
令和２年度　家庭でのおいしい食べきり全国キャンペーン　実施予定一覧　

行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先

函館市

食品ロス削減の周知・普及啓
発

常時

4月～6月

2月

函館市役所本庁舎地下
食堂

市内

市内

・三角ＰＯＰを作成し，市役所本庁舎の食堂テーブルに設置し，利用する
市職員や市民に食品ロス削減の周知・啓発をする。

・市内のコンビニ数店舗のイートインスペースに三角ＰＯＰを設置。

・イベントにて三角ＰＯＰを設置。

函館市環境部
環境推進課
0138-56-6694

釧路市 食品ロス削減啓発

10月 市内 広報誌とホームページにより、10月の「食品ロス月間」及び10月30日の
「食品ロス削減の日」に関する啓発記事の掲載

釧路市市民環境部
環境事業課
電話　0154-31-4551

江別市

「食品ロス削減月間」に合わ
せた啓発活動

忘新年会シーズンにおける食
品ロス削減の啓発

10月

12～1月

「商品ロス削減月間」をＰＲするポスター及びチラシを作成。ポスターは
市内スーパー及び公共施設に配布し掲示を依頼。チラシは、各自治会に配
布し回覧として回していただくよう依頼することで広く市民に「商品ロス
削減月間」の周知及び食品ロス削減の啓発を行う。

宴会時における食品ロス削減啓発ポスターを作成し、市内飲食店及び公共
施設に配布し掲示を依頼予定。

江別市生活環境部
環境室 廃棄物対策課
電話　011-383-4211

北海道 深川市
家庭でのおいしい食べきり全
国キャンペーン

10月1日（木） 市内
広報紙
ホームページ

・広報紙及びホームページに「食品ロス削減月間」、家庭における食品ロ
ス削減の取り組みを掲載
・9月末に開催するイベントでチラシを配布
・市内スーパーに全国キャンペーンのポスター掲示を依頼

深川市建設水道部
環境課環境係
電話　0164-26-2444

青森県 食品ロス削減の普及啓発

10月 ・環境政策課フェイスブック「エコ・ナビあおもり」に、食品ロス削減に
関する記事を掲載して全国に情報発信する。
・県の広報番組「オール青森でごみ減量”チャレンジ980”キャンペーン月
間」の中で、食品ロス削減についても取りあげる（未定）

青森県環境生活部環境
政策課
循環型社会推進グルー
プ
電話　017-734-9249

青森市

今日から始めよう。家庭で
「食品ロス」減量。

１０月は食品ロス削減月間・
１０月３０日は食品ロス削減
の日です

もったいない！食品ロスを減
らそう

素材まるごとエコごはん料理
教室

素材まるごとエコごはん

7月1日

10月1日

常時

10月31日

12月初旬

会報せいそう

広報あおもり

ホームページ

市内市民センター

サンロード青森

・会報誌により家庭でできる食品ロスの取組を呼び掛ける特集記事を掲載
しＰＲ（町会回覧）

・広報誌により「食品ロス削減月間」「食品ロス削減の日」，家庭ででき
る食品ロスの取組を呼び掛ける記事を掲載しＰＲ（全戸配布）

ホームページで食べきりの特集記事を掲載しＰＲ

無駄なく食材を使い切る食品ロスレシピを使った料理教室を開催予定

料理研究家の方をゲストにお招きし、無駄なく食材を使い切る食品ロス削
減レシピを考案・実演して頂くイベントを開催予定。

青森市環境部清掃管理
課
廃棄物・リサイクル
チーム
電話　017-718-1179

自治体名

北海道



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

青森県 八戸市 食品ロス削減月間

10月 市内各公民館 市民向けに行う「ごみ減量講座」内において、食品ロス削減について講義
を行い、三つのきる「食材は使いきる！、料理は食べきる！、生ごみは水
けをきる！」を市民に啓発するとともに、チラシ及び啓発グッズを配布す
る。

八戸市 環境部
環境政策課
資源リサイクルＧ
電話　0178-43-9362

岩手県

家庭でのおいしい食べきり
キャンペーン

10月１日（木）～10月
31日（土）

－ ①啓発ポスター及びチラシの配布
②各種広報媒体を活用した広報の実施
・盛岡タイムス紙面に広告を掲載（５回）
・岩手県交通バス100台の車内に「いわて三ツ星ecoマナーアクション」ポ
スターを掲出（※いわて三ツ星ecoマナーアクションとは、ごみのポイ捨て
や不法投棄、レジ袋などの使い捨てプラスチックの使用量の削減、食品ロ
スの削減の３つのecoマナーの実践を呼びかける取組）
・各種広報媒体を活用した広報の実施

岩手県環境生活部
資源循環推進課
資源循環担当
電話019-629-5367

秋田県

食品ロス削減の広報 ９月～10月

10月30日

県広報紙

新聞広告

・全戸配布される県広報紙（９・10月号）において、食品ロスの現状を伝
えるとともに食品ロス削減を呼びかける記事を掲載する。
・10月30日に「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫についての理解
を深めてもらうため、新聞広告により啓発を行う。

秋田県生活環境部
温暖化対策課
環境活動推進班
電話　018-860-1560

食品ロス削減啓発イベント
「おいしく食べきり　ごちそ
うサン！デー」

10月18日（日） 秋田拠点センターアル
ヴェ

地元局アナウンサーや料理研究家などによる、食材をムダなくおいしく料
理する方法などのパネルディスカッションのほか、余り物をおいしく調理
したメニューの試食、乾燥野菜の作り方のワークショップなど。無駄なく
食べきるをテーマにした映画「０円キッチン」の上映（無料）も。

食品ロス削減の啓発

10月 ①市広報紙、市政テレ
ビ番組
②市役所庁舎市民ホー
ル、市役所庁舎前

①市広報紙での特集ページ、地方局３社およびケーブルテレビの市政テレ
ビ番組における食品ロス削減をテーマにした番組の放送
②市役所庁舎市民ホールでのパネル展示や庁舎前への懸垂幕とのぼりの掲
出

大仙市

食品ロス削減キャンペーン １０月～１１月 市内スーパー等店頭 ・市内スーパー等の店頭にて、来店客に対し食品ロスの削減についてチラ
シ等を配布し啓発活動を行う。

・広報での食品ロス削減の啓発

秋田県大仙市
市民部生活環境課
廃棄物班
電話　0187-63-1111
　　　内線189

山形県
家庭における食品ロス削減の
啓発

10月前半 県庁１階ロビー ・食品ロス削減月間に合わせ、家庭での食品ロス削減等に関係するパネル
の展示、チラシの配布等。
・県SNS等で家庭における食品ロス削減の取組み例を発信。

山形県環境エネルギー
部
循環型社会推進課
リサイクル・環境産業
担当
電話　023-630-2322

秋田市環境部
環境都市推進課
ごみ減量推進担当
電話 018-888-5708

秋田市



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

山形県 山形市 食品ロス削減の啓発

１０月 ・広報紙に食品ロス削減啓発記事の掲載 山形市環境部ごみ減量
推進課
電話023-641-1212
（内線698）

福島県 食品ロス削減の普及啓発

10月～1月 seibufukuitenn tono ・小学生が食品ロスの削減を学び家庭での実践を促すため、リーフレット
を作成し県内の全小学生に配布する。
・忘新年会シーズンに合わせた食品ロス削減のチラシ・ポスターを作成・
配布する。
・ラジオ広報等で食品ロス削減のＰＲを行う。

福島県生活環境部
一般廃棄物課
電話024-521-7249

福島市

食品ロスゼロへ！冷蔵庫整理
収納講座

広報紙への啓発記事の掲載

「おいしい食べきり２０２０
運動」の実施

10月18日（日）

10月1日

常時

福島市市民会館

市政だより

ホームページ

・冷蔵庫収納家による講演会「食品ロスゼロへ！冷蔵庫整理収納講座」を
開催し、冷蔵庫収納家ならではの視点で、食べ物を大切にする暮らし方を
お話しいただく。

・市広報紙（１０月号）において、食品ロス削減について記事を掲載。

・宴会時等の食品ロスを削減するため、市ホームページにて「おいしい食
べきり２０２０運動」について広報を実施。

福島市ごみ減量推進課
ごみ減量推進係
電話024-525-3744

二本松市

食品ロス削減月間 10月 市広報誌10月号 家庭での食品ロス削減の記事掲載 二本松市市民部生活環
境課環境衛生係
電話 0243-55-5103

茨城県 水戸市

食品ロス削減月間 10月 市内 ・情報紙「ごみマガ！」第22号や「広報みと」10月１日号の特集ページ，
市ホームページ等において，食品ロス削減を呼び掛ける記事を掲載し，家
庭でのおいしい食べきり運動を啓発する。

