
平成３０年度　家庭での食べきり一斉PR　実施報告一覧

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

北海道 釧路市

10月 市内 ・広報誌により「食品ロス削減の日」，１０月における家庭でできる食品
ロスの取組を呼び掛ける特集記事を掲載しＰＲ（全戸配布）

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・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。
・食品ロス削減普及啓発ポスター及びPOPを作成し、県内スーパーマーケッ
ト等に配布。

青森県環境生活部
環境政策課
電話　017-734-9249

岩手県 『食品ロス削減啓発月間』

10月

10月15日（月）

県内各地

岩手大学中央食堂

・10月を「食品ロス削減啓発月間」とし、ポスターを作成して配布する。
・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、チラシ及びポケット
ティッシュを配布し、学生等に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

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』として定め,県庁,合同庁舎,小
売店舗で「おいしく食べきろう」の声掛けとともに食べきりコースターの
配布を行った。

宮城県環境生活部循環
型社会推進課
電話 022-211-2649

秋田県 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

・食品ロス削減および１１月に開催する食品ロス削減啓発イベントをＰＲ

・懸垂幕を掲出し、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１７４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
意識啓発を図った。
・市のゴミ事情を合わせて広報で食べきり運動をＰＲした。

能代市環境衛生課
清掃係
電話 0185-89-2172

山形県 食品ロス削減の啓発

10月 山形市内 ・県庁１階ロビー「ジョンダナホール」（10月）、「やまがた環境展２０
１８」（10月27日、28日）で、「家庭における食品ロス削減」の啓発チラ
シを配布。

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　023-630-2302

自治体名

資料５



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
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 県内 ・県ホームページ、市町村広報誌等による周知・啓発。
・「ごみゼロやまがた推進県民会議」構成団体、「もったいない山形協力
店」を通した呼びかけ。

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　023-630-2302

福島県 いわき市 食品ロス削減の広報

11月

３月

市内 ・広報誌に食品ロス削減の特集記事を掲載

・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

茨城県 水戸市
３・10(みと)チェック運動の
推進

10月～ 市内 ・家庭での食品ロスを減らす運動である「３・10チェック運動」につい
て，市ホームページ等で分かりやすい情報発信を行う。

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

栃木県 宇都宮市
食品ロス削減に関する周知啓
発

9月～10月 市内 ・9月末発送の自治会回覧（約787単位自治会）に「食品ロス削減」に関す
る情報を掲載しPRを実施した。
・市広報紙10月号に「食品ロス削減」に関する記事を掲載しPRを実施し
た。
・地域コミュニティFMラジオ ミヤラジ環境番組「エコみや（10月3日放
送）」において「食品ロス削減」に関する情報を発信した。

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 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13日 ヤマダ電機LABI１高崎
内

・フェスティバルにおいて、県で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った。

群馬県環境森林部廃棄
物・リサイクル課
企画指導係
電話　027-226-2852

埼玉県

10月 ・10月1日発行の県広報紙に「食品ロス削減」の特集記事を掲載し、家庭で
できる食品ロス削減について啓発を実施。

埼玉県環境部
資源循環推進課
循環型社会推進担当
電話 048-830-3108

さいたま
市

10月 市内各地 ・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。

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

千葉県 鎌ケ谷市 食品ロス削減のＰＲ

10月 市民課窓口

市役所及び出先

・市民課窓口に設置しているモニターに「食品ロス削減のＰＲ」を流す。
（10/10～10/30）

・市職員のパソコンに食品ロス削減を促すメッセージを流す。（10/30）

鎌ケ谷市市民生活部
クリーン推進課業務係
電話　047-445-1223



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 北区

イベントでの食品ロス削減啓
発活動（区民まつり、環境
展）

10月6日、7日（区民ま
つり）
10月27日（土）（環境
展）

滝野川体育館（区民ま
つり）
としま若葉小学校（環
境展）

・北区民まつりにおいて、フードロススタンプラリーを実施する。
　また、東京家政大学との連携事業で作成したリデュースクッ
　キングレシピを来場者に配付することで、家庭での食品ロス
　削減について普及啓発をはかる。
・区内小学生向け環境教育イベント（環境展）において、
　食品ロス啓発クイズの実施及びリデュースクッキングレシピ
　の配付を行い、家庭での食品ロス削減について普及啓発をは
　かる。

