
平成２８年度　外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン　実施予定一覧
行事名 開催時期 開 催 場 所  内            容 連絡先

北海道 どさんこ愛食食べきり運動

12月～１月 道内 ・市町村及び関係団体に対して、事業所内や飲食店でのチラシ等に
よるＰＲの協力要請

・メルマガやコンビニレシートなどを活用した食べきり運動の広報

・道のホームページでの情報発信

北海道環境生活部環
境局循環型社会推進
課循環調整グループ
電話　011-204-5197

北海道農政部食の安
全推進局食品政策課
食品企画グループ
電話　011-204-5427

札幌市
外食時の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

12月上旬

12月～1月

市内各地 ・「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」への加入、外
食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの実施、食品ロ
ス削減に関するリーフレット及びカレンダーの作成、公式ホーム
ページに食品ロス削減に関するページの開設等についてプレスリ
リース実施
・商工会議所等に対して、全国共同キャンペーンへの協力を要請

・食品ロス削減に関するリーフレット及びカレンダーの配布
・北海道と連携した普及啓発活動

札幌市環境局
環境事業部
事業廃棄物課
一般廃棄物係
電話　011-211-2927

釧路市
全国おいしい食べきり運動
共同キャンペーン

12月から1月まで
なお、宴会場は11月
に呼びかけする

・宴会場のあるホテル・飲食店等を回り、ちらしを配布し全国キャ
ンペーンの周知、協力の呼びかけ。
・広報くしろ、ホームページで市民への周知。
・当市の職員全体での取組みの依頼。

釧路市市民環境部
環境事業課
電話　0154-31-4551

江別市
自治会回覧による啓発活動 12月 江別市内各自治会 ・今日から実践！食品ロス削減活動

「宴会料理　おいしく残さず食べきろう！」のタイトルのチラシを
各家庭に回覧。

ポスター掲示による啓発活
動

12～1月 江別市内料飲店組合
所属飲食店

・今日から実践！食品ロス削減活動
「宴会料理　おいしく残さず食べきろう！」のタイトルのポスター
を料飲店組合所属の飲食店に掲示。

青森県

３つの「きる」で生ごみを
減らそう！
「もったいない！料理は食
べきる強化月間」

12月～1月 県内各地 ・各市町村、もったいない・あおもり県民運動構成団体等に「もっ
たいない！料理は食べきる強化月間」の普及啓発・協力を要請

・環境イベント等で、県民に対し「もったいない！料理は食べきる
強化月間」の啓発チラシを配付。

青森県環境生活部
環境政策課
循環型社会推進G
電話　017-734-9249

弘前市 「おいしい食べきり」啓発

12月～1月 市HP
広報誌
市内FMラジオ

・忘新年会時期に合わせて、宴会での食べきりをできるだけ多くの
メディアで発信することで、食品ロスを減らす。

弘前市都市環境部
環境管理課資源循環
係
TEL 0172-35-1130

岩手県
『もったいない・いわて☆
食べきりキャンペーン』

12月1日～1月31日 県内各地 ・『もったいない・いわて☆食べきりキャンペーン』の啓発チラシ
を作成し配布する。
・岩手県交通の路線バス90台の車内に、「3010運動」に関するバス
広告を掲出する。（12/10～3/10）
・各種広報媒体を活用し、広報活動を実施する。
・県庁舎及び盛岡合同庁舎において庁内放送を実施し職員に協力を
呼びかける。

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

自治体名

江別市生活環境部環
境室廃棄物対策課
電話011-383-4211



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

秋田県
おいしい食べきり運動全国
共同キャンペーンへの参画

12月～１月 県内各地
（取組者：自治体職
員）

　全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会への参画を契機と
して、まずは、県内でトップクラスの従事者数を有する県職員自ら
が宴会等での食べきりに積極的に取り組む。また、県内の市町村に
おいても取り組むよう促す。

秋田県生活環境部
環境整備課
調整・循環型社会推
進班
電話　018-860-1622

秋田市
「もったいないアクション
協力店」

10月～ 市内飲食店等 ・飲食店等から出る食べ残しごみを削減するため、市で進める
「もったいないアクション」への協力店を募り、啓発ポスターの掲
示や卓上ＰＯＰを設置してもらうことで、食品を提供する事業者お
よび来店する市民の食べ残しごみ減量への関心を高め、食品ロス削
減に向けた意識の啓発を図る。
　また、「もったいないアクション協力店」は市のホームページ等
で紹介していく。

