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【開催経緯】 

品川区議会では、「区民に開かれた議会」「区民に身近な議会」を目指す議会改革の一環と

して平成２８年度より「地域課題解決に向けて」をテーマとし、年１回、品川区議会と品川

女子学院の意見交換会を開催しています。 

６回目となる今回も、11 月 19 日に各クラスの生徒と品川区議会議員で意見交換を行い

ました。 
 
 
 

【開催概要】 

 日 時：令和３年 11 月 19 日（金）16:00～17:30 

 会 場：品川女子学院 

 参 加 者：品川女子学院生徒（中学 1 年生）、教諭 

出席議員（議会報告会等準備会議※所属品川区議会議員） 

：こんの 孝子、渡辺 裕一、石田 ちひろ、石田 秀男、湯澤 一貴、 

西村 直子、松澤 和昌、新妻 さえ子、鈴木 博、高橋 伸明、中塚 亮、 

西本 たか子、高橋 しんじ 
 

 テ ー マ：「課題解決に向けて」 
 

 ※ 品川区議会では、平成 29 年 5 月より「議会報告会等準備会議」など 4 会議を立ち上げ、議会改

革の取組みを継続しています。 

 
 
 

【プログラム】 

 1. 開会あいさつ （議会報告会等準備会議リーダー こんの 孝子） 

 2. 課 題 報 告 （品川女子学院生徒） 

 3. 意 見 交 換 

   ６つのグループに分かれ、生徒・議員間で意見交換を行いました。 

 4. 感 想 発 表 

   各グループ代表の生徒および議員が感想を発表しました。 

 5. 閉会 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

【意見交換の内容および担当議員】 

 A 組）有機農業はなぜ広がらないのか  担当議員：渡辺サブリーダー、鈴木（博）議員 

 B 組）ジビエについて         担当議員：高橋（伸）議員、高橋（し）議員 

Ｃ組）農業の安全性について      担当議員：石田（秀）議員、西本議員 

Ｄ組）フードロスについて       担当議員：松澤議員、新妻議員 

Ｅ組）再生可能・自然エネルギーについて 

担当議員：石田（ち）サブリーダー、湯澤議員 

Ｆ組）野菜の生産と消費について    担当議員：西村議員、中塚議員 
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【課題報告の概要】 