茨城県水戸市
生活環境部ごみ減量課
ごみ減量係
電話　029-232-9114

10月 県内 ・県民の削減行動促進のため、市町と連携し、「食べきり」「使いきり」
「水きり」の３きり運動を県内総合運動として推進するとともに、小売
店・小中学校等へ啓発ポスターを配布
・消費期限及び賞味期限の基礎的な認知度向上を図るため、農産物直売所
の販売陳列棚へ掲示できる啓発ＰＯＰを配布

10月1日～10月31日 県内 ・県政世論調査結果を踏まえ、食品ロス問題の概念的な内容に関するＷＥ
Ｂ検索サイトへの広告を実施

10月 県内 ・県民の削減行動促進のため、県政広報（テレビ、庁舎内ポスター掲示）
や県庁舎への懸垂幕掲示等による普及啓発を実施

食品ロス削減の普及啓発 栃木県環境森林部
廃棄物対策課
廃棄物対策担当
電話　028-623-3107

栃木県



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

足利市

食品ロス削減啓発 10月 市広報誌10月号
ホームページ

・市広報誌とホームページに食品ロス削減啓発記事を掲載 足利市生活環境部
環境政策課
環境推進担当
電話　0284-20-2151

栃木市

栃木市おいしい食べきり運動 10月 市内 ・地域ＦＭラジオ、Facebook、Twitter、市ホームページを活用し、期間中
は積極的に情報を配信し、市民に向けた啓発活動を行う。

栃木県栃木市
生活環境部
環境課
環境政策係
電話　0282-21-2141

日光市

食品ロス削減啓発 10月 市内 ・広報にっこう10月号に食品ロス削減月間の記事を掲載する。
・本庁舎及び各行政施設へとちぎ3きり(「食べきり」「使いきり」「水き
り」）運動普及啓発ポスターを掲示する。

日光市市民環境部
環境課
廃棄物対策係
電話0288－21－5138

群馬県 「MOTTAINAI」運動

10月～ 県内
・「３きり運動」、賞味期限が近い食品の有効活用(「MOTTAINAIクッキン
グ」）等の家庭でできる食品ロス削減の普及啓発動画の作成・配信を行う
・食品ロス削減月間において、県職員によるフードドライブの実施する

群馬県環境森林部
気候変動対策課
ゼロ宣言推進係
電話：027-897-2751

伊勢崎市

食品ロス削減ＰＲ 10月1日（木） 市内 食品ロス削減の日を含む１０月に、市ホームページや市広報紙への掲載、
ＣＶ放映、ごみ分別アプリでの情報発信により食品ロス削減啓発をおこな
う。

環境部
環境政策課
資源化推進係
電話　0270-27-2732

館林市

食品ロス削減の普及啓発

職員によるフードドライブ
食品ロス削減の普及啓発活動
ごみゼロ協力店認定制度

10月1日（木）

10月1日（木）～

10月1日（木）～
10月15日（木）～
10月30日（金）

広報
回覧、アプリ、SNS
広報車
ごみ収集車
庁内
スーパー

食品ロス実態調査結果、取組方法等（削減月間、削減の日）を周知
取組方法等を周知
取組方法等を周知
パッカー車にボディパネルを貼付
職員を対象としたフードドライブを実施
スーパーにポスターを配布、来店者にチラシとラベルテープを配布
取組を推進する飲食店を認定・ＰＲする制度を創設

館林市市民環境部
地球環境課
資源対策係
電話　0276-47-5126

渋川市 広報紙への啓発記事の掲載

10月1日（木） ・市広報紙（10月1日号）に食品ロス削減月間の記事を掲載する 渋川市
市民環境部
環境政策課
生活環境係
電話 0279-22-2114

栃木県



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

さいたま
市

さいたま市食品ロス削減プロ
ジェクトWプレゼントキャン
ペーン

10月～11月 市内・web上 ・余った野菜などを煮込んでスープにする「食べつくスープ」の画像をイ
ンスタグラムに投稿した方や、食品ロスに関するアンケートに回答した方
に抽選で賞品が当たるキャンペーンを実施。

さいたま市環境局
資源循環推進部
資源循環政策課
電話　048-829-1338

川越市 食品ロス削減啓発等 10月

・ホームページ及び広
報川越
・スーパーマーケット
等
・環境プラザつばさ館

・食品ロス削減の方法を紹介
・食品ロス削減啓発ポスターの掲示依頼等
・フードドライブの実施

川越市環境部資源循環
推進課
電話049-239-6267

所沢市 食品ロスゼロのまち促進事業

①10月
②通年
③10～12月

①市内全戸
②市HP
③市内

①広報ところざわ10月号に食品ロス削減に関する記事を掲載する。
②食品ロス削減に関する動画、レシピの公開
③ＳＮＳでの食品ロス削減関連記事の定期的な発信

所沢市環境クリーン部
資源循環推進課
電話　04-2998-9146

狭山市

もったいない食品ロスを減ら
そう！、3010運動

フードドライブ

環境パネル展示

食品ロス啓発活動

常時

毎月第四火曜日

9月

随時
10月（未定）

ホームページ
庁内掲示板

市役所内

市役所1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

市内各所
市内駅頭

・ホームページで食品ロス削減に向けて啓発、ＰＲ

・職員を対象にフードドライブを開催

・食品ロス削減についてパネル展示やちらしを配布する

・出前講座の実施
・啓発用ポケットティッシュを配布

埼玉県狭山市
資源循環推進課
総務・施設更新担当
電話　04-2953-1111
内線　2541

市広報紙への啓発記事の掲載
及びホームページへの掲載

10月 市内全域 10月1日発行の市広報紙に「食品ロス削減のコツ」として、家庭で行える食
品ロス削減の方法などを掲載し啓発を行う。

アクトグリーン　エコ・
ウィーク２０２０での食品ロ
スに関するパネル展示

9月26日、27日 イオンレイクタウン
mori

環境啓発イベントにおいて、食品ロス削減や食べきりについてパネルの展
示など啓発を行う。

フードドライブ

通年 リサイクルプラザ リサイクルプラザで行っているフードドライブを通し、食品ロス削減を呼
びかける。

越谷市環境経済部
リサイクルプラザ
減量リサイクル推進担
当
電話　048-976-5371

越谷市

埼玉県



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

フードドライブ

10月11日（日） 入間市リサイクルプラ
ザ

「第２日曜日はリサイクルの日」イベントにおいて、フードバンクいるま
と共催でフードドライブを実施する。

食品ロス削減啓発

令和２年度
10月

広報誌
（リサイクルプラザ情
報誌）
ホームページ
ごみ分別アプリ

・～使いきり、食べきり、水きりで削減！～「食品ロス」問題
　市内回覧、イベント等での配布を行う。
・10月30日の食品ロス削減の日、10月の食品ロス削減月間の記事を掲載し
啓発を行う。

朝霞市 食品ロス削減

10月 広報あさか ・１０月３０日の食品ロス削減の日を含む１０月に家庭における「おいし
いふくい食べきり運動」を推進し、食品ロスを削減することを目的とし
て、「おいしい食べ物をおいしく楽しく食べきる」ことを広報あさかへ掲
載

朝霞市市民環境部
資源リサイクル課
電話048-456-1593

鎌ケ谷市 食品ロス削減月間

10月1日(木)～
　　　　　　30日(金)

鎌ケ谷市役所1F
市民ホール
(デジタルサイネージ)

市民ホール備え付けのモニターで食品ロスをわかりやすい言葉で市民に訴
えかける。
また、広報(10月1日号)にも記事を掲載予定。

鎌ケ谷市役所市民生活
部クリーン推進課
047-445-1223(直通)

印旛郡
栄町

食品ロス削減の啓発

１０月 広報誌
ホームページ

「１０月は食品ロス削減月間です」をタイトルに、「全国おいしい食べき
り運動ネットワーク協議会全国キャンペーン」のちらしをベースに、政府
広報オンラインから引用した、日本の食品ロスの実態も加えた記事を作成
し、住民への啓発を行う。加えて、町内の団体が作成した「食品ロス削減
レシピ集」を希望者に配付する。

千葉県印旛郡栄町
環境協働課環境班
☏　0476-33-7710

新宿区 食品ロス削減月間

10月中 産業会館（BIZ新宿）
展示コーナー 　食品ロス削減をテーマとした展示（食品ロス削減協力店の取組内容な

ど）を行う。
※例年10月開催の3R推進キャンペーンイベント内で食品ロス削減に関する
ワークショップ・ブース出展を行っていたが、新型コロナウイルス感染症
の影響により同イベントが中止となったため、代替手段として実施する。

