つ

のテーマでワークショップを行いました。

　第一部のワークショップでは、工場見学を通じて感心したこと

や疑問に思ったことなどを話し合ったほか、疑問点に対しては、

味の素（株）の担当者が直接お答えしました。

　第二部のワークショップでは、今の小学生が「食エコ活動」を

始めるきっかけづくりや、食エコの輪を広げていく方法やアイデア

を自分たちの経験に基づきながら語り合いました。

　ワークショップの終了後、参加者からは、「工場を見学して、製

品のつくり方や環境への取り組みなど、初めてわかったことがたく

さんあった」「食エコを続けるには、自分なりの楽しさをみつけて

いくことが大事だと思った」「行動するきっかけがあれば食エコの

輪もどんどん広がっていく」といった意見が多数あがりました。

サステナブルな未来を語らう場を通じた皆様との対話

 味の素「食エコKIDS」の取り組み
 https://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/kids/  リンク

 P41　特集3　コミュニケーション：ステークホルダーとともに社会・環境課題に貢献   参照

排水処理の仕組みの説明

ワークショップの様子

これからの小学生に提案する「食エコ活動」
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消費者課題

フォーラムを通じて、「望む未来」を語り合う
　サステナブルな未来を築くためには、味の素グループだけではな

く、社会の皆様との連携が不可欠です。味の素グループでは、社会

の方 と々様 な々場面で「望む未来」について語り合い、私たちに何が

できるかを考える機会を大切にしています。

　その一つとして「味の素グループ サステナビリティフォーラム」を

様 な々団体と連携して開催しています。

 味の素グループ サステナビリティフォーラム
 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/forum/  リンク

