
令和３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結果

行事名 開催時期 開 催 場 所  内            容 連絡先

年末年始の食べきりキャンペー
ン

12月～1月 道内 ・市町村及び関係団体、企業に対して、事業所内や飲食店でのポスターの掲示や広報誌での掲載等によ
るＰＲの協力要請

・ポスター、メルマガなどを活用した食べきり運動の広報

・道のホームページ、ブログ、フェイスブック、ツイッターでの情報発信

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　011-204-5196

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～1月 市内各地 ・外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの情報を市ホームページに掲載
・食べきり運動「2510（ニコッと）スマイル宴」の周知（市ホームページにPR動画の掲載、三角POP等
啓発品の配布）
・出前講座の実施
・飲食店に対し、食べ残しの持ち帰りの定着を促す「ドギーバッグ」の配布、食べきりを呼びかける
「マスクケース」の配布

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

函館市

・食品ロス削減啓発
・残さず食べよう！３０・１０
運動

12月～1月 市内

市役所庁舎内

・市ホームページ，ラジオ等により広く周知
・庁内掲示板により全職員へ協力を呼びかけ

・市役所地下食堂への三角ＰＯＰの設置

函館市環境部
環境推進課
電話　0138-56-6694

江別市 食品ロス削減の啓発 12月～1月 市内公共施設 ・食品ロス削減啓発ポスターを作成し、市内の公共施設に掲示

江別市生活環境部
環境室廃棄物対策課
電話　011-383-4211

深川市

残さず食べよう！３０・１０運
動

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 ・市内飲食店にポスター掲示協力を依頼
・市内各事業所にチラシを配付し、取り組み協力を依頼
・市職員に庁内掲示板により取り組み協力を依頼

・外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの北海道版チラシをホームページに掲載

深川市建設水道部
環境課環境係
電話　0164-26-2444

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 ・各種広報媒体（テレビ、ＨＰ、フェイスブック等）により、事業者へ食べきり推進オフィス・ショッ
プ登録の呼びかけを強化するとともに、県民へ「おいしく残さず食べきろう！」をキャッチフレーズに
外食時やテイクアウトの際の適量注文と食べ残しの持ち帰り等への協力の呼びかけを実施した。

・県職員に対しても、庁内ポータルサイトにより、「美味しく残さず食べきろう！」をキャッチフレー
ズに外食時やテイクアウトの際の適量注文と食べ残しの持ち帰り等への協力を呼びかけを実施した。

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

八戸市

３０１０運動 11月～12月 ３０１０運動推進認定店 ・推進認定店に対して、食品ロス削減啓発グッズ及び啓発チラシを配布 八戸市　環境部
環境政策課
電話　0178-43-9362

自治体名

北海道

青森県

資料３
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行事名 開催時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

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月

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ポスター及びチラシを配布
・県政番組「いわて！わんこ広報室」で食品ロス削減をテーマに放送
・各種広報媒体による周知
・県庁舎内の県民室に啓発物品（ウェットティッシュ）を配架
・もったいない・いわて☆食べきり協力店に対し協力を依頼
・岩手県交通のバスへの広告掲載

岩手県環境生活部
資源循環推進課
電話　019-629-5367

宮城県

みやぎの食べきりモデル店舗認
定事業

通年 みやぎの食べきりモデル
店舗

・食べ残しを減らそうと取り組む県内の飲食店や宿泊施設を「みやぎの食べきりモデル店舗」と認定
し，ホームページでの紹介や，食べきり啓発資材を配布している。

宮城県環境生活部
循環型社会推進課
リサイクル推進班
電話022-211-2649

外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーンへの参画

12月～１月 県内各地

スポーツイベント

・「おいしく残さず食べきろう！」の啓発チラシを作成し、配布する。
・忘新年会シーズンを中心に、各種広報媒体、庁内放送等を活用し、県関係機関及び各市町村、スポー
ツイベントを通じて食品ロス削減の取組について周知と呼びかけを行う。

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

秋田市

「もったいないアクション」の
推進

12月～１月 市内飲食店等

市役所庁舎前

－

・食べ残しを減らすための各種取組を行う「もったいないアクション協力店」を募り、市のホームペー
ジ等で紹介
　協力店の宴会場等では、宴会等の開会から３０分間と閉会前の最後の１０分間は自分の席で料理を楽
しむ「食う～べえタイム」を設定し食べきりを呼びかけるＰＯＰを、テーブルなどに設置
　
・懸垂幕を掲出し、食べ残し削減を啓発

・市ＰＴＡ連合会と連携し、保護者向けに実施する、食材を使いきる方法などを紹介する食品ロス削減
講座の動画を、市ＰＴＡ連合会ＨＰ・ＳＮＳ、市ＨＰ・ＳＮＳで配信

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

忘新年会及び歓送迎会での「食
べきり運動」の実施

令和３年１２月１日か
ら令和３年４月３０日
まで

市内飲食店等 ・食べきりを促進する飲食店用パンフレットを作成し、市内飲食店に対し配布及び掲示を依頼し、食べ
きりを呼びかける。
・広報等での「食べきり運動」を周知し、普及啓発を行う。

秋田県能代市
環境産業部環境衛生課清掃係
電話0185-89-2172

外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

12月から1月 県内各地 ・キャンペーン広報チラシを、各市町村、各総合支庁、ごみゼロやまがた県民会議構成団体（山形県商
工会議所連合会、やまがた女将会、山形県消費生活団体連絡協議会等）等に広く配布し、「おいしい食
べきり運動」への協力を呼びかけ

・県ホームページやSNS、地元新聞、ラジオ等により外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャン
ペーンを県民に周知

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

山形市

「３０・１０運動～新しい生活
様式編～」

11月～1月 市役所庁内 ・市職員に対して、グループウェア掲示板に掲載し、宴会時における食べ残し削減協力を依頼。 山形市環境部
ごみ減量推進課
電話 023-641-1212

もったいない！食べ残しゼロ推
進運動

10月～1月 県内各地 ・ドギーバッグデザインコンテストを開催し、最優秀賞やキッズ賞などの各賞を表彰、県HPや情報誌な
どへの掲載を通じて、食品ロス削減をアピールした。