・宴会等の開会から３０分間と閉会前の最後の10分間を「食う～
べぇタイム」として自分の席でお料理を楽しむ時間を設定し、出さ
れた料理は残さずおいしく食べきりましょう！という呼びかけを、
12月に全戸配布の広報誌などを通して行う。

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

茨城県 土浦市
「おいしく残さず食べきろ
う」運動の実践

１２月～１月
※明確な期間は設け
ていません。

市内各地 ・市民に向けては、「もったいない」をキーワードに、「おそとで
残さず食べきろう30・10運動」と「おうちで　残さず食べきろう
30・10運動」を呼びかける。
・飲食提供店には、「もったいない」をキーワードに、食品ロス削
減の取り組み例を紹介、また、生ごみリサイクル促進についても併
せて周知啓発を行う。
　
・広報紙に掲載
・土浦市ホームページに掲載
・土浦商工会議所会報に掲載

土浦市市民生活部環
境衛生課
電話　029-286-1111

栃木県
とちぎ食べきり１５（いち
ご）運動

12月～１月

12月１日（木）

・宴会開始後及び終了前１５分間は、自席で料理をしっかり食べる
｢食べきりタイム｣を設ける。
・忘年会・新年会の時期に合わせて12月から１月の２か月間は、重
点的に普及啓発キャンペーンを実施する。

栃木県廃棄物対策課
一般廃棄物担当
電話　028-623-3107

栃木市
栃木市食品ロスの取り組み
(庁内）

12月1日～4月29日 栃木市役所　職員 市の職員一人一人が意識を持って、食品ロスに取り組むことができ
るように意識啓発を実施する。

忘年・新年会や歓送迎会が重なる時期になり、職員間の取り組みと
いて「全国食べきりキャンペーン」の「宴会五箇条」を庁内で周知
し、職員の取り組みを推進する。

栃木市役所生活環境
部　環境課　環境政
策係
電話　0282-21-2141

群馬県 伊勢崎市 ―
12月1日（回覧） ― ・回覧を通じて、宴会などでの食べきりを促進するため、市民へ協

力を呼びかける。
伊勢崎市環境部
環境政策課
電話　0270-27-2732

埼玉県 所沢市 食べきりタイムの推進

12月～1月
所沢市内の飲食店

・市内で食品ロスの削減に取り組み、市に登録している「食品ロス
ゼロのまち協力店」に対し、宴会の最後15分間を料理をゆっくり味
わう時間とする「食べきりタイム」の重点的な実施を依頼する。

所沢市環境部
資源循環推進課
総務G
電話　04-2998-9146



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

富士見市
食べきりタイム
食品ロス削減にご協力くだ
さい

12月～1月 富士見市内 ・市の広報やHPに忘年会や新年会などの宴会において、お開き前の
15分間を「食べきりタイム」として料理を残さず食べきるよう幹事
が呼びかけてくださいなど、食品ロス削減をお願いしています。

埼玉県富士見市
自治振興部　環境課
資源リサイクル係
電話　049-251-2711

千葉県 館山市 30・15運動
12/1～1/31 市内各地 ・館山市が、市民，企業および飲食店に30・15運動，宴会五箇条な

ど「おいしい食べきり運動」への協力を呼びかけ
館山市建設環境部
環境課一般廃棄物係
電話　0470-22-3354

袖ケ浦市
もったいない！おいしく残
さず食べきろう！（広報）

12月1日号掲載 市広報紙 ・宴会時の開始後30分間、終了前10分間は自席にて食事を楽しむこ
とを掲載し、啓発。

千葉県袖ケ浦市環境
経済部廃棄物対策課
電話　0438-63-1881

白井市 ごみ減量講座

12/7（水）
12/17（土）

自治会集会所 ごみ減量化施策の一環として、講座の中で、「食品ロス問題」につ
いて触れている。
買い過ぎないこと、食べきること、賞味期限等について話し、日頃
の生活から、ごみ減量化につなげることを狙いとする。
全国共同キャンペーンのチラシ（忘年会・新年会はおいしく残さず
食べきろう！）を、参加者に配布

