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市民による啓発漫画キャンペーン

• スイス栄養協会では、市民からの啓発漫画キャンペーンを実施し、優れた作品をHPで公開している。

• 下記のレモさん（39歳）の作品「パートタイム・ベジタリアン」では、食肉による環境負荷が食品全体の1/4であることを知った主人公が、パートタイム・ベジタリアンに
なって、肉を食べる回数を1週間に2回までに減らす様子が環境負荷のデータとともに描かれている。

• 漫画は、英語版のほか、ドイツ語版、フランス語版で作成され、インターネットでダウンロードできる。

• その他の入選作は、食品ロス削減、地産地消、節約などをテーマにしており、全部で6話が紹介されている（各話の概要は次ページ参照）。

出所）スイス栄養協会ウェブサイト（https://www.sge-ssn.ch/media/01_sge_NG20_Remo_Stripe_E_korr.pdf）2021年12月20日アクセス

https://www.sge-ssn.ch/media/01_sge_NG20_Remo_Stripe_E_korr.pdf
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タイトル あらすじ 環境の視点 ヒント

パートタイム・
ベジタリアン

 肉が食品による環境影響の1/4以上を占
めることを知り、肉消費量を減らす決心

 肉を食べるのは週1、2回。肉を食べる時
は以前よりも楽しんで食べている

 豚肉1kgの生産に必要な資源
 飼料（穀物、大豆）：5.5kg
 水：1，073リットル
 農地：10ｍ2
 温室効果ガス排出：7.3kg（CO2換算）

 エンドウ豆1kgの生産に必要な資源
 飼料：0kg
 水：353リットル
 農地：7m2
 温室効果ガス排出：0.9kg（CO2換算）

（※）水と農地は飼料の栽培を含む

 肉を使用しない新しい食事を試す。料理
本やインターネットでレシピのヒントを得る
ことができる

 タンパク質や他の栄養素は、より少ない
肉または肉なしでもカバーできる

 環境や動物を保護する方法で製造された
肉（例：スイス有機肉）を買う

 穀物や大豆の代わりに粗飼料（牛）また
は食品加工副産物（鶏、豚）のみを給餌さ
れた動物由来の肉を肉屋さんやスーパー
マーケットに頼む

ゆっくり味わう  料理が趣味の女性が健康な食事を心が
けているが、以前にルームメイトが健康な
食事はおいしくないと言ったことが気に
なっている

 その女性は、健康な食事には特別な制限
はなく、ある種の食品を増やしたり、減ら
したりして多様な食品を食べれば良いこと
に気付き、ルームメイトにもそのことを教
えながら、ゆっくりと食事を楽しんでいる

