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～八王子環境フェスティバルに出展～  

 

 

大勢の皆さんの参加をいただきました！ 

６月２日に恒例の八王子環境フェスティバルが JR 八王子駅北口周辺を中心に開催
されました。八王子市消費生活センター、消費生活啓発推進委員会もブースを設営し

てイベント参加いたしました。消費生活啓発推進委員会のブースでは子供たちに大人

気の「魚釣りゲーム」と食品のロス（廃棄）に関するアンケートの収集を実施いたし

ました。魚釣りゲームのコーナーでは子供も大人も釣竿を持ったとたん、真剣な表情

になり大物釣りに挑戦していました。また、アンケートは日常生活の中で食べ物を廃

棄している実態を調査するもので、700名を超える多くの市民の方にご協力頂きまし
た。この結果については、現在丁寧に集計・分析しております。今後の活動に活かす

とともに、市民の皆様にもご報告したいと考えております。 
ご協力本当にありがとうございました。 

ホラホラ 

鯛がいるよ！ 

魚釣りゲーム・
家庭で出る 

食品ロスのアンケート

結構捨て

てるね！ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家庭で捨てられている食べ物の分析調査（右表）によると 

２２．２％と最も多かったのは「手つかずの食品」です。 

これは買ったのに手をつけないまま捨てられたもののこと 

で、買い過ぎて未開封のまま捨てたのでしょうか？ 

それ以外の「食べ残し」で形状が識別できた食べ物は調 

理済のものであり、合計すると１３．７％も占めています。 

食べきれずに捨てたものと思われます。 

 

 
 
 
 
 
 
１．買い過ぎ対策のポイント 

買い過ぎとは、保存適正量を超えたり、同じようなものを重複して買ってしまい、手

を付けないまま捨ててしまう食品ロス（廃棄）のことです。 

買い過ぎを防ぐためには、 次の点をチェックしてみましょう。 

☆家庭で保存している食べ物の状態を確かめてみましょう。 
 
  
 
 
 
 
 
   ☆家庭で食べる量の把握をしてみましょう。 
                
 
    
 

もったいない！食品ロスを考える 
～第２回 買い過ぎ作り過ぎに向き合う～ 

□決めた場所に保存していますか。 
＊冷蔵・冷凍保存の食べ物は冷蔵庫の中ですが、 
同じ種類のものは同じ場所にありますか。 
＊常温保存の食べ物は、どこに保存していますか。 

 
□食品の保存状態を管理していますか。 
＊期限表示もみて、食べる時期も図りましょう。 

□１週間でどれぐらい食べるでしょう。量を把握してい

ますか。 
□災害対策用の食品を備蓄していますか。 

家庭で捨てられている食べ物の中で、

「食べ残し」３７．９％の内訳 

手つかずの食品 22.2%

形状が

識別で

きる物 

 

主食類 2.7%

副食類 10.3%

菓子類 0.1%

果物類 0.6%

その他 2.0%

暑い夏に向かう時期は、保存している食べ物が傷みやすくなります。 
食べ物を管理するという視点で、買い過ぎ作り過ぎに向き合ってみましょう。 

食品ロスを減らす方法としては、 
家族構成や生活スタイルの変化にともなって、 
買い物の量や料理の量の見直しを図ることが必要です。

イメージ 

家族構成 

生活スタイル 料理の量 

買い物の量 

いずれも、食品ロスです。もったいないですね。 

 

期限管理は 

整理整頓が 

決めて！ 

京都市家庭ごみ組成調査（生ごみ）

平成 19 年度

くらしのレポート ２０１３・７ ２ 



 
☆ 災害対策用に備蓄しておく食品の分量として、家族が食べる１週間分が必要と言われ 
ています。 
こうしたことを確かめてから買うようにすると､ 「買い過ぎ」や「買い過ぎたから捨て
る」の食品ロスを減らすことができるようです。 
 