千葉県白井市
環境建設部　環境課
きれいなまちづくり
班
電話　047-492-1111
㈹

12月1日発行 ・荒川区広報誌・あらかわ区報へ宴会時の食べきりを始めとする食
品ロス削減啓発記事を掲載する

12月予定 ・荒川区役所職員に対し、忘年会・新年会等宴会時の食べきりを始
めとする食品ロス削減について協力依頼する

12月予定 ・荒川区商工会議所に対し、忘年会・新年会等宴会時の食べきりを
始めとする食品ロス削減について協力依頼する

町田市 宴会食べきりキャンペーン

12月1日～1月31日 市内各地 ・「おいしく残さず食べきろう！」の啓発物（ポスター）を市内飲
食店、市施設などに展開し、利用者に対して食べきりの呼びかけを
行う。
・市職員が率先垂範するように市職員にキャンペーンの周知と同時
に宴会実施時に注意するように呼びかける。
・町田商工会議所、町田市商店会連合会に、「宴会食べきりキャン
ペーン」への協力を要請。

町田市環境資源部
３Ｒ推進課
電話　042-797-0530

日野市
忘年会・新年会での３０・
１０運動実施に啓発

12月1日または15日
に発行の市広報に掲
載

忘年会・新年会シーズンを迎える中で、３０・１０運動を紹介・実
施を促す記事を広報に掲載し、併せて市ＨＰに掲載

日野市環境共生部ご
みゼロ推進課
電話042-581-0444

多摩市
平成28年度　外食時の「お
いしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月 ・たま広報（１２月２０日号）、公式ホームページで「宴会５箇
条」や「３０・１０運動」について啓発。
・庁内向けにも情報を提供、職員の実践を促す予定。

多摩市環境部ごみ対
策課ごみ減量推進担
当　電話042-338-
6836

神奈川県 鎌倉市
30・10運動の普及
宴会四箇条の普及

12月から ・鎌倉市のごみ関係の通信誌「鎌倉ごみ減量通信」に外食時の30・
10運動や宴会四箇条を掲載し、自治・町内会や商店会等に配布（４
万部発行）

鎌倉市環境部ごみ減
量対策課
電話　0467-61-3396

小田原市
外食時の「おいしい食べき
り」の呼びかけ

12月～1月 ・食べきり運動について、広報紙、メールマガジン（環境メール
ニュース）、市ホームページ、出前講座、段ボールコンポストの実
演などの場で呼びかける。

小田原市環境政策課
電話　0465-33-1471

新潟県
残さず食べよう！にいがた
県民運動強化月間

12月～1月

12月

県内各地

新潟県庁内

・地元ラジオ局（ＦＭ新潟）でラジオパブリシティを実施し、「残
さず食べよう！にいがた県民運動」への協力店・参加者を募集す
る。

・庁内放送で食品ロス削減を呼びかけ、職員に周知する。

新潟県県民生活・環
境部
廃棄物対策課
資源循環推進係
電話　025-280-5160

東京都
（「荒川もったいない大作
戦」事業の一環として実施
する）

荒川区環境清掃部清
掃リサイクル課計画
係
電話　03-5692-6690荒川区



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

長岡市

12月～1月

12月2日（金）・9日
（金）・16日
（金）・22日（木）
1月6日（金）・13日
（金）・20日
（金）・27日（金）

12月25日発行予定

アオーレ長岡

市内全戸配布

・アオーレ長岡のオーロラビジョンにて、消費者庁が制作した
「もったいない！食品ロスを減らしましょう！大切な食品を捨てな
い取り組み」を1日数回放映し、食品ロス削減について、広く市
民・来庁者にＰＲする。

・忘新年会シーズンの主に金曜日に、市職員の業務用パソコン起動
時に外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンに関する
ポップアップメッセージを表示し、職員の意識啓発を図る。

・市政だより１月号に、外食時の「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーンに関する記事を掲載し、市民に広くＰＲする。