A 組）有機農業はなぜ広がらないのか 

私たちは体験学習で学んだ、日本では有機農業が広

がっていないという事実から、有機農業について調べ

ました。 

まず、有機農業とは、化学的に合成された肥料を使

用しない、農薬や遺伝子組み換え技術を利用しない、

環境に優しい農業のことです。 

次に、農薬と遺伝子組み換え技術についてです。農

薬とは、作物や植物を育てる際に発生する害虫や病気を退治したり、雑草を除いたりするた

めに使う薬です。遺伝子組み換え技術とは、ある作物にほかの作物の遺伝子を入れ、新しい

ものをつくる方法で、そうすることで、害虫に強い性質の作物が作れます。どちらも、有機

農業では基本的に使用しません。 

有機野菜のメリットとデメリットについてです。一番のメリットは、環境への優しさです。

それに加え、味もおいしく、安心して食べることができます。デメリットとしては、見栄え

がきれいではない、価格が高いことなどです。 

有機野菜は、今年開催された東京２０２０オリンピックとパラリンピックにも関係してい

ます。オリンピック・パラリンピックの選手村では、食品を輸入に頼るのではなく、日本で

とれた食材を使っています。全て、グローバルＧＡＰ認証を取得しているものという条件が

あり、グローバルＧＡＰ認証を取得しているため安全性が高いと言えます。 

次に、都市農業についてです。都市農業とは、市街地やその周辺の地域において行われる

農業のことで、消費地に近いという立地条件を生かした経営が行われています。例えば、消

費者のニーズに合わせた少量多品目の有機農作物の生産や、新鮮な野菜を自動販売機で直売

するなどがあります。都市農業を行うことで、新鮮な農作物の供給をする地産地消、生物多

様性を維持する環境保全など、多くのメリットがあると考えられます。 

次に、有機農業のメリットとデメリットについてです。メリットは、落ち葉やその辺の草

など、肥料の材料が無限大だということです。デメリットは、除草剤を使わず、人が直接雑

草を抜くため、人件費がかかってしまうことなどです。 

次に、お店の流通についてです。現在、オーガニック製品を週に１回でも購入している人

は全体の約３５％ほどです。購入率が少ない消費者側の理由としては、普通の野菜より高価

だったり、オーガニック製品をあまり身近に感じることができないなどがあります。これが

原因で、一般家庭への普及が進んでいません。生産者側の理由は、消費者側の需要が少ない

ことや、農業自体にもかなりのコストがかかってしまうことで、これらが原因で、有機農業

を行う農家は非常に少なく、生産が間に合わないという状況になっています。 

有機農業の現状についてです。日本は他国と比べ有機農業が広がっていないのが現状です。 

有機農業を行う農家の減少や高齢化が進んでも、有機農業への需要は高まっています。これ

から２０年、３０年の間に、生産、消費だけに着目せず、持続可能な技術や方法で作らなけ

ればいけないということです。有機農業を拡大するためには、国民の協力が必要です。 

海外の事例ですが、タイに野菜や果物を輸出しようとしたところ、輸入を断られてしまい
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ました。これは使っていた農薬が、タイでは使用禁止だったためです。このような事例はヨ

ーロッパでも見られました。こうしたことを受け、農林水産省は、輸出先国の規制の緩和、

撤回に向けた働きかけや国内の輸出環境の整備など、規制への対応が必要と考えています。 

以上を踏まえ、私たちは、有機製品やオーガニック製品は値段が高いため、みんなが買い

にくい現状があると分析しました。そこで、ジャーニーマップのプロトタイプを試作してみ

ました。ジャーニーマップとは、日頃の外食や旅行のときなどの場合別に使うお金の量につ

いて整理するための表のことです。これをすることで、有機野菜に使えるお金の量が分かり

やすくなると思います。また、私たちは、調べたアイデアを形にできないかと考えました。

そこで、農薬について調べていたＣ組と情報交換を行い、農薬についての知識や安全性につ

いて学ぶことができました。また、クラスでアイデアを出し合い、有機農業についてのチラ

シやポスターなどを作れないかと考えています。 

 

B 組）ジビエについて 

 ジビエとは、野生鳥獣の肉で、今の時代の森林伐

採による獣害問題を解決する手助けになっていま

す。まず、ジビエを知らない品女生に、ジビエは野

生鳥獣の肉ということだけを伝えて、この野生鳥獣

の肉を食べたいか、食べたくないかのアンケートを

すると、食べたくないと答えた人が過半数以上いま

した。そして、食べたくないと答えた人に理由を聞

くと、料理をするのが面倒くさそう、身近ではない

からよく知らない、衛生的に不安、この３つの偏見が多くありました。私たちは、この偏見

を解決するために、まずは正しく知ってもらうことが必要だと考え、３つのグループに分か

れて、それぞれ調査をしました。 

 まず、面倒くさいという偏見については、ジビエを高いと感じる人が多いことがわかりま

した。そこで、ジビエは簡単かつ日常生活でも取り入れることができるということをアピー

ルするために、ジビエのレシピ集を作る企画を考えました。 

 次に、身近ではないという偏見について調査した結果、ファストフード店などでジビエ料

理をやっていること、栄養価が高いため、学校の給食にジビエが取り入れられていること、

ジビエは保湿クリームとして幅広い世代に使われていることが分かりました。 

 そして、衛生的に不安という偏見については、しっかり加熱をすれば安心であることや、

鉄砲を使わない狩りにより、傷や肉の傷みを抑えられることが分かりました。また、ジビエ

は厳しい認証制度を通過したお店などに届いているため、衛生面で危険なことはほとんどな

いということが分かりました。 

 そして、これからの時代は若い世代にもジビエを広めていくことが必要であり、そのため

には長期的な取組みが必要ということが分かりました。これらを踏まえて、改めて意見をま

とめると、ジビエが安全と分かってもなお消費されていないのは、私たちがジビエの存在を

知っていても、牛肉、鶏肉、豚肉で十分だと思ってしまっているものと再認識しました。そ

して、たくさんの偏見を解決するため、これをよりたくさんの方々に知っていただくため、

ジビエについてのサイトを作成しました。また、作成したジビエのチラシをファストフード
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店に掲載させてもらいました。 

 最後に、今後は以下の活動を行っていきたいと思います。まず、ジビエの安全について、

主に認証制度についてまとめた動画を作り、それを活動に協力してくださっているお店で流

してもらうことです。次に、今までのことをまとめたポスターやチラシ、パンフレットなど

を作ることです。そして、これは大きな目標ですが、校内のカフェテリアにジビエ料理を導

入することです。これは、品女生とカフェテリアの方に意見をもらいながら進めていきたい

と思っています。 

 