２．作り過ぎ対策のポイント 

作り過ぎとは、食べきれずに捨ててしまう食品ロスのことです。 
 
 
 
作り過ぎを防ぐためには、計画的に作ることが大切です。 

☆作る前にいくつかの確認をしましょう。 
＊何人で食べるのか、 
＊何回で食べるのか、  ということです。 

 
☆常に２、３日分の献立を考えるようにしましょう。 

 
これらを考えてから料理するようにすると､ 「作り過ぎ」や「作り過ぎたから 
捨てる」の食品ロスを減らすことができるようです。 

 
☆もう一つの方法として、 楽しく食べきる工夫 を考えてみましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

もっと、いろいろなアイデアをお持ちの方もいると思います。 
そういう人たちとの情報交換や情報収集を活かせるといいですね。 

 
 
 
 
                       

捨ててしまう理由として、主に「食べ飽きてしまった」・「味が落ちてまずくなった」・

「傷んできた」などがあげられます。 

工夫１：味つけを変えてみましょう。 

     しょうゆ味、みそ味、ケチャップ味 

     カレー味など 

    味が変われば、食欲もわいてきます。 
 

工夫２：形を変えてしまいましょう。 

     たとえば、 

「肉じゃが」をつぶして「コロッケ」 

      「焼き魚」をほぐして「混ぜご飯」 
 

少しうす味にしておくと、変化がつけやすいようです。

家庭で捨てられる食べ物は、 

管理することや工夫することによって、 

さらに減らすことができるようです。 

出典：消費者庁作成（参照）農林水産省の資料 
京都市家庭ごみ組成調査（生ごみ）平成 19 年度 

 

変化を工夫す

ることがポイ

ントだよ！ 

飽きない工夫が重要！ 

変化？ 
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注：本文中、食品ロスは食品の廃棄のことです。 



 
 
 
 
 
 

 
前回は絶滅危惧種に指定されたニホンウ

ナギについて、資源枯渇の状況をみてきまし

た。今回は伝統的な生活文化の側面から“ウ

ナギ”を見てみましょう。 
 
1.夏の土用丑の日にウナギを食べる 

昔から“丑の日”に“う”のつく食べ物を

食べると夏痩せ（現代の夏バテ）しないとい

う風習がありました。 
夏の土用丑の日 と ウナギ を結びつ

けたのは平賀源内＊注であることは諸説ある

中で、通説とされています。 
それは、とある商売がうまくいかないウナギ

屋が夏場に売れないウナギを何とか売るた

めに源内のところに相談にいきました。それ

を受けた源内は、｢本日は丑の日｣と書いた紙

を店先に貼り出すように勧めたところ、その

ウナギ屋が大変繁盛したことに由来します。

これは｢明和誌｣(青山白峰著)に残されてい
る話です。 
 
＊注：平賀源内（1728-1780.1.24）は高松藩の足軽・ 

白石良房の三男で、本草学者、地質学者、蘭学者、

医者、殖産事業家、戯曲作家、浄瑠璃作家、俳人、

蘭画家、発明家と多彩な人物あった。 

香川県さぬき市には平賀源内記念館もあります。 

＊参考：“土用”とは、暦の上で年に 4つある季節の変 

わり目（立夏、立秋、立冬、立春）の終わりの 19

日間を指す。“丑の日”は、十二支の“丑”のことで、

12日に一度廻ってくる。 

従って、土用丑の日は、年に４～６回あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ちなみに丑の日には“う”のつく、梅干や

瓜などを食べる習慣があったようです。 
 
2.ウナギの旬はいつ？ 

勿論、養殖ウナギには旬はありません。天

然ウナギは初冬が“旬”です。 
それは、少し水温が下がり始めてきたころ

に成魚となったウナギが産卵のために回遊

の準備を始めるそうです。（河川から海に戻

り産卵に向かうウナギは、ほとんど捕食もせ

ずに産卵場に向かうとか。）この頃のウナギ

は食欲も旺盛で、栄養を蓄えていきます。食

に供されるウナギとしては、最も味も良く、

脂ののったものとなっているのです。 
 
3.関東の“背開き”と関西の“腹開き” 