長岡市環境部環境業
務課
電話：0258-24-2837

新発田市 エコカーニバル

11月2０日（日） イオン新発田店 ・市職員がエコカーニバール参加企業のキャラクターといっしょに
「おいしく残さず食べきろう！」の啓発チラシを配布

新潟県新発田市環境
衛生課資源リサイク
ル係
電話　0254-22-3101

妙高市
もったいない！食べ残しゼ
ロ運動

12月 ・市広報紙やホームページに「もったいない！食べ残しゼロ運動」
の趣旨と取組み例等を掲載し、住民へ周知啓発を行う。

・市内の企業・飲食店等へ啓発チラシ等の配布。飲食店や宿泊施設
等へは運動協力店の登録を依頼する。

妙高市環境生活課
リサイクル係
電話　0255-74-0031

上越市
食品ロス削減のための食べ
きり呼びかけ運動

市ホームページ
12月1日（木）から

広報紙
12月15日（木）から

市内各地 ・「食の宝庫 上越 おいしく残さず食べきろう! 20・10 運動」を
キャッチフレーズとし、宴会中の食べる時間の確保や適量注文の励
行などについて、市ホームページや広報上越にて、市民に広く呼び
かける。

新潟県上越市
農林水産部
農村振興課 農産係
電話 025-526-5111

富山県 富山市 広報誌への啓発記事掲載
12月 ・本市の広報誌（広報とやま12月5日号）に、啓発記事を掲載。

【内容】宴会の幹事さんに、宴会の開始後20分、終了前10分などに
席で食べる時間を作るよう依頼　等

富山市市民生活部
消費生活センター
電話　076-443-2123

石川県
外食時の「おいしい食べき
り」全国キャンペーン

12月～1月 県内各地 ・庁内、市町、関係団体、企業に、宴会時の食べきり運動に関する
チラシをメールにて送付

石川県環境部廃棄物
対策課
循環型社会推進G
電話　076-225-1471

福井県

宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月～1月

12月1日（木）

県内各地

福井駅西口広場

・福井県連合婦人会が、企業および飲食店に宴会五箇条など「おい
しい食べきり運動」への協力を呼びかけ

・「おいしく残さず食べきろう！」の啓発ちらしを国体キャラク
ター「たべりゅう」とともに配布
・福井商工会議所、福井県商工会連合会に、福井市、福井県連合婦
人会とともに「おいしい食べきり運動」への協力を要請

福井県安全環境部
循環社会推進課
リサイクル運動推進G
電話　0776-20-0317

福井市

宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） 福井西武店 ・「おいしく残さず食べきろう！」の啓発ちらしを配布
・福井商工会議所、福井県商工会連合会に、福井
県、福井県連合婦人会とともに「おいしい食べきり運動」への協力
を要請
・ホームページ、広報誌への掲載

福井市清掃清美課
電話　0776-20-5377



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

敦賀市

宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

11月15日（火）
12月 1日（木）

12月13日（火） 全戸配布

・敦賀商工会議所に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請
・敦賀市ホームページにて「おいしいふくい食べきり運動」の情報
を掲載し周知
・広報つるが１月号にて「おいしいふくい食べきり運動」のお知ら
せを掲載するとともに行政チャンネルにおいてお知らせを放送し周
知

敦賀市廃棄物対策課
電話　0770-22-8185

小浜市
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・小浜商工会議所に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請
・ホームページ、広報誌への掲載

小浜市環境衛生課
電話　0770-64-6016

大野市
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木）
市内飲食店

・大野商工会議所のCCInewsとともにちらしを配布
・啓発ちらしを配布
・ホームページへの掲載

大野市市民生活課
電話　0779-66-1111
（代）

勝山市
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・勝山商工会議所に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請
・ホームページ、広報誌への掲載

勝山市環境政策課
電話　0779-88-8104

鯖江市
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

11月29日（火）
12月2日（金） JR鯖江駅前

・鯖江市商工会議所に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を
要請
・啓発ちらし配布　・ホームページへの掲載

鯖江市環境課
電話　0778-53-2228

あわら市
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・あわら市商工会、あわら市観光協会、芦原温泉旅館組合に「おい
しいふくい食べきり運動」への協力を要請
・ホームページ、広報誌への掲載