新宿区環境清掃部
ごみ減量リサイクル課
ごみ減量計画係
03-5273-3318

文京区 食品ロス削減啓発

10月中 なし ・食品ロス削減啓発チラシの配布
・区ホームページ、ツイッター及びフェイスブックにて周知
・職員用の掲示板による周知

文京区資源環境部リサ
イクル清掃課
リサイクル推進係
電話　03-5803-1135

千葉県

東京都

埼玉県入間市役所
環境経済部
総合クリーンセンター
電話04-2934-5546

入間市

埼玉県



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

中野区
３Ｒ推進月間・食品ロス削減
月間パネル展示及び広報誌へ
の記事掲載

①10月5日(月)
　　　～9日(金)
②10月15日(木)
　　　～11月13日(金)
③10月5日(月)～
④10月中

①中野区役所1階区民
ホール
②中野駅ガード下ギャ
ラリー「夢通り」
③10月5日号区報
④ごみ減量・リサイク
ル情報誌（月間の直前
号）

３Ｒ推進と食品ロス削減を題材としたパネルを展示、区報及び情報誌に特
集記事を掲載し、家庭におけるごみ減量や食品ロスの削減を広く区民に呼
びかける。

中野区環境部
ごみゼロ推進課
ごみ減量推進係
電話　03-3228-5563

杉並区 食品ロス削減月間ＰＲ

10月 ・広報誌（１０月１日号）・区ホームページに食品ロス削減月間について
の記事を掲載し、食品ロス削減の啓発を行う
・食べのこし０応援店に、食品ロス削減月間の啓発に協力してもらうた
め、食品ロス削減月間のポスターを配布する

杉並区ごみ減量対策課
管理係
電話　03-3312-2111
内　3727

北区 食品ロス削減啓発

10月 区内 ・区広報誌への食品ロス削減啓発記事の掲載
・10月開催のイベント(環境展)において、小学生を対象に食品ロス削減
　啓発イベントを実施

北区リサイクル清掃課
電話　03-3908-8538

荒川区 10月食品ロス削減月間 10月 区内

　１０月を「食品ロス削減月間」として、重点的な取組みを展開する。
【取組内容】
・あら！もったいないクイズキャンペーン
　食品ロスに関するクイズに回答するキャンペーンを実施することで、食
品ロスについて考える機会創出、削減意識の向上を図る。応募は、ＱＲ
コードからの電子申請とし、若い世代の参加を促す。

・Ｇｏ　Ｇｏ　協力店！
　あら！もったいない協力店事業に登録している「もったいない協力店」
を利用した際に、アンケートに回答するキャンペーン。事業者と協働で事
業実施することで、広く区民に食品ロス削減の意識啓発を図る。

・フードドライブキャンペーン
　１０月の期間中に常設窓口の他、区内図書館やふれあい館などにも回収
拠点を増設することで、フードドライブの周知を図り、より多くの区民に
フードドライブへの参加を促す。

・あら！もったいない技ありレシピ
　「もったいない協力店」のシェフに、食品ロス削減につながるレシピを
提供してもらい、日常の食生活における食品ロス削減の工夫を促す。

清掃リサイクル推進課
啓発指導係

TEL：03(5692)6697

板橋区

9月19日（土） 区内 ・広報紙において10月は食品ロス削減月間であることについて掲載し周
知。併せて、食品ロス対策講座やフードドライブの募集記事を掲載。

東京都板橋区資源環境
部資源循環推進課資源
循環協働係
電話03-3579-2258

東京都



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

板橋区 食品ロス対策講座

10月17日（土） 区立文化会館 ・外部講師を招き、食品ロスをテーマとした講座を実施。2年度はローリン
グストック法を中心に、冷蔵庫の使い方についての講義を行う。

東京都板橋区資源環境
部資源循環推進課資源
循環協働係
電話03-3579-2258

八王子市

・１０月１日広報特集号にて「八王子の食品ロス」について特集する。誌
面内で食品ロス削減月間についても掲載し、市民に向けて削減を呼びかけ
る。
※10月4日（日）に八王子駅前、西放射線ユーロード上で食品ロス削減イベ
ントを実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
中止となりました。

八王子市資源循環部ご
み減量対策課
電話　042-620-7256

青梅市 食品ロス削減啓発

10月 ・広報誌に「家庭でのフードロスを減らしましょう」、「フードドライブ
にご協力を！」の記事を掲載し、食品ロス削減の啓発を行う。

東京都青梅市
環境部
清掃リサイクル課
ごみ量推進係
電話0428-22-1111

府中市 フードドライブ

10月 市役所ごみ減量推進課
の窓口

・１０月中に市役所の窓口でフードドライブの実施を予定しています。
また、１０月以降は毎月１回程度の実施を検討中です。
なお、フードドライブの開催については、市の広報等で周知予定です。

東京都府中市生活環境
部ごみ減量推進課３Ｒ
推進係
電話　042-335-4437

町田市

１０月 ・市施設や市内のスーパー、コンビニなどに食品ロス削減ポスターを配
布。
・スーパーにて、消費期限の近い商品を購入していただくキャンペーンを
展開。
・ホームページに食品ロスの削減の推進に関する法律の説明を掲載。
・防災フェアにてローリングストックをＰＲ．
・ＳＮＳ等で食品ロス削減月間をＰＲ。

町田市環境資源部３Ｒ
推進課
電話　042-797-0530

・広報誌、ツイッター、ごみ分別アプリ等に食品ロス削減について啓発
　記事を掲載
・「食品ロス削減月間」として、常設のフードドライブの周知を強化

小金井市環境部ごみ対
策課
電話　042-387-9835

・食育メールで食品ロス削減について啓発
・「なくそうフードロス　すすめよう地産地消」のリーフレットを健康
課、ごみ対策課の窓口で配布。

小金井市福祉保健部健
康課
電話　042-321－1240

東京都

10月

小金井市

食品ロス削減啓発



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

福生市
フードドライブ

食品ロス削減啓発

10月 市内 10月30日の食品ロス削減の日を含む約３週間、市役所にてフードドライブ
を実施する。集まった食品はフードバンクへ寄付する。また、広報誌や
ホームページ、ごみ分別アプリを利用し、フードドライブの周知を図ると
ともに、より多くの市民に参加を促す。

・広報誌及びホームページ、ごみ分別アプリへの食品ロス削減啓発記事の
掲載
・市役所庁舎内での食品ロス削減に係るパネル展示

東京都福生市
生活環境部環境課
ごみ対策係
電話　042-551-1731

東大和市

①フードドライブ
②横断幕の設置

①10月1日（木）～
　10月15日(木）
②10月1日（木）～
　10月30日(金）

①市役所ごみ対策課
　窓口
②東大和市駅前
　玉川上水駅前
　市役所敷地内

①家庭で食べなくなった食品（缶詰等）を回収し、食品ロス削減を
　図る。
②食品ロスに関する横断幕を設置し、市民に対して啓発を行う。

環境部　ごみ対策課
ごみ減量係
電話　042-563-2111
　　　内線1241

広報紙「広報さがみはら」へ
の記事掲載

10月1日号

・広報紙「広報さがみはら」１０月１日号に３Ｒ月間特集記事を掲載し、
当該記事中に１０月は食品ロス削減月間であることや食品ロスの現状、市
のフードドライブの取組などを盛り込み市民に周知する

コミュニティＦＭ局「エフエ
ムさがみ」での周知

放送日
 10月7日（水）
（以降、10月中に3回
の再放送）

・相模原市中央区に本社・送信所があるコミュニティＦＭ局「エフエムさ
がみ」の番組である「大好き！中央区」に職員が出演し、市のフードライ
ブの取組などについて周知する

横須賀市 広報よこすかを利用した啓発

10月 ― 広報よこすかを通じて「おいしく食べきろう」を推進し、食品ロス削減に
繋がる啓発を実施する。

神奈川県横須賀市
資源循環部資源循環推
進課
電話　046-822-8230

鎌倉市
広報かまくら（市広報誌）へ
の掲載

10月1日（木）号 全戸配付 広報かまくら（市広報誌）において、食品ロス削減月間であることを周知
し、食品ロス削減の啓発を行う。

鎌倉市環境部
ごみ減量対策課

電話0467-61-3396

愛川町
広報あいかわ
（町広報紙）

10月1日 町内 町広報紙に、10月が食品ロス削減月間であることなどを周知し、家庭でで
きる食品ロスの削減方法を呼びかける。

愛川町環境経済部環境
課廃棄物対策班
TEL：046-285-2111

神奈川県

相模原市環境経済局
資源循環部
資源循環推進課
美化啓発班
電話  042-769-8334

東京都

相模原市



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

新潟市 食品ロス削減の啓発

10月 市内 ・市発行の資源とごみの情報紙「サイチョPRESS」特集号の中で食品ロスに
関する記事を掲載し、市民に食品ロスの削減を呼びかける。
・市民向けの食品ロス削減に関する講座を開催する。