北区リサイクル清掃課
電話　03-3908-8538

青梅市 広報誌への啓発記事掲載

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。

青梅市環境部清掃リサ
イクル課ごみ減量推進
係　電話0428-22-1111

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った。

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)

神奈川県 川崎市

まなぼう！あそぼう！
ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ　ひ
ろば（おいしくのこさず食べ
きろう！）

10月 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の食べきり協力店と連携して食べきりの普及啓発活
動を行うと供に子どもに向けた食品ロス削減に関するクイズを実施

・啓発チラシ「３きりで食品も家計もロス０に」の配布

川崎市生活環境部
減量推進課指導係
電話　044-200-3436

広報さがみはら（市広報紙）

10月1日 　市広報紙に特集記事を掲載する。掲載内容は次のとおり。
・本市の学校給食所管課の管理栄養士、一般廃棄物収集運搬所管機関の啓
発担当職員及び消費生活所管機関の職員による食材使い切りレシピ紹介
・家庭、小売店、飲食店で実践できる食品ロスを出さないための取組
・食品関連事業者の取組の一例
・「フードバンク」、「フードドライブ」の用語解説

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

相模原市リサイクルフェア２
０１８

10月14日 相模原市立麻溝公園
（水の広場・緑の広
場）

雨天により中止 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

富山県 富山市 おいしいとやま食べきり運動

10月7日、28日 富山産業展示館テクノ
ホール、不二越体育館

・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

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

白山市 家庭での食べきり啓発月間

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 白山市市民生活部
消費生活センター
電話 076-274-9507

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

福井県 おいしいふくい食べきり徹底
期間

9月～10月

10月20日（土）

県内各地

福井駅前広場

ハーツ志比口店

・「福井しあわせ元気」国体・障スポを契機として、９月から１０月をお
いしいふくい食べきり徹底期間」として、県内の飲食店、宿泊施設、国体
会場で啓発活動を行った。

・「おいしいふくい食べきり運動」の啓発ちらしを国体３０日前イベント
はぴりゅうフェスタ(9月2日開催）」にて配布

・小売店の県民生協（ハーツ）と共同して啓発活動を行った。

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

勝山市 おいしいふくい食べきり徹底
期間

10月28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・環境課
電話　0779-88-8104

越前市
おいしいふくい食べきり徹底
期間

9月～10月 国体会場・市内飲食店
等

・「福井しあわせ元気」国体・障スポに合わせて、国体用食べきり箸袋を
作製。国体当日の選手やスタッフ、ボランティアのお弁当に使用するほ
か、市内飲食店などにも配布し、啓発活動を行う

越前市環境政策課
電話　0778-22-5342

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

新聞広告による家庭での食品
ロス削減についてのＰＲ

10月下旬 ・家庭での食品ロス削減等を呼びかける新聞広告の実施

食品ロス削減啓発パネル展

10月20日～10月21日 長野県立大学 （短期大学学校祭）
・食品ロスに係る啓発パネルの展示
・官学連携「災害備蓄食料の有効活用事業」展示・レシピ発表・肉団子
スープ提供

フードドライブ

10月28日 長野市リサイクルプラ
ザ

（長野市環境こどもサミット）
・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

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」ポスターを作成し、小中学
校、小売店１３４店に配布し、一斉掲示
・「残さず食べよう！推進店」の認定要件に、新たに小売店向けの内容を
追加し、小売店からの申請受付を開始
・新聞社及び企業が企画する、食品ロス削減をテーマとした企画広告への
協力

松本市環境部環境政策
課環境政策担当
電話　0263-34-3268

長野市

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 宴会たべきり大作戦

４月～ 市内 掲示板（職員ポータルサイト内）に掲載し、職員に取り組みを周知
※市独自の啓発チラシ＋協力店舗紹介

市広報誌（市報いな）による
「残さず食べよう！３０・１
０運動」の周知

12月 市内 市報いな12月号に「宴会時における食べ残しを出さない」ための呼び掛
け、啓発の記事の掲載

岐阜県

ぎふ食べきり運動
10月

10月27～28日

県内向け

岐阜県庁周辺

・「ぎふ食べきり運動」協力店・協力企業の募集を９月から開始した。テ
レビ・ラジオ、データ放送で登録案内のお知らせを行うのに合わせ、食品
廃棄物の発生状況を広報し周知を図った。