関東と関西ではウナギの調理法が異なり

ます。江戸の“背開き”と浪花（難波とも書

く）の“腹開き”に由来します。 
関東（江戸）では、武家文化の色彩が濃く、

腹を切ることは｢切腹｣を意味し、縁起が悪い

と忌み嫌われました。 
一方、関西（浪花）では、商業や商人文化

が強く、お互いに腹を割って話をすることが

尊重されていたところからきているそうで

す。 
また、関東の“背開き”は、ウナギの腹（ス

ナズリ）には美味しさの元となる脂がのって

いるので、それを逃がさない調理法であると

も言われています。 
 
 
 
 
 

これからウナギは食べられるの？！ 
その２ 

～私たちの生活の中に息づくウナギ～ 
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開き方のみならず、開いた後の調理法も異

なります。関東では白焼きにしたものを一度 
“蒸し”て脂を落し、蒲焼にします。関西

では白焼きにしたものをそのまま蒲焼にし

ます。東西で生活文化の違いが調理法にも現

れた例の一つですね。 
 
4.ウナギと山椒 

その昔、ウナギは現在のようにタレに漬け

て焼くのではなかったそうです。 
山椒醤油＊注１や山椒味噌＊注２をつけて焼

く調理法でした。白焼きのウナギに、山椒醤

油や山椒味噌を塗るようにして、焼き上げる

ものであったそうです。恐らく、現代に比べ

てよりさっぱりとしたものだったと思われ

ます。その名残から、ウナギには山椒の香り

がよく合うので、タレの漬け焼きの現代も山

椒が薬味として添えられているのです。 
＊注１：山椒醤油：主に山椒の若い実（青山椒）を下 

処理して、醤油に漬け込み、香味をつけた醤油。 

山椒の若葉や実の粉末などを用いることもある。 

・ウナギの他、焼き魚などにも使われている。 

＊注２：山椒味噌：山椒の若葉を刻むまたは摩り下ろ 

し、味噌と和え、香味をつけた味噌。 

・田楽などにも用いられている。 

 
5.ウナギとの“食べ合せ” 

食物の“食べ合せ”には色々ありますが、

往々にして迷信であることも多いのです。そ

の一つに、“ウナギと梅干”は食べ合せがよ

くないと言われます。これも迷信です。 
栄養価が高く美味しいウナギだけでも食

べ過ぎるのに、さらに食欲を増す梅干を食べ

れば、より食べ過ぎてしまいます。 
そんなことを戒めることであったとも言わ

れています。 
 
 
 
 
 
 