Ｃ組）農業の安全性について 

 私たちは、校外学習で水と生物の多様性というテ

ーマを学習し、今その生物の安全を脅かしているの

は農薬なのではないかという結論に至り、農薬をテ

ーマにしました。そして、目標にしているのは、消

費者に農薬の安全性を知ってもらうことです。 

 まず、私たちが日常生活の中で農薬について知る

機会がほとんどないことに気づき、知らないことや

疑問に思ったことを企業や団体の方にインタビュー

させていただき、そこで分かったことを共有し、検証するため品女生やそのご家庭に、アン

ケートをさせていただきました。アンケートで分かったのは、私たち消費者が矛盾を抱えて

いるということです。そこでの矛盾は、消費者は美しくておいしい野菜が食べたいにもかか

わらず、農薬については危険だと思うというイメージを持っていることです。 

 そこで、矛盾を無くしていくために検証を実施しました。まず、作成したポスターをまい

ばすけっとさんにて掲載させていただき、ポスターにあるＱＲコードを読み取っていただく

と、私たちが作った特設ページに飛べるようになっています。農薬の知識を載せたページを

作っていますので、ぜひお時間のあるときに見てみてください。そして、白ばら祭にて当日

投票を実施し、農薬が危険だと思うかという意見を聞いたところ、思うが６０票、思わない

が１７０票という結果になりました。 

 私たちはこちらの考え方の３つの違いについてまとめました。まず、消費者は、きれいで

新鮮な野菜を求めています。でも、それらを食べるためには農薬が必須です。ですが、農薬

は危険という考えをもっていて、使ってほしくないと思っています。そこで矛盾が発生して

います。次に、生産者の農薬に対する考えです。農薬は、きれいな野菜を大量に安く作るた

めに必要だと思っています。最後に、農薬メーカーの農薬に対する考えです。農薬メーカー

は、農薬についての詳しい知識をたくさんの人に知ってもらうために、消費者や農家さんに

セミナーをしています。農家さんには、農薬を安全に使ってほしいために、消費者の方には、

農薬が安全であるということを知ってもらうためにセミナーをしています。私たちも農薬に

ついて農薬会社からセミナーを受けました。 

 では、農薬がなぜ危険ではないと言えるのか、その理由を説明します。まず、１つ目の理

由として、残留値試験や薬性試験など、さまざまな厳しい試験を合格した数少ない農薬しか

使用されていないからです。ですが、安心は安全の延長線ではないので、必ずしも消費者が

安全・安心だと感じるとは言えません。残留値試験については、８０％以下の許容一日摂取
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量（ＡＤＩ）であれば試験を合格することができます。２つ目は、一昨年、そして昨年の間、

農薬中毒による死亡者が出ておらず、農薬中毒者になる方が極めて少ないからです。この農

薬中毒者は、農薬の使用方法を守っておらず、過度に使用してしまい中毒になってしまった

ので、農薬は基準を守って使用すれば安全であると言えます。つまり、この中で使用されて

いる農薬は、厳正な試験を乗り越えてきたため、使い方をきちんと守れば安全ということか

ら、農薬は安全だと言えます。 

 

