
令和元年度　家庭で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(予定)時期 開 催 場 所  内            容
連絡先

北海道 函館市
食品ロス削減の周知・普及啓
発

10月～11月 函館市役所本庁舎地下
食堂

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。

函館市環境部
環境推進課
0138-56-6694

釧路市

10月 市内 広報誌により「食品ロス削減の日」、食品ロス月間のお知らせ 釧路市市民環境部環境
事業課
電話　0154-31-4551

帯広市
おいしく残さず食べきろう！
宴会五箇条

3～4月
12～1月

市内
「宴会五箇条」チラシを作成し、ホームページ・ＳＮＳ・ラジオ等で周
知、イベント等でチラシ配布。

帯広市市民環境部清掃
事業課ごみ減量係
電話　0155-37-2311

青森県
３つの「きる」キャラバン隊
PR活動

9～11月 県内各地 ・県内各地のスーパーマーケット等において、食品ロス削減の啓発に係る
PR活動を実施予定。

青森県環境生活部
環境政策課
電話　017-734-9249

青森市

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

9月

10月1日

常時

会報せいそう

広報あおもり

ホームページ

・会報誌により「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

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

岩手県 『食品ロス削減啓発月間』

10月１日～10月31日

10月中（未定）

県内各地

「もったいない・いわ
て☆食べきり協力店」

・10月を「食品ロス削減啓発月間」とし、チラシ及び三角ＰＯＰを作成
し、市町村等にデータ提供を行う。
・県庁内の食堂に三角ＰＯＰを置き、食品ロス削減の啓発を行う。
・イベントや小売店でのＰＲ活動の際にチラシを配布する。

・岩手県３Ｒ推進キャラクターエコロルが参加し、チラシ及びウェット
ティッシュを配布し、来店者対して食品ロス削減の取組への協力を呼びか
ける。

岩手県環境生活部
資源循環推進課
電話　019-629-5367

紫波町 食品ロス削減啓発

10月 町内 町広報誌10月号にて啓発記事の掲載 紫波町　産業部
環境課　環境室
電話　019-672-2111
（内線2251）

宮城県
みやぎ県民食べきりの日イベ
ント

10月30日 県内各地 １０月３０日を「みやぎ県民食べきりの日」として，食べきり啓発イベン
トを開催する。

宮城県環境生活部循環
型社会推進課
電話 022-211-2649

自治体名



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

自治体名

秋田県
「あきた食品ロス削減セミ
ナー」の開催

10月5日 パーティーギャラリー
イヤタカ（秋田市）

「あきた食品ロス削減セミナー」を開催し、基調講演及び実演講習によ
り、食品ロスの現状を広く県民に呼びかけ、どのような取組ができるかを
考えるきっかけをつくりながら意識の醸成を図り、食品ロス削減の取組を
促進する。

食品ロス削減普及啓発

１０月～ 県内各地 食品ロス削減普及啓発ポスターを作成のうえ、県関係機関，各市町村、マ
イバッグ推進運動協定事業者、道の駅等に配布し、掲示する。

秋田市 食品ロス削減

10月 市広報紙
市役所庁舎市民ホール
市政テレビ番組

市政ラジオ番組

市役所庁舎前

・「計画的に購入」「食べきれる量を調理」「おいしく食べきる」ことな
どの呼びかけ

・「非常食も残り野菜も使いきりレシピ集」から一品を来庁者に提供する
試食会を開催

・懸垂幕やのぼりを掲出し、食べ残し削減を啓発

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

能代市
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 市内飲食店等 ・市内飲食店約２００店舗へ、ポスター・パンフレットを配布し、忘新年
会シーズンに、食べきり運動のＰＲをし、食品ロス削減及びゴミの減量化
の意識啓発を図る。
・市のゴミ事情を合わせて広報で食べきり運動をＰＲしていく。

能代市環境衛生課
清掃係
電話 0185-89-2172

横手市 横手市3010運動 令和元年10月～11月 市内
市広報物（エコライフ通信）へ、家庭でできる食品ロス削減の取り組み記
事を掲載。

横手市市民福祉部
生活環境課環境係
電話0182-35-2184

大仙市 食品ロス削減の啓発運動 10月 市内スーパー等

・市内スーパー等で来店した市民に対し、食品ロスの削減やレジ袋の削減
についてチラシを配布し啓発運動を行う。

・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

山形県
おいしい山形食べきり運動
（仮）

10月、12月～1月 県内 ・「令和元年やまがた環境展(10月26、27日開催）」において、「おいしい
山形食べきり運動（仮）」の啓発ちらしを配布。
・忘年会・新年会シーズンの外食時のおいしい食べきりキャンペーンに合
わせ、家庭での食べきりも啓発。

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

福島県

食品ロス削減月間 10月 県内各地
・県が作成する３Ｒの啓発リーフレットにおいて、食品ロス削減月間につ
いて掲載し、県内市町村、出先機関、民間企業等に配置・配布してＰＲす
る。

・ラジオ広報で食品ロス削減のＰＲを行う。

福島県生活環境部
一般廃棄物課
電話024-521-7172

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



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

自治体名

福島県 いわき市 食品ロス削減の広報

6月

11月

通年

市内 ・市内飲食店等に3010運動のＰＯＰを配布

・市広報誌に食品ロス削減の記事を掲載

・小学生向けごみ関連啓発冊子に食品ロス削減の記事を掲載

いわき市生活環境部ご
み減量推進課庶務係
電話　0246-22-7559

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
食品ロス削減強化月間キャン
ペーン

10月 市内 ・情報紙「ごみマガ！」第19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
生活環境部ごみ対策課
ごみ減量係
電話　029-232-9114

土浦市

第１４回土浦市環境展

広報紙への啓発記事の記載

10月12日（土）

市内全域
広報「つちうら」への
掲載

土浦市水郷体育館 廃ガラスアート展や,エコ工作と併せて食品ロス削減リーフレットの配布

10月1日発行の広報紙に「おいしく楽しくたべきろう！」の記事を掲載し,
家庭でできる食品ロス削減及び外食時の３０１０運動について啓発を実
施。
ＨＰに全国共同キャンペーンチラシを掲載。

