
令和４年度　家庭でのおいしい食べきり全国キャンペーン　実施予定

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

３Ｒ推進月間パネル展
食品ロス削減パネル展

9月30日、10月3日
10月21～24日
10月

北海道庁道政広報コー
ナー
道立消費生活センター

・食品ロス削減月間に向けて、道民へ食品ロス削減について、パネルや啓発資材により啓発する

食品ロス削減セミナー 10月26日（水）

会場開催（札幌市）及び
インターネット配信

・食品ロス削減月間にあわせて、道民へ食品ロス削減について啓発する

ブログやメールマガジンによ
る情報発信 10月

インターネット配信 ブログやメールマガジンで食品ロス削減月間などについて周知・啓発する

消費生活センターでの啓発展
示

通年

道立消費生活センター 道立消費生活センター１Ｆ展示コーナーに啓発パネルや啓発資材を展示する。

食品ロスパッケージ（パネ
ル・資材）の貸出

通年

道立消費生活センター 道内の消費者団体に対し展示パネルと啓発資材をまとめた「食品ロスパッケージ」の貸出を行う

函館市
食品ロス削減の周知・普及啓
発

通年

6月～10月

9月～10月

函館市役所本庁舎地下食
堂

ホームページ

市内スーパー

市広報紙，ラジオ等

・市役所本庁舎の食堂テーブルに三角ＰＯＰを設置し，利用する市職員や市民に食品ロス削減につい
て周知・啓発。

・食品ロス削減に関する取り組みをホームページにて掲載し周知。

・市内の協力スーパー店舗に食品ロス削減啓発ＰＯＰおよびポスターを設置し，「てまえどり運動」
を実施。

・市広報紙，ラジオ，ポスター掲示等により「食品ロス削減月間」について周知。

函館市環境部
環境推進課
0138-56-6694

室蘭市

フードドライブ ①10月23日（日）
②10月30日（日）
③10月17日（月）
　～10月28日（金）

①イオン室蘭店
②MORUE室蘭
③室蘭市役所

・フードドライブを通して「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減の日」を周知・啓発する。
・①、②の会場では、食品ロスに関するパネル展示やアンケートの実施も予定
・市ホームページや広報紙、各種SNSにて本イベント及び食品ロス問題を周知、広報する。

室蘭市生活環境部
環境課 環境係
電話　0143-22-2861

「食品ロス削減」に関するパ
ネル展

「食品ロス削減の日」フード
ドライブ

10月1日(土)～31日(月)

10月30日(日)

イオン釧路昭和店 「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減の日」にちなみ、食品ロスの問題や食品ロスを減らすため
に家庭でできる取組などを紹介するパネル展を開催する（釧路消費者協会・釧路市共催）。
10月30日にはパネル展会場にてフードドライブを実施し、生活相談支援センターや児童養護施設に提
供する。

食品ロス削減の普及啓発 10月 広報紙・ホームページ・
ＳＮＳ

広報紙・ホームページ・ＳＮＳ（Instagram・Facebook）に「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減
の日」を紹介する特集記事を掲載する。

江別市

「食品ロス削減月間」に合わ
せた啓発活動

１０月 江別市内スーパー及び公
共施設

「商品ロス削減月間」をＰＲするポスターを作成。ポスターは市内スーパー及び公共施設に配布し掲
示を依頼。広く市民に「商品ロス削減月間」の周知及び食品ロス削減の啓発を行う。

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

家庭でのおいしい食べきり全
国キャンペーン

10月6日（木） 市内
広報紙
ホームページ

・広報紙及びホームページに「食品ロス削減月間」、家庭における食品ロス削減の取り組みを掲載
・9月末に開催するイベントでチラシを配布
・市内スーパーに全国キャンペーンのポスター掲示を依頼

