
 

令和元年度 

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会での要請活動について 

 

 

１ 趣旨 

   全国チェーンの飲食店や食品販売店等に「食べきり運動」への協力を要請する

ことにより、各自治体の食品ロス削減施策の周知と、取組みの全国への拡大を目

指す。 

 

２ 実施時期 

   平成３０年１０月から令和元年９月まで 

 

３ 実施内容 

   協議会としての要請文を作成し、協議会を代表して、会長もしくは参加自治体 

 が要請先に直接出向いて協力を要請する。 

 

（１）要請先 

   「令和元年度全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会要請先一覧」 

のとおり 

 

（２）要請内容 

    要請文のとおり 

 

４ 年度途中の要請先の追加 

   会員から要請先を追加したいとの申し出があった場合は、事務局を通じて会員

に通知する。 

 

５ 報告 

   総会時に要請先、要請内容、成果を会員に報告する。 

  

資料４－１ 



 
 
 

令和元年度 
全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 要請先一覧 

 
R元.10.30現在 

飲食店 

 要請先名称 要請者 要請日 

業界 

団体 

全国飲食業生活衛生同業組合連合会 

会長および事務局 

 

日本ホテル協会  

日本旅館協会  

  

業界 

団体 

・ 

事業者 

軽井沢フードアソシエーション新軽組合 長野県軽井沢町 R元.5.20 

堺ホテル協会 大阪府堺市 R元.9.17 

岡山県商工会議所連合会外１３団体 岡山県 R元.5.7 

香川県ホテル旅館生活衛生同業組合 香川県  

香川県飲食業生活衛生同業組合 香川県  

香川県旅館衛生同業組合加盟店舗 香川県  

 

 

  



 

 

「おいしい食べきり運動」など自治体の食品ロス削減に向けた 

取組への協力要請 

令和元年  月  日 

 

         様 

 

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 

会長  崎 田 裕 子 

 

日本には、海、山、里の自然に育まれた多様な食材があり、「和食」がユネ
スコの無形文化遺産に登録されるなど、豊かな食文化は世界で高く評価されて
います。一方で、賞味期限切れ、消費期限切れ、食べ残しといった、本来食べ
られるにもかかわらず捨てられている、いわゆる「食品ロス」は、日本国内で
年間６４３万トン（平成 28 年度農林水産省推計値）にも上ります。 

豊かでおいしい食べ物に感謝の心を持ち、一人ひとりが「食べきり」を意識
して行動することで、食べ物をもっと無駄なく、大切に消費し、食品ロスを減
らすことができると考えています。 

 

これまでも、各自治体が「おいしい食べきり運動」など食品ロス削減に対す
る取組を行ってきたところですが、平成２８年１０月に食品ロス削減に取り組
む自治体が参加する「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」を設立
し、現在、４７都道府県、３４４市区町村が参加しております。 
本協議会では、食品ロス削減に対する情報共有と、各地域で実施してきた運

動の全国的な拡大を図っていきます。 

 

つきましては、「おいしく食べきること」が当たり前となり、日本全体の食

品ロス削減につながるよう、貴団体（御社）におかれましても、次のことにつ

いて積極的な取組をお願いします。 

 

１ 分量に配慮した料理の提供 

・ 小盛りやハーフサイズのメニュー設定、ご飯などの量を調整するなど、利用

者の希望に沿った量での料理の提供 

   

２ 食品ロス削減に向けた啓発 

・注文時や予約時における利用者への適量注文の呼びかけ 

・食べきりを進めるポスター、ちらし、ステッカーなどの店内への掲示 

・特に、当協議会が忘新年会時期に行う「外食時のおいしい食べきり」全国共同 

キャンペーンへの協力   

 

 

飲食業者向け 



３ 各自治体が行っている店舗登録への協力 

  ・食品ロス削減に取り組む飲食店として次の協力店制度への登録 

 