土浦市市民生活部
環境衛生課
クリーン推進係
電話029-826-1111

栃木県

10月以降 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創設し、小売店・飲食店・
小中学校等へ啓発ポスターを掲示
・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、食品小売店の
販売陳列棚へ啓発ＰＯＰを掲示

10月1日～10月31日 県内 ・県政世論調査結果を踏まえ、食品ロス問題の認知度が低い20代女性に訴
求するＷＥＢ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）
による普及啓発を実施
・家庭系食品ロス実態調査に合わせて、地域住民への排出実態の見学会を
開催

宇都宮市 食品ロス削減月間の周知啓発 9月～10月 市内

・市内の小中学校（93校）に配布する「もぐもぐだより（食育だより）9月
号」に「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減」に関する情報を掲載し
配布する。
・9月末に予定している自治会回覧（約790単位自治会）に「食品ロス削減
月間」及び「食品ロス削減」に関する情報を掲載し配布する。
・市広報紙10月号に「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減」に関する
記事を掲載しPRする。

栃木県宇都宮市
環境部
ごみ減量課
３R推進グループ
電話 028-632-2413

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

食品ロス削減の普及啓発



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

自治体名

栃木県 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

群馬県 ぐんま環境フェスティバル

10月5日 ヤマダ電機LABI１高崎
内

・フェスティバルにおいて、県がごみ減量化コーナーを設置し、来場者に
食べきりの普及啓発を行う。

群馬県森林環境部環境
局廃棄物・リサイクル
課企画指導係
電話　027-226-2852

伊勢崎市 食品ロス削減ＰＲ

10月 市庁舎CV放映

市ホームページ

ごみ分別アプリ

・ＣＶ放映にて食品ロス削減ＰＲ
・「おいしい食べきり」普及啓発について掲載

伊勢崎市環境部
環境政策課
資源化推進係
電話 0270-27-2732

埼玉県
さいたま
市

（広報誌による啓発）

エコ・クッキング

10月 市内 ・全戸配布をしている広報誌（環境通信）で家庭での食品ロス削減と冷蔵
庫の中身の確認を掲載し啓発。

・市内の事業者と大学と連携し、本市食品ロス削減事業「食べつくスー
プ」にかかわる体験型イベントを開催。

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

10月 ホームページ 食品ロスについて、削減の方法等紹介 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～
②10月
③通年

①市内全域
②市内全戸
③市HP

①食品ロス削減ポスター（マグネット）をパッカー車に貼りつけ、市内全
域のごみを収集する。
②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。
③食品ロス削減に関する動画、レシピの公開

所沢市環境クリーン部
資源循環推進課
電話　04-2998-9146

市広報紙への啓発記事の掲載

１０月 １０月１日発行の市広報紙に「食品ロス削減月間における取組」として下
記の行事などを掲載し、食品ロス削減への啓発を行う。

エコ・クッキング教室

１０月８日（火） 東彩ガス(株)料理教室 「食材の使いきり」や「残りものをアレンジ」をテーマとした料理教室を
開催し家庭での食品ロス削減の啓発を行う。

アクトグリーン　エコ・
ウィーク２０１９での食品ロ
スに関するパネル展示

１０月１８日（金）～
２０日（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
示やリーフレットの配布により啓発を行う。

リサイクルプラザ講演会

１０月２６日（土） 越谷市リサイクルプラ
ザ　啓発施設

本市出身の落語家に「食品ロス削減」に関する講演を落語を交えて行って
いただき、市民に食品ロス削減に関心を持ってもらう機会とする。

フードドライブ
イベント回収

１０月２７日（日） 越谷市民まつり会場内 リサイクルプラザで行っているフードドライブを当日は、市民まつりの会
場内でもイベント回収として実施し、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



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

自治体名

埼玉県 和光市

10月 ・10月1日発行（または11月1日発行）の市広報紙に「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啓発を実施予定

和光市市民環境部
資源リサイクル課
資源リサイクル担当
電話 048-424-9153

千葉県 千葉市 食べきりキャンペーン

10月 ・市広報紙

・市内商業施設

・小中学校、養護学
校、特別支援学校

・市広報紙に３R推進月間及び食品ロス削減月間の記事掲載

・３R推進月間イベント「へらそうくんフェスタ」にて食品ロスに関する展
示や体験コーナーを設置

・学校給食所管と連携し、食品ロス削減についてのポスター掲示や、給食
だよりへの記事掲載を依頼

千葉市
環境局資源循環部
廃棄物対策課
３Ｒ推進班
電話　043-245-5379

鎌ケ谷市 食品ロス削減月間

令和元年10月1日～
令和元年10月30日

鎌ケ谷市役所１F
市民ホール

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)

東京都 港区 みなと区民まつり
10月12日（土）、13日
（日）

港区芝公園一帯
ブースで食品ロス削減に関するパネルを展示し、来場者に向けて啓発を行
います。

みなとリサイクル清掃
事務所ごみ減量推進係
TEL:03-3450-8025

新宿区

３Ｒ推進キャンペーンイベン
ト
～新宿発エコなくらし～
「もったいない」でおもてな
し！

10月14日
新宿駅西口広場

イベントコーナー

３Ｒ推進キャンペーンイベント　～新宿発エコなくらし～　「もったいな
い」でおもてなし！内で、フードドライブ、食品ロス削減をテーマとした
ワークショップや展示ブースを設ける。

新宿区ごみ減量リサイ
クル課
03-5273--3318

あまりにも美味しいあまりも
のレシピ　親子クッキング

10月12日(土）
新渡戸文化学園
「NITOBE KITCHEN」

家庭であまりがちな食材を美味しく食べきるためのレシピを題材とした親
子向けの料理教室を実施。導入として食品ロスに関するミニ講座も行い、
家庭での食品ロスの削減を呼びかける。

参加者募集のチラシ・ポスターに「おいしく楽しく食べきろう」のキャッ
チフレーズを使用。

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

①9月30日（月）
　　～10月4日（金）
②10月15日（火）
　　 　～31日（木）
③10月5日～

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

３Ｒ推進と食品ロス削減を題材としたパネルを展示、区報に特集記事を掲
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。