6.ウナギとアナゴ 

ウナギは絶滅の危機にあります。それでは、

ウナギに似たアナゴは…？ 
ウナギはウナギ目ウナギ科、アナゴはウナ

ギ目アナゴ科で、別の異なった魚です。 
アナゴもウナギと同様にその生態が詳しく

分かってはいません。 
ウナギとアナゴの栄養成分比較（100ｇ中） 

文部科学省・食品成分 DBより 

 成     分   ウナギ（養殖）  アナゴ 

                    （生） （蒲焼）  （生） 

エネルギー (kcal)      255     293       161 

脂   質 (g)         5.3    21.0        9.3 

  ＤＨＡ (mg)      1100    1300       661 

  ＥＰＡ (mg)       580     750       472 

水   分 (g)        62.1    50.5       72.2 

蛋 白 質 (g)        17.1    23.0       17.3 

炭 水 化 物 (g)        0.3     3.1         － 

灰   分 (g)         1.2     2.4         1.2 

ナトリウム (mg)        74    510        150 

カリウム (mg)         230    300        370 

カルシウム (mg)       130    150         75 

マグネシウム (mg)      20     15         23 

リ   ン (mg)       260    300        210 

  鉄   (mg)       0.5     0.8         0.8 

亜   鉛 (mg)       1.4     2.7        0.04 

  銅   (mg)      0.04     －        0.04 

β―カロテン (μg)       1     －         － 

ビタミン Ａ (μg)   2400    1500       500 

ビタミン Ｂ１ (mg)  0.37     0.75       0.05 

ビタミン Ｂ２ (mg)  0.48     0.74       0.14 

ビタミン Ｂ６ (mg)  0.13     0.09        0.1 

ビタミン Ｂ12 (μg)   3.5      2.2        2.3 

ビタミン Ｃ (mg)       2      －          2 

ビタミン Ｄ (μg)     18       19       0.4 

ビタミン Ｅ (mg)     7.4       4.9       2.3 

コレステロール (mg)   230       230      140 
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ウナギは食物の優等生、多くの栄養素が含

まれています。 
・ビタミン類（Ａ／Ｂ１／Ｂ２／Ｄ／Ｅ） 
・不飽和脂肪酸類（EPA／DHA） 
・ミネラル類（鉄／亜鉛／カルシウム） 
これら一日の必要摂取量の多くがウナギ

100ｇで摂れると言われています。 
 
｢食品としてみた場合、ウナギとアナゴの

違いは、アナゴの脂質含有量はウナギの半分

程度である｣（農水省：消費・安全局消費者情報官・

消費者の部屋；消費者相談の回答より）こと。 
少し大雑把な回答ですが、上表の脂質では約

半分、ビタミンＡとＤに差がみられますが、

脂質の他はほぼ同様と言えます。 
ウナギの調理過程で、白焼きにしたり、蒸

したりして脂を落す理由も分かります。 
 
一方、“味”は主にアミノ酸、旨味成分、

塩分で決まると言われています。アミノ酸は

ウナギもアナゴもほとんど差はないそうで

す。そうすると旨味成分の一つ“脂質”の違

いが“味”に反映されています。 
こってりしたウナギとさっぱりしたアナ

ゴの違いなのですね。 
 
7.夏の“究極のアナゴ・メニュー” 

アナゴの旬は夏場（7月頃）と言われてい
ます。ウナギの代用ではなく、栄養価のあま

り変わらない旬のアナゴの特徴を活かした

メニューが考えられませんか？ 
・ さっぱりメニューであれば、蒲焼や 
白焼き、煮アナゴ など 

・こってりメニューであれば、天ぷら 
（脂質を除き）栄養成分のあまり変わらな

い食材のアナゴですから、栄養学的にも 
土用丑の日 ＝ ウナギ でなくともよ

いと思います。 
 
 
 

 

8.資源管理の側面から 

日本近海には 150 種を超えるアナゴが棲
息しています。食用にはマアナゴが多く漁獲

されています。 
 
 

水産庁統計より 

 
 
 
 
 
 
 

 
自然の増減はあるものの、食用資源として

のアナゴは未だ大丈夫と言ったところです。

しかし、底引き網漁が主流で、網の目の大き

さを規制して資源管理が日本ではなされて

います。外国漁船による密漁などにより、減

少傾向であることは確かです。 
まだ養殖技術の確立していないアナゴで

す。生態の解明も今後の課題なのです。 
 
やはり、ウナギと同様に、国際的な資源の

管理が必要なのです。 
 
 
 
 
 

 

アナゴ類の漁獲量（ｔ）
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ウナギはどっち？ 

好みはどっち？ 

注：目の大きい方が



 

 

 

最近の動向で為替相場は円安に、株式市場は上昇を経験しました。 

そうしたことから たとえジェットコースターのように急落や急上昇があっても、以前より投資や 

資産運用に適した環境になったと考える人は多いようです。 

しかし、資産運用をするにあたって、考えておかないといけない大切なことがあります。 

 