福島県生活環境部
一般廃棄物課
電話　024-521-7249

二本松市
外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

12月 市広報誌12月号 ・広報誌掲載内容「おいしく残さず食べきろう！」 二本松市市民部生活環境課環
境衛生係
電話 0243-55-5103

山形県

秋田県

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

「いばらき食べきり協力店」の
募集

通年 県内各地
「おいしく、残さず食べよう!!」を合い言葉に「食品ロス」の削減に協力する飲食店や宿泊施設を登録
し、県ホームページで登録店舗を公表する。

茨城県県民生活環境部資源循
環推進課
企画調整G
電話029-301-3020

水戸市

30・10運動 12月～1月 市内 ・市の広報紙やホームページ等に「30・10運動」を掲載し，周知する。
・市職員に対して，庁内メールにより「30・10運動」の実践を呼びかける。

水戸市生活環境部
ごみ減量課
ごみ減量係
電話　029-232-9114

宇都宮市

「もったいない残しま１０！」
運動

通年 市内 ・「もったいない残しま10！」というスローガンのもと，食材の使い切りや料理の食べ切りを推進し，
積極的な市民へのPRを実施。
・運動の趣旨に賛同する小売店，飲食店等を「協力店」に登録し，その取組を広く市民にPR。

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

足利市

もったい９（ナイン）運動

外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

通年

12月～１月 市内

・「もったい９（ナイン）運動」について、市ＨＰに掲載
・来庁者や市職員に向けて、「もったい９（ナイン）運動」の実践を呼びかけ

・「外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン」について、市の広報誌１２月号・ＨＰ等に
掲載

栃木県足利市
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

12月～1月 市内 ・宴会開始時に「宴会５箇条」を周知し、開始後及び終了前１０分間は、自席で料理をしっかり食べる
｢食べきりタイム｣を推進する。
・忘年会・新年会の時期に合わせて職員及び市民に向け、12月から１月の２か月間は、重点的に普及啓
発を実施する。

栃木県栃木市
生活環境部環境課
環境政策係
電話　0282-21-2420

鹿沼市 食品ロス削減啓発 12月
市広報

市HP
・会食やテイクアウト時は「おいしく食べきろう！」を合言葉に食べ残しの削減を広報とHPにて周知。

鹿沼市
廃棄物対策課
廃棄物対策係
電話　0289-64-3242

日光市

食品ロス削減啓発 12月中旬～1月 市広報、HP、アプリ ・忘年会、新年会時期に合わせて、広報紙･HP･アプリにおいて、外食時等の「おいしい食べきり運動」
の協力を呼びかけ、食品ロス削減を促す。

栃木県日光市市民環境部環境
課
廃棄物対策係
電話 0288-21-5138

小山市

食品ロス削減啓発 通年 市内 ・地域FMラジオ、地域ケーブルテレビ放送、市ホームページを活用し、家庭や事業所における食品ロス
削減を啓発。

小山市市民生活部
環境課
ごみ減量対策係
電話0285-22-9286

群馬県 前橋市

食品ロス削減啓発 12月 市広報 年末年始に併せて、食品ロス削減啓発に関する記事を掲載。 前橋市環境部ごみ政策課
ごみ減量係
電話　027-898-6272

茨城県

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

さいたま市
啓発動画「食品ロス削減対策
ミッションを体験しよう！」の
公開

10月～3月 市内
・事業系食品ロス削減事業「チームEat All」の参加企業による「外食における食べきり」に係る取組
を体験型動画にまとめ、市HPや市報、デジタルサイネージ等で公開

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

所沢市 食品ロスゼロのまち促進事業 通年 市内各地

市内で食品ロスの削減に取り組んでいる店舗を「食品ロスゼロのまち協力店」として登録を行い、店舗
情報を市ホームページに掲載。
ＳＮＳでも定期的に食品ロス削減についての発信を行っている。

所沢市環境クリーン部
資源循環推進課
電話　04-2998-9146

加須市
「食べきり”かぞ”協力店」 通年 市HP 「食品ロス」の削減に向けた取組を実践する店舗を「食べきり“かぞ”協力店」として登録を行い、実

施店舗の情報を市HPに掲載。
加須市役所
資源リサイクル課
電話　0480-62-1111

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

常時

毎月第四火曜日

ホームページ

市役所内

・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

狭山市環境経済部
資源循環推進課
電話　04-2953-1111
内線2541

越谷市
「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月

通年

市内各地 ・「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを自治会回覧や市のホームページなどで周知啓発する。

・「食べ残し」も食品ロスの原因になることを周知し、食べきりを啓発するポケットティッシュを配布
する。

越谷市環境経済部
資源循環推進課
電話　048-963-9181

入間市 HPへの掲載 通年 市HP

食品ロスの情報や外食時の「おいしい食べきり」キャンペーンの掲載 埼玉県入間市環境経済部総合
クリーンセンター
電話04-2934-5546

食品ロス削減の啓発 通年 市内 ＨＰにより、家庭内での「買いすぎない」「作りすぎない」「食べ切る」による食品ロス削減の呼びか
け

食品ロス削減の啓発 10月 市内 １０月を３Ｒ推進月間とし、その活動の一部として、食品ロス削減について、広報誌とＨＰで啓発

「おいしい食べきり」キャン
ペーン

12月～１月 ・商工会を通じて、商工会加入事業所へ「おいしい食べきり」キャンペーンへの協力を要請

和光市 HPへの掲載

通年
（10月1日新着情報掲
載）

市HP 食品ロスの情報や「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンチラシの掲載。 和光市市民環境部
環境課
資源リサイクル担当
電話048-424-9153

新座市 市ホームページへの掲載

12～1月 市ホームページ 食品ロスの情報や外食時の「おいしい食べきり」キャンペーンの掲載。 埼玉県新座市
市民生活部環境課
生活環境係
電話 048-477-1547