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
・区ホームページに食品ロス削減啓発について掲載

北区リサイクル清掃課
電話　03-3908-8538

中野区

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



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

自治体名

東京都 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！もったいないキャンペーン「＃食品ロス削減」
　生活の中で食品ロスを削減する取組みを実践した写真・動画や、食品ロ
ス削減に関する意気込み・コメントなどをツイッター等に投稿してもら
う。
・フードドライブキャンペーン
　１０月の期間中に常設窓口以外にも回収拠点を増設し、フードドライブ
の周知を図るとともに、より多くの区民にフードドライブへの参加を促
す。
・食品ロス削減ダイアリー
　家庭の１週間分の食品ロス状況を記録できる「食品ロス削減ダイア
リー」を区民に活用してもらうことで、食品ロス削減意識の向上を図る。
・もったいないクッキング
　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」
のシェフによる、家庭で余りがちな食材を活用した料理教室を開催し、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

葛飾区 食品ロス削減のＰＲ

10月 区内 10月を「食品ロス削減月間」として、「家庭でのおいしい食べきり全国共
同キャンペーン実施要領」に基づき、区内町会や区内商店街等にチラシを
配布する。

リサイクル清掃課
ごみ減量推進係
電話03-5654-8273

青梅市

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
を実施します」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

昭島市 広報誌等への啓発記事掲載 10月
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

昭島市環境部ごみ対策
課ごみ減量係
電話042-546-5300

町田市 食品ロス削減啓発

１０月 市内 ・市施設や市内のスーパーなどに食品ロス削減ポスターを配布。
・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。

町田市環境資源部３Ｒ
推進課
電話　042-797-0530

武蔵村山
市

環境フェスタ

１０月 市内 ・市主催のイベントで、ごみ減量施策の一環として、食品ロスや食べ切り
について、パネルの展示やリーフレットの配布による周知を行う。

東京都武蔵村山市
協働推進部
ごみ対策課減量推進係
電話　042-565-1111
(内線：292,293)



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

自治体名

神奈川県 食品ロス削減の県内一斉広報

10月 県内公共施設、鉄道
駅、飲食店

・県と市町村が連携し、食品ロス削減月間に合わせて県内一斉広報を実施
する。　　　　　　　 　　      　　　　　　　　　　　　・ＮＨＫアニ
メ「忍たま乱太郎」の食堂のおばちゃんのキャラクターデザインを起用
し、「おいしく食べて　なくそう、食品ロス。」というキャッチフレーズ
でポスターを作成し、県内公共施設、鉄道駅、飲食店等に掲示し、イベン
トなどでも張り出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　・推進月間に
あわせて食品ロスをテーマに県、市町村広報紙や、ツイッターなどにも記
事を掲載。

神奈川県環境農政局環
境部資源循環推進課指
導グループ　　電話
045-210-4159

食品ロス削減イベント「おい
しく残さず食べきろう！」

10月14日（月・祝） 川崎駅前商業施設
（ラゾーナ川崎プラ
ザ）

ラゾーナ川崎プラザと連携したCOOL CHOICEイベント「まなぼう！あそぼ
う！COOL CHOICEひろば」内で、食品ロス削減をテーマとした個別イベント
を実施する。
①食べきり協力店と連携した食べきりの普及啓発イベント
②フードドライブ
③ファミリー（お子様）を対象とした食品ロス削減に関するクイズ・塗り
絵・ゲームコーナー

川崎市生活環境部
減量推進課指導係
電話　044-200-2568

令和元年度　第3回ごみゼロカ
フェ
「冷蔵庫＆保存庫から食品ロ
スを減らそう！」

10月30日（水）
午後2時～午後4時

中原市民館　会議室 食品ロスの削減に関する理解と関心を得るための啓発月間に食品保存マイ
スターかつ料理研究家の講師を呼び、家庭でできる食品ロス削減方法につ
いて講演を行い、その後参加者で意見交換を行うごみゼロカフェを行う。
第1部　講師による講演（テーマ：～冷蔵庫の使い方や食品ロスの現状など
を学び、野菜の保存から見直して食品ロスを減らしていこう～）
第2部　意見交換

川崎市生活環境部
減量推進課減量推進係
係
電話　044-200-2579

相模原市
相模原市リサイクルフェア２
０１９

10月13日 相模原市立麻溝公園
（水の広場・緑の広
場）

・広く市民にごみの減量化及び資源化について考える機会を提供し、４Ｒ
に対する市民意識の高揚を図るイベントとして開催する「相模原市リサイ
クルフェア２０１９」の会場内ブースにおいて、フードドライブを実施す
るとともに、家庭での食べきりやローリングストックの実践などによる食
品ロスの削減を呼びかける。

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

座間市 食品ロス削減

１０月 市役所関係施設
ホームページ
市が参加するイベント
会場

・キャンペーンチラシを市役所及び関連施設に掲示。
・市ホームページにキャンペーンチラシを掲載するとともに啓発記事を掲
載。
・資源対策課が参加するイベントにおいて、チラシの掲示及び食品ロス削
減を呼びかける。

座間市　環境経済部
資源対策課

電話　046-252-7985

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するほか、実
態調査の結果等も併せて掲載し、家庭でできる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

新潟県 上越市

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。

上越市自治・市民環境
部生活環境課
電話　025-526-5111

川崎市



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

自治体名

富山県

・とやま環境フェア2019

・優先購入キャンペーン

・越中とやま食の王国フェス
タ

10月５日（土）、６日
（日）

10月～11月

10月26日（土）、27日
（日）

富山産業展示館（テク
ノホール東館）

県内スーパー等

富山産業展示館（テク
ノホール東館）

・ブース内にパネル等を設置して、食品ロスモニター調査の結果を紹介す
るとともに、手付かず食品を活用した料理写真のＰＲなどを行う。

・スーパー等で、ポスターやＰＯＰ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。また、買い物かごの底に設置するシートを作
成・配布し、鮮度志向の改善を啓発する。