・県庁内インフォメーションモニターにて、食品廃棄物の発生状況等につ
いて広報を行った。

・「第３２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っ
た。

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1日 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30日 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
・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

9月中に配布

健康フェア

市内スーパー

・可児市健康フェアにて食品ロス等のポスターなどを展示
・3010運動の内容を説明した掲示物を展示
・食品ロスの啓発活動をおこなう

・市内スーパー19店舗に農林水産省の食品ロスのポスター（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

静岡県

ふじのくに食べきりやった
ね！チャレンジ

ふじのくに食べきりやった
ね！キャンペーン

10月

10月

県内各地

県内各地

・県内全小学生に食品ロスに関する啓発教材を配布し、家庭で食品ロス削
減の取組を実施してもらう。また、教材を使って食品ロス削減に関する標
語を募集した。（928通の応募の内８人を表彰）

・家庭向け食品ロス削減の啓発ポスターを食べきり協力店及び県・市町庁
舎へ配布し、掲示

静岡県くらし・環境部
環境局廃棄物リサイク
ル課
電話054-221-2137

静岡市 食品ロス削減啓発パネル展

10月23日～10月31日 静岡市役所 ・食品ロスに係る啓発パネルの展示
・啓発チラシの配布
・市ホームページ、市Facebook、職員向け庁内インフォメーション等によ
る周知

静岡市ごみ減量推進課
電話　054-221-1361

伊那市

伊那市市民生活部
生活環境課
環境政策係
電話：0265-78-4111



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 藤枝市 食品ロス削減啓発

10月～11月 市内小中学校 ・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」について周知した。

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

愛知県 名古屋市 「食品ロス削減月間」

10月 市内 ・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（一部）や「なごや生物多様性センターまつり」でのフード
ドライブの実施。
・スーパーと連携したキャベツ1玉を使いきる料理教室の実施。

名古屋市環境局資源化
推進室
電話　052-972-2390

三重県 ―

10月 三重県立図書館 ・本の貸出の際に利用者に渡す返却期限票の裏面に、食品ロスについての
コラムを掲載し、家庭での食品ロス削減に協力を呼びかけた。
・図書館の展示スペースに食品ロス関連図書と併せてパネル展示、啓発チ
ラシを設置した。

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

伊勢市
MOTTAINAI ～3R+リスペクトを
もう一度～

10月 広報誌 ・「月に1回は”食品ロス”について意識しよう!!」をタイトルに、市民・
事業者・行政と連携した取組みが必要なことを啓発する。

伊勢市環境生活部
清掃課
ごみゼロ推進係
電話　0596-37-1443

滋賀県 彦根市

10月15日号 広報ひこね誌面 三方よしフードエコ推奨店を知っていますか？
食品ロス削減の呼びかけや破棄する食品の飼料化・堆肥化、ばら売り・量
り売りでの販売、無駄のない食材の確保・使い切りなどに取り組む食料品
小売店や飲食店の紹介。

彦根市生活環境課ごみ
減量・資源化推進室
電話0749-30-6116

12月1日号 広報ひこね誌面 食品ロスを減らそう！
食品ロスを減らすために、一人ひとりが取り組めることを行うように啓
発。

ホームページへの掲載

4月6日 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
載した。

湖風夏祭

6月16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、食品ロス削減を呼びかける
チラシを配布。

ひこねエコフェスタ2018

11月17日 滋賀県立大学 滋賀県立大学の学園祭「湖風祭」の会場内で行われた「ひこねエコフェス
タ2018」において、食品ロスを呼びかけるチラシを配布した。

フードドライブ

2月5日6日7日
12:00～13:00

彦根市役所内 彦根市職員を対象にフードドライブを実施し、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。