深川市建設水道部
環境課環境係
電話　0164-26-2444

自治体名

北海道

北海道環境生活部
環境保全局
循環型社会推進課
企画調整係
連絡先：011-204-5196

北海道農政部
食の安全推進局
食品政策課 調整係
連絡先：011-204-5427

北海道環境生活部
くらし安全局
消費者安全課
消費者安全係
連絡先：011-231-4111（内線
24-522）

釧路市

釧路市市民環境部
環境事業課
廃棄物対策担当
電話　0154-31-4551

資料４
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

食品ロス削減の普及啓発 10月 ・環境政策課フェイスブック「エコ・ナビ・あおもり」に、食品ロス削減に関する記事を掲載して情
報発信する。
・小売店における食品ロス削減のため、スーパーと連携した「てまえどり」普及のキャンペーンを行
う。
・「てまえどり」の必要性や、家庭における食品ロス削減のための「３つのきる」に関するポスター
とチラシを作成し、県内市町村や事業者等に配布する。
・食品ロス削減月間の10月に、ラジオ放送及び毎戸配布紙「県民だよりあおもり」において、「食品
ロス削減」「てまえどり」の必要性等について呼びかけを実施する。

青森県環境生活部環境政策課
循環型社会推進グループ
電話　017-734-9249

エコクッキング 9月、3月 啓発誌（広報と一緒に配
布）

・無駄なく食材を使い切る食品ロス削減レシピを啓発誌の一部に掲載しＰＲ

忘新年会シーズンにおける食
品ロス削減の啓発（3010キャ
ンペーン）

12月～1月 市内飲食店等 ・宴会時における食品ロス削減啓発チラシ（ラミネート加工）を作成し、市内飲食店等に配布し掲示
を依頼。

スーパー等における食品ロス
削減啓発キャンペーン

8月 市内スーパー等 ・飲食品購入時における食品ロス削減啓発ＰＯＰ等を作成し、市内スーパー等に配布し掲示を依頼。

家庭でのおいしい食べきり
キャンペーン

10月１日（土）～10月
31日（月）

・啓発ポスター及びチラシの配布
・各種広報媒体を活用した広報の実施
・エコ協力店いわて認定店における啓発活動の実施
・Youtubeによる動画配信
・Twitterによる情報発信

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

盛岡市 食品ロス削減の周知・啓発

10月 市内 ・冷蔵庫お片付けデー、食品ロスダイアリーの活用について、ごみ分別アプリ等により周知啓発を行
う。
・小売店舗での「てまえどり」を消費者に呼び掛ける。

盛岡市環境部
資源循環推進課
電話　019-626-3733

食品ロス削減啓発 10月 新聞・県広報 ・新聞の県広報枠および，県の広報誌にて家庭でのおいしい食べきりを啓発。

３ＲラジオスポットＣＭ
10月1日(土)から31日
(月)

ラジオＣＭ ・３Ｒ普及啓発ラジオＣＭの中で，てまえ取りについての啓発を行う。

３Ｒ推進月間パネル展示
10月4日(火)から12日
(水)

宮城県図書館 ・３Ｒ推進月間パネル展示の中で，食品ロス削減パネルの展示を行う

テレビＣＭ
10月1日(土)から31日
(月)

テレビＣＭ ・県内民放４局にて家庭での食べきり，食品ロス削減を啓発するＣＭを放送する

みやぎ県民食べきりの日イベ
ント

10月 県庁舎内 ・みやぎ県民食べきりの日に合わせてフードドライブ等を実施する。

栗原市 食品ロス削減啓発 10月 市ホームページや広報誌 10月の食品ロス削減月間をホームページや広報誌に掲載し、食品ロス削減への協力を呼びかける。
栗原市市民生活部環境課生活
環境係
電話　0228-22-3350

岩手県

青森県

宮城県

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

弘前市

弘前市　市民生活部
環境課
資源循環係
電話　0172-35-1130
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

広報紙への記事掲載「みんな
で減らそう！食品ロス」

9月・10月 県広報紙 ・県広報紙に食品ロス削減に係る記事を掲載し、「てまえどり」や「食べきり」などを呼びかける

食品ロス削減に係る啓発物の
掲示

10月 県内 ・県内コンビニや小売店等に、食品ロス削減に係るポップやポスターを掲示することによって、消費
者への普及啓発を実施する

食品ロス削減に係る啓発イベ
ントの実施

10月1日（土） 秋田市内 ・県産農林水産物や６次化商品の消費拡大を図るため、生産者や食に関わる団体等と連携した普及啓
発イベントの開催に合わせ、食品ロス削減に係る啓発イベントを実施する