・ブース内にパネル等を設置して、食品ロス削減対策に係る県内事例を紹
介する。

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

10月5日（土）、6日
（日）、13日（日）

富山産業展示館（テク
ノホール）

10月27日（日） 不二越体育館

石川県 （行事名は定めていない）

10月

通年

県内各地 ・ラジオ放送を活用して、家庭で取り組むことのできる食品ロス削減方法
について普及啓発を図る。

・テレビスポットＣＭにて「お料理はおいしく残さず食べきりましょ
う！」と呼び掛け

石川県生活環境部廃棄
物対策課
循環型社会推進G
電話　076-225-1471

金沢市

新聞広報への掲載

環境にやさしい買い物キャン
ペーン

かなざわエコフェスタ2019

10月上旬

10月

11月10日

市内小売店

金沢駅もてなしドーム

市の新聞広報に啓発記事を掲載する。

市内のスーパー等において、買い物客に家庭での食品ロス削減を呼び掛け
る。

市主催の環境イベントを食品ロスをテーマに開催。パネル展示等により
「おいしく楽しく食べきろう！」のフレーズを用いた広報・啓発を行う。

金沢市環境局
環境政策課
温暖化対策室
電話　076-220-2507

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1日（火） 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」ことを住民に啓発する
ため、福井駅前において福井県・福井市・西武福井店・福井県民生活協同
組合と合同でちらしを配布する

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

10月1日（火） 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」ことを住民に啓発する
ため、福井駅前において福井県・福井市・西武福井店・福井県民生活協同
組合と合同でちらしを配布する

10月中旬～10月30日
西武福井店
食品売場

・１０月３０日の食品ロス削減の日を含む１０月に家庭における食品売り
場で啓発を行うことにより、家庭における食品ロス削減につなげるため、
食べきり運動を啓発するポップを掲示する。

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（火） 敦賀商工会議所 「おいしいふくい食べきり運動」への協力を要請 環境廃棄物対策課
電話　0770-22-8185

福井市市民生活部
環境事務所
環境政策課
電話　0776-20-5609

家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン福井市

富山市 おいしいとやま食べきり運動

・イベントにブース出展し、啓発チラシ配布、パネル展示、アンケート等
を行う。

富山市市民生活部
消費生活センター
電話　076-443-2123



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 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（火） 市報を全戸配布 ・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
ロスの取組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。

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

勝山市

おいしいふくい食べきり徹底
期間

10月27日（日） 勝山市ジオアリーナ ・勝山産業フェアにおいて、「おいしいふくい食べきり運動」の啓発チラ
シを配布

勝山市市民・環境・税
務課
電話　0779-88-8104

鯖江市

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（火） 鯖江市ホームページ 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、鯖江市ホームページにおいてちらしやフードロス削減啓発グッズ（エ
コバッグ・コースター）の販売について掲載する。

鯖江市産業環境部
環境政策課
電話　0778-53-2228

越前市

おいしいえちぜん食べきり運
動周知啓発

10月中 ・家庭に向けて食品ロス削減を啓発のため、ホームページや越前市広報に
掲載し周知を図るとともに、商工会や商工会議所に依頼し、会報誌に食品
ロス削減に関する記事を掲載して、事業者からも家庭に向けて啓発を図
る。

越前市環境政策課
電話　0778-22-5342

坂井市

家庭での「おいしいふくい食
べきり運動」キャンペーン

9月25日発行予定 ・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、広報さかい９月号お知らせ版に掲載予定

坂井市役所環境推進課
電話　0776-50-3032

永平寺町
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1日（火）～

・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、町ホームページに記事を掲載

永平寺町住民生活課
電話　0776-61-3945

池田町

食品ロス削減月間 10月 広報いけだ 池田町の広報誌に食品ロス削減に関する記事を周知 池田町役場 保健福祉課
電話:0778-44-8000
メール:
hotplaza@town.ikeda.f
ukui.jp

南越前町

おいしいふくい食べきり運動 10月 全国共同キャンペーン実施要領に則り、町の広報１０月号に削減月間を周
知。

建設整備課
0778-47-8003

越前町

広報誌及びHPでの記事掲載 10月1日（火） ― ・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、広報誌並
びに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：0778-37-8708



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 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1日（火） ・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、ホームページにて周知を行う。

美浜町住民環境課
電話　0770-32-6703

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 ホームページによる広報を行う。 おおい町
生活環境課
電話0770-77-4058

若狭町

行事なし
広報10月号とホームページで
PR

10月 ― ・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、広報誌並
びにホームページにて記事の掲載を行う。

若狭町環境安全課
電話　0770-45-9126

山梨県
食品ロス削減街頭啓発キャン
ペーン

１０月 甲府駅前 食品ロス削減月間に合わせ、啓発チラシや物品を配付し、消費者の食品ロ
ス削減に対する意識醸成を図る。

山梨県県民生活部
消費生活安全課
消費生活担当
電話　055-223-1352

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のＰＲキャラクターアルクマが参加する店頭啓
発（チラシの配布）

長野県環境部
資源循環推進課
資源化推進係
電話　026-235-7181

10月27日 長野市リサイクルプラ
ザ

・市イベント「環境こどもサミット」会場において、信州こども食堂ネッ
トワークの協力によりフードドライブを実施

10月27日 ＪＲ長野駅２階東西自
由通路イベントゾーン

・長野中央ライオンズクラブ主催の「第12回フードドライブ」市が共催

事業所向け食品ロス削減啓発 10月 多量排出事業所
※市条例規定の事業系
一般廃棄物排出量日量
50㎏を超える事業所

・事業所へ市作成の事業ごみ処理ガイドブック、プラスチック・食品ロス
削減チラシを配布

長野市

フードドライブ 長野市生活環境課
電話　026-224-5035



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

自治体名

長野県 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
・10月19日に松本市食品ロス削減シンポジウムを開催し、講演等による情
報提供の他、もったいないクッキング試食会やフードドライブ等、市民の
活動を促すプログラムを実施予定
・10月26日に、平成30年度に作成した食品ロス削減啓発用絵本「もったい
ないぞう　のこさんぞう」の読み聞かせ会を、作画者のもう中学生さんを
招き、開催予定

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 うえだ環境フェア 10月19日 上田創造館
うえだ環境フェアにおいて、食品ロス削減に関するブースを設け啓発を行
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