朝霞市

朝霞市役所市民環境部資源リ
サイクル課資源リサイクル係
電話：048-456-1593

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

千葉県

・「ちば食べきりエコスタイ
ル」登録制度
・SNSによる発信

通年 協力店舗（飲食店等）
県ホームページ
SNS

・食べ残しを削減する取組を実践する事業者を協力事業者として登録し、ポスター、ステッカーを掲
示。また、事業者の取組を県ホームページ等でPRした。
・Instagramノコサーヌ（@nokosa_nu.chiba）にて食品ロス削減に関する情報を発信。

千葉県環境生活部
循環型社会推進課
環境保全活動推進班
電話 043-223-2760

港区 食べきり強化月間

12～1月 区内全域 ・本庁舎を含め、各支所で食べきり強化月間(12月16日～1月15日の年末年始シーズン、3月16日～4月15
日までの歓送迎会シーズン)に横断幕を掲示する。　　　　　　　　　　　　　　・区民に対し、区の
広報誌で、食べきり強化月間(12月16日～1月15日の年末年始シーズン、3月16日～4月15日までの歓送迎
会シーズン)の周知を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・デジタルサイネー
ジを活用して、品川駅、区有施設、本庁舎で食品ロス削減4コマ漫画による周知・啓発を行う。

港区みなとリサイクル清掃事
務所
ごみ減量・資源化推進係
電話03-3450-8025

台東区

食べ残し０を目指して！　３０
１０運動実施中

通年 ホームページ ・区ホームページにて、外食時・宴会時の食べ残しをしないように周知
・飲食店向けポスターおよび卓上ＰＯＰの配布

東京都台東区
環境清掃部
清掃リサイクル課
電話　03-5246-1018

江東区

江東区ぴかっと食べきりキャン
ペーン

令和3年12月～令和4年1
月

区内全域 ・小盛りメニューの導入など食品ロス削減に取り組む飲食店を募集し、「江東区食べきり協力店」とし
て区が認定登録。登録店については、取り組み内容を区のホームページや広報紙等で広く紹介し、食品
ロス削減の啓発を行う。
・区民に対し、区報・ホームページ・ＳＮＳ等で、全国共同キャンペーンについて周知し、年末年始
シーズンにおける食品ロス削減の呼びかけ記事を掲載する。

江東区環境清掃部
清掃リサイクル課
清掃リサイクル係
電話　03－3647－9181

目黒区

食品ロス削減の推進 12月下旬
（ホームページの掲載
は通年）

区庁舎内

ホームページ

・食品ロス削減に関するパネル展示。食品ロス削減の取り組みを実践している「食べきり協力店」の紹
介、協力店MAPの配布。「おいしい食べきり運動」のポスター掲示による周知及び協力の呼びかけ

・3010運動等、食品ロス削減のための行動について、ホームページで情報発信

目黒区環境清掃部
清掃リサイクル課
計画普及担当
電話　03-5722-9883

中野区
なかの☆もったいない
ぱくぱくキャンペーン

12月～1月 区内各地 ・区報、ごみ減量・リサイクル情報誌「ごみのん通信」第11号（11月30日発行）及び区ホームページに
食品ロス削減を呼びかける記事を掲載した。
・登録済みの中野区食品ロス削減協力店「なかの☆もったいない　ぱくぱくパートナーズ」に対して、
食品ロス削減を周知する啓発物品等を作成し、配布を依頼した。
・区職員向け新着掲示板に、年末年始シーズンにおける食品ロス削減の呼びかけ記事を掲載した。
・「おいしく残さず食べきろう！」食品ロス削減パネル展
　(1)12月20日～24日　中野区役所１階区民ホール東側にて
　(2)1月5日～1月31日　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」にて

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 食べのこし０（ゼロ）応援店
12月～１月
（通年）

区内各地
・広報・清掃情報誌・HP（ツイッター・フェイスブック）等で食品ロス削減を呼びかけ
・区内の「食べのこし０（ゼロ）応援店」に加盟している飲食店に対してポスター・POPを配布し、呼
びかけ（周知）を依頼

杉並区環境部
ごみ減量対策課管理係
電話　03-5307-0666

板橋区

いたばしみんなの食べきりチャ
レンジ運動

12月～1月 区内各地 ・小盛りメニューや量り売りなどの食品ロスを減らす取組をしている飲食店・小売店等を協力店舗とし
て募集。協力店舗に配布した啓発用ポスターやステッカーなどの掲示・PRにより、店舗と利用者が共に
食べきることに取り組んでいく。
・協力店舗を利用すると景品が当たるスタンプラリーを実施。
・協力店舗の情報を区ＨＰに掲載。

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

北区
「おいしい食べきり」キャン
ペーン

12月～1月

・区広報紙及びホームページ等で外食、テイクアウト時における食べきり運動の呼びかけ
・庁内掲示板において、職員に対して外食、テイクアウト時における食べきり運動の呼びかけ

東京都北区
生活環境部
リサイクル清掃課
電話　03-3908-8538

立川市

令和３年度たちかわ食べき
りキャンペーン

令和３年12月１日
（水）から令和４年
１月31日（月）まで

市内 啓発用ポスターの掲示等により、来店者へ食べきりの周知を行う。 立川市環境下水道部ごみ対策
課事業系ごみ減量係
電話　042-531-5518(直通)

青梅市
・市庁舎内における食品ロス
　削減啓発
・広報誌への啓発記事掲載

12月～1月

1月
市役所内

・庁舎内食堂にてPOPを設置し、食品ロス削減の啓発を行う

・広報紙に「外食時の食品ロスを減らしましょう」をテーマに記事を掲載

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

小金井市

小金井市２０２０運動 通年 ・小金井市食品ロス削減推進協力店・事業所において、２０２０運動（外食時、はじめとおわりの２０
分は自席で食事をし、食べ残しを減らそうという運動）の勧奨を実施

小金井市環境部ごみ対策課減
量推進係
電話：042-387-9854

小平市

外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

通年 ホームページ

市役所本庁舎
小平市リサイクルセン
ター

・「30・10運動」等、食品ロス削減の取組について、ホームページで情報を発信

・小平市オリジナルの食品ロス削減啓発三角柱を、市役所本庁舎の食堂テーブルや各課窓口、小平市リ
サイクルセンターに設置し、利用する市民や市職員に食品ロス削減を周知・啓発
・小平市リサイクルセンターに「外食の際はおいしく残さず食べきろう！」のポスターを掲示