広報ひこねへの掲載



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

5月13日（日） 自治会 ごみについて、食品ロスについて、出前講座を行った。

11月12日（月） ごみダイエット講座 食品ロスについて出前講座を行った。

1月28日（月） 日赤奉仕団 食品ロスについて出前講座を行った。

守山市 食品ロスの削減啓発

10月15日 広報10月15日号 食品ロス削減に関する啓発記事の掲載 守山市環境生活部
ごみ減量推進課
電話　077-582-1121

甲賀市
30・10運動で実践　外食時の
「食品ロス」を減らしましょ
う

12月～１月（年末年始
の宴会）

広報12月1日号 主に30・10運動に関する食品ロス削減の啓発記事の掲載 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 府内各地 ・平成29年度に作成した「食べきりクッキングレシピ集」を、府のイベン
ト等で配布し、啓発を行う。

・10月30日の食品ロス削減の日に、庁内放送で府職員に啓発する

京都府農林水産部
食の安心・安全推進課
食育・地産地消担当
電話　075-414-5652

京都市

食品ロス削減全国大会in京都
の開催

食べ残しゼロ推進店舗認定制
度の推進

市職員による「フードドライ
ブ」の実施

食品ロス削減をテーマとした
「紙芝居」の作成

街頭キャンペーン

市民しんぶんを活用した周知
啓発の実施

10月 ・食品ロス削減への理解と実践の輪を広げ，全国的な機運の醸成を図るこ
とを目的に「食品ロス削減全国大会in京都」を開催

・コンビニ，食品スーパーと連携し，食べ残しゼロ推進店舗認の拡大を推
進

・市職員を対象とした「フードドライブ」を実施

・食品ロス削減全国大会でお披露目を行い，今後は地域学習会「しまつの
こころ楽考」で小学生への周知媒体として活用

・家庭ごみの収集事務所であるまち美化事務所の職員等による食品スー
パー前などで街頭キャンペーンを実施

・市民しんぶん（10/15号)挟み込み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

大阪府 堺市

ごみ減量啓発イベント
「ごみを減らして『イイこ
と』見つけよう♪」

10月22日 イオンモール堺北花田
店

・食品ロスをはじめとしたごみ減量に関するパネル展示とパネルにまつわ
るクイズの実施

堺市環境局環境事業部
資源循環推進課
電話　072-228-7479

大阪府 枚方市
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４大学 ・学園祭で「食べのこサンデー」啓発ハンドティッシュを配布し、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

滋賀県 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

滋賀県

出前講座



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 神戸市

10月 ・家庭での食べきりを広報紙や婦人神戸への掲載、展示スペースへ展示
し、啓発活動を行う行った。
・生鮮野菜等の廃棄の効果的な削減方法を調査した。具体的には、食品ロ
スダイアリーを用いて、食品の保存と使いきり方法の情報を提供し、食品
ロス削減にどのように影響するのか調査した。

神戸市環境局環境政策
部資源循環政策課
電話　078-322-5299

尼崎市
平成30年度　外食時の「おい
しい食べきり」全国共同キャ
ンペーン

10月～12月 ・おいしい食べきり運動を含めた食品ロスの削減に関するチラシを作成
し、地域で回覧
・尼崎商工会議所の会員及び本市職員に対して、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

奈良県
バス車内広告での食品ロス削
減啓発

10月（1ヶ月間） ・公益社団法人奈良県バス協会と連携し、協会に加盟するバスの会社のバ
ス車内に、食品ロス削減を啓発する広告を掲示する

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

鳥取県 食品ロス削減キャンペーン

10月～11月 県内各地 ・10/30前後の一定期間（１か月程度）に小売店で啓発ポップやポスターの
設置、店頭での啓発活動を行う

・環境関連イベント（とりeco環境フェスタ（9/30）、フードドライブ in
せいきょうまつり（10/21）、エコフェスタ in 2018（11/18）ほか）の会
場内で、パネル展示や啓発活動を行う

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

おいしい食べきり運動の啓発

10月～11月 ・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

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
環境保全部環境保全課
環境企画係
電話　0852-55-5687

 

 
サルベージ・パーティⓇ 10月14日（日） 岡山ふれあいセンター

（岡山市）
・「サルベージ・パーティⓇ」を実施した。

 

食べて知ろう食品ロス削減展 11月3日（土・祝） KOTYAE（岡山市） ・パネル展示
・のこさずたべよう料理レシピコンテスト入賞作品のうち２作品の試食
・「のこさずたべよう料理レシピ集」の配布
・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！」の配布