新潟市環境部
循環社会推進課
企画グループ
電話　025-226-1391

長岡市

・10月1日（木）
・10月1日（木）～31
日（土）

・市政だより10月号に食品ロス削減月間に記事を掲載する。
・本庁舎大型ビジョンにて食糞ロス削減啓発動画を放映する。（1日6回程
度）

長岡市環境部
環境業務課
電話　0258-24-2837

9月 市内 ・市民に食品ロスに関する現状を紹介し、食品ロス削減に向けた具体的な
行動を呼びかけるための啓発物を作成し、配布する。

10月 市内 ・広報誌により「食品ロス削減」の記事を掲載し、家庭でできる食品ロス
削減についてＰＲする。

富山県

・第４回食品ロス削減全国大
会　富山大会

・期限間近商品優先購入促進
キャンペーン

10月30日（金）、31日
（土）

10月～11月

ANAクラウンプラザホ
テル富山、富山県民会
館

県内スーパー等

・食品ロス削減の取組みのより一層の加速化を図るため、食品流通段階に
おける商慣習見直しなど本県の先駆的な取組みを発信するとともに、関係
者が交流できる機会を創造することで、県民、事業者、関係団体、行政の
連携を一層強化し、削減に向けた機運の醸成を図る。

・スーパー等で、ポスターやＰＯＰ、プライスカード用啓発おびを掲示
し、期限が近い商品を優先的に購入することを啓発する。

富山県生活環境文化部
環境政策課廃棄物対策
班
電話　076-444-3140

石川県 金沢市

食品ロス削減啓発

公民館でのフードドライブ受
付窓口の設置

10月上旬

10月中 市内公民館

・市の新聞広報に啓発記事を掲載する
・庁内環境情報誌10月号に啓発記事を掲載する

公民館でフードドライブ受付窓口を設置し、地域住民から利用予定のない
食品を募るとともに、家庭での食品ロス削減について啓発する。

金沢市環境局
環境政策課
電話　076-220-2304

福井県

家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン

10月3日（土） 福井駅前広場 ・１０月３０日の食品ロス削減の日を含む１０月に家庭における「おいし
いふくい食べきり運動」を推進し、食品ロスを削減することを目的とし
て、「おいしい食べ物をおいしく楽しく食べきる」ことを県民に啓発する
ため、福井駅前広場において連合婦人会と協働で啓発活動を実施（パネル
展示、おいしいふくい食べきり実践手帳・ちらし等の配布）

福井県安全環境部
循環社会推進課
資源循環G
電話　0776-20-0317

新潟県

上越市

上越市自治・市民環境
部生活環境課
電話　025-526-5111



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

福井県

家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン

9/30（水）～10/11
（日）

西武福井店 ・おいしいふくい食べきり運動やフードドライブ、エシカル消費に関する
パネル等を展示し、食品ロスについての現状と、身近に出来る食品ロス削
減についての取り組みなどを紹介する。

フードドライブ 9月19日（土）～10月3
日（土）

西武福井店
福井駅前広場（10月3
日のみ）

・西武福井店と協働でフードドライブを実施

敦賀市

「おいしいふくい食べきり運
動」への協力を要請

10月1日（木）

10月初旬

- 「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要請

広報紙に、10月が食品ロス削減月間であること等を周知する。

環境廃棄物対策課
電話　0770-22-8185

小浜市
家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン

10月中 ホームページ
小浜市広報
職員用掲示板

・１０月３０日の食品ロス削減の日を含む１０月に家庭における「おいし
いふくい食べきり運動」を推進し、食品ロスを削減することを目的とし
て、「おいしい食べ物をおいしく楽しく食べきる」ことを住民に啓発する
ため、小浜市ホームページおよび小浜市広報にて記事の掲載を行う。
また、職員への啓発を図るために、職員用掲示板への掲載を行う。

小浜市環境衛生課
電話　0770-64-6016

大野市
家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン

10月1日（木） 市報を全戸配布
チラシを全戸配布
チラシを飲食店配布

・広報おおの10月号に、10月の食品ロス削減月間に家庭でできる食品ロス
の取り組みを呼びかける記事を掲載し、家庭でのおいしい食べきり運動を
啓発する。
・12月においしく残さず食べきるための「宴会5箇条」を啓発するチラシ
を、大野商工会議所の会報誌に付録としてつけていただいく。
・おいしく残さず食べきるための「宴会5箇条」を啓発するチラシを、市内
飲食店・旅館などに配布予定

大野市民生環境部
市民生活課
くらし環境グループ
電話　0779-64-4831

あわら市 広報掲載

９月１５日（火）
広報配布日

なし 食品ロス削減月間における全国キャンペーンについて、あわら市広報、
ホームページにて周知、啓発。

あわら市市民生活部生
活環境課生活グループ
電話　0776-73-8017

越前町
広報誌およびＨＰでの記事掲
載

10月1日（木） － 10月30日の食品ロス削減の日を含む10月に家庭における「食べきり運動」
等を推進し、食品ロスを削減することを住民に啓発するため、広報誌およ
びホームページにて記事の掲載を行う。

越前町役場
住民環境課
電話　0778-34-8708

美浜町

家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン

10月中 ホームページ 町HPにて周知を行う。 美浜町住民環境課
電話　0770—32—6703

福井県安全環境部
循環社会推進課
資源循環G
電話　0776-20-0317



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

福井県 おおい町
家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン

10月中 ホームページ ・食品ロスを削減するため、ホームページによる広報活動を行う。 おおい町
くらし環境課
電話0770-77-4058

長野県

「信州発もったいないキャン
ペーン」
もったいない！！まだ食べら
れるのに！

10月～
（実施期間は参加事業
者により異なる）

県内各地 ・生活に身近な小売事業者と連携し、消費期限及び賞味期限が間近な値引
き商品の購入は環境に配慮した行動であることを県民に呼びかける。

・協力店舗における県内統一ポスター・ポップの掲示、店内放送等
・ラジオスポットＣＭによる啓発
・協力店舗における長野県PRキャラクターアルクマが参加する店頭啓発
（新型コロナウイルス感染症の状況により判断）

長野県環境部
資源循環推進課
資源化推進係
電話　026-235-7181

松本市
残さず食べよう！３０・１０
運動～おうちで食べきりキャ
ンペーン～

10月 市内 ・広報まつもと10月号に、特集ページを掲載
・家庭版「残さず食べよう！３０・１０運動」ポスターを、小中学校、小
売店等に配布し、一斉掲示

松本市環境部環境政策
課環境政策担当
電話　0263-34-3268

上田市 食品ロス削減の啓発

10月16日(金) 市広報 10月30日の食品ロス削減の日を含む、10月に家庭でできる食品ロス削減の
方法など食品ロスに関する啓発を広報にて行う。

上田市生活環境部生活
環境課
環境政策担当
電話　0268-23-5120

岐阜県 「ぎふ食べきり運動」

10月中 ― ・「ぎふ食べきり運動」岐阜県公式インスタグラムにおいて、食品ロス削
減のためのアイデア投稿募集等を行うほか、「ぎふ食べきり運動」協力
店・協力企業と連携して、食品ロス削減レシピや料理動画の配信
(YouTube）を行う。

岐阜県環境生活部
廃棄物対策課
資源循環推進係
電話　058-272-8214

岐阜市 食品ロス削減啓発

10月 市内 ・食品ロス削減月間に合わせ、広報ぎふ10月1日号に食品ロスに関する市の
取り組み等の記事を掲載し、市民に啓発する

・食品ロス削減の日に合わせ、市職員を対象にフードドライブを行い、集
まった食品を協力団体へ提供する

岐阜市環境部低炭素・
資源循環課
TEL：058-214-2178

関市
全世帯配布広報誌「広報せ
き」

10月 市内全域 ・市内全世帯配布広報誌にて、「食品ロス削減の日」を掲載し、住民に周
知。

関市市民環境部環境課
電話　0575-23-7702



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

美濃加茂
市

食品ロス削減啓発

10月1日（木） 広報みのかも

ホームページ

みのかも取材日記（ブ
ログ）

・広報誌、ホームページ、ブログにて、「食品ロス削減月間」、「食品ロ
ス削減の日」を周知し、家庭でできる食品ロスの取組を呼びかける記事を
掲載し、啓発を行う。

美濃加茂市市民協働部
環境課環境政策係
℡0574-25-2111

各務原市 食品ロス削減啓発

常時
10月15日
10月30日
12月1日

市内
庁内

・市ウェブサイト内専用ページで食品ロス削減と3010運動の実施を呼び
　かける。
・自治会加入者に対し、食品ロス削減啓発チラシの回覧を行う。
・庁内向けの掲示板に3010運動の実施を呼びかける。
・広報かかみがはら12/1号に「”食品ロス”を削減しましょう」の記事を
　掲載し、食品ロスの実施を呼びかける。

各務原市市民生活部
環境室環境政策課
電話 058-383-4230

可児市

食品ロス削減運動

食べきり運動

10月 市広報

市内飲食店等

・食品ロスの啓発活動をおこなう

・食べきり運動協力店舗への啓発と拡充

岐阜県可児市環境
課
生活環境係
℡0574-62-1111

山県市

食品ロス削減啓発 10月 市内全域 広報山県10号にて食品ロス削減を啓発する記事を掲載する 山県市市民環境課
電話　0581-22-6828

静岡県 使いきり実践チャレンジ

10月１日～11月30日 県内全域 食品ロス削減月間に合わせて、調理学校と小売店の協力を得て食品ロス削
減のポイント「使いきる」に重点を置いたリーフレットを配布し、実践を
促すキャンペーンを実施する。