伊那市
残さず食べよう！３０・１０
運動

12月 市内 12月の忘年会シーズンに合わせて、市の広報誌や広報番組、各種報道機関
を通じて、市民に周知する。
事業者には、伊那商工会議所等の協力を得ながら周知する。

伊那市市民生活部
生活環境課
環境政策係
電話：0265-78-4111

岐阜県

ぎふ食べきり運動 10月

10月26～27日

県内向け

岐阜県庁周辺

・食品ロス削減の日に合わせ、庁内放送で県職員に対し、食品廃棄物の発
生状況等について啓発を実施する。

・「第３３回岐阜県農業フェスティバル」において「ぎふ食べきり運動」
の啓発チラシを配布し、家庭での食べきり等の取り組みの呼びかけを行
う。

岐阜県環境生活部廃棄
物対策課総合対策係
電話　058-272-8214

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

各務原市 食品ロス削減啓発

常時

10月15日

10月30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。
・自治会加入世帯に対し、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。

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
3010運動

10月 市広報

市内スーパー

・食品ロスの啓発活動をおこなう

・市内スーパー等店舗に農林水産省の食品ロスのぼり（2種類）を配布し、
食品購入者の目に止まる場所に掲示依頼。

岐阜県可児市環境課
生活環境係
℡0574-62-1111



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

自治体名

静岡県 静岡市 食品ロス削減啓発パネル展

10月19日、20日 アピタ静岡店 ・食品ロスに係る啓発パネルの展示 静岡市ごみ減量推進課
電話054-221-1361

食品ロス削減セミナー １０月・１２月 市内
食品ロス削減のために、冷蔵庫の整理術を講演してもらうもの。
あわせて、食品ロスとはなにかなどの説明を行う。

エコレシピコンテスト ７月～１０月 市内
「食材を無駄なく使い切る」「残り物を使い切る」レシピを募集するも
の。
レシピ集としてまとめ、イベント等で配付する予定。

「ＴＡＢＥＴＥ」実証実験 １０月～ 市内

㈱コークッキングと協働し、フードシェアリングアプリ「TABETE」を活用
した食品ロス削減に向けた実証実験を行う。売れ残りそうな商品を、登録
店舗から「TABETE」に掲載し、ユーザーがアプリ内で購入・決済、商品の
受け取りまでするもの。

浜松市環境部ごみ減量
推進課
TEL：053-453-6229

10月～11月

12月14日（土）

市内小中学校

藤枝市生涯学習セン
ター

・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。

・「”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。
・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～11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

裾野市
『食品ロス削減啓発月間』の
ＰＲ

10月 市広報紙
市Web
裾野市内

食品ロスの削減、「食べきり」の実践について、市広報紙やウェブ、生活
環境課窓口などでの啓発 裾野市環境市民部生活

環境課
電話　055-995-1816

愛知県 食品ロス削減シンポジウム 10月下旬予定 未定 県民等を対象としてシンポジウムを開催する。

愛知県環境局資源循環
推進課
一般廃棄物グループ
電話：052-954-6234

藤枝市 食品ロス削減啓発

浜松市環境部ごみ減量
推進課
TEL：053-453-6192

浜松市



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

自治体名

愛知県 名古屋市 「食品ロス削減月間」

10月 市内 ・「フードロスゼロチャレンジなごや」と題し、家庭でできる食品ロス削
減の取組募集や「食べ残しゼロ協力店」で食べきった写真を投稿するフォ
トキャンペーンを実施。また、小売店において、食品ロス削減につながる
行動を促すPOPやポスターを掲示。広報紙や電子広告へ食品ロス削減の取組
を呼びかける記事を掲載。
・市内スーパーや大学祭での食品ロス削減に関するアンケート実施やチラ
シ配布による食品ロス削減の啓発。
・区民まつり等の市内イベントでのフードドライブの実施。

名古屋市環境局資源化
推進室
電話　052-972-2390

三重県 -
食品ロス削減啓発月間におけ
る啓発

10月 県内

・新聞広告（広報みえ）、ラジオ、雑誌（フリーペーパー）等により、
「食品ロス削減の日」、「おいしく食べきり」、「家庭でできる食品ロス
の取組」等を呼び掛ける特集記事を掲載しＰＲ

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
電話　059-224-3310

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
2019」

10月～11月

10月

11月9日(土)

県内各地

県庁（地方機関）

滋賀県立文化産業交流
会館

・県内小売事業者の店舗店頭においてチラシ等を配布し、食べ切りや使い
切り等を呼びかける

・県職員を対象としたフードドライブを実施

・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

5月1日号 広報ひこね誌面 生ごみの減量

6月15日号 広報ひこね誌面 賞味期限切れの商品廃棄による食品ロスを防ごう

9月1日号 広報ひこね誌面 食べないまま消費期限が切れてしまう非常食の食品ロスを防ぐため、ロー
リングストックの紹介。

11月～12月 広報ひこね誌面 30・10運動、宴会などの会食事の食品ロスを減らす啓発。

フードドライブ

6月15日 滋賀県立大学 滋賀県立大学の学園祭「湖風夏祭」会場内で、フードドライブを行い、回
収した食品は彦根市社会福祉協議会のフードバンクに寄付した。

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～11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

広報ひこねへの掲載

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

滋賀県 甲賀市
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 主に10月の食品ロス削減月間及び10月30日の食品ロス削減の日に関する啓
発記事の掲載

甲賀市市民環境部
生活環境課
電話　0748-69-2145

京都府
家庭の「おいしい食べきり」
キャンペーン

１０月 府内
「食べきりクッキングレシピ集」等を用いて、府のイベント等で配布し啓
発を行う。

京都府農林水産部農政
課
電話 075-414-5654

大阪府

10月 府内各所 ポスターやリーフレット等の啓発媒体を使用し、10月が食品ロス削減月間
であることのPRや大阪府の取組の紹介を行う。

10月30日 イオン藤井寺ショッピ
ングセンター

おおさか食品ロス削減パートナーシップ事業者（大阪府とともに積極的に
食品ロス削減の取組を進める小売業や外食産業等の事業者をパートナー
シップ事業者として決定し、連携した取組を実施している。）とともにイ
ベントを開催し、パートナーシップ事業者の取組を消費者に向けて発信す
る。