あわら市生活環境課
電話　0776-73-8018
（直通）

越前市
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

11月上旬 ・武生商工会議所、越前市商工会に「おいしいふくい食べきり運
動」への協力を要請
・ホームページ、広報誌への掲載

越前市環境政策課
電話　0778-22-5342

坂井市

宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木）
ショッピングプラ
ザ・アミ

・坂井市商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要請
・啓発ちらし配布

・広報誌への掲載

坂井市環境推進課
電話　0776-50-3022

永平寺町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木）
松岡ショッピングプ
ラザデイジー

・永平寺町商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請
・広報誌への掲載
・啓発ちらしを配布

永平寺町住民生活課
電話　0776-61-3945

池田町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・池田町商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要請
・ホームページ、広報誌への掲載

池田町保健福祉課
電話　0778-44-8000

南越前町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・南越前町商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請

南越前町建設整備課
電話　0778-47-8003

越前町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

11月21日（月） ・越前町商工会だよりとともにちらしを配布
・ホームページへの掲載

越前町住民環境課
電話　0778-34-8708

美浜町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・わかさ東商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請
・ホームページへの掲載

美浜町住民環境課
電話　0770-32-6703

高浜町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・高浜町商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要請 高浜町住民生活課
電話　0770-72-7703

おおい町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・おおい町商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請
・ホームページへの掲載

おおい町生活環境課
電話　0770-77-4058



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

若狭町
宴会時の「おいしいふくい
食べきり運動」強化月間

12月1日（木） ・わかさ東商工会に「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要
請

若狭町環境安全課
電話　0770-45-9126

山梨県 富士川町
環境のまち富士川
忘年会・新年会はおいしい
食べきり運動

未定 町内各地 ・企業および飲食店に宴会五箇条など「おいしい食べきり運動」へ
の協力を呼びかけ
・「おいしく残さず食べきろう！」の啓発ちらしを各事業所に郵送

山梨県富士川町役場
町民生活課
生活環境担当
℡　0556-22-7209

長野県
「残さず食べよう！30・10
運動」宴会たべきりキャン
ペーン

12月～１月

　
12月１日（木）

12月２日（金）

県内各地 ・「残さず食べよう！30・10運動」を通年実施しているが、特に宴
会が多いこのシーズンを「宴会たべきりキャンペーン」として、協
力店や、旅館・ホテル組合加盟事業者等にチラシを配布し、重点的
周知に取組む。

・「残さず食べよう！30・10運動」街頭啓発実施（ＪＲ長野駅前、
12/1）

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」重点推進期間

12月12日（月）～
1月13日（金）

12月上旬（予定）

市役所３階連絡通路

松本駅前

・「残さず食べよう！３０・１０運動」のパネルを市役所内で掲示

・松本駅前で３０・１０運動のポケットティッシュとチラシを配布
（予定）

松本市環境部
環境政策課
電話　0263-34-3268

上田市
おいしく残さず食べよう３
０・１０運動

１２月 ①市内CATV放映地域
（上田市他周辺市町
村）
②上田市（広報にて
周知）

①「おいしく残さず食べよう３０・１０運動」をキャッチコピーと
して１分程度の啓発コマーシャルを作成し、CATV内で放映する。
②１２月１日付け広報で周知

上田市生活環境部資
源循環型施設建設関
連事業課

須坂市

残さず食べよう！３０・１
０（さんまる・いちまる）
運動

通年
（7月から9月、12月
から1月は重点周知
期間）

須坂市内協力店
・飲食店
・宿泊施設
・スーパー等

・「食べ残しを減らそう」協力店とともに「食べ残し」の削減に取
り組む。
・宴会時の幹事による呼びかけ推進や協力店の小盛メニュー導入・
ばら売り等の推進及び広報

長野県須坂市生活環
境課廃棄物対策係
電話　026-248-9019

軽井沢町 「おいしい食べきり運動」
説明会及び協力依頼

11月25日（金） 軽井沢町
農産物直売所発地市
庭

・佐久食品衛生協会軽井沢支部の会合において、事業者向けに「お
いしい食べきり運動」の説明及び協力を依頼。

軽井沢町役場
生活環境課衛生係
電話　0267-45-8556

静岡県
ふじのくに食べきりやった
ね！キャンペーン

12月～1月 ・民間企業の協賛により、静岡県版の「ふじのくに食べきりスタイ
ル」を作成し、静岡県の食べきりキャンペーン専用サイトに掲載。
・「ふじのくに食べきりスタイル」は、専用サイトを活用して県民
へ啓発するとともに、食べきり協力店等の飲食店での活用を呼びか
ける。
・民間企業が運営する静岡のローカル情報を配信するWEBマガジン
「まちぽ」や県ホームページともリンクし、Facebookも活用しなが
ら周知を図っていく。