Ｄ組）フードロスについて 

私たちは、食品ロスをテーマにしました。

食品ロスとは、本来食べられるのに捨てて

しまう食品のことをいい、食べられない部

分を含めた食品全体の廃棄物を食品廃棄物

といいます。平成３０年の農林水産省のデ

ータでは、食品廃棄物が年間約２,０００万

トン、そのうち食品ロスは約６１２万トン

でした。 

次に、食べ物が生産されてから私たちが

消費するまでのサプライチェーンごとのロ

スの量について、生産の現場ではデータをとっていないため、記録がありません。つまり、

データ化されていないだけで多く捨てられています。私たちが家庭で出している食品ロスが

どれほどのものかというと、何と２８４万トンで、食品ロス全体の約半分を占めています。 

そこで、私たちは、班に分かれて食品ロス削減を目標にアクションと検証を実施しました。 

まずお弁当班です。１－Ｄの親子をターゲットに、身近な食品ロスであるお弁当のロスに着

目し、お弁当カードで食品ロスを減らすことを検証しました。１－Ｄの生徒が自作したお弁

当カードを、いつも食べている私たちが、保護者にお弁当と一緒に渡し、お弁当について正

直言いにくい感謝の気持ちや、量を減らしてほしいなどのコミュニケーションを行いました。

お弁当カードは、保護者に喜んでもらいやすいようなデザインにし、自由に書けるように、

お弁当と一緒に出すのにちょうどいいサイズにするなどの工夫をしました。量が多くて食べ

られなかった、少なくしてほしいなど、書いたお弁当カードを、作ってくれる保護者に渡す

と、次の日にはお弁当の量が減っていてロスがなくなります。検証スケジュールは、お弁当

がある日の３日間でお弁当カードを書き、渡し、その３日間を通して気づいたことを、これ

も生徒が作成したお弁当感想カードに書いてもらいました。生徒の感想では、「量が減って、

残しも減った」や、「いつもは感謝が言えなかったので、これを通して言えてよかった」とい

う声が多く、保護者の感想では、「残しが減って安心した」や、「感謝の気持ちを言ってもら

えて、これからもお弁当を頑張って作りたいと改めて思った」、「残さず楽しく食べられるよ

うに工夫を続けたい」などの声の一方、「いつもと変わらなかった」という感想もあり、様々

なケースがありました。 

もう一つの班では、子どもの食育に注目して、食育を通して子どもたちに食の楽しさを伝

えることでのフードロス削減を目標として活動しました。食育の専門家の方に取材をしたり、

絵本を作ったりしました。取材で分かったことは、無理に好き嫌いをなくすのではなく、嫌
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いな理由を考えることが大切、嫌いな食べ物は大人になって食べられることもあるなどです。

その実践として、子ども向けに絵本を作りました。カラー版で、取材で分かったことを記入

した保護者の方へのアドバイス、子ども用の食育ページがついています。検証では、絵本を

実際に保育園に置かせていただき、子どもたちの反応や、保育士さんへのアンケートをとり

ました。アンケートで、「じっくりと絵本を見て楽しんでいた」、「読み聞かせの後に子ども

たちが野菜の味について説明できることを知ることができた」、「食について話すきっかけに

なった」、「読み聞かせした日の昼食の野菜を多く食べてくれた」などの回答がありました。

この活動を通して、子どもは意外と食べられる野菜が多いということにびっくりしました。 

これらの活動を通して、私たちの予想していたものとは違う利用者の声が聞けました。ア

クションを起こして検証することの大切さを知りました。また、アクションを起こすために、

その問題がなぜ起きているのかを調査したり、勉強する必要があるので、普段から、なぜを

考えながら授業や日常生活を送りたいと思います。 

 

Ｅ組）再生可能・自然エネルギーについて 

 私たちは校外学習で学んだことを基に、エネル

ギーの課題は何かというテーマを掲げ、調査を始

め、エネルギーについて、作る視点、使う視点から

お話を伺いました。 

 資源エネルギー庁様では、電気を使っている量

が多いのは朝ご飯と晩ご飯の時間帯であること、

また、これが再生可能エネルギーの発電だけでは

足りないことを教えてもらいました。今後、再生可

能エネルギーの普及に必要なのは優秀な蓄電池の開発ですが、蓄電池の代わりとして期待さ

れているのが水素です。電気で水素を作り、水素を貯めておいてエネルギー源にしようとい

う試みがＥＮＥＯＳやトヨタなどで進んでいます。また、東京に住んでいる人が使う電気全

てを東京にソーラーパネルを設置するだけでは賄うことができません。私たちは電気をより

効率よく作ることから、電気をより無駄遣いしないということを考えるようになりました。 

 まず、エコな新型車両が走っているというニュースを聞き、東京メトロ様へ取材に行きま

した。ここでは緊急時のためのバッテリーを効率良く使う仕組みにすることで、従来の電車

よりも消費電力量を４０％削減することに成功したことが分かりました。 

 続いて、株式会社 point0 様へ伺いました。ここでは、風を循環させたり、湿度を調整す

ることによって涼しく感じさせるという工夫が行われていました。また、東日本大震災直後、

蛍光灯を半分にするという家がたくさん見られました。しかしここでは、昼間は外の明るさ

だけにして部屋の電気を消し、夕方は黄色の照明を強めにして明るさを下げるということで、

従来よりも６０％の節電につなげていました。 

 このことをどれだけの人が考えているのだろうと思い、先生方に、職員室で省エネをする

となると何をすることが思い浮かぶかアンケートを取ってみました。すると、「エアコンの

使用時間を削る」など、物理的な答えばかりで、明るさを調整するという答えには結びつか

ないのだなと感じました。私たちは部分的に明かりを消す、電気を切るといった無理な省エ

ネを頑張るより、無理せずエコの取組みをするともっとエコになると感じました。そこで私
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たちは２つの検証をしました。１つは、ドライヤーの強、弱、冷風の３段階で、それぞれ乾