都道府県 市町名 協力店舗の登録制度 

青森県  あおもり食べきり推進オフィス・ショップ 

秋田県 秋田市 もったいないアクション協力店 

岩手県  もったいない・いわて☆食べきり協力店 

宮城県  みやぎの食べきりモデル店舗 

山形県  もったいない山形協力店 

福島県  食べ残しゼロ協力店 

茨城県  いばらき食べきり協力店 

栃木県 宇都宮市 「もったいない残しま１０！運動」協力店 

栃木市 栃木市食品ロス削減推進協力店 

群馬県  ぐんまちゃんの食べきり協力店 

埼玉県  彩の国エコぐるめ協力店 

所沢市 食品ロスゼロのまち協力店 

千葉県  ちば食べきりエコスタイル協力事業者 

四街道市 四街道市食べきり協力店 

東京都 新宿区 新宿区食品ロス削減協力店登録制度 

文京区 ぶんきょう食べきり協力店 

港区 食べきり協力店 

荒川区 あら！もったいない協力店 

江戸川区 食べきり推進店 

立川市 立川市食べきり協力店 

神奈川県 横浜市 食べきり協力店 

川崎市 エコショップ（食べきり協力店） 

厚木市 3010運動参加店 

新潟県  「残さず食べよう！にいがた県民運動」協力店 

富山県 富山市 おいしいとやま食べきり運動協力店 

石川県 金沢市 いいね・食べきり推進店 

福井県  おいしいふくい食べきり運動協力店 

長野県  「食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト～」

協力店 

松本市 「残さず食べよう！」推進店 

岐阜県  ぎふ食べきり運動協力店・協力企業 

岐阜市 ３・３プロジェクト 岐阜市食べキリ協力店 

静岡県  食べきり協力店 

京都府  食べ残しゼロ推進店舗認定制度（京都市域以外） 

京都市 食べ残しゼロ推進店舗認定制度（京都市域） 



都道府県 市町名 協力店舗の登録制度 

大阪府 大阪市 食べ残しゼロ推進店舗登録制度 

堺市 堺市食べきり協力店制度 

兵庫県 神戸市 神戸市食品ロス削減協力店制度 

加古川市 加古川市おいしい食べきり運動 

愛知県 名古屋市 食べ残しゼロ協力店 

豊明市 豊明市食べ残しゼロ推進店 

滋賀県  三方よしフードエコ推奨店 

鳥取県  とっとり食べきり協力店 

広島県 広島市 食べ残しゼロ推進協力店 

呉市 食べきってクレシ店 

山口県  やまぐち食べきり協力店 

徳島県  とくしま食べきるんじょ協力店 

福岡県  九州食べきり協力店（食べもの余らせん隊） 

福岡市 九州食べきり協力店（福岡エコ運動協力店） 

佐賀県  九州食べきり協力店 

佐賀市 佐賀市もったいない！食品ロスゼロ推進店 

長崎県  九州食べきり協力店 

熊本県  九州食べきり協力店 

（くまもと食べ残しゼロキャンペーン協力店） 

大分県  九州食べきり協力店 

宮崎県  九州食べきり協力店 

鹿児島県  九州食べきり協力店 

    登録に当たっては、各自治体の登録要件をご確認ください。  



 

 

「おいしい食べきり運動」など自治体の食品ロス削減に向けた 

取組みへの協力要請 

令和元年  月  日 

         様 

全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会 

会長  崎 田 裕 子 

 

日本には、海、山、里の自然に育まれた多様な食材があり、「和食」がユネ
スコの無形文化遺産に登録されるなど、豊かな食文化は世界で高く評価されて
います。一方で、賞味期限切れ、消費期限切れ、食べ残しといった、本来食べ
られるにもかかわらず捨てられている、いわゆる「食品ロス」は、日本国内で
年間６４３万トン（平成 28 年度農林水産省推計値）にも上ります。 

豊かでおいしい食べ物に感謝の心を持ち、一人ひとりが「食べきり」を意識
して行動することで、食べ物をもっと無駄なく、大切に消費し、食品ロスを減
らすことができると考えています。 

 

これまでも、各自治体が「おいしい食べきり運動」など食品ロス削減に対す
る取組を行ってきたところですが、平成２８年１０月に食品ロス削減に取り組
む自治体が参加する「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」を設立
し、現在、４７都道府県、３４４市区町村が参加しております。 
本協議会では、食品ロス削減に対する情報共有と、各地域で実施してきた運

動の全国的な拡大を図っていきます。 

 

つきましては、「おいしく食べきること」が当たり前となり、日本全体の食

品ロス削減につながるよう、貴団体（御社）におかれましても、次のことにつ

いて積極的な取組をお願いします。 

 

１ 使い切り食材、惣菜等の提供 

  ・ばら売り、量り売り、少量パックでの提供など、利用者が必要な分量を購入で 

きる販売方法の充実 

 

２ 売り切りの推進 

  ・閉店時間や商品入れ替え前の割引販売等の実施による、売り切り推進 

   

３ 食品ロス削減に向けた啓発 

・食べきりを進めるポスター、ちらし、ステッカーなどの店内への掲示 

・食材の使い切りレシピ等の紹介  

 

 

 

食品小売店向け 



４ 各自治体が行っている店舗登録への協力 

  ・食品ロス削減に取り組む食品小売店として次の協力店制度への登録 

 

都道府県 市町名 協力店舗の登録制度 

青森県  あおもり食べきり推進オフィス・ショップ 

山形県  もったいない山形協力店 

福島県  食べ残しゼロ協力店 

栃木県 宇都宮市 「もったいない残しま１０！運動」協力店 

埼玉県  彩の国エコぐるめ協力店 

千葉県  ちば食べきりエコスタイル協力事業者 

東京都 新宿区 新宿区食品ロス削減協力店登録制度 

文京区 ぶんきょう食べきり協力店 

港区 みなとエコショップ 

（ごみを削減する店舗等の登録制度で、食品廃棄物削減も対象） 

荒川区 あら！もったいない協力店 

江戸川区 食べきり推進店 

神奈川県 川崎市 エコショップ（食べきり協力店） 

福井県  おいしいふくい食べきり家庭応援店 

長野県  「食べ残しを減らそう県民運動～e-プロジェクト～」

協力店 

滋賀県  三方よしフードエコ推奨店 

京都府  食べ残しゼロ推進店舗認定制度 

京都市 食べ残しゼロ推進店舗認定制度 

兵庫県 神戸市 神戸市食品ロス削減協力店制度 

加古川市 加古川市おいしい食べきり運動 

鳥取県  とっとり食べきり協力店 

広島県 広島市 食品ロス削減協力店 

福岡県  九州食べきり協力店（食べもの余らせん隊） 

佐賀県  九州食べきり協力店 

佐賀市 佐賀市もったいない！食品ロスゼロ推進店 

長崎県  九州食べきり協力店 

熊本県  九州食べきり協力店 

大分県  九州食べきり協力店 

宮崎県  九州食べきり協力店 

鹿児島県  九州食べきり協力店 

   

   登録に当たっては、各自治体の登録要件をご確認ください。 

 

 