静岡県くらし・環境
部環境局廃棄物リサ
イクル課
電話054-221-3349

藤枝市
おいしい食べきり運動強化
月間

12月11日（日）

12月～1月

藤枝市生涯学習セン
ター

藤枝市役所

・「もったいない市民のつどい」開催に合わせ、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。

・まずは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　054-643-3111



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

愛知県 名古屋市 30・10運動の展開

12月～1月 市内各地 ・名古屋市及び名古屋市三の丸地区にある国・愛知県の行政機関等
による運動実践及びポスター掲示
・エコ事業所への協力依頼（運動実践及びポスター掲示）
・広報媒体（広報紙等）の活用による市民・事業者への周知
・「30・10運動」の啓発ティッシュをのぼり旗を持って配布

名古屋市環境局
資源化推進室
電話　052-972-2390

三重県 おいしい食べきり宴会啓発

11月末～1月 県内各地 ・県庁内の複数の部局で協力し、県内の消費者団体や商工会議所、
生活衛生同業組合等へ「おいしく残さず食べきろう！」の啓発チラ
シを配布し、食べきり運動への協力を依頼

三重県環境生活部
廃棄物対策局
廃棄物・リサイクル
課
廃棄物政策班

伊勢市
ＣＡＴＶ行政情報番組によ
る「おいしい食べきり」全
国共同キャンペーンの紹介

放送期間12/3～12/9 視聴エリア
伊勢市内ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
契約世帯30,381世帯

・行政放送チャンネルにて、全国おいしい食べきり運動ネットワー
ク協議会による全国共同キャンペーン“忘年会・新年会はおいしく
残さず食べきろう！”運動の紹介を行う。※宴会五箇条の周知

伊勢市環境生活部清
掃課ごみゼロ推進係
電話0596-21-5544

大阪府 豊中市
平成28年度外食時の「おい
しい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月 市内公共施設

市内各地

・市内公共施設にてキャンペーンポスターの掲示、ちらしの配架。

・豊中エコショップ認定店(飲食店)へキャンペーン周知協力呼びか
け。(キャンペーンポスター掲示等の協力依頼）

・市ホームページへの掲載

豊中市環境部減量推
進課減量企画係
電話　06-6858-2279

兵庫県 尼崎市
尼崎市内の企業団体等にお
ける食品ロス削減取組の実
施

12月～1月 市内各地 ・尼崎市工業会、尼崎市商工会議所、尼崎市経営者協会、尼崎市職
員に対し、忘年会・新年会シーズンでの宴会における30・10運動の
協力を呼びかけ

・市内の飲食店が出席する尼崎市食品衛生責任者養成講習会におい
て、お客さんへの呼びかけや小盛りメニューの提案など、各店舗で
の食品ロス削減の自主的な取組を呼びかけ