かすのにかかった時間と使用電力を測りました。使う電気が少ない順に、冷風、温風の弱、

温風の強となりました。また、水をきれいにするにはたくさんの電気を使います。油汚れを

あらかじめふき取るだけでも洗濯に必要な水の量はかなり削減できました。このように、私

たちは実際に検証してみて、無理をせずにエコに取り組む方法があると分かりました。また、

私たちはエネルギーについての話を多くの方にしていただきたいと思い、ウェブサイトを作

成しました。このサイトは私たちがいろんな方にお話を伺って学んだことや実際に検証して

考えたことなどが詳しく書かれています。ぜひ見てください。 

 そして、私たちが皆さんに提案したいことは２つあります。１つ目は、品川区のホームペ

ージに現在のエネルギー問題と身近にできるエコなどの情報を載せていただきたいという

ことです。エネルギー問題があまりいい状況ではないことを分かっている方が多くいらっし

ゃっても、具体的に何をしたらいいのかが分かる方は本当に少ないと思います。なので、こ

れをすることで何をしたらいいのか分かる方が増え、少しずつエネルギー問題の悪化を防げ

ると思います。２つ目は、時間帯に合わせて電気の量を変える装置を品川区につけてほしい

ということです。これは費用がかかってしまうことだと思いますが、節電の面ではとても期

待できることなので、ぜひ取り入れてほしいと考えています。  

 

Ｆ組）野菜の生産と消費について 

 私たちは、野菜の生産と消費という大きなテーマの

下、クラスの中で野菜ごとに班を分けて調べを進めて

きました。そんな私たちのテーマは、「野菜をおいしく

食べて」という、とても単純な思いです。私たちは、校

外学習で、実際にニンジン畑の雑草を抜いたり、ニン

ジンの根や葉を切り落として水で洗ったりという体験

や、ニンジンにかかるコストと農家さんの収入につい

て、実際にニンジンの値段を設定して教えていただき

ました。そのため、当初私たちは農家さんの苦労と、それに釣り合わない収入が問題だと考

えていました。しかし、実際に農家さんにお話を伺うと、本当にそれが問題なのかと疑問に

思うようになってきました。それは、いろんな農家さん方が、かかるコストを減らすための

対策は既に取っていらっしゃる上で、作った野菜をおいしいと思って食べてもらいたい、ま

た、買ってもらいたいとおっしゃっていたからです。そこで私たちは、生産のあり方を変え

ようと試みるのではなく、もっと単純に、農家さんの思いにつながっていく方法はないかと

考えました。そして、身近なところで野菜のよさや、おいしく食べる方法を消費者に伝えて、

消費を促すということを思いつきました。 

 おいしく食べてという考えに至ったまでの主な内容です。 

 まずはキュウリ班です。キュウリの年間購入量が減り続けていることが問題点だと考えま

した。実際にキュウリを生産している農家さんの声を聞くため取材をさせていただきました。

実際に４つのキュウリを食べさせてもらい、キュウリにもたくさんの種類と、それぞれ違っ

た味と風味があることを知りました。また、スーパーで知らない間に売れているよりも、「こ

この野菜おいしい」と思ってほしいとおっしゃっているのを聞き、キュウリをおいしく消費
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してもらえるように、キュウリの種類別の特徴を生かした料理を紹介しました。 