静岡県くらし・環境部
環境局　廃棄物リサイ
クル課
資源循環班
電話　054-221-2137

食品ロス削減月間

10月 市内 広報ふじのみや10月号食品ロス削減に関する啓発記事の掲載

エコ・クッキング講座

10月27日（火） 富士宮市大富士交流セ
ンター

静岡ガス㈱と協力し、市民団体を対象に「無駄なく調理でごみゼロへ」を
テーマに料理教室を実施

岐阜県

富士宮市環境部生活環
境課
電話　0544-22-1137

富士宮市



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

食品ロス削減キャンペーン
啓発活動

10月～1月 市内
（1）食品ロス削減月間（10月）の啓発活動
・全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会の全国共同キャンペーン
チラシを公共施設に掲示。
 （2）食品ロス削減強化期間（12月から1月）の啓発活動
・宴会が多い12月から1月に、宴会での食べ残し削減を対象とした啓発活動
を展開。
・町内会や市内飲食店に、啓発ポスターを掲示。
（3）パンフレット「ゼロのつく日は冷蔵庫をお片付け。」
・イベントや窓口で配布。
（4）見切り品キャンペーン
・小売店と協働で見切り品の販売促進キャンペーンを展開し、食品ロスの
削減を図る。

食品廃棄物削減講座、エコ・
クッキング講座

10月～12月 市内

食品廃棄物削減講座
冷蔵庫の片づけや食品の保存など、「食品を無駄にしないための主婦の知
恵」を学ぶ机上講習を行う。
エコ・クッキング講座（動画）
エコ・クッキングナビゲーターを講師とし、食品やエネルギーを無駄にし
ない調理の仕方を学ぶ動画を作成する。

食品ロス削減ポスター展

7月～12月 市内

小学校高学年及び中学生を対象に食品ロス削減ポスターを募集する。
新環境クリーンセンターで表彰式を行い、展示を行う。
最優秀作品を基にポスターを作成し、12月～1月の啓発に使用する。

10月～11月

12月

市内小中学校

藤枝市生涯学習セン
ター及び藤枝市役所

・オリジナルのクリアファイルを作成し、栄養教員が行う給食指導にあわ
せて配布し、「もったいない」と「食品ロス削減」について周知する。

・ロビー展示を活用し、来場者に啓発ちらしを配り、「おいしい食べきり
運動」への協力を呼びかける。
・独自作成の啓発マグネットを配り、食べきりと食品ロス削減について周
知する。

藤枝市環境水道部
環境政策課
もったいない運動推進
担当
電話　054-643-3183

10月

12月～1月

藤枝市役所

　　〃

・市役所ロビーの行政情報モニターにちらしを掲載する。

・市職員に周知し実践してもらうために、職員用の電子掲示板へちらしを
掲載する。

藤枝市環境水道部
生活環境課
廃棄物対策係
電話　054-643-3681

愛知県 食品ロス削減イベント

11月上旬 未定 県民や食品関連事業者等を対象としてイベントを開催し、有識者による講
演やパネルディスカッション、食品ロス削減に取り組む事業者や団体によ
るブース出展を行う。

愛知県環境局
資源循環推進課
一般廃棄物G
電話　052-954-6234

静岡県

富士市環境部廃棄物対
策課
計画推進担当
電話　0545-55-2769

富士市

藤枝市 食品ロス削減啓発



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

刈谷市 食品ロス削減月間の周知

9～10月

10月

市民課窓口広告放映モ
ニター

刈谷市役所食堂

クリーンカレンダー及
び携帯アプリ版カレン
ダー紙面

市広報誌・ホームペー
ジ・携帯アプリ・職員
用電子掲示板

食品ロス削減月間と削減の日について掲載し周知・啓発をする。

自作ＰＯＰ（啓発用卓上スタンド）や全国キャンペーン用のちらしを、市
役所本庁舎の食堂テーブルや掲示板等に設置し、利用する市職員や市民に
食品ロス削減月間の周知・啓発をする。

前年度末に全戸配布したクリーンカレンダーに、食品ロス削減の取組例や
食品ロス削減月間と削減の日を掲載し周知・啓発をする。

市広報誌・ホームページ・携帯アプリ・職員用電子掲示板へ食品ロス削減
月間と削減の日及び取組例について周知・啓発をする。

刈谷市産業環境部
ごみ減量推進課
減量・収集係
電話　0566-21-1705

豊田市

（仮）毎月ゼロの日は、みん
なでカレーを食べて食品ロス
を減らそう！

フードドライブの実施

食品ロス削減レシピの募集

食品ロス削減月間の啓発

10月中旬～

10月

10月

10月

市役所食堂、市内事業
者食堂

市内

－

広報誌、フリーペー
パー、市役所庁舎

ゼロのつく日を冷蔵庫チェックの日とし、冷蔵庫で余りがちな食材を活用
したカレーを食堂で提供し、食品ロス削減への意識を高める。

市社会福祉協議会と連携したフードドライブを実施する。

冷蔵庫で余りがちな食材を活用した食品ロスの削減につながるレシピを募
集する。

広報誌10月号に食品ロスに関する特集記事を掲載する。
市内で発行されているフリーペーパーで食品ロスに関する特集記事を掲載
する。
市役所庁舎に食品ロス削減月間を啓発する懸垂幕を設置する。

豊田市環境部ごみ減量
推進課
電話　0565-71-3001

知多市
「知多市いちごニャンコ運
動」

10月 市内 ・「知多市いちごニャンコ運動」推進記事のホームページ掲載
・ＳＮＳ、庁内向けの電子掲示板において、15日（いちごの日）、25日
（ニャンコの日）に、食品ロス削減の取組（冷蔵庫内の食材チェック）を
呼びかける記事の掲載（毎月継続）

知多市環境経済部ごみ
対策課
電話　0562-32-5300
（知多市清掃センター
内）

豊明市 食品ロス削減啓発

10月 市広報誌 広報10月号に啓発記事を掲載 豊明市役所
経済建設部
環境課
ごみ減量推進係
電話　0562-92-1113

愛知県



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

三重県
食品ロス削減月間における啓
発

10月 県内 ・食品ロス削減月間に合わせて、県政だより10月号等で、食品ロス削減を
呼び掛ける特集記事を掲載しＰＲする

三重県環境生活部廃棄
物対策局廃棄物・リサ
イクル課リサイクル推
進班
電話　059-224-2385

鈴鹿市
①食品ロスゼロチャレンジ！
②ポスターでの啓発
③懸垂幕，のぼり旗での啓発

①10月17日(土)～
  10月30日(金)
②4月～
③10月

市内

①食品ロス発生量ゼロを目指すキャンペーンを実施
②ポスターを庁舎に掲示し，食品ロス削減を呼びかける
③懸垂幕及びのぼり旗を庁舎に掲示し，食品ロス削減を呼びかける

鈴鹿市環境部廃棄物対
策課
電話　059-382-7609

滋賀県

環境にやさしい買い物キャン
ペーン

県庁フードドライブ

シンポジウム「みんなで減ら
そう食品ロス!!　in 滋賀
2020」

10月～11月

９月～10月頃

11月３日(火・祝)

県内各地

県庁（地方機関）

男女共同参画センター
（近江八幡市）

・県内小売事業者、団体、行政がポスター掲示等を通じて食品ロスの削減
を呼びかける

・県職員を対象としたフードドライブを実施する

・有識者講演、パネルトークを通じて食品ロスの削減を呼びかける

滋賀県琵琶湖環境部
循環社会推進課
ごみゼロ支援係
電話　077-528-3477

広報ひこねへの掲載 9月15日号 広報ひこね誌面 捨ててしまうのはもったいない！食材を無駄なくおいしく食べよう！

ホームページへの掲載 彦根市ＨＰ内 前年度に実施した、彦根市の家庭ごみのうち「燃やすごみ」の組成調査結
果を公表するとともに、ごみを減らすために食品ロスを減らすチラシを掲
載する。