小平市資源循環課推進担当
電話：042-346-9535

国立市

外食時等の「おいしい食べき
り」の啓発

12月5日(日) ・広報誌等に、「会食やテイクアウト時はおいしく食べきろう」等の記事を掲載する。 国立市生活環境部
ごみ減量課清掃係
電話：042-576-2119

福生市

外食時等の食べきり運動 12月中旬～１月下旬 市内 広報ふっさ12/15号（市発行、全戸配布）において、忘新年会を含む外食時等の食べきり運動に関する
記事を掲載し、市民への周知を図る。

福生市生活環境部環境課ごみ
対策係
電話　042-551-1731

武蔵村山市 おいしく残さず食べきろう！ １２月～１月 市内

・市の広報紙やホームページ等を活用し、市民へ新型コロナウイルス感染防止に配慮した上での飲食店
利用時（外食・中食）の食品ロス削減について周知・協力要請。

・市職員に対する取組への周知・協力要請。

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)

多摩市

令和３年度　「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５日号）、公式ホームページ啓発。 多摩市環境部ごみ対策課ごみ
減量推進担当　電話042-338-
6836

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

鎌倉市 市広報紙への記事掲載

12月１日号 市広報紙 ・市広報紙等に啓発記事の掲載 鎌倉市環境部ごみ減量対策課
電話：0467-61-3396

小田原市

12月から1月 各飲食店 「おいしく残さず食べきろう」の啓発ポスターを商店街へ配布し、協力を要請 小田原市
環境政策課
ごみ減量推進係
0465-33-1471

座間市 食品ロス削減の啓発

6月.10月.2月 市内 市の広報誌に食品ロス削減についての啓発記事を掲載
市内スーパーマーケットで買い物客に対して食品ロス削減啓発を実施
啓発チラシ入りのティッシュやマスクを配布（合計約5000個）

座間市
資源対策課
資源対策係
046-252-7985

年末年始も「#ぜーんぶおいし
く食べきり隊」

12月～1月 県内各地 本県では「残さず食べよう！にいがた県民運動」を展開しており、現在は「ぜーんぶおいしく食べきり
隊」をキャッチフレーズとした啓発を行っている。
・県民に対してインスタグラムやツイッターを活用したキャンペーン等により年末年始の食べきりに関
する投稿を呼びかける。
・職員に対して庁内放送や電子掲示板等を通じて年末年始の食べきりを呼びかける。

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

三条市

食べ切りレシピを掲載

おいしく食べ切り

12月16日号

12月

12月

1月

市広報誌

コミュニティFM

Twitter

市広報誌

・市広報紙に余りがちな食材を使った食べ切りレシピを掲載

・コミュニティＦＭにておいしく食べ切りを周知

・年末年始の外食、テイクアウト時は「おいしく、残さずたべきろう！」の周知

・外食、テイクアウト時は「おいしく、残さずたべきろう！」を掲載

三条市市民部環境課
環境衛生係
電話　0256-34-5558

・食べきり3015運動の実施の呼
びかけ
・食べきりサイズメニューの利
用の呼びかけ

通年 県内各地 ・県内の飲食店店頭において、食べきり3015運動を啓発するポスターや三角柱の掲示、幹事用チラシの
配布
・県内の飲食店店頭において、食べきりサイズメニュー（標準サイズよりも量が少ないメニュー）の利
用を促進する啓発ポスターや卓上POPの掲示

富山県農林水産部農産食品課
電話　076-444-3282

富山市

おいしいとやま食べきり運動 １２月 市内各地 ・市広報誌、HPにて年末年始の外食時の食べきりを啓発
・運動協力店の飲食店に適量注文及び食べ残しの持ち帰りへの協力を依頼
・ラジオスポットCMにて「おいしく残さずたべキリン！」を呼びかけ

富山市市民生活部
消費生活センター
電話076-443-2123

外食時等の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

11～12月 各種団体
・石川県婦人団体協議会、石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、石川県中小企業団体中央
会、石川県経営者協会、金沢経済同友会に外食時等の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンへの
協力を要請

石川県生活環境部
資源循環推進課
資源循環G
電話　076-225-1849

金沢市
外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

12月～1月 ・市HPで「おいしい食べきり」の情報発信 金沢市環境局　環境政策課
ゼロカーボンシティ推進室
電話 076-220-2507

加賀市
外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

12月～１月 市広報

市役所

・市ホームページ等で情報発信

・庁内掲示板、庁内放送等により「30・10運動」実施を呼び掛け

加賀市産業振興部
環境課
生活環境グループ
電話 0761-72-7885

神奈川県

新潟県

石川県

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

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

11月26日

12月2日

福井県商工会議所・福井
県商工会連合会

福井駅西口広場

・福井商工会議所、福井県商工会連合会に、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

・駅前での街頭啓発実施

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

福井市

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月～1月

福井駅西口広場

・福井商工会議所、福井県商工会連合会に、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
・駅前での街頭啓発実施

福井市環境政策課
電話　0776-20-5609

敦賀市

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月～1月 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
環境廃棄物対策課
電話　0770-22-8185

小浜市

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月～1月 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 小浜市民生部
環境衛生課
電話　0776-64-6016

大野市

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月 市内飲食店等

広報誌、ホームページ

大野商工会議所会報誌

・啓発チラシを市内飲食店・旅館等に配布

・広報１２月号、ホームページに掲載

・大野商工会議所に協力依頼（会報誌の付録にチラシを添付する）

大野市くらし環境部
環境・水循環課
環境グループ
電話0779-64-4828

あわら市

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月中 市内各地 ・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
・食べきり運動についてホームページ、広報誌への掲載
・各飲食店へ出向き、おいしいふくい食べきり運動協力店に登録をしてもらえるよう依頼。