食品ロス削減に係る動画の制
作・配信

10月から web ・食品ロス削減に係る動画を、特に、将来を担う若年層の関心を高めるように制作・配信し、消費者
への普及啓発を実施する

①食品ロス削減啓発イベント

②食品ロス削減月間キャン
ペーン

③食品ロス削減月間グッズ配
布キャンペーン

④出張食べきりアイデアカ
フェ

①10月30日（日）

②10月1日（土）～31日
（月）

③10月1日（土）～31日
（月）のうち平日

④10月21日（金）

①秋田拠点センターＡＬ
ＶＥ

②、③市内のスーパー
マーケット等

④秋田テルサ

①冷蔵庫収納や家庭でできる食品ロス削減レシピの紹介等ステージコンテンツ、食品ロスに関する
キッズコーナー、物販やパネル展示等ブースコンテンツの実施

②協力店舗に統一ポスター、のぼりを掲示するなど、食品ロス削減を啓発

③協力店舗の出入口等で食品ロス削減の呼びかけとともに、啓発グッズとチラシを配布

※食品ロス削減月間グッズ配布キャンペーンで配布するチラシは、食品ロスに関するクイズサイトの
ＱＲコードによるリンクを貼り付けたもので、参加者には後日抽選で景品をプレゼント

④食品ロス削減について子育て世帯の行動変容を促すため、各小中学校で行っているＰＴＡ研修会で
希望に応じて開催（11月開催希望学校も予定）

食品ロス削減の啓発広報 10月 市広報紙、情報誌、市政
テレビ番組

市役所庁舎市民ホール、
市役所庁舎前

・市広報紙および全戸配付の情報誌への食品ロス削減啓発記事の掲載
・地方局３社およびケーブルテレビの市政テレビ番組における食品ロス削減をテーマにした番組の放
送

・市役所庁舎市民ホールでのパネル展示や庁舎前への懸垂幕とのぼりの掲出

食品ロス削減の啓発 10月 県庁1階ロビー ・食品ロス削減月間に合わせ、家庭での食品ロス削減等に関係するパネルの展示、チラシの配布等。
・県SNSで食品ロス削減の啓発

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　023-630-2302

山形市 食品ロス削減の啓発 １０月
市広報誌
地域コミュニティ放送
市内

・市広報誌に食品ロス削減啓発記事を掲載
・地域コミュニティ放送内の市広報番組において食品ロス削減をＰＲ
・環境に関するイベントにおいて食品ロス削減啓発を実施

山形市環境部ごみ減量推進課
電話023-641-1212
（内線698）

酒田市

食品ロス削減啓発広報活動 １０月 市広報誌
市役所・支所等

・市の広報誌におよびホームページに食品ロス削減の記事を掲載し、家庭での食べきりを呼び掛け
る。
・食品ロス削減啓発ポスターの掲示

酒田市環境衛生課
電話0234-31-0933

山形県

秋田県

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

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

食品ロス削減の普及啓発 10月～1月 県内各地 ・ラジオ広報等で食品ロス削減のＰＲを行う。
・福島県環境アプリで食品ロス削減の啓発を行う。
・福島県環境アプリに連動する持ち帰り容器を配布する。

福島県生活環境部
一般廃棄物課
電話024-521-7249

福島市 食品ロス削減の啓発

10月 市内 ・食品ロス削減パネル展示
・食品ロス削減エコクッキング動画の配信

福島市ごみ減量推進課
ごみ減量推進係
電話024-525-3744

食品ロス削減啓発 10月 ①県内小売店

②各広報媒体

①商品を購入する際、商品棚の手前に並べられている消費期限や賞味期限が近くなった商品からとる
「手前どり」を推進するため、各店舗で啓発ポップを掲示する。

②広報媒体を通じて、食品ロス削減に関する呼び掛けを行う。

茨城県県民生活環境部資源循
環推進課
電話　029-301-3020

水戸市

食品ロス削減月間 10月 市内 ・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
生活環境部ごみ減量課ごみ減
量係
電話　029-232-9114

つくば市

食品ロス削減月間の市民への
周知

10月 市広報紙 広報紙に「食品ロス削減月間」として、身の回りの食品ロスを見直す取組を掲載する。 つくば市
政策イノベーション部
持続可能都市戦略室
電話 029-883-1111

宇都宮市 食品ロス削減月間の周知啓発 9月～10月 市内

・市役所本庁舎等市有施設において，「全国キャンペーンチラシ」を配布。
・ラジオ放送等において，「食品ロス削減」に関する情報を発信。
・自治会回覧（9月回覧予定）に「食品ロス削減」に関する情報を掲載。
・市広報紙10月号に「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減」に関する情報を掲載。