10月 市内ショッピングモー
ル

ショッピングモールにおいて、チラシの配布やパネルの展示等を行い、買
い物客に対して食品ロス削減の協力を呼びかける。

10月 市役所本庁舎1階エン
トランス

パネルの展示等を行い、来庁に対して食品ロス削減の協力を呼びかける。

豊中市

・㈱ダイエーにおけるフード
ドライブ

・野畑地区体育祭における
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

・庄内南公民分館文化祭にお
けるフードドライブ

10月21日（月）～
　　　27日（日）
11月18日（月）～
　　　24日（日）
※営業時間内

10月13日（日）
　　10時～12時

10月30日（水）
　11時30分～13時

11月17日（日）
　　10時～12時

㈱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）

豊中市立野畑小学校体
育館前

豊中市役所第二庁舎１
階市民ロビー

豊中市立庄内南小学校
体育館前

・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、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、イベントにおいてブースを設置し、家庭など
で余っている食品を持ち寄り、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、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、イベントにおいてブースを設置し、家庭など
で余っている食品を持ち寄り、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

堺市環境局環境事業部
資源循環推進課
電話　072-228-7479

食品ロス削減の啓発

大阪府環境農林水産部
流通対策室
電話　06-6210-9607

堺市

10月食品ロス削減キャンペー
ン～食の都大阪で　おいしく

食べきろう～



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

自治体名

食品ロスの削減の取り組み
「食べのこサンデー運動」の
推進

10月～11月 市内５大学 ・学園祭で「食べのこサンデー」啓発ハンドティッシュ・マグネットバー
を配布し、食品ロスの削減啓発を行った。

枚方市環境部
減量業務室
電話　072-849-5374

「食べのこサンデー」運動で
おいしく楽しく食べきろう！

10月 市内 ・広報ひらかた10月号に、記事を掲載。

・街頭キャンペーンを実施。

枚方市環境部環境総務
課
電話　072-807-6211

東大阪市

ＥＣＯファミリーフェスタ２
０１９

食品ロス削減の啓発

10月12日

10月

市役所本庁舎

市広報誌

「食べ残しＮＯゲーム」を使用して食べ残しが発生する原因や、発生させ
ないための行動について考え、家庭・外食時に食品ロス削減の取り組みを
実施してもらう。

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

泉南郡熊
取町

家庭でのおいしい食べきり全
国共同キャンペーン

１０月 広報誌
ホームページ

・「家庭でのおいしい食べきり全国共同キャンペーン」をタイトルとし、
住民向け啓発を行う。

熊取町住民部
環境課環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ
電話　072-452-6097

兵庫県 神戸市 10月

・家庭での生鮮野菜等の保存と使いきり方法等を実演を交えながら啓発活
動を行う。

神戸市環境局環境政策
課
電話　078-595-6078

尼崎市
家庭でのおいしい食べきり全
国共同キャンペーン

令和元年10月～12月

・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、おいしい食べきり運動
の励行を呼びかけ
・尼崎市食品衛生協会の会員である飲食店においしい食べきり運動に関す
るチラシを掲示し、同運動への協力を呼びかけ

尼崎市 経済環境局
環境部 資源循環課
電話　06-6409-1341

フードドライブ実施店舗での
食品ロス削減キャンペーン

10月9日、16日、23
日、30日予定(現在各
事業者と調整中)

市内各地
・本年6月から事業者との協働による常設型フードドライブを実施してお
り、10月の食品ロス削減月間に合わせて、各週の実施店舗にて食品ロス削
減キャンペーンを実施する予定。

食品廃棄物量の掲出による廃
棄物減量啓発

10月～6か月予定(現在
各事業者と調整中)

市内商業施設の飲食店
等

複合商業施設の飲食関係事業者に対し、廃棄物等の管理会社と協力して月
毎の食品廃棄物量（可燃ごみ）をチラシ等にて従業員向けに周知し、減量
を推進するもの。

宝塚市 食品ロス削減啓発

10月 市広報
ホームページ

・市広報10月号とホームページに啓発記事を掲載 宝塚市環境部クリーン
センター管理課
電話　0797-87-4844

枚方市

西宮市

西宮市環境局
環境事業部美化企画課
電話　0798-35-8653

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

兵庫県 高砂市 食品ロス削減月間

10月 広報誌 食品ロス削減に関する啓発記事を掲載 高砂市生活環境部美化
センター計画管理課
電話　079-448-5260

9月下旬に配布 市内 10月の食品ロス削減月間に向けて、市広報紙9月号にごみの減量についての
啓発記事を掲載し、3きり運動の周知を行う。
広報紙と一緒に食品ロス啓発チラシを配布し、各家庭で閲覧してもらう。

10月 市内 市ホームページに食品ロス削減、食べきり運動についての記事を掲載す
る。
庁内向けネットワークにて職員に食品ロス削減を呼びかける。

たんばエコフェスタ

10月20日 丹波市クリーンセン
ター

市主催のごみ減量啓発イベントにおいて、食品ロスや食べきりについての
ポスター等の掲示、チラシの配布による啓発活動を行う。

奈良県
奈良県食品ロス削減推進
フォーラム

10月30日（水） 奈良県社会福祉総合セ
ンター（橿原市）

・県民等を対象とした、食品ロスの現状についての講演と、市町村・フー
ドバンク等による事例発表（予定）

奈良県農林部
マーケティング課
販売・流通係
電話　0742-27-5427

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,Instagram)及びHPへのちらし掲載
・30・10運動の啓発
・ラジオによる広報