あわら市生活環境課
電話　0776-73-8017（直通）

越前市
おいしいえちぜん食べきり運動
強化月間

12月～1月
・市の広報誌・ホームページへの掲載
・武生商工会議所の広報誌に食品ロス削減記事の掲載を要請
・「おいしいえちぜん食べきり運動」のオリジナルハンカチ・タンブラーを作成し、イベント等で配布

越前市産業環境部
環境政策課
電話　0778-22-5342

坂井市
おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月～1月

・坂井市商工会に「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！」の啓発ちらしを配布
・市の広報誌に「おいしいふくい食べきり運動」を掲載し、会食時などの食べきり協力を呼びかける

坂井市環境推進課
電話　0776-50-3032

美浜町

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月～1月 町内 ・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、広報誌への掲載

美浜町住民環境課
電話　0770-32-6703

おおい町

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

12月中 ・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
くらし環境課
電話　0770-77-4058

若狭町

おいしいふくい食べきり運動強
化月間

10月 広報11月号にて、食品ロス削減等呼びかけ啓発普及
ホームページにて、食べきり運動強化月間を呼び変え啓発普及

若狭町環境安全課
電話　0770-45-9126

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

「やまなし食ロス３ゼロ運動」
の実施

通年 県内各地 ・県ＨＰや公式インスタグラムなどによる周知・啓発
・食品ロス削減推進パートナー登録事業者（食品ロス削減に取り組む事業者）等の協力により店舗や
ホームページなどにおいて「食べきり」を含めた啓発を実施。
・協力事業者あてポスターやチラシを配布し、店頭への掲示を依頼。

山梨県県民生活部県民生活安
全課
食の安全・食育担当
電話　055-223-1588

甲府市

「もったいない！30・10運動」

食ロス削減啓発

通年

通年

市ホームページ

市内

・「もったいない！30・10運動」への取組協力をホームページに掲載

・食ロス削減ポスターを公共施設へ掲示

甲府市　環境部
減量課
電話　055-241-4327

北杜市

「おいしく食べきり」運動強化
月間

12月～１月 市内
・忘年会や新年会に向け、「おいしく食べきり」をキーワードに３０・１０運動の実践を促す。
・余った料理の持ち帰り（本人責任）の促進やその食材を用いたリユース料理の紹介をHP等で行う。
（※緊急事態宣言が解除され、本年度は従来通りの懇親会等が催されると仮定）

北杜市役所
森林環境部
環境課
環境保全担当
Tel:0551-42-1341

富士河口湖町

おいしい食べきり運動 12月

12月

広報誌

役場庁舎内

・12月号広報にて「忘年会、新年会はおいしく残さず食べきろう」の呼びかけ

・役場職員へ取組の周知

※いずれも新型コロナ感染拡大の状況次第では取りやめる。

富士河口湖町環境課
生活環境係
電話0555-72-3169

松本市

「残さず食べよう！３０・１０
運動」重点推進期間

12月～１月

12月上旬

市役所内

松本駅前広場

・「残さず食べよう！３０・１０運動」を始めとする食品ロス削減の取り組みについてのパネルを市役
所内で掲示

・長野県と合同で３０・１０運動のポケットティッシュ等を配付

松本市
環境エネルギー部
環境・地域エネルギー課環境
政策担当
電話　0263-34-3268

小諸市

外食時等の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

12月～１月 広報紙掲載 ・市広報紙に食品ロス削減のための「おいしい食べきり（会食やテイクアウト時はおいしく食べきろ
う）」について掲載する。
・毎年作成するごみ・資源収集カレンダーにおいても、引き続き食品ロス削減について呼びかけを行
う。

小諸市市民生活部生活環境課
ごみ減量推進係
電話
0267-22-1700
　(内線：2271,2273)

伊那市 残さず食べよう！30・10運動

12月～１月

12月～１月

市内各所

伊那市職員ポータルサイ
ト

生活環境課からのお知らせとして、
・食品ロス削減のコラムを作成、市報にて掲載
・伊那市公式ホームページに食品ロス削減の取り組みについてを周知、特に10月いっぱいは削減月間で
あることをアピール

・職員ポータルサイトにおいて、10月が食品ロス削減月間であり、削減に向けた行動を促す啓発活動を
実施

長野県伊那市役所
市民生活部生活環境課環境政
策係
電話　0265-78-4111

佐久市

食品ロスの削減に取り組もう！ 12月 広報紙掲載 ・市広報紙における食品ロス削減啓発の中で、テイクアウトの食べ切りについても掲載。 長野県佐久市役所生活環境課
環境衛生係
電話　0267-62-3094

軽井沢町

おいしく食べよう３０・１０運
動

１２月 広報誌掲載 町広報誌にて忘新年会開催の際に食品ロスの削減を啓発する。

役場職員への取組依頼

軽井沢町役場環境課
電話　0267-45-8556

長野県

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

ぎふ食べきり運動

12月～1月 － ・ぎふ食べきり運動【岐阜県公式】インスタグラムにおいて、協力店と連携した食べきりレシピを投稿 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

「食べキリ」強化月間 12月～1月 市内全世帯及び市内飲食
店

会食時に「食べキリタイム」を設定することや、テイクアウト等の持ち帰り時には食べきれる量に調整
することについて、市公式HPにおいて呼びかけを実施

岐阜市環境部
低炭素・資源循環課

電話 058(214)2178

関市 全世帯配布広報誌「広報せき」

12月 市内全域 ・市内全世帯配布広報誌にて、「食品ロス～外食編」を掲載し、住民に周知。 関市市民環境部環境課
電話　0575-23-7702

美濃加茂市

外食時の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

12月～１月

通年

市HP

市役所庁内

・市ホームページにて、食品ロス情報と「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンチラシの掲載
・庁内にて、卓上ホップやポスター掲示を実施

美濃加茂市市民協働部環境課
電話　0574-25-2111
（内線307）

各務原市
食品ロス削減啓発 通年 市内 ・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。 各務原市市民生活部