ラジオ広報ひこね

10月 エフエムひこね ラジオ放送において、家庭での食べきりを呼びかける。

出前講座

随時 各団体 出前講座において啓発。

彦根市

彦根市生活環境課
ごみ減量・資源化推進
室
電話0749-30-6116



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

広報おうみはちまんへの掲載

10月号 広報おうみはちまん誌
面

食品ロス削減月間の啓発

「料理との一期一会運動」啓
発

11月 メール 庁内および市内公立小中学校を対象に、
食品ロス削減に向けた運動（料理との一期一会運動）の啓発

出前講座

随時 各団体 出前講座において啓発

草津市

広報くさつへの掲載

食品ロス削減啓発

10月1日（木）

10月～

広報くさつ誌面

市内事業所

「3キリ運動で食品ロスを減らそう！」をテーマに特集記事を掲載

「3010運動＋」を中心とした食品ロス削減啓発のため市内事業所にチラシ
配布。

草津市環境経済部
資源循環推進課
電話 077-562-6361

おいしく楽しく食べきろう！
～10月30日は食品ロス削減の
日です～

10月 広報 10月30日の食品ロス削減の日及び連携協定団体によるフードバンク実施に
関する記事の掲載

フードドライブ

6月、8月、10月 甲賀市役所 市役所（職員対象）でフードドライブを実施し、事業所等でもこの取り組
みが広まるよう周知する

東近江市 食品ロス削減月間

10月 広報ひがしおうみ
市ホームページ

・広報ひがしおうみ10月号（全戸配布）及び市ホームページにて食品ロス
削減月間を周知する。

東近江市市民環境部
廃棄物対策課
電話　0748-24-5636

京都府 食品ロス削減啓発

10月 府内

・府内食品小売店（コンビニ等）においてポスター等を掲示し
　食品ロス削減に係る取組の啓発を行う
・広報誌やラジオを活用し「食品ロス削減月間」を周知する

京都府府民環境部
循環型社会推進課
電話　075-414-4718

滋賀県

近江八幡市市民部
環境課
電話　0748-36-5509

甲賀市市民環境部
生活環境課
電話　0748-69-2145

近江八幡
市

甲賀市



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

京都市

職員向け「フードドライブ」
の実施

街頭啓発キャンペーンの実施

市民しんぶん等を活用した周
知啓発の実施

10月 ・市職員を対象とした「フードドライブ」を実施

・食品ロス削減に向けた取組の実践等を目指し，市内食品スーパー等で，
市民の皆様を対象にした啓発キャンペーンを実施

・市民しんぶん（10/15号)挟み込み，広報掲示板へのポスター掲示等によ
る周知啓発を実施

京都市環境政策局循環
型社会推進部ごみ減量
推進課
電話　075-213-4930

京丹後市 食品ロス削減啓発 10月

市広報

市ホームページ

市内小学校

・市の広報誌に食品ロス削減に関する記事を掲載し、啓発を行う。

・市ホームページにおいて食品ロス削減について掲載し、啓発を行う。

・市内小学生を対象に食品ロスや食べきりについての「もったいない新
聞」を配布し、小学生及び各家庭への啓発を行う。

京都府京丹後市
市民環境部生活環境課
電話　0772-69-0240

精華町

精華町食品ロス削減キャン
ペーン

10月1日(木)～11月30
日(月)

精華町内 ・冷蔵庫整理をはじめとした、各家庭において実践可能で有効的な食ロス
削減のための取り組み内容の啓発
・各家庭で実際に冷蔵庫整理を行った写真（整理前と整理後）の募集
・食品ロス削減と食品の有効活用を目的としたフードドライブの実施

精華町　健康福祉環境
部　環境推進課　資源
循環係
電話　0774-95-1925

大阪府

広報誌、ＨＰへの掲載 10月 府政だより
ホームページ

10月が食品ロス削減月間であることのPRやおおさか食品ロス削減パート
ナーシップ事業者及び府内市町村の取組を紹介する。

大阪府環境農林水産部
流通対策室
電話　06-6210-9607

食品ロスダイアリー 9月下旬～10月30日 ― 希望者にダイアリーを送付し、各家庭において廃棄食品を一定期間記録し
てもらうことにより、食品ロス廃棄量やロスにつながりやすい行動の自覚
を促し、減量の工夫や削減につなげる。

ごみ減量啓発パネル展 10月1日～10月12日 堺市役所 市役所エントランスで食品ロス削減のほか、堺市で推奨している４Ｒ運動
などに関する啓発パネルを展示し、市民へごみ減量を呼びかける。

京都府

堺市環境局環境事業部
資源循環推進課
電話　072-228-7479

堺市



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

豊中市

・(株)ダイエーにおけるフー
ドドライブ

・生活協同組合コープこうべ
におけるフードドライブ

・市役所におけるオフィス
フードドライブ

・(株)光洋におけるフードド
ライブ

10月1日（木）～
　　　31日（土）

※営業時間内

10月1日（木）～
　　　31日（土）

※営業時間内常時設置

10月30日（水）
　11時30分～13時

10月19日（月）～
　　　25日（日）

※営業時間内

㈱ダイエー市内３店舗
（豊中駅前店・曽根
店・グルメシティー庄
内店）

コープこうべ市内2店
舗（桜塚店・東豊中
店）

豊中市役所第二庁舎一
階ロビー

(株)光洋市内５店舗
（KOHYO SENRITO店・
阪急曽根店、MaxValu
豊中緑丘店・千里南町
プラザ店、PEACOCK
STORE　千里中央店）

・食品ロスを削減するため、家庭などで余っている食品を各店舗営業時間
内に設置してある回収ボックスに寄付していただく。また、店舗からの規
格外食品等についても提供していただき、豊中市社会福祉協議会を通じて
必要としている人に提供する。

・食品ロスを削減するため、家庭などで余っている食品を各店舗営業時間
内に設置してある回収ボックスに寄付していただく。また、店舗からの規
格外食品等についても提供していただき、豊中市社会福祉協議会を通じて
必要としている人に提供する。

・食品ロスを削減するため、市役所庁舎内にブースを設置し、家庭などで
余っている食品を持ち寄り、豊中市社会福祉協議会を通じて必要としてい
る人に提供する。

・食品ロスを削減するため、家庭などで余っている食品を各店舗営業時間
内に設置してある回収ボックスに寄付していただく。また、店舗からの規
格外食品等についても提供していただき、豊中市社会福祉協議会を通じて
必要としている人に提供する。

大阪府豊中市
環境部減量計画課
計画推進係
電話06-6858-2279

吹田市 食品ロス削減啓発

10月 市内 ・広報誌10月号にて啓発記事、食品ロス月間のお知らせの掲載 大阪府吹田市環境部
環境政策室　３Ｒ推進
担当グループ
電話　06-6384-1702

寝屋川市 フードドライブの実施

【回収時期】
10月

【回収場所】市役所本
庁舎・産業振興セン
ター・保健福祉セン
ター

・食品ロスを削減するため、市民・市職員から家庭などで余っている食品
を提供してもらい、食品ロス削減について考えてもらうことを目的に啓発
を行う予定。

・回収後、食材の調達や確保の負担が大きい市内の子ども食堂運営団体や
支援が必要な人を支える市社会福祉協議会に提供する予定です。

・広報ねやがわ10月号に掲載。

寝屋川市環境部環境総
務課
電話　072-824-0911

東大阪市

食品ロス削減の啓発 10月 市広報誌 食品ロス削減に関する啓発記事の掲載 東大阪市環境部循環社
会推進課
電話　06-4309-3199

大阪府



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

大阪府 熊取町

①図書館で食品ロス削減月間
啓発ブース設置
②各町内施設におけるフード
ドライブ（食品回収）窓口常
設開始

①9月24日～10月28日
②10月1日開始

①熊取図書館
②役場、図書館、駅下
にぎわい館、熊取ふれ
あいセンター他町内施
設

①図書館展示コーナーにおいて、食品ロス削減月間にちなんで熊取での取
組み”食べマンデー”等のパネルの設置、フードドライブの取組みの周知
など食品ロス削減に向けた啓発を行う
②町内各施設に食品回収窓口を常設し、住民から家庭で余っている食品を
受け取りフードバンクおおさかや子ども食堂など食品を必要とされる方へ
つなげる取組みを行うことで食品ロスの削減を図る

熊取町住民部環境課
環境グループ
電話　072-452-6097

神戸市

10月1日～10月31日 市ホームページや広報
紙

10月の食品ロス削減月間をホームページや広報紙で紹介し、本市の食品ロ
ス削減の取り組みを広く周知する。

神戸市環境局環境政策
課企画推進係
電話　078-595-6078

尼崎市
家庭でのおいしい食べきり全
国キャンペーン

10月 市内 ・市の広報誌により食品ロス削減に関する記事を掲載する
・食品ロスの削減に関するチラシを作成し、市のイベント等で配付して啓
発を行う。
・本市職員に対し、市職員用電子掲示板を通じて、家庭でのおいしい食べ
きり運動の励行を呼びかけ

尼崎市経済環境局環境
部資源循環課
電話　06-6409-1341

加古川市

食品ロス削減モニター募集 10月 市内 ・10月の食品ロス削減月間に合わせて実施。モニターに「手つかずの食品
や食材」「食べ残し」「テイクアウト・デリバリー利用時に発生したご
み」を記録してもらい、食品ロスの発生状況やテイクアウト利用状況、削
減に対する工夫等を把握する。結果について市民に紹介し、広く周知啓発
を図る。募集は市民100世帯、記録提出者にはエコグッズを進呈。

兵庫県加古川市環境部
ごみ減量推進課
電話079-426-5440

高砂市 食品ロス削減月間

①10月
②10月5日(月)～
③10月31日(土)予定

①市広報
②市役所・支所等
③市内商業施設

①啓発記事の掲載。
②野菜や果物の鮮度を保つことができる「鮮度保存袋・愛菜果」の無料配
布を実施し、市民の意識向上を図り、食品ロスの削減に繋げる。
③フードドライブを実施予定。