和歌山県庁循環型社会
推進課
電話：073-441-2675

鳥取県 米子市

10月～11月

10月～11月

10月～11月

市民課窓口

市役所及び出先

ホームページ

・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）

・米子市の掲示板に「食品ロス削減」を掲載し市職員に周知する。
（10/1）

・米子市のホームページに「食品ロス削減」を掲載する。
（10/1～11/30）

市民生活部クリーン推
進課生活環境担当
電話　0859-23-5259

島根県 おいしい食べきり運動の啓発

10月～11月 県内各所 ・市町村の環境フェア等のブースで食べきりレシピのパネル掲示、ちらし
やレシピカードを配布し、啓発活動を行う。

・３０１０運動に関する広告を新聞に掲載することで、幅広く地域の人々
へ啓発する。

島根県環境生活部
環境政策課
しまね流エコライフ推
進グループ
電話　0852-22-6343

丹波市

丹波市生活環境部
環境課
資源循環推進係
電話　0795-82-1290



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

自治体名

島根県 松江市
「食品ロス削減の日」広報掲
載

10月 市内 「10月30日は食品ロス削減の日」について、「市報松江10月号」へ掲載
し、市民へ「食べきり」を意識して行動するよう啓発する。

島根県松江市
環境保全部
環境政策課
0852-55-5278

岡山県  

 
もったいないが地球を救う
～食品ロスを考える～

10月14日（月・祝） 西大寺ふれあいセン
ター
（岡山市）

・映画：「０円キッチン」の上映
・講演及び対談
・エコマインドマルシェ

 

家庭における食べきりキャン
ペーン

10月 県内各地 ・新聞、ラジオ、フェイスブック等を通じ、「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。
・山陽新聞には１０月１日（予定）で、「食品ロス削減月間・おいしく楽
しく食べきろう！」を掲載する。
・小冊子「この一冊で食品と家計のもったいないを減らそう！」最新版を
10,000冊作成し、配布する。

「４Ｒ啓発展」 10月24日（木）
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「食品ロス啓発のための講座」を行う。

笠岡市

イベントでの食品ロス削減啓
発活動（環境フェスティバ
ル）

広報誌への啓発記事掲載

10月19日（土）

10月

笠岡市民会館

市内全戸

・市主催のイベントで，ごみ減量施策の一環として，食品ロスや食べ切り
について，パネルの展示やリーフレットの配布による周知を行う。

　
・笠岡市広報誌・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。

笠岡市　市民生活部
環境課
電話　0865-62-3805

岡山県
環境文化部
循環型社会推進課
電話 086-226-7306

岡山市

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

「ごみ減らそうデー」店頭
キャンペーンでの食品ロス削
減の啓発

10月1日 スパーク中山 毎月１日を「ごみ減らそうデー」として、スーパーマーケットの店頭にお
いて、食品ロス削減に関するアンケートの実施や、チラシの配付、パネル
の掲示等により食品ロス削減の取組を呼びかける。

フードドライブの実施

10月13日 中工場
広島文教大学

広島文教大学の大学祭と、中工場で開催される環境イベント「第16回環ッ
ハッハinよしじま」においてフードドライブを実施する。

食品ロス削減イベントの実施

10月30日 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。

「ひがしひろしまフードロス
０（ゼロ）運動！」
①ホームページへの情報掲載
②広報紙への啓発記事掲載
③ケーブルテレビ放映
④図書館展示
⑤公共施設ポスター掲示
⑥生涯学習フェスティバルで
の展示（予定）
⑦地方情報紙（予定）
⑧食品ロス削減協力店での啓
発活動

①8月～
②9月・10月
③9月
④9月
⑤9月～
⑥10月
⑦10月
⑧9月～

④東広島市立中央図書
館
⑥東広島市芸術文化
ホール
⑧食品ロス削減協力店

①市民（消費者）・事業者・行政が共に食品ロス削減に取り組む「ひがし
ひろしまフードロス０（ゼロ）運動！」の周知・啓発および食品ロス削減
協力店一覧表を掲載。
②広報9月号で「ひがしひろしまフードロス０（ゼロ）運動！」について特
集を組み、野菜の保存方法や食品ロス削減協力店の取り組みを紹介した。
10月号には食品ロス削減月間について掲載。
③食品ロス削減の取り組みを紹介する番組を放映
④中央図書館の展示コーナーで食品ロス削減に係る資料を展示
⑤市内公共施設にて「ひがしひろしまフードロス０（ゼロ）運動！」のポ
スター掲示
⑥消費生活センターのブースにて食品ロス削減に係る資料の展示及び配付
⑦地方情報紙に食品ロス削減に係る啓発記事を掲載
⑧食品ロス削減協力店でのポスター等店内掲示等による啓発活動の実施。

①～⑧生活環境部地域
づくり推進課　電話
082-420-0924

　
「フードバンク事業」
①ホームページへの情報掲載
②広報紙への記事掲載
③ケーブルテレビ放映
④中国新聞へ記事掲載
⑤公共施設ポスター掲示
⑥窓口での市民からの食品受
取り(２日間限定）
⑦東広島市社会福祉協議会主
催「東広島健康福祉まつり」
への参加、食品受取り(２日
間)
⑧ ⑥⑦で集めた食品を集計、
譲渡

①9月～
②10月
③10月
④10月
⑤10月～11月
⑥10月31日、11月1日
⑦11月2，3日
⑧11月～

⑥東広島市役所　廃棄
物対策課
⑦東広島市総合福祉セ
ンター

①「フードバンク事業」の概要、事業開催予定日時、事業の報告
②広報10月号にフードバンク事業・行事⑥⑦の概要と日時を掲載
③フードバンク事業・行事⑥⑦の概要、日時を放映
④フードバンク事業・行事⑥⑦の概要、日時を掲載
⑤市内公共施設にて「フードバンク事業実施」のポスター掲示(行事⑥⑦の
概要・日時を掲載)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥
⑦家庭で消費する予定のない食品を市民から受取り(２日間/２日間の計４
日間)、衛生面・安全面を考慮し受取り可能食品には制限を設ける（制限内
容はどの広報媒体でも記述）
⑧集めた食品をリストアップし、市内のこども食堂などに譲渡

①～⑧
生活環境部/廃棄物対策
課
電話:082-420-0926

広島県 広島市

広島市環境局業務部
業務第一課
電話:082-504-2748

東広島市



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
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