環境室環境政策課
電話 058-383-4230

ふじのくに食べきりやったね！
キャンペーン

12～１月 県内各地 ・食べきり協力店で注文した料理を食べきると「クルポ」ポイントがもらえるキャンペーンを通年で実
施。宴会シーズンの12月～１月はポイント３倍とした。ポイントを貯めると抽選でプレゼントが当た
る。
【12～１月クルポ付与実績】3,607件
※「クルポ」はスマホなどで取り組める地球温暖化防止のための県民運動

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

富士宮市

ごみダイエットプロジェクト 12月 市内 ・ラジオで食品ロス削減を呼びかけ(ラジオエフ) 富士宮市役所生活環境課
廃棄物対策係
電話　0544-22-1137

森町

食品ロス削減月間 12月～1月 広報誌・回覧

町内各地

・「今すぐ実践！食べ物を捨てない生活」（仮）を広報誌等で呼びかける。

・町内の飲食店に食品ロス削減のチラシの配布や掲示等を依頼

森町住民生活課
生活環境係
電話　0538-85-6314

3010運動推進キャンペーン
12月～１月 県内各地

県内全域での3010運動の周知、啓発
・ホテル、旅館、県関係機関、県内市町村等にチラシを配布
・ごみゼロ社会推進あいち県民会議会員等、各種団体へ協力依頼
・県Webページにキャンペーン内容を掲載

愛知県環境局
資源循環推進課
一般廃棄物G
電話　052-954-6234

名古屋市

外食時の「おいしい食べきり」
の周知

通年

12月

10月以降

市公式ウェブサイト

市広報紙12月号

YouTube動画

・外食時の「おいしい食べきり」を呼びかける内容を掲載

・外食時の「おいしい食べきり」を呼びかける記事を掲載

・「“耳がでっかくなっちゃう”食品ロス削減チャンネル #05『食品ロス削減に取り組む飲食店訪
問』」動画配信により外食時のおいしい食べきりを呼びかけ

名古屋市環境局ごみ減量部資
源化推進室
電話　052-972-2390

刈谷市 食品ロス削減月間の周知

12月～1月 クリーンカレンダー及び
携帯アプリ版カレンダー
紙面

ホームページ

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。

ホームページへ食品ロス削減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

岐阜県

静岡県

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

「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月 県内各地 ・食品ロス削減に取り組む飲食店を「みえ食べきり協力店」として県のホームページで紹介した。
・県内市町にも協力を依頼し全県的なキャンペーンを行った。

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

津市

「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月 市内 ・市内飲食店に「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンチラシ掲載及び食品ロスに係るオリジナル
三角柱の設置の協力を依頼
・市ホームページ、ごみ分別アプリで「おいしく残さず食べきり」全国共同キャンペーンの啓発内容を
配信し、市民へ協力を呼びかける。
・市役所内食堂に食品ロスに係るオリジナル三角柱を設置し、市民に啓発をする。

津市環境部環境政策課資源循
環推進担当
電話　059-229-3258

鈴鹿市

「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月 本庁舎内

市内

・３０・１０運動等の啓発物を設置し，市民へ周知する。

・広報紙に３０・１０運動等を掲載し、市民へ周知する。

鈴鹿市環境部廃棄物対策課企
画推進G
電話　059-382-7609

伊勢市
「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～１月 市内 市ホームページで「おいしく残さず食べきろう！」の啓発内容を配信し、市民へ協力を呼びかけた。 伊勢市環境生活部ごみ減量課
ごみ減量推進係
電話　0596-37-1443

亀山市

食品ロス削減啓発 通年 亀山市内 ・市内飲食店、小売店、学校等公共施設等に食品ロス削減ポスター掲示協力を依頼
・食品ロス削減について、市ホームページやSNSに掲載

亀山市生活文化部
環境課
廃棄物対策G
電話　0595-82-8011

各種広報の実施 12月～1月 県内各地 ・ＨＰ等の広報媒体を通じて県民に対して食べ切りや使い切りを呼びかける
・県職員に対して庁内掲示板等を通じて外食時の食べ切りや3010運動の実践を呼びかける

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

彦根市

おいしい食べきり運動
（おいしく残さず食べきろ
う！）

12月～1月 市内 ・市ホームページに「おいしい食べきり運動」を掲載・周知する。
・庁内向けに、庁内ネットの掲示板にて「おいしい食べきり運動」の啓発を行う。
・ラジオ放送にて食品の食べきり、食品ロスの削減を啓発する。

彦根市市民環境部生活環境課
ごみ減量・資源化推進室
電話0749‐30‐6116

京都府 京都市
京都市食品ロスゼロプロジェク
ト

通年 市ホームページ ・「３０・１０運動」や「食べキリ」について，ホームページ「京都市食品ロスゼロプロジェクト」等
に掲載・周知する。

京都市環境政策局
資源循環推進課
電話　075-222-3946

滋賀県

三重県
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行事名 開催時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

堺市

食品ロス削減の情報発信強化 12月～1月 市内 ・食べきり協力店登録店舗及び市内公共施設等において、「おいしくのこさず食べきろう」のポスター
掲示を依頼し、市民に食品ロス削減を呼びかける

・「外食時のおいしく食べきりガイド」について、市のＨＰ、ツイッターに掲載

・3010運動について、市のＨＰに掲載

堺市環境局環境事業部資源循
環推進課
電話　072-228-7479

豊中市

食品ロス削減に向けた普及啓発 12月～１月 こども園等 市内こども園等の年長児に絵本「きょうのきゅうしょくな～にかな」、その保護者に「とよなか食品ロ
ス・ゼロハンドブック」を配布し、食べきり等を呼びかけ

豊中市環境部
減量計画課
計画推進係
電話　06-6858-2279

高槻市

外食時等の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

12月～1月 市内 ・市公共施設にポスターを掲示。 高槻市市民生活環境部資源循
環推進課電話　072-669-1886

枚方市

市広報紙への記事掲載
市ホームページへの掲載

12月号
12月～1月

市広報紙
市ホームページ

市広報紙及び市ホームページに、外食時等の「おいしい食べきり」キャンペーン記事の掲載 枚方市環境部循環型社会推進
室
循環型社会推進課
電話　072-807-6211