次はカボチャ班です。私たちは取材に行く前に、形が悪く破棄されてしまう野菜を減らす

ための方法を考え、実際に提案をしてみました。その内容は形が悪いかぼちゃは出荷ができ

ないので、観賞用にしたらいいのではということです。しかし、農家さんの立場で言えば、

観賞用にするより、できるだけカボチャを食べてほしいと言っていらっしゃいました。その

ため、おいしい野菜の選び方や食べ方を紹介しました。カボチャ農家さんからは、「とにか

くたくさんおいしく食べてほしい」という思いが伝わってきました。 

 次に白菜班です。白菜は寒さに弱いため、旬の冬は葉を守ろうとして、でん粉をブドウ糖

に変えるため、ほかの季節のものと比べ、とても甘いです。また、その時期にたくさん取れ

るため、値段が安くなります。白菜は甘くておいしい冬にたくさん買ってもらいたい、つま

り、旬においしく食べてほしいそうです。 

 次はサツマイモ班です。取材の中で、私たちが一番驚いたのは、サツマイモは秋より夏の

ほうがおいしいということです。クラスで取った事前調査のアンケートでも、多くの人がサ

ツマイモは秋と答えていました。しかし、旬な秋より夏のほうが、長期保存することによっ

て糖度がより増し、よりおいしくなります。白菜とは違い、サツマイモは旬以降の時期にも

おいしく消費してもらいたいという思いが伝わってきました。 

 私たちの調査は、校外学習での学びから、農家さんの大変さを知ったことで、収入と釣り

合っていないというところから始まりました。ですが、農家さんに取材をし、コストについ

てのご相談や提案をしていく中で、とにかく新鮮な野菜をおいしく食べてもらいたいという

農家さんの思いに行きつきました。こだわりのある八百屋さんや農家さんの直売所で買うの

が一番新鮮で、安くて、おいしくて、地産地消につながるのかなと思います。そのため、「お

いしく食べて」を促すために、ポスターを作り、貼らせていただく予定です。これを見てく

ださった方がどんなふうに感じて野菜を買おうと思ったかを検証し、この後に生かしたいと

思います。また、ウェブサイトも作成しており、各野菜のおいしい食べ方などの情報がたく

さん盛り込まれています。私たちが調べたいろいろな野菜の知識、それぞれの野菜に特徴が

あり、それに合った食べ方があります。ベジ子の知らない野菜の世界を皆さんにも知ってい

ただきたいです。 
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【意見交換後の感想】 

A 組）有機農業はなぜ広がらないのか 

○品川女子学院生徒 

 有機農業について調べたことはたくさんあるけ

れども、アクションを何か起こすということはま

だできていないなということを話しました。例え

ば、有機野菜についてまとめたポスターを作成し

て貼ったりとか、そういうことをしたほうがもっ

と理解が深まるのではないかということを、議員

の方からお話しいただきました。 

○渡辺サブリーダー 

発表を聞いていて、やはり皆さん同じ目標を持って調べられたのだなと。よかったのは、

有機野菜とか有機農法はすごく大切だけれども、大切だからって、毎日毎日、食べなくても

いいのだよと、１週間か２週間に一遍ぐらい食べられたらいいねという話がすごくよくて、

正しいことでも、押しつけたりしたら多分伝わらないから、その感覚はいいねという話をし

ました。 

それと、今日は各テーブルで、議員と皆さんが直接話をして、議員はみんな、みんなの意

見を聞いて頑張る人だから、何かリクエストをどんどんしたほうがいいよということを言い

ました。品川区役所の人も議員の人も一生懸命頑張るから、いろいろなリクエストをしたら

どうかなという話をしました。 

 

B 組）ジビエについて 

○品川女子学院生徒 

今までの視点を新たに変える施策として、ま

ずは観光として消費者に利を与えることで身

近に感じていただけるのではないかとか、若い

世代にＳＮＳなどを使って広めることで、認証

制度がゆるかった時代の悪いイメージを挽回

できるのではないかという提案がありました。

そして、私たちが今まで気づくことのできなか

った新たな視点として、今まで人間が経営してきた動物園などが廃園になってしまい、そこ

から逃げられた動物が繁殖してしまうなど、人間が原因で増えてしまったこともあるという

ことを学び、そのようなところにも注目しなければいけないということが分かりました。 

○高橋（し）議員 

生徒さんの中にロッテリアの鹿肉バーガーを食べた方がいらっしゃって、その話で盛り上

がって、説明を伺い、大変参考になりました。どんどん意見を言っていただいて、私達から

何か説明をするというより、本当にいっぱい説明していただきました。生徒さんたちは、取

材をして、それを発表して終わりではなく、自分のものにしているというのが、本当に分か

りました。きっと、すごく成長している様子を、先生方はクラスの中でご覧になっているの
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ではないかなと思いました。半年前は小学生だったというふうに思うと、すばらしい成長ぶ

りだなと、失礼ですけれども、思いました。 

 