TOPICS

「〜生命・食・アミノ酸・日常生活で我々にできること〜」2015年9月7日（於：味の素グループ 高輪研修センター）

第6回 味の素グループ サステナビリティフォーラム

味の素（株）が主催したこのフォーラムは、食に関するサイエンスや歴史、文化の視点から日常生活の中でできる

サステナビリティへの貢献について語り合うことを目的に開催しました。

当日は、「食」に対する関心の高い「AJINOMOTO	PARK」会員やメディア、ブロガーの方など200名にご参加いただきました。

　英国食品基準庁初代長官・オックスフォード大学ジーザスカレッ

ジ前学長のジョン・クレブス卿に「『食』の持続可能性、文化、リス

ク」と題して講演を行っていただきました。

　クレブス卿は「食は喜びの源であり、家族や友人をつなぐもので

もある。ただ、暮らしが豊かになり、食文化が変化したことによって、

健康だけでなく地球環境にも影響を及ぼしている」と語った上で、

食とかかわりの深い人口増加や肥満・飢餓の問題、環境問題と食

料生産の関連について掘り下げました。また、食文化が時代によっ

て変遷し、食の安全に対する意識もその影響を受けることを説明し

ました。そして「人間によいこと

は、地球にもよいこと。現在の生

活がすでに持続可能ではなく、未

来のために一人ひとりが食生活を

大きく変えていく必要がある」と

結び、広い視野で普段の食を見

つめ直すことの大切さを伝えてい

ただきました。

　クレブス卿に加え、京都造形芸術大学教授の竹村真一氏、消費

者庁前長官・（一社）消費者市民をつくる会理事長の阿南久氏と味

の素（株）取締役常務執行役員の木村毅によるディスカッションを

行いました。

　冒頭、竹村氏が発案した「触れる

地球」を使い、この100年の人口増

加や、地球温暖化・森林の減少な

どの変遷を視覚的にデモンストレー

ションしていただきました。竹村氏は

「日本食は未来食のオペレーティン

グシステム」と語り、日本食が世界

の食料問題を解決するソリューションになりうることを示唆しました。

　また阿南氏は、「消費者一人ひとりが自律的に選択をし、サステナ

ビリティにつながる行動をとること、そのために消費者が自発的に学

ぶことが大切」と会場に訴えました。

　クレブス卿は「将来は若者の手の中にある」と語り、食の楽しみ

や環境影響とのかかわりを幼いうちから教えていくことが重要であ

るとまとめました。

第１回　2012年 3月　「多様ないのちの健やかな未来のために−。」

第2回　2012年12月　「食とくらしがつくる地球の未来〜いっしょにつくろう   
私たちのサステナブル・ライフスタイル〜」

第3回　2013年  3月　「食と科学−サステナビリティに向けて−」

第4回　2014年 6月　「九州のECOな農業を活性化せよ！               
バイオマスリンクin 佐賀」

第5回　2014年11月　「ニッポンの栄養が世界を変える！」

第6回　2015年 9月　　「〜生命・食・アミノ酸・日常生活で我 に々できること〜」

これまでの開催実績

◦ 食の持続性のためにはイメージに惑わされない食品への正しい
理解が必要と感じた

◦ 日本食は世界の未来食。しっかり子どもに伝え一緒に料理を
楽しみたい

◦ 商品表示をしっかり読み取り、自分で考え行動できる消費者
市民力を身につけたい

終了後のアンケートより

 P41　特集3　コミュニケーション：
          ステークホルダーとともに社会・環境課題に貢献   参照

特別講演 パネルディスカッション
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消費者課題

第5回 味の素グループ サステナビリティフォーラム 「ニッポンの栄養が世界を変える！」
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/forum/pdf/forum_5st.pdf  リンク P127　コミュニティ：「食・栄養」分野の課題解決のために   参照

TOPICS

「ニッポンの栄養が世界を変える！」2014年11月15日（於：味の素グループ 高輪研修センター）

第5回 味の素グループ サステナビリティフォーラム

味の素「食と健康」国際協力ネットワーク（AIN）プログラム15周年記念企画として開催した本フォーラムでは、

「栄養」をメインテーマに、産官学、NPO・NGO等の立場から多様な意見や提言、活動報告がなされました。

当日は、企業やNGO、学生、栄養士等を中心に、約200名の方々にご参加いただきました。

　特別メッセージ・基調講演1では、日本の持つ栄養や健康長寿

の知見を国際展開するための方向性や課題が提示されました。

　特に基調講演1では、人類の進化や栄養学の歴史を踏まえながら

栄養の重要性を紐解くとともに、戦後の日本が低栄養と過剰栄養

の二つの課題を経験し解決してきた歩みを示し、それらの知見を世

界の健康長寿に活かす可能性が語られました。

　基調講演2では、世界の栄養不良の現状についてデータを踏ま

えて整理し、課題に対するGAINの目標・アプローチを説明いただ

きました。さらに事例報告では、AINプログラムの活動事例として

バングラデシュにおける栄養教育・栄養改善の実践が、最後に味

の素グループ創立以来の栄養への関心と現在の多岐にわたる栄

養改善活動が紹介されました。

　コーディネーターに長崎大学名誉教授・AIN代表の溝田勉氏を

迎え、第1部の登壇者と味の素（株） 研究開発企画部 専任部長の

取出恭彦がパネリストとして登壇し、会場からの質問に答える形で

ディスカッションを行いました。

　質問は、栄養政策全般から途上国での栄養改善活動の具体的

な手法、味の素（株）が取り組むガーナ栄養改善プロジェクトのこ

となど多岐にわたり、回答の中では産官学連携の重要性も繰り返

し語られました。

第1部　講演・活動報告

第2部　パネルディスカッション

◦ 特別メッセージ「日本政府の健康・医療戦略における栄養の位置づけ」／内閣官房 健康・医療戦略室 次長　飯田圭哉氏
◦ 基調講演1「日本の栄養政策の強みと世界への貢献」／神奈川県立保健福祉大学 学長・日本栄養士会 名誉会長　中村丁次氏
◦ 基調講演2「世界の栄養不良の現状と打開策」／ GAIN 連携事業部長　ビルギット ポーニアトフスキ氏
◦ 事例報告「持続的な栄養改善の実践：バングラデシュにおけるAINプログラム事例」／ 国際協力NGOハンガー・フリー・ワールド 　　

海外部長兼アドボカシー担当　西岡はるな氏
◦ 「味の素グループの栄養改善に向けた取り組み」／味の素（株） 取締役 常務執行役員　木村毅

講演内容と登壇者

◦ 産官学、様々なアクターが集まり栄養問題への取り組みを聴くことができたのは大変有益だった
◦ 日本の栄養政策が優れたものであることがわかり、ビジネスとしても世界に展開する可能性を知ることができた
◦ 味の素グループのCSR活動が世界の栄養改善のための具体的活動であることがわかった

終了後のアンケートより

GAIN連携事業部長
ビルギット ポーニアトフスキ氏
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