茨木市

外食時の『おいしい食べきり』
全国共同キャンペーン

12月～1月(ホームペー
ジへの掲載は通年)

市内 ・市ホームページやごみ分別アプリに30・10運動の取組を掲載
・職員に対し、30・10運動への協力を呼びかけ

茨木市産業環境部
資源循環課
電話　072-620-1814

摂津市
「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月 市内各地 ・ＨＰに掲載し周知と協力の呼びかけ
・公共施設に案内のポスターを掲示
・収集車両に案内のマグネットを貼り付けて啓発

大阪府摂津市生活環境部環境
業務課　　　　　　　電話
072-634-0210

熊取町

町制７０周年記念事業 １１月～１２月 ・町制７０周年記念事業として、町内飲食店情報誌のページに「おいしく楽しく食べきろう！」を掲載
し、町内全戸配布

熊取町住民部環境課
環境グループ
電話　072-452-6097

尼崎市

外食時のおいしい食べきり全国
共同キャンペーン

令和3年12月～1月 市内 ・尼崎商工会議所、協同組合尼崎工業会、尼崎経営者協会の会員及び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配布し、同運動への協力を呼びかけ
・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 経済環境局
環境部 資源循環課
電話　06-6409-1341

加古川市

「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

12月～1月 市内 ・「加古川市おいしい食べきり」運動協力店の情報を市ホームページに掲載。
・市職員向け電子掲示板での協力の呼びかけ。

加古川市環境部ごみ減量推進
課
電話　079-426-5440

高砂市

たかさご食べきり運動 １２月１３日～１７日 市内 「食べきり運動」への協力を呼びかけるティッシュ・ポスターを飲食店に配布 高砂市生活環境部エコクリー
ンピアはりま
電話　079-448-5260

兵庫県

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

奈良県
県職員に対する年末年始の食事
の食べきり啓発

12月～1月 県庁内 庁内ネット掲示板において、職員に対して年末年始の食事の食べきりを呼びかけ
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

和歌山県 食品ロス削減啓発

12月
・県のＳＮＳ、ホームページを通じて、外食やテイクアウト時の食べきりについて啓発を実施

和歌山県環境生活部環境政策
局
循環型社会推進課
電話　073-441-2675

鳥取県

おいしい！とっとり３０・１０
食べきり運動

11月下旬～12月上旬
 3月上旬～4月上旬

12月～1月

県内各地（団体・事業所
の事務所ほか）

県内各地

・県商工団体、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飲食店等の店内で、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

・外食時の食べ残しの持ち帰りについて、モニター調査を実施し、持ち帰りの取組の課題を把握。

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

食品ロス削減啓発

12月～忘年会・新年会
の開催期間中

県内各地 ・県の機関や県内市町村へ３０・１０運動などの食品ロス削減に関する取組の周知依頼。

・SNSを活用した食品ロス削減の呼びかけ

島根県環境生活部
環境政策課
電話　0852-22-6514

松江市 30・10運動

12月～1月

12月

松江市役所

市内全世帯

庁内での30・10運動の取り組み（全職員が家庭でできる取り組み、また忘年会等宴会の際に取り組むよ
うに庁内掲示板等で啓発）
市報に食べきり30・10運動協力のお願いを掲載

松江市環境保全部
環境政策課
電話　0852-55-5278

笠岡市

「おいしく残さず食べきろう
30・10運動」おいしい食べきり
全国共同キャンペーン

12月1日～1月

　
12月1日～1月

　
12月1日～（12月1日全
戸配付開始）

　
12月下旬

随時

市庁内・市ＨＰ

市庁市民課窓口

市内全世帯

市内全域

市内各地

・30・10運動の取り組み（家庭でできる取り組み，また忘年会・新年会シーズンでの宴会等の際に取り
組むように庁内ポータル掲示板及び市HPに掲載し呼びかける）
・来庁者への啓発（市民課窓口に設置している広告モニターに，全国共同キャンペーンのＰＲを流し
「おいしい食べきり運動」への協力を呼びかける）（12/1～1/末）
・宴会食べきり30・10運動の取り組み（市広報誌「広報かさおか12月号」に“宴会食べきり！30・10運
動”について，また，随時「食品ロス」「生ごみ３キリ運動」についても掲載し，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へつなげる）
・ラジオでの啓発（地域ＦＭ放送番組内で，全国共同キャンペーンのＰＲを流し「おいしい食べきり運
動」への協力を呼びかける）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ごみ減量化の一
環として随時実施している環境出前講座の中で，「生ごみ減量」に関連して食品ロスに触れ，賞味期
限・消費期限，30・10運動，生ごみ3キリ運動などを啓発し，問題意識を持って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

矢掛町

外食時等の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

１２月～１月 町内 ・町広報紙においしい食べきり運動の記事を掲載し，食品ロスの啓発をするとともにごみの減量化を図
る。

矢掛町役場
町民課
住民環境係
℡　0866-82-1011

島根県

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

宴会での食べ残し削減への取組
の周知

12月～1月 ・宴会の開会後と閉会前の一定時間は席に着いて料理を食べ残さない取組を本市ホームページに掲載
し、幅広く周知を図るとともに、広島県生活衛生同業組合をはじめ、各組合員に対し周知を要請した。

市内飲食店における食べ残し削
減の呼びかけの強化

12月～1月 ・食品ロス削減の取組を行う「食べ残しゼロ推進協力店」をはじめとする市内の飲食店に啓発ポスター
の掲示を依頼する等、店舗での宴会時の食べ残し削減の呼びかけを強化した。

呉市

食品ロス削減啓発 12月
1月

通年

市役所庁舎内
市広報誌
市役所庁舎内

市役所庁舎内

・庁内放送により，食品ロス削減実践を呼びかけ
・市広報誌1月号(12月10日発行)に啓発記事を掲載
・中国電力（株）の「ぐっとずっと。地域応援プロジェクト2021」によりイベントを開催し，ＳＴＵ４
８のメンバーと共に，食品ロス削減講演会やフードドライブ活動等を行う。
・庁内掲示板により，毎年10日，30日に食品ロス削減実践を掲示し呼びかけ