家庭における食べきりキャン
ペーン

10月 県内各地 ・ラジオ（山陽放送ラジオ10月1日・FM岡山10月1日）、フェイスブック
（10月1日）等を通じ、「家庭における食べきりキャンペーン」の呼びかけ
を行った。

島根県

岡山県

岡山県
環境文化部
循環型社会推進課
電話 086-226-7306



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

岡山県 笠岡市
１０月の家庭での食べキリＰ
Ｒ

10月 市広報誌（全世帯配
付）・市ＨＰ

・笠岡市広報誌・ＨＰで「10月の家庭での食べキリ」をＰＲし，家庭でで
きる食品ロス削減の啓発を実施

笠岡市　市民生活部
環境課
電話　0865-62-3805

「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2日 イズミマート可部
中央店

・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布、パネル
の掲示等により食品ロス削減の取組を呼びかけた。

広島市環境局業務部
業務第一課
電話　082-504-2748

フードドライブの実施
10月7日 広島文教女子大学

中工場
・広島文教女子大学の大学祭「第57回文教祭」と、中工場で開催された環
境イベント「第15回環ッハッハinよしじま」においてフードドライブを実
施した。

山口県
やまぐち食べきりキャンペー
ン実施期間

10月～12月 県内小中学校等 ・Ｊ２レノファ山口選手やよしもと芸人からの食品ロス削減メッセージ
（音声）について、昼食時間等に放送してもらうよう、県内全小中学校に
配付

山口県環境生活部
廃棄物・リサイクル対
策課
ゼ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
展開中

10月7日

10月2日

11月18日

11月23日

徳島県立西部防災館
（美馬市）
阿南ひまわり会館（阿
南市）
とくぎんトモニプラザ
（徳島市）

イオンモール徳島

・県内３圏域で開催した「食品ロス削減セミナー」の参加者に、パネル展
示や「おいしく残さず食べきろう！」の啓発ちらしの配布により啓発活動
を行った。

・ショッピングモールを訪れた買い物客に、パネル展示や「おいしく残さ
ず食べきろう！」の啓発ちらしの配布により啓発活動を行った。

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

11～12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

佐賀県 佐賀市

会議室利用団体への広報

マイバッグキャンペーン

環境フェスティバル

市民への出前講座

年中

10/2・10/11

10/13

10/17

佐賀市清掃工場

佐賀市内

佐賀市内

佐賀市内

・会議室を利用する団体へ、利用時間の最初に環境（3010運動等含む）関
係の広報・啓発活動を行う。

・市内のスーパーにおいて、マイバッグ持参や3010運動等の啓発を行うと
共に、買い物客100人に対して市の実施事業（3010運動含む）に関するアン
ケート調査を行う。

・佐賀市内で行われる環境イベントにて、3010運動関係等のパネル展示や
クイズなどの広報・啓発活動を行うと共に、アンケートを実施する。

・市の職員が出向いて「食品ロス・3010運動」の講座を行う。

佐賀市環境部
循環型社会推進課
３Ｒ推進係
電話　0952-30-2430

広島県 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

佐賀県 小城市
小城市食べきり運動啓発フェ
スタ

11月18日 三日月体育館 ・毎年11月の第３日曜日に小城市環境啓発イベント「エコフェスタ」時に
おいて「食べきり運動」を含めた食品ロス啓発クイズ等を実施し、食品ロ
ス削減のＰＲを行なう

小城市環境課
廃棄物対策係
電話　0952-37-6102

大分県 大分市
「食べきり！おおいた3010運
動」街頭啓発活動

・11月2日（金）・10
月～12月

・大分駅前・市内
・市民に対し啓発物品（エコバッグ）を配付し、3010運動への協力を呼び
かけた。・啓発ポスターを作成し、飲食店及び市内中心部商店街に送付。
庁内掲示板にも貼付。市報内「リサイクルおおいた」に掲載。

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！使いきりクッキング」

1月19日（土）
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」を実施した。　参加市民：36名(抽選)

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。プロポーザルにて啓発に係る受託業者を選定し、平成30年度はテレ
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
及啓発を図った

１９道府県、４４市区町で実施予定

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