Ｃ組）農業の安全性について 

○品川女子学院生徒 

まず、スーパーで買う場合は安全が保障され

ているけれども、近所で農薬を使用した野菜を

試作した際に中毒が起こってしまって、それを

大きい事件や事故として取り扱ってしまい、農

薬が危険だというイメージがつくようになっ

たのだという話をされました。また、最初に食

べたときの印象が残ってしまうため、その食べ

物が悪いと感じてしまうと嫌いになってしまい、フードロスが起こってしまうので、おいし

い作り方で食べるということがとても大切だという話をいただきました。 

また、有機農業だと、糖度を上げることが難しいので、農薬を使用しなければいけません

が、これも、やはり日本人は安全性を重視しているので、遺伝子組み換えで努力の成果が出

ていて、歴史もあって確立されているけれども、やはり反対派の人もいるので、そこは難し

い問題だよねというお話が出ました。あと、もし有機農業が今後、農薬を使用した野菜と同

じような形になったといったら、栄養や安全性の問題から、どういう農業市場になるかとい

う問題があって、無理に農薬を使った農業にしましょうとか、有機農業をしましょうといっ

た感じで、統一するのは難しいように感じられました。 

 これまで有機農業や農薬を使った農業についての認識が低かったけれども、今は認識が

上がっているのかなという話もありました。イメージが改定できないのは知識が足りないこ

とからなので、私たちが学んだような知識を皆さんに伝えていくことが必要なのだというこ

とがありました。私は、私自身が有機農業と比べたり、意識したり、あまりできていなかっ

たので、今回、話をいただいて、意識していきたいなと思いました。 

○西本議員 

毎年、皆さんとこういう意見交換会ができ、大変ありがたいなと思います。いろいろな気

づきもありましたし、非常に参考になっていますので、感謝申し上げます。 

今回のテーマは、農薬ということですけれども、全体に関わる話です。外食の話もありま

すし、Ａ組のテーマとは相反することです。有機農業と農薬という真逆のテーマで、そこで

いろいろ交換をして学ぶというところもあったわけですけれども、そういう状況を知ること

によって、農業を含め、大きな意味でいうと環境ということもあるのでしょうけれども、そ

ういうのを一つの、切り口はいろいろな切り口からそこに入っていって、皆さんが、それぞ

れのクラスが全体を通した話でまた議論すると、新たな方向性が見えてくるのではないかな

と。例えば、Ａ組とＣ組は相反することであっても、そこからまた新しいことが見えてくる

可能性があるのではないかということで、今回のテーマは、広がりのある、まさにＳＤＧｓ

に即した形のすばらしい提起をされたのかなということを、お話をしていて思いました。 
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Ｄ組）フードロスについて 

○品川女子学院生徒 

今回、フードロスのお話をさせていただいて、

議員の方に資料を幾つか頂いたのですけれども、

その中で、効率や食品ロスをなくすために頑張っ

ているお店を紹介する本だったりを紹介してい

ただいたり、もったいないレシピコンテストとい

う、捨てられてしまう食材を使ったコンテストを

実施していることを私たちは初めて知ったので

すけれども、結構多くの方々が参加していたらし

く、そういうのを広めているのはいいことだなと思いました。 

私たちはｉＰａｄなどを配付されていますが、品川区のことを知ろうと思うと、どこにあ

るのかとか、どう検索すればいいのかとか、発信先はどこかと考えたときに、やはり調べる

のが難しいし、自ら積極的に調べようと思うと、かなりきついところがあったので、もうち

ょっと分かりやすく自然に知ることができるウェブサイトがあるといいかなと思いました。 

○松澤議員 

 毎年、お話を聞いて、多分、自分が一番勉強をさせていただいております。 

 今回、食品ロスということで、私も２５年前にコンビニを経営していた経験から、食品ロ

ス、２５年前も、たしかコンビニでもこういうのをいろいろやっていたなという思いを想像

しながら皆さんのお話を聞いていて、２５年の間に、食品ロスに対する皆さんの意識という

のが本当に変わってきたなとつくづく思いました。 

 てまえどり、私もコンビニをやっていたので、特によく分かります。皆さん、どうしても

新しいものを後ろから取ろうという意識が働くと思います。生徒の皆さんも言っていました

が、前から取ることによって食品ロスが減る、こういったことは私たちでできることだとい

うのを今日、教わりましたので、皆様、てまえどり、忘れずに、前から食品を取るようにご

協力をお願いいたします。 

 