呉市環境部環境政策課
総務グループ
電話　0823-25-3301

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SNS（Facebook等）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

徳島市

会食事の「おいしい食べきり」
全国共同キャンペーン

12月 市内

市役所庁内

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、忘新年会おける食べ残し削減協力を依頼。

徳島市環境部環境政策課ごみ
減量対策係
電話　088－621-5202

阿南市
忘新年会シーズンにおける食品
ロス削減の啓発

12月～1月 広報誌
ホームページ

忘新年会シーズンにおける食品ロス削減啓発記事の掲載 阿南市市民部
環境保全課
電話　0884-22-3413

香川県

３０・１０運動の啓発 ・11月～12月 ・廃棄物対策課公式SNS「3Rかがわ」を通じて呼び掛けた。
・企業・団体に向けて、商工会議所や中小企業団体中央会などの会報紙に記事の掲載やチラシの折込を
依頼し、掲載いただいた。
・30・10運動について、県ホームページに新たにページを掲載した。

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

おいしい食べきりキャンペーン

12月～1月

未定

県内各地

大街道入口

・宴会五箇条などを記載した啓発チラシを作成し、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
・松山市と合同で、イメージアップキャラクターみきゃんや「食べきり侍」に扮したダークみきゃん等
とともに啓発チラシを配布し、「おいしい食べきり運動」への協力を呼びかけ（コロナの感染状況によ
り内容変更の可能性あり）

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

今治市

「おいしい食べきり」全国共同
キャンペーン

１２月 市内 ・市広報紙・ホームページ・FMラジオ・FB・ラインにおいて「おいしい食べきり運動」等の啓発、周知
をする。

今治市市民環境部
リサイクル推進課
電話　0898-47-5374

「おいしい食べきり運動推進
店」の登録推進

随時 市内 宴会時の食べ残し等による食品ロスの削減を推進するため、食べ残しを減らす取り組みを実践する飲食
店、宿泊施設等を募集し、「おいしい食べきり運動推進店」として市が認定登録。登録店については、
取り組み内容を市のホームページ及びFacebookで広く紹介することで、食べきりの推進に向けた意識啓
発を図る。

外食時等の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

12月 市内 市Facebookに年末年始の外食時等の「おいしい食べきり全国キャンペーン期間」及び3010運動の呼びか
け

西予市

「おいしい食べきり運動推進
店」の登録推進

12月1日～随時 市内 宴会時の食べ残しを減らす取り組みを実施するなど食品ロス削減に協力していただける市内の飲食店、
宿泊施設等を募集し、「おいしい食べきり運動推進店」として市が認定登録。登録店については、取り
組み内容を市のホームページや広報等で広く紹介し、食品ロス削減をアピール。（愛媛県との共同事
業）

愛媛県西予市役所
環境衛生課
電話：0894-62-1132

西条市

愛媛県西条市
環境政策課
電話：0897-52-1367

広島市環境局
環境政策課
電話　082-504-2505

徳島県

広島市

愛媛県

広島県
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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
「年末年始は，おいしく残さず
食べきろう！」キャンペーン

12月～１月末 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
・「おいしく残さず食べきろう！」のチラシを廃棄物減量等推進員等に配布し，協力を呼びかけ
・高知青年会議所及び高知商工会議所を通じ，事業所に協力依頼

高知市環境部
新エネルギー・環境政策課
総務・計画担当
電話：088-823-9209

福岡県 福岡市
みんなでフードロスゼロ！おい
しい福岡エコ運動

・11月～１月

・10月～３月

・市内各所
（飲食店・宿泊施設・食
品小売店等）

・特設サイト、市内各所

・食品ロス削減に取り組む「福岡エコ運動協力店」に対し、啓発ポスター等を配布するとともに、協力
店利用者に対するアンケートキャンペーンを実施

・特設サイトを開設するとともに、WEB広告から特設サイトへ誘導。また、駅等に設置している大型ビ
ジョン及び都心周辺を循環する路線バス内のバスビジョンを用い、福岡エコ運動（食品ロス削減）につ
いての広報を実施

福岡市環境局
循環型社会推進部
ごみ減量推進課
ごみ減量第2係
電話　092-711-4039

３０１０運動の啓発

12月～1月 県内全域 忘・新年会シーズンに向け、全世帯広報誌・ラジオ・新聞により「３０１０運動」の啓発を実施。 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
095-895-2373

大村市 ３０１０運動の啓発 12月～1月
市内各地
市役所庁舎内

・11月下旬に商工会議所、料飲業組合等にポスターを配布し忘新年会での「３０１０運動」への協力を
依頼する。
・庁内インフォメーション等により全職員へ協力の呼びかけを行う。

大村市市民環境部環境保全課
廃棄物対策グループ
電話  0957-53-4111

熊本県 八代市

12月 ・広報誌12月号にて、「食べきりタイム」を周知。
・市のホームページで「食べきり」を啓発
・ＦＭラジオにて、「おいしい食べきり」を周知。

八代市市民環境部
循環社会推進課
循環社会推進係
電話　0965-34-1997

大分県 大分市

食べきり！おおいた3010運動
３きり運動推進事業

12月～1月 ①大分駅前・商店街モニ
ター

②大分県内

③大分県内

①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(食品ロス削
減）について広告を流し、周知を図る。

②ラジオによる啓発放送

③情報誌に3010運動・3きり運動について広告を掲載し、周知を図る。

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
電話097-537-5687

宮崎県

みやざき食べきり宣言プロジェ
クト

12月～1月 県内各地 ・各種広報活動（CM放映、パブリシティ、パネル展示）を実施し、3010運動等への協力を呼びかけ 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　0985-26-7081

鹿児島県 食品ロス削減の推進

12月～１月 県内全域 ・市町村等広報誌用メール，県ホームページ等の各種広報媒体を活用し，食品ロス削減について周知す
るとともに実践を呼びかけ

鹿児島県環境林務部
廃棄物・リサイクル対策課
リサイクル推進係
電話　099-286-2594

２９道県、１０６市区町で実施予定

長崎県
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