高砂市生活環境部
美化センター
計画管理課
電話　079-443-5260

奈良県食品ロス削減推進
フォーラム

10月30日（金） 未定 ・県民等を対象として、食品ロスを減らすために消費者ができることにつ
いて、市町村やフードバンク等による講演又は事例発表を実施予定。

奈良県食と農の振興部
豊かな食と農の振興課
企画係
電話　0742-27-5424

生駒市 「食品ロス削減月間」の啓発

10月 市内 ・食品ロス削減啓発ポスターを作成し、市内スーパー等に掲示
・食品ロス月間に合わせてtwitter、HPにて情報発信

生駒市地域活力創生部
SDGs推進課
低炭素まちづくり推進
係
TEL：0743－74－1111
（内線379）

奈良県

兵庫県



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

和歌山県 食品ロスの削減啓発

10月 県内 ・県内市町村に対し共同キャンペーンちらしの配架依頼
・県のSNS(Facebook,Twitter,Insta及びHPへのちらし掲載
・ラジオによる広報

和歌山県環境生活部
循環型社会推進課
電話：073-441-2675

鳥取県 米子市 食品ロスの削減啓発

１０月 市役所本庁舎1Ｆ

市役所及び出先機関

ホームページ

広報紙

・市役所本庁舎１階に設置しているモニターに「おいしく楽しく食べきろ
う!」のＰＲを流す。（10/1～10/31）

・市職員用の電子掲示板に「食品ロス削減」を掲載し市職員に周知する。

・米子市のホームページに「食品ロス削減」を掲載する。

・広報１０月号に、家庭で出来る食品ロス削減の取組を呼び掛ける記事を
掲載する。

市民生活部クリーン推
進課生活環境担当
電話　0859-23-5259

「４Ｒ啓発展」 10月23日（金） 岡山市役所本庁舎１Ｆ
（市民ホール）

ごみの減量につながる「４Ｒ」推進を呼びかける。
食品ロス削減を訴え、パネル展示、啓発チラシ配布し、食品ロス削減を推
進し、資源循環の仕組みづくりの啓発活動を行う。

出前講座 年中 岡山市内 外部講師、市職員が出向いて「食品ロス削減啓発講座」を行う。

玉野市

食品ロス削減啓発 10月 広報誌
ホームページ

・広報誌10月号とホームページに啓発記事を掲載 玉野市市民生活部
環境保全課
電話　0863-32-5520

9月29日（火）14：00
（予定）

10月

市内各地

庁内

・地域ＦＭラジオ通じ，「食品ロス削減月間・おいしく楽しく食べきろ
う！」の呼びかけを行う。
　
・庁内向けネットワークにて職員に食品ロス削減月間・食品ロス削減を呼
びかける。

笠岡市　市民生活部
環境課
電話　0865-62-3805

10月～11月 市民課 ・市民課窓口に設置しているモニターに「おいしく楽しく食べきろう!のＰ
Ｒ」を流す。（10/1～11/30を予定）

10月 市内全戸配布 ・10月号広報誌・ＨＰで「10月30日の食品ロス削減の日および10月の食品
ロス削減月間」を住民にＰＲし，家庭での「食べきり」と家庭でできる食
品ロス削減の取組を呼びかける。

出前講座 年中 市内各地 ・市職員が出向いて求められる内容に併せ食品ロス啓発をまじえ講座を行
う。

家庭における食べきりキャン
ペーン啓発

岡山県

岡山市

笠岡市

岡山市役所 環境局環境
部　環境事業課
資源循環推進室

電話  086-803-1321



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

フードドライブの実施

10月10日（土）、11日
（日）

広島文教大学 広島文教大学の大学祭において、学生と協働してフードドライブを実施す
る。

エコクッキング教室の実施

10月15日（木） 真亀公民館 広島県栄養士会の方に講師をしていただき、市民を対象に、余った食材な
どを活用するエコクッキングレシピを参加者に実践してもらうため、公民
館と共催で講習会を実施する。

食品ロス削減イベントの実施

10月31日（土） 広島駅南口地下広場 市民に対して、食品ロス削減の啓発を行うため、食品ロス削減の啓発映像
の放映や、クイズ等を行うイベントを実施する。

呉市 食品ロス削減啓発

10月

11月

市広報誌
ホームページ

セミナー

・市広報誌11月号(令和元年10月発行)とホームページに啓発記事を掲載

・食品ロス削減啓発セミナー開催

呉市環境部環境政策課
電話　0823-25-3301

東広島市

「食品ロス削減月間」の啓発

フードドライブ事業

10月

11月

広報紙
東広島市役所ロビー

東広島市役所　廃棄物
対策課　窓口

食品ロス削減月間に関する啓発記事の掲載
食品ロス削減に係る啓発パネルの展示

期間限定のフードドライブ事業として５日間、市民と事業者から食品を回
収し、取りまとめ後市内各福祉施設や市外フードバンクへ食品を寄贈（回
収場所は左記の実施場所）
フードバンク利用案内チラシを市内の各社会福祉センターや地域センター
へ通年配置

東広島市生活環境部地
域づくり推進課
電話　082-420-0924

生活環境部
廃棄物対策課
電話：082-420-0926

山口県
やまぐち食べきりキャンペー
ン

10月～1月 県内全域 ・「やまぐち食べきり協力店」の登録の呼びかけを強化
・忘年会シーズンに向け、「幹事さんの心得（開始後３０分、終了前１０
分の食べきりタイムの設定等）」により、食べ残し削減を呼びかけ
・山口県食品ロス削減推進協議会Facebook等で食べきり協力店や食品ロス
削減の取組に関する情報発信を強化

山口県環境生活部
廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策課
ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ推進班
電話 083-933-2992

山口市
「10月は『食品ロス』削減月
間です！」市報やまぐち掲載

市報やまぐち
9月15日号

市内 　「市報やまぐち9月15日号」で「10月の食品ロス削減月間および10月30日
の食品ロス削減の日」を市民にＰＲし、食品ロス削減の意識を高め、家庭
でのおいしい食べきり運動を啓発する

山口県山口市
環境部
資源循環推進課
083-941-2185

広島市

広島県

広島市環境局業務部
業務第一課
電話:082-504-2748



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

山口県 下松市

食品ロス削減の広報 10月 市広報誌 市広報誌「潮騒」10月号にて家庭での食品ロス削減を啓発。 山口県下松市
生活環境部
環境推進課
廃棄物対策係
電話　0833-45-1829
（内線245）

徳島県

スーパーマーケットにおける
啓発

出前授業

とくしま食べきるんじょキャ
ンペーン

フードドライブ

パネル展示

10月
県内スーパーマーケッ
ト

県内の学校

県内とくしま食べきる
んじょ協力店

県庁等

県庁

・食品ロス削減にかかる店頭キャンペーンを実施する。

・職員がお伺いして食品ロス削減について啓発する。

・期間中、とくしま食べきるんじょ協力店で飲食した方々にグッズ
などのプレゼントを実施する。

・県庁等においてフードドライブを実施する。

・県庁県民ホール内に食品ロス削減にかかる啓発パネルを展示する。

徳島県危機管理環境部
環境首都課
気候変動対策・環境創
造担当
電話　088-663-5371

徳島市

①外食時の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

②啓発用パネルの展示

③ラジオ広報

④徳島市内の幼児児童生徒の
各家庭への啓発活動

①12月、3月

②10月19日～10月30日

③8月～

④10月～

①市内

①市役所庁舎内

②市役所庁舎内

③徳島県内

④園・学校および各家
庭

①毎月２回発行している市広報誌において、外食及び宴会時での食品ロス
削減について注意項目を掲載。

①市職員に対し、庁内文書やグループウェア掲示板で通知し、忘新年会に
おける食べ残し削減協力を依頼。

②おいしい食べきり全国キャンペーンに係る啓発用パネルを庁舎内に設置
し、来庁者に広報する。

③㈱エフエムびざんが放送するラジオ番組の間のCMで食品ロスを削減する
ために家庭でできる取り組みについて放送する。

④１０月の給食だよりまたは食育タイム（毎月19日の食育の日前後に各
園・校で活用している食育指導資料）等において、食品ロスに関する内容
を掲載し、各家庭へ配布することにより食品ロス削減を呼びかける。