宇都宮市環境部
ごみ減量課
3R推進G
電話　028-632-2413

足利市 食品ロス削減啓発

10月 足利市内 ・市広報誌・ホームページ・電光掲示板に食品ロス削減啓発記事を掲載
・庁内放送・とちぎテレビデータ放送による啓発
・出前講座による啓発
・市民から募集した食品ロス削減レシピをまとめ、市施設や市内小売店などで配布
・フードドライブを実施し、食品ロス削減を呼びかける

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 10月 栃木市内 ・広報等を活用し期間中は積極的に情報を発信、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　0282-21-2420

日光市

食品ロス削減啓発 10月 日光市内 ・市広報誌、市ホームページ、ごみ分別アプリに食品ロス削減月間の記事を掲載する。
・市本庁舎及び各行政施設に、とちぎ３きり運動普及ポスターを掲示する。（「食べきり」「使いき
り」「水きり」）

日光市市民環境部
資源循環推進課
資源循環推進係
電話　0288-21-5138

小山市 食品ロス削減啓発

10月 市行政テレビ ・３きり運動の推進（「食べきり」「使いきり」「水きり」）ＰＲ 小山市市民生活部
環境課
ごみ減量対策係
電話 0285-22-9286

福島県

茨城県

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

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ運動 10月～ 県内

・食べきり協力店と連携してドギーバッグを店舗に配布し使用してもらう。また、効果的な取組をま
とめた事例集を作成し、食べ残しの持ち帰りの普及を図る。
・賞味期限が近い食品の有効活用など家庭でできる食品ロス削減動画(「MOTTAINAIクッキング動
画」）で普及啓発を行う。
・食品ロス削減月間を踏まえ、県内市町村、企業等にフードドライブを呼びかけ実施する。

群馬県環境森林部
廃棄物・リサイクル課
一般廃棄物係
電話：027-226-2853

前橋市

食品ロス削減啓発 ①9月15日
②③10月

①ラジオ放送（前橋CITY
エフエム）
②市広報「広報まえば
し」10月号、市ホーム
ページ・SNS等
③チラシの掲示

①食品ロス削減について呼びかける内容を放送する。
②食品ロス削減を呼びかける記事を掲載する。
③キャンペーンチラシを前橋市版に修正し、市役所窓口で掲示・配付する。

前橋市環境部
ごみ政策課
ごみ減量係
電話　027-898-6272

渋川市 フードドライブ 10月24～28日

渋川市内公民館
（中央公民館、伊香保公
民館、小野上公民館、子
持公民館、赤城公民館、
北橘公民館）

食品ロス削減の推進や、「食品ロス削減月間」の認知度向上のため、市内６箇所の公民館でフードド
ライブを実施する。
フードドライブの実施に併せて、公民館にフードドライブ活動を紹介するチラシを設置する。

渋川市市民環境部
環境森林課
森林・気候変動対策係
電話　0279-22-2114

「食品ロス削減月間」に合わ
せた啓発活動

10月
広報紙
ホームページ

・市広報誌及びホームページにより「食品ロス削減月間」における食品ロス削減に向けた取り組みを
周知する。

COOL CHOICE普及啓発イベント 10月22日、23日 ららん藤岡
・毎年ららん藤岡で実施している「COOL CHOICE普及啓発イベント」において、食品ロス削減に向けた
取り組みを周知するとともに、フードドライブを実施し、集められた食品を市が運営するフードバン
クに寄贈する。

さいたま市

第6回食品ロス削減全国大会in
さいたま

10月30日（日）
10月31日（月）

さいたま市大宮区 ・基調講演やクイズ大会、全国の自治体や企業の事例発表や意見・情報交換を行い、異業種の連携、
広域的な取組みの促進を図る。

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

食品ロス削減啓発等 10月 ・ホームページ及び広報
川越
・環境プラザつばさ館
他
・市内のセブンイレブン

・食品ロス削減の方法を紹介
・フードドライブの実施
・本市と包括連携協定企業（予定）である、株式会社セブンイレブン・ジャパンと連携し、「てまえ
どり」を促すポップによる啓発事業を実施する。