 バランスの取れた食事は、幸福感を増し、
心臓血管系疾患などの病気を予防する

 植物系食品の多い食事は理想的であり、
例えば、野菜、果実、穀物製品、イモ、豆、
ナッツ、植物油を多く取り、動物系の食品
の量を減らす

 バランスの取れた食事は、より持続可能。
フードピラミッドにもとづく食事は、健康に
良いだけではなく、現在のスイスの環境
フットプリントを大きく削減する

 時間をかけて食事を取り、リラックスして
静かに食事を楽しむ

 パートナーや家族、友人など、誰かと一緒
に食事を楽しむ機会を増やす

 携帯電話、TV、印刷物などの気が散るも
のは避け、食事の外観、匂い、味、音や
感覚に注意を向ける

 食品の多様性を楽しむ。多様な食品を食
べ、時に何か新しい食品や調理法を試す

食品廃棄物と
戦う

 捨てられる食品によって世界人口のすべ
てが食べていけることを知り、食品を捨て
ることに対して罪悪感を覚える

 週1回冷蔵庫の中を確認して、すぐ食べる
必要がある食品を冷蔵庫の棚の前方に
置くとともに、その写真を撮ってスマホで
家族に送るようになる

 家族も写真を見て、メニューのアイデアを
出すようになり、食品の廃棄が減って食
費も節約できるようになる

 生産された食品の約1/3が廃棄される
 家庭は食品廃棄物を2番目に排出。年間

1人当たり平均92kgの食品を廃棄
 食品廃棄は、エネルギー、水、農地、その

他の資源の浪費であり、GHG排出を増加
させ、温暖化にともなうグローバルな食品
価格の上昇と飢餓をもたらす

 廃棄削減は、人と環境にとって多くの利益
をもたらし、お金の節約（世帯当たり年間
600スイスフラン）にもなる

 買物前に冷蔵庫を見て買物リストをつくる
 必要な量以上に買わないようにする
 食品を適切な方法で保存する
 賞味期限表示は、その日付以降でも食べ

られることがある。食品を捨てる前に、感
覚（外観、匂い、味）を使ってまだ食べられ
るか確認する

 創造性を発揮して、残った食材から新しい
料理を作る。インターネットでも素晴らしい
レシピを見つけることができる
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タイトル あらすじ 環境の視点 ヒント

ラベル・チェッ
カー

 スーパーの商品の背後にエネルギー、資
源、環境および社会的な問題が隠されて
おり、人々がそれに気付かないことに疑
問を抱く

 例えば、防護具をつけない作業者によっ
て農薬の撒布が行なわれたり、わずかの
賃金で12時間働く作業者によって生産さ
れる食品がある

 環境に配慮して公正に生産された食材を
買うように決意。フェアトレードや有機認証
ラベルをインターネットで調べるようになる。
それが自分の責任だと考えるようになる

 時間をかけてグローバルな食料生産の複
雑な仕組みを調べることは、誰にでもでき
るわけではない。

 概観を得るためには、
www.wwf.ch/foodlabelsや
www.labelinfo.chをチェック。食品ラベル
が利用している基準を知ることができる

 消費者としてのパワーを利用する
 購買行動によって、市場に供給される食

品に影響力を行使する。
 ラベルをガイドとして利用することにより、

環境に配慮し、動物に対して適切で、社
会的に公正な方法で生産された製品

地に足をつけ
て

 環境問題への関心から、旅行では飛行機
を利用しない

 モロッコ産のイチゴを買おうとした時に、食
品は飛行機でやって来ていることに気付く

 食品がどこで生産されているかに興味を
持つようになり、近隣農家から配達される
野菜を箱単位で購入するようになる

 今まで知らなかった食材が入っていること
に気付いて新しい料理を工夫するとともに、
地元の旬の食材について知るようになる

 野菜のエコポイント（EP)の比較
 アスパラガス（南米産、空輸）：1800
 アスパラガス（欧州産、トラック輸送）：

630
 3月のトマト（スイス産、温室栽培、暖房

あり）：210
 4月のトマト（スイス産、温室栽培、暖房

なし）：50
（※）120ｇ当たりのEP。EPは、製品の様々な
環境影響をもとに産出される指数

 飛行機で輸送される野菜、果物、肉など
の食品を避ける

 旬の果物や野菜を食べる。スイス国内で
露地栽培で栽培されたちょうど旬の果物
や野菜を選ぶ（www.wwf.ch/saison参照）

 市場で購入したり、地域の農産物販売会
社による野菜宅配箱を購入することで、地
元の農業を支援する

節約家  調理に時間をかけたくないため、調理済
み食品に頼る

 新しいガールフレンドは持続可能な食品
について意識が高く、食品廃棄を減らすこ
と、台所で少しは料理をすること、肉を毎
日食べるのはやめることを求められる

 彼女の話に納得し、自分でレタスを洗った
り、自分でピザを作るようになる

－  自炊回数をできるだけ増やす
 肉類を、豆、ナッツ、豆腐や他の植物系の

食品を使用する食材で置き換える
 旬の野菜や果実を選ぶ
 外国から空輸される流行のスーパーフー

ドをやめる。健康的で安い代替品を選ぶ
 食品廃棄物を減らして節約する
 フードシェアリングを利用する
 蛇口からの水を飲む

http://www.wwf.ch/saison
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