・県民への出前講座

・つれてってキャンペーン

・イオンモール徳島でのイベ
ント

・おいしい徳島！食べきり運
動展開中

6/25,26,9/18,10/16,2
4,12/2,1/17

8月31日

10月20日

10月～

県内

徳島県内スーパー

イオンモール徳島

県内

県職員、環境アドバイザー等が出向いて家庭における食品ロス削減の取組
についての講座を行う。

消費者に対し、消費期限と賞味期限の違いを正しく理解し、賞味期限の近
いものから購入することを呼びかける店頭キャンペーンを行う。

イオンモールで開催する全国大会10日前イベントに合わせて、訪れた買い
物客に対し、パネル展示やちらしの配布により食費ロス削減を呼びかけ
る。

市町村窓口や「とくしま食べきるんじょ協力店」にちらしを設置し、消費
者に食べきり運動への参加を呼びかける。

徳島県県民環境部
環境首都課
環境創造担当
電話　088-663-5371

徳島市
外食時の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

11月 市内

市役所庁舎内

・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

・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

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

愛媛県

愛媛の３Ｒフェア

愛媛県食品ロス削減推進店舗
制度の開始

10月5日～6日

10月上旬～（通年）

愛媛県松前町（エミフ
ルＭＡＳＡＫＩ）

県内食品小売登録店舗

・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、現在募集中の食品ロス削減アイデアレシピ「愛顔
の食べきりアイデアレシピ」（募集期間9月24日まで）に応募されたレシピ
を紹介するコーナーを設置。
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。

・食品ロス削減の取組を実践する県内食品小売店舗を募集・登録。店舗の
実情に応じた食品ロス削減の取組を実践するほか、県民への普及啓発を行
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

松山市 環境フェア 10月26日、27日 アイテムえひめ

・環境に対する取り組み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。

松山市役所
環境モデル都市推進課
調整・評価担当
（089）948-6436



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 今治市
いまばり環境フェスティバル
2019

10月27日 今治市クリーンセン
ター(愛称：バリク
リーン)

・食品ロス啓発チラシ配布
・3010運動啓発チラシ配布

今治市市民環境部リサ
イクル推進課減量推進
係
電話0898-47-5374

高知県 高知市
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 ・10月に市内32会場で実施予定の廃棄物行政地区説明会（ごみ懇談会）の
開催案内の送付と合わせて，町内会長や廃棄物減量等推進員等にキャン
ペーンチラシを配布するとともに，説明会でも参加者に周知・啓発する予
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について記載予定。

高知市環境部環境政策
課
電話　088-823-9209

福岡県 北九州市

食品ロス削減街頭啓発

「期限切れ食品削減」キャン
ペーン

市政テレビによる啓発

10月30日（水）

10月28日（月）～12月
10日（月）

10月（日程未定）

JR小倉駅モノレール駅
改札前

協定参加事業者各店舗
（約80店舗）

・宴会時での食べ切りや北九州市で実施する食品ロス削減のための「残し
ま宣言」運動についてPRする。

・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。

・「食べきり」など食品ロス削減のための取組み「残しま宣言」運動の
PR。

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

もったいない！食べ残しをな
くそう福岡エコ運動（インス
タグラムキャンペーン）

10月30日～12月末（予
定）

市内飲食店等

・協力店にて完食した皿の写真に＃完食宣言を付けてＳＮＳに投稿すると
協力店から特典を贈呈するキャンペーンを開催する。

福岡市環境局循環型社
会推進部事業系ごみ減
量推進課
電話　092-711-4836

食品ロス削減啓発キャンペー
ン（Fukuokaいーとプロジェク
ト）

１０月２６日～２月末 福岡市内

・福岡市環境局が主催する10月26日，27日の「環境フェスティバルふくお
か2019」で食品ロス削減と水切り体験による生ごみの減量を啓発。
・「カリスマ家政婦による『使い切り』レシピ」の作成。
・ホームページにて食品ロス削減アンケートを実施。
・毎月，ラジオで食品ロス削減を呼びかけ。

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。

福岡市

家庭ごみ減量推進課
鈴川
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

福岡県 大牟田市 食品ロス削減のＰＲ

１０月 市民部窓口

市広報誌

地区公民館

文化会館

・市民部窓口に設置しているモニターで「食品ロス削減」の行動を呼びか
ける。（10/1～10/31）
・食べきりや冷蔵庫の点検など、食品ロス削減の対策について紹介する。
・生ごみ堆肥化講座での啓発チラシ等の配布。
・他部局主催の食育に関するイベントにおいて食品ロス削減の啓発パネル
等を展示するとともに、クイズや簡易アンケート、啓発グッズ配布等によ
る周知啓発の実施。(9月)

大牟田市環境部廃棄物
対策課 循環型社会推進
担当
電話　0944-41-2732

「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
市内のスーパーにおいて、マイバッグ持参や食品ロス削減月間の啓発を行
う。

大分県 食品ロス削減！街頭啓発活動 10月30日（水）
・大分駅前・市内小売
店舗前

・食品ロス削減月間に併せ、大分市ごみ減量リサイクル推進キャラクター
「リサイクルン」を使用し、市民に対し啓発物品（エコバッグ・フリージ
ングバッグ）を配付し、食品ロス削減への協力を呼びかける。

八百屋のおいさん×フードア
ナリストによる「今日から実
践！食べきり使いきりクッキ
ング」

11月10日（日）
ホルトホール大分キッ
チンスタジオ

・「3きり運動」の推進、食品ロス削減の取組みとして、市民対象の「使い
きりクッキング」を実施することにより食品ロス削減の市民意識向上を目
指す。

3きり運動 年間事業 市内一円

・家庭ごみ（生ごみ・食品ロス）削減の取組みである「3きり運動」の実
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、各種イベントへの出展など市民に対し3きり運動の普
及啓発を図る

宮崎県

食べきり宣言キャラバン

食品ロス削減啓発CMの放映

10月

10月

県内スーパー、保育園

県内

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かける。

県のシンボルキャラクター「みやざき犬」が登場するテレビCMを放映し、
3010運動や家庭での食べきりの工夫などを呼びかけ、食品ロス削減啓発を
行う。

宮崎県環境森林部
循環社会推進課
（0985-26-7081）

２８道府県、９４市区町で実施予定

大分市

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）537-5687

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