Ｅ組）再生可能・自然エネルギーについて 

○品川女子学院生徒 

品川区のホームページで情報を公開してい

ることや情報発信をしているということ、ＳＮ

Ｓなどを活用していることが分かりました。自

分では知らなかったので、今後、見ていこうと

思いました。 

○湯澤議員 

私たちもたくさん学んでいるつもりでした

けれども、若い皆さんから、学ぶことがたくさ

んありました。私も今回、品川区ではこういうことをやっていますよという資料を少しお持

ちさせていただいたのですけれども、その反応としては、こういうお金のためのことはさて

おき、やはりエコというのは身近に、無理のないようにしていきたいというお話がありまし
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た。例えばドライヤー一つにしても、少し温度設定を変えることでエコになるというお話が

ありましたけれども、では、例えばそれを、皆さんは髪の毛が長い、その髪の毛を切ってし

まえばドライヤーをあまり使わなくていいとか、電気に関しても、イルミネーションとか、

そういうのをやらなければエコになるかもしれない。でも、そういうのはやっている。しっ

かりと取り組んでいきながら、やはり無理をしないでやっていきたい、そういったお話をさ

せていただきました。 

区のホームページにエコの情報をというお話がありましたが、ホームページを見たことあ

りますかと聞いたところ、ありませんと言っていましたので、やはり情報発信が品川区の課

題だなというふうに思うのと、皆さん何を見ているのですかと言ったところ、一番見ている

のはＴｉｋＴｏｋだそうです。ＴｉｋＴｏｋでの発信に関しては、１５秒ぐらいが一番見や

すいということですので、１５秒の間で自分の考えをまとめて、ＴｉｋＴｏｋで発信してい

く。今日はいろいろなことを学ばせていただきました。 

 

Ｆ組）野菜の生産と消費について 

○品川女子学院生徒 

 私たちは、主に生産者さんの「おいしく食べ

てほしい」という思いについて話していまし

た。例えばキュウリだと、農家さんは、スーパ

ーだと、消費者さんが生産者の皆さんのこと

を知らずに買うけれど、直売所だと、ここのキ

ュウリだな、この直売所のこの農家さんが生

産しているキュウリだなと思って買ってくれ

るので、それを食べて、おいしいなと思って、

また買いたいなと思ってくれるのが一番うれしいとおっしゃっていました。 

 あとは、たくさんの農家さんに、それぞれ野菜ごとに取材させていただいたのですけれど

も、それぞれ野菜によっていろいろな特徴があって、その特徴によって、おいしい食べ方と

か消費の仕方が変わってくるので、私たちは、その農家さんから聞かせていただいたことを

消費者に伝えていくことで消費を促したいと思いました。 

○中塚議員 

 本当によく調べていて、伺ってすごいなと思ったのは、農家さんのインタビューを通じて、

初めは生産と消費のテーマで、農家さんの所得をどう保障するかという入り口だったのだけ

れども、話を聞いているうちに、とにかく農家さんはおいしい野菜をたくさん食べてほしい、

その話に共感して、春夏秋冬、それぞれの野菜を選んで、本当は、発表できなかったキャベ

ツの話とかたくさんあって、少し絞って今日の発表につながったわけですけれども、生産者

の思いが消費者につながってくるといいのかなという話をさせていただきました。 

 それで、コロナを経験して、直売所に買いに来る若い世代が増えてきたということで、コ

ロナの影響で外食が減った分、おいしいものを食べたいという消費者行動から、もしかした

ら直売所で売っている野菜の売上げが増えているのではないかという話をしてくれました。 
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【今後に向けて】 

当日は、参加した品川女子学院の生徒２７名からタブレット端末を用いたプレゼンテーシ

ョン形式で課題の報告を受け、課題に対してとても活発な意見交換を行うことができました。

また、意見交換会後、生徒の皆さんへ実施したアンケートでは、たくさんの感想や質問をい

ただき、質問には別途回答しました。今回、意見交換を行った各課題について、さらに調査・

研究が進められ、生徒の皆さんが地域ひいては社会に貢献できる人材として大きく成長され

ることを楽しみにしています。 

品川区議会は、今回の意見交換会でいただいた、若い世代の方の貴重なご意見を真摯に受

けとめ、こうした取組みを継続的に行い、引き続き区民に「開かれた議会」、「身近な議会」

を目指して活動してまいります。 