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
おいしいかこがわ食べきり
運動

12月～ 市内全世帯

市内飲食店

・11月下旬に各町内会に回覧用のチラシを配布し、全世帯に対して
食品ロスの概要及び家庭でできる取り組みを紹介

・「おいしいかこがわ食べきり運動」協力店募集、各店舗における
取り組み開始

・加古川商工会議所とともに「おいしい食べきり運動」への協力を
要請

加古川市環境部ごみ
減量推進課

電話 079-426-5440

鳥取県

おいしいとっとり３０１０
食べきり運動（2016年冬）

11月下旬～12月上旬

12月～1月

県内各地（団体・事
業所の事務所）

県内各地

・鳥取県及び運動の趣旨に賛同する団体・市町村等が、県商工会議
所連合会や県商工会連合会、主要企業等に対して「３０１０食べき
り運動」への協力を要請

・とっとり食べきり協力店や県飲食生活衛生同業組合員等の店内
で、ポスターやチラシ等による「３０１０食べきり運動」の啓発を
実施

鳥取県生活環境部
循環型社会推進課
廃棄物リサイクル担
当
電話　0857-26-7198

鳥取市 市報掲載・庁内掲示板掲載

市報1月号

12月1日（木）

・とっとり市報に毎月掲載している『４Rのススメ』で、宴会五箇
条を紹介。また、当市職員向けの庁内電子掲示板に、宴会五箇条を
掲載する。

鳥取市役所生活環境
課
環境政策係
電話　0857-20-3218



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

岡山県 笠岡市 ごみ減量講座

11/8（火）～12/15
（木）

市内各地31会場56回 ・ごみ減量化策の一環として，講座の中で「生ごみ減量」について
食品ロスに触れ，3キリ運動などを紹介し日頃から取り組んでもら
い，ごみ減量化につなげる。

笠岡市　市民生活部
環境課
電話　0865-62-3805

３０１０運動
１２月～ 市役所庁舎内 ・３０１０運動を庁内で取り組む。（忘年会・新年会シーズンでの

協力を庁内ネット掲示板に掲載する）

市広報掲載

市広報1月号 市内 ・笠岡市のごみ減量化を進める上で，家庭から出される生ごみにつ
いて「生ごみ３キリ運動」を市広報誌を使い広く市民に啓発・紹介
することで，家庭での食品ロスや食べ残しなどの廃棄を減らし市全
体のごみ減量につなげる。

広島県 呉市
食品ロスの削減「おいしく
残さず食べきろう！」推進
事業

12月～1月 市内 ・市政だより１月号（12月10日発行号, 市内9万世帯に配布予定）
に，食品ロスの削減の記事を掲載する。
・呉市ホームページに，食品ロス削減に関する啓発ページを掲載す
る。

呉市環境部環境政策
課計画G
電話 0823-25-3304

東広島市 ３０１０運動
11月21日（月）～ 市役所庁舎内 ・３０１０運動を庁内で取り組む（今年度は、市民へ啓発する前

に、市職員へチラシや庁内ネットで取り組むよう呼びかける。）。
東広島市生活環境部
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

９月～１２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で食べきり協力店や食ロ
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

徳島県
おいしい徳島　食べきり運
動強化月間

12月～1月

12月10日（土）
12月23日（金）
1月31日（火）

県内各地

徳島市内

・「おいしく残さず食べきろう！」の啓発ちらしを県内各団体及び
飲食店、市町村に配布、「おいしい食べきり運動」への協力を要請
・県ＨＰにおいて「おいしい食べきり運動」への協力を要請
・「徳島冬のエコスタイル」行事（アースパレード2016、ＥＣＯク
リスマス、気候変動フォーラム）においてパネル展示やチラシ配布
を行い、参加者・来場者に「おいしい食べきり運動」への協力を要
請

徳島県県民環境部環
境首都課
環境創造担当
電話　088-664-6015

香川県
「宴会のラスト１５分は食
べきりタイム！」

12月～1月上旬 庁内 ・今後の施策の参考とするため、庁内を対象に「宴会のラスト１５
分は、食べきりタイム！」という呼びかけを行い、事後にアンケー
ト調査を実施する

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

土庄町 おいしい食べきり運動
12月～1月 庁舎内 ・庁舎内を対象とし、「宴会のラスト１０分は食べきりタイム！」

という呼びかけを行う。
土庄町役場
住民環境課
電話　0879-62-7010

愛媛県
平成28年度おいしい食べき
りキャンペーン

12月～1月 県内各地 ・「おいしく残さず食べきろう！」の啓発ちらし（5,200部）を作
成し、県内飲食店、旅館等を中心に各種団体に配布
・各市町、商工会議所、商工会、経済同友会、県内各種団体等に、
「おいしい食べきりキャンペーン」への協力を依頼するとともに、
県ホームページに掲載する

愛媛県県民環境部
環境局
循環型社会推進課
計画推進Ｇ
電話　089-912-2356



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

高知県 高知市
（仮称）「忘年会・新年会
は，おいしく残さず食べき
ろう！」キャンペーン

12月～1月 高知市内 ・「おいしく残さず食べきろう！」のキャンペーン及び啓発チラシ
について高知市ホームページと高知市の庁内掲示板に掲載し，市民
及び市職員に協力を呼びかける。