①～③
徳島市市民環境部
市民環境政策課
ごみ減量対策係
電話　088-621-5202

④
徳島市教育員会
学校教育課指導係
電話　088-621-5412
給食管理室
電話　088-621-5416

香川県

食品ロス削減啓発活動 10月25日（日） 多度津町町民健康セン
ター

多度津町で開催されるイベントでクイズや啓発資材の配布等により、啓発
を行う。

香川県環境森林部
廃棄物対策課
総務・廃棄物政策G
電話 087-832-3223



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

愛媛県

愛媛の３Ｒフェア

愛顔の食べきりアイデアレシ
ピ紹介

えひめの食べきり推進店での
食品ロス削減の普及啓発

10月3日～4日

10月～

10月

愛媛県松前町（エミフ
ルＭＡＳＡＫＩ）

県HP等

えひめの食べきり推進
店

・県内企業のリサイクル製品や３Ｒの取組等を展示するイベント「愛媛の
３Ｒフェア」において、フードドライブを実施する。また、同コーナーに
おいて、食品ロス削減に関するパネル等も併せて展示し、普及啓発を行
う。

・令和元年度に募集を行った「愛顔の食べきりアイデアレシピ」につい
て、優秀アイデア賞を受賞したレシピ等の動画を作成し、県HP、SNS、県内
小売店で配信し、家庭での食品ロス削減の普及啓発を行う。

・食品ロス削減月間に合わせて、食品ロス削減の取組を実践する県内食品
小売店舗「えひめの食べきり推進店」において、食品ロス削減に関するポ
スター等の掲示により、消費者に対する普及啓発を行う。

愛媛県県民環境部環境
局循環型社会推進課
計画推進グループ

電話　089-912-2356

環境フェア

10月24日、25日 アイテムえひめ ・環境に対する取組の紹介やワークショップなど、楽しみながら学べる環
境イベントを開催する。この中で、ごみ減量リサイクル推進と食品ロス削
減をテーマに展示ブースなどを設けて啓発する。
※県内最大の住宅展示イベント「住まいと暮らしフェア」「マイホーム
フェスタ」と同時開催。

「食品ロス削減」啓発ブース
設置

7月1日～10月31日 松山市コミュニティセ
ンター

・「食品ロス削減」につながるパネル展示と残りもの野菜（トマト、きゅ
うり）を使ったレシピ紹介や食材の保存方法をまとめたチラシを配架して
啓発する。

内子町 食品ロス削減啓発

10月

12月

広報誌

庁内

・広報誌により「食品ロス削減」の記事を掲載し、家庭でできる食品ロス
削減についてＰＲする。

・3010運動や外食時の食品ロス削減について啓発を行う。

内子町役場
環境政策室
電話　0893-44-6159

家庭でのおいしい食べきり全
国共同キャンペーン

10月 市内 ・例年10月に市内の各会場で行っている廃棄物行政地区説明会（ごみ懇談
会）の開催（中止）の案内送付と合わせて，町内会長や廃棄物減量等推進
員等に食品ロスに関して啓発資料を配布予定。

・庁内の各高知市食育推進委員が交代で毎月記事を作成しホームページ上
に掲載している「食育だより」において，食品ロス削減月間に合わせて令
和元年10月号に本キャンペーン等について記載予定。

見て食べて　帰って実践！
食品ロス削減展

10月19日(月)~23日
(金)，26日(月)~30日
(金)

高知市役所本庁舎 ・食品ロス削減月間及び食品ロス削減の日に合わせて，食品ロスに関する
パネル展示を実施予定。

高知県 高知市

高知市環境部
環境政策課
ごみ減量推進担当
電話　088-823-9209

松山市役所
環境モデル都市推進課
環境活動推進担当
（089）948-6434

松山市



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

福岡県

食品ロス削減啓発ＣＭの放映 10月 福岡県内 １０月の食品ロス削減月間に合わせて、食品ロスの現状および家庭で実践
できる取組みについて紹介する１５秒の啓発ＣＭを街頭で放映し、多くの
県民に食品ロス削減の啓発を行う

福岡県環境部
循環型社会推進課
事業化推進係
電話　092-643-3381

北九州市

市政だよりでの特集

「期限切れ食品」削減キャン
ペーン

消費者フェスティバル

環境局広報誌「ていたんプレ
ス」での特集

10月1日号

10月21日（水）～
12月16日（月）

11月7日（土）

11月15日号

協定参加事業者各店舗
（約80店舗）

市内ショッピングモー
ル

・食品ロスの実情を知らせるとともに、冷蔵庫の整理整頓、買い物時の工
夫などによる食品ロス削減対策について啓発。

・消費・賞味期限による食品廃棄を削減するとともに、期限について理解
してもらうため、期限が近い商品を購入し応募するとエコグッズがあたる
キャンペーンを実施。

・消費者フェスティバルにおいて、食品ロス削減取り組みに関するパネル
展示を実施。

・冷蔵庫の整理整頓など家庭でできる食品ロス削減取組の例示による啓
発。

北九州市
環境局循環社会推進課
資源化推進係
電話093-582-2187

食品ロス削減啓発キャンペー
ン

10月～3月 福岡市内 ・10月の食品ロス削減月間を皮切りにフードドライブイベントの実施な
ど，食品ロス削減に向けた啓発を実施する。

家庭でのおいしい食べきり全
国共同キャンペーン

10月 福岡市内 ・市政だより10月15日号（全戸配布）にて，食品ロス削減月間の紹介や上
記啓発キャンペーンの紹介を行います。記事見出しに「おいしく楽しく食
べきろう！」の共通キャッチフレーズを使用します。

「長崎県食品ロス削減推進
フェスタ」の開催

10月17日（土） 長崎県庁エントランス
ホール

・県庁エントランスホールにおいて、食品ロス削減推進フェスタを開催
し、食品ロスに関する県民の意識の醸成を図る。
【内容】
・フードドライブ
・フードバンク団体関係者のセミナー開催
・パネル展示
・県主催のポスターコンテストの表彰式の実施　　等

全世帯広報誌「つたえる県な
がさき」（令和2年10月号）に
よる啓発

10月 全世帯 ・本県の毎月発行の全世帯広報誌「つたえる県ながさき」10月号におい
て、県が進める施策の紹介ページに、食品ロスに関する内容や当課の事業
を掲載

長崎県

長崎県県民生活環境部
資源循環推進課
循環型社会推進班

電話：095-895-2373

福岡市

福岡市環境局
循環型社会推進部
家庭ごみ減量推進課
田原，田中
092-711-4039



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

「食品ロス削減月間」の啓発

１０月 広報紙
（広報おおむら）

食品ロス削減月間に関する啓発記事の掲載

マイバッグキャンペーン

１０月中旬
３月中旬

市内 市内のスーパーマーケットにおいて、マイバッグ持参・食品ロス削減記事
を掲載したポケットティシュを配布し啓発を行う。

食品ロス削減の啓発

１１月～１月 市内 食品ロス削減・おいしく楽しく食べきろうの記事を掲載したチラシを作成
配布し啓発を行う。

大分県 大分市 3きり運動

年間事業 市内一円 ・家庭ごみ（生ごみ）及び食品ロス削減の取組みである「3きり運動」の事
業実施。毎年プロポーザルにて啓発に係る受託業者を選定し、今年度もテ
レビ、ラジオでの広報の他、各種イベントへの啓発ブース出展など、市民
に対し3きり運動の普及啓発を図る。また、食品ロス削減の取り組みとし
て、10月の食品ロス削減月間、10月30日「食品ロス削減の日」に大分駅前
及び市内スーパーマーケット小売店舗前にて啓発活動を実施する。

大分市環境部
ごみ減量推進課
ごみ減量リサイクル推
進担当班
（097）537-5704

食品ロス削減啓発CMの放映

10月 県内 県のシンボルキャラクター「みやざき犬」が3010運動や家庭での食べきり
の工夫などを呼び掛けるテレビCMを放映し、食品ロス削減の啓発を行う。

食品ロス削減！お持ち帰り実
践事業

10月 県内 食品ロス削減に取り組む「食べきり協力店（飲食店）」に対しオリジナル
デザインのドギーバッグ、エコバッグ、卓上POPを配布し、飲食店利用者の
食べ残しの持ち帰りを推進する。

食べきりフォトコンテスト

募集期間
10月～11月

ホームページ、
Instagram

「食べきり」に関する写真をInstagram等で募集する。
入賞作品の写真を使用したポスター及びチラシを製作し、路線バス等に掲
示することにより食品ロスの啓発に活用する。
※入賞作品の表彰式は２月に実施予定。

食べきり宣言キャラバン

10月 県内ショッピングモー
ル

県のシンボルキャラクター「みやざき犬」によるダンスショーや啓発グッ
ズの配布を行い、食品ロスの削減を呼び掛ける。

宮崎県
宮崎県環境森林部
循環社会推進課
電話　0985-26-7081

長崎県 大村市

大村市市民環境部
環境保全課
廃棄物対策Ｇ
電話 0957-53-4111



行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

鹿児島県

食品ロス削減月間キャンペー
ン(予定)

10月(予定) 鹿児島市内(予定) ・食品ロス削減月間の周知，認知度の向上，食品ロスの削減を目的とした
啓発チラシや啓発グッズの配布による街頭キャンペーン(予定)

・HPやtwittterによる情報発信(予定)

鹿児島県男女共同参画
局
消費者行政推進室
電話 099-286-2530

２７道府県、１０８市区町で実施予定