１．あなたの資産の役割は？（収入・支出・収支・資産の関連図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの資産は、イザというときに取り崩して支払や生活費に充てる可能性もある、大切なお金です。 

日常の生活を維持するためのショック・アブソーバー（衝撃緩和装置）のような役割を持っているこ

とも忘れないようにしましょう。 

 

２．資産運用をはじめる前に考えておくコト 

① これからの収入を把握すること 
 いつまで収入が得られるか（給与収入はいつまで） 
 年金額（何歳からいくら受給できるか） 
 その他の収入（満期を迎える貯蓄、保険金、相続など） 

② これから生涯にわたる支出を把握する 
 生活費 
 住居費（持ち家か賃貸か、終の住まいはどこにするかによって違う） 
 大きな支出（介護・闘病費用、家族にかかるお金など） 
＊次ページにつづく 

収入 支出 収支 

資産 

給与 

年金など 

住居費 

生活費など 

プラスなら 

資産形成へ 

 預貯金 
 マイホーム 

収入減のとき 

支出増のとき 

取り崩す 

ふえることも。 

資産運用 

資産運用 

資産 

縮んだり、 

なくなるこ

とも！ 

資産運用！？ちょっとその前に家計の点検を！ 

 

 

 

 

運用方法に 

よってはリスクが

あることも 

よく考えて！
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いろいろな役割が 
ありますよ！ 



③現在の資産＋①－②＝がプラスかマイナスか？ 

 

 プラスだった人は 3つの資金に分類してください。 

 

分類したあと、3番目の「余裕資金」が資産運用の可能な資金です。 

 

 マイナスだった人は資産運用より以下の見直し、チェックを行ってください。 
 現在の家計の見直し（固定支出の見直し、無駄な支出のカット） 
 大きな支出を伴う行事などの見直し（大きな支出の時期をずらす。計画の縮小・変更など） 
 資産の再チェック（もらい忘れのお金や年金はないか、忘れている資産はないか確認） 
以上のような対策を立てます。 

 

家計や資産の分類や見直しはなかなか難しい作業ですが、自分の現状を冷静に再点検できる

大事な作業です。 将来の生活の安定のためぜひ頑張ってください。 

 

 

 

 

 

この特集はファイナンシャルプランナー（FP）の協力により作成いたしました。 

編集発行：八王子市消費生活センター・同消費生活啓発推進委員会 

  〒192-0082 八王子市東町５－６ クリエイトホール 地下１階 

☎042－631－5456     ＦＡＸ：042－643-0025 

編集後記：梅雨入り宣言後雨が少なくて、水不足の前兆が現れていましたが、6月に入り

待望の雨が降り始めホッとしています。３．１１東日本大震災以来 恒常的な電力不足の

状態が続いていることを考えると今年も環境に目を向けた暮らしが必要と言えます。 

今回のレポートには関連性の広がりが大きくボリュームのあるテーマをシリーズ化し

て 2本掲載しております。食、暮らし、環境にすべて関連のある食品ロス（廃棄）のかか

える問題と対策、また今や庶民から遠い存在となりつつあるウナギにまつわる伝承、歴

史・伝統、栄養価、アナゴの見直しなどが続編の掲載です。それぞれ興味深い知識も盛り

込まれています。 

今後も読み深い？テーマをシリーズ掲載してまいりますのでご期待下さい。 

くらしのレポート ２０１３・７８

イベントのお知らせ（お問い合わせは、下記の八王子市消費生活センターへ） 
9月 19日（木） 14：00～16：00「知っておきたいスマートフォンの安全な使い方」クリエイトホール 
10月 16日（水）13：30～16：00 メインシンポジウム（講演会とミニコンサート）新宿明治安田生命ホール
10月 25日(金)・26日（土）10：00～17：00 見て、聞いて、話そう！交流フェスタ 新宿駅西口広場イベン
トコーナー 