・「おいしく残さず食べきろう！」のチラシを廃棄物減量推進員等
に配布し，協力を呼びかける。

高知市環境部
環境政策課
ごみ減量推進担当
電話：088-823-9209

福岡県
全戸配布広報紙「福岡県だ
より」

12月15日～1月15日
配布

県内各地 ・県内全戸配布広報紙にて、宴会時の３０・１０運動の実施を呼び
かけ

福岡県環境部
循環型社会推進課
リサイクルプロジェ
クト推進班
電話　092-643-3381

北九州市
残しま宣言応援店食べ切り
キャンペーン

10月28日～12月27日 北九州市内キャン
ペーン参加飲食店

・残しま宣言応援店のうち、食べ切りキャンペーンに参加する店舗
で食べ切ると専用の応募ハガキがもらえ、申し込むと抽選でエコ
グッズが当たる、「残しま宣言応援店食べ切りキャンペーン」を実
施。

北九州市環境局循環
社会推進部循環社会
推進課
電話　093-582-2187

福岡市
もったいない！食べ残しを
なくそう福岡エコ運動

12月～1月

12月2日

福岡市内飲食店等

福岡市中央区西鉄福
岡天神駅前

・忘新年会シーズンに，テレビＣＭ，ポスター掲示，デジタルサイ
ネージなどにて食べ残しゼロを呼びかけ

・忘新年会を行う会社員をメインターゲットに街頭キャンペーンに
よる食べ残しゼロを呼びかけ

福岡市環境局資源循
環推進課
電話　092-711-4039

うきは市
うきはの里「おいしい食べ
きり運動」強化月間

12月～1月 市内全域 ・市ホームページ及び広報「うきは」12月15日号に「宴会5箇条」
を掲載し、「おいしい食べきり運動」を周知。

うきは市市民生活課
生活環境係
電話　0943-75-4972

大分県 大分市 宴会食べきり！おおいた
3010運動強化月間

11月～1月

110月5日発送

211月1日号

③11月11日（金）

④11月上旬～中旬

⑤支所等は11月、大
分駅前・商店街は12
月
1月以降は継続実施
を希望予定

⑥11月25日発行

①市内

②市内全戸配布

③ＪＲ大分駅前

④市内各地

⑤支所等、大分駅
前・商店街モニター

⑥県内飲食店

①商工会議所の所報に“宴会食べきり！おおいた3010運動”につい
て掲載してもらい、会員事業所に周知を図った。

②市報と同時に全戸配布する広報紙「リサイクルおおいた」に“宴
会食べきり！おおいた3010運動”について表紙とともに掲載し、周
知を図った。

③ＪＲ大分駅前で通勤客を対象に街頭啓発を行った。“おおいた
3010運動”のパネルを持ち、パンフレットを配布。（大分県と共同
開催）

④・飲食店等にパンフレット・ポスターを配布し掲示等協力を要
請。（郵送・訪問）
・ごみ減量推進事業所・エコショップにパンフレット・ポスターを
送付し、周知を図り協力を要請。

⑤支所等におけるモニター広告での行政情報として“３０１０運
動”を、また、大分駅前・商店街におけるモニター広告（デジタル
サイネージ）で“3010運動”と“３きり運動”について広告を流し
周知を図る。

⑥飲食店掲載食情報2017の冊子「ＢＵＮＧＯ食べ歩きＢＯＯＫ」へ

大分市環境部清掃管
理課
ごみ減量・リサイク
ル推進担当班
電話　097-537-5687



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

宮崎県
みやざき食べきり宣言プロ
ジェクト

12月～2月 県内各地 ①「食べきり協力店」に対して、ポスター及び協力店ステッカーを
配布。

②12月に「みやざき食品ロス削減キャンペーン」を実施
・1日のキックオフイベントでは、パネル展示、県のシンボルキャ
ラクターによるダンスショー、ちらしや啓発グッズの配布を行う。
・各種広報活動の実施（CM放映、パブリシティ、ラジオ放送、新聞
広告、図書館等でのパネル展示）。

③１月～２月に「食べきり宣言キャラバン」を実施
・「食べきり協力店」の店頭等で、啓発イベントを行う。

宮崎県環境森林部循
環社会推進課
企画・リサイクル担
当
電話　0985－26ｰ7081

１８道県、６２市区町で実施