川越市環境部資源循環推進課
電話049-239-6267

川口市 食品ロス削減の啓発 10月 市内 市広報紙へ食品ロス削減啓発記事掲載

川口市環境部
資源循環課
048-228-5370

所沢市 食品ロスゼロのまち促進事業
①10月
②通年
③10～12月

①市内全戸
②市HP
③市内

①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。
②食品ロス削減に関する動画、レシピの公開
③ＳＮＳでの食品ロス削減関連記事の定期的な発信

所沢市環境クリーン部
資源循環推進課
電話　04-2998-9146

藤岡市

藤岡市森林環境部
環境課
環境企画係
電話 0274-40-2264

埼玉県

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

狭山市

食品ロス啓発活動
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

環境パネル展示

食品ロス削減キャンペーン

常時

毎月第四火曜日

10月

10月

ホームページ
庁内掲示板
ＳＮＳ等

市役所内

市役所1Fｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

市内セブンイレブン各店
舗

・ホームページで食品ロス削減に向けて啓発、ＰＲ
・出前講座の実施
・啓発用ポケットティッシュを配布
・ごみ分別アプリでの啓発・情報発信

・職員を対象にフードドライブを開催

・食品ロス削減についてパネル展示やちらしを配布する

・共同宣言企業のグループ会社㈱セブンイレブン・ジャパンと連携し、手前どりを促すポップによる
啓発を実施。

埼玉県狭山市
資源循環推進課
総務・施設更新担当
電話　04-2937-6943

フードドライブ

通年 ・越谷市役所庁舎内資源
循環推進課
・リサイクルプラザ
・児童館コスモス、ヒマ
ワリ

引き続き、公共施設4ヵ所においてフードドライブを設置し、食品ロス削減を呼びかける。

エコ・ウィーク２０２２での
食品ロスに関するパネル展示

10月1日、2日 イオンレイクタウン 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など啓発を行う。

市広報紙への啓発記事の掲載
及びホームページへの掲載

10月 市内全域 市広報紙に「食品ロス削減のコツ」として、家庭で行える食品ロス削減の方法などを掲載し啓発を行
う。

食品ロス削減キャンペーン

10月1日～ 市内全域 コンビニエンスストアと連携し、手前どりを促すPOPによる啓発を行う。

フードドライブ 10月9日(日) 入間市リサイクルプラザ
「第２日曜日はリサイクルの日」イベントにおいて、フードバンクいるまと共催でフードドライブを
実施する。

食品ロス削減啓発

①令和4年10月
②令和4年9月～

①広報いるま
②市内のセブンイレブ
ン、ファミリーマート

①10月は３Ｒ推進・食品ロス削減月間の記事を掲載し啓発する。
②株式会社セブンイレブン・ジャパン、株式会社ファミリーマートと連携し「てまえどり」を促す
ポップによる啓発を行う。

朝霞市 食品ロス削減月間

１０月 広報誌
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、広報誌と市ホームページに食品ロス削減に関す
る記事を掲載し、市民に啓発する

朝霞市市民環境部
資源リサイクル課
電話　048-456-1593

フードドライブの実施

9月1日（木）から11月
30日（水）まで

新座市役所本庁舎3階環境
課

食品ロス削減月間を含む期間に、食品ロスを削減することを目的として、フードドライブを実施す
る。

食品ロス削減の啓発

10月 広報 広報にいざ10月号において、食品ロス削減に関する記事を掲載する。

越谷市

越谷市環境経済部
資源循環推進課
電話　048-963-9181

新座市

新座市市民生活部
環境課生活環境係
電話　048-477-1547

入間市

入間市環境経済部総合クリー
ンセンター
☎：04-2934-5546

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

千葉市

食品ロス削減の啓発 10月 ①広報紙
②小中学校
③千葉市内またはオンラ
イン

①市広報紙（ちば市政だより10月号）への記事掲載
②市内小中学校において、校内放送での呼びかけ、給食だよりへの記事掲載、校内へのポスター掲示
③高校生以上の学生を対象としたワークショップの開催

千葉市
環境局資源循環部廃棄物対策
課
043-245-5603

市川市

食品ロスの削減 10月 市内 ・市広報紙への記事掲載
・フードドライブの開催
・懸垂幕の掲揚
・食品ロス削減に関するパネル展示

市川市
環境部生活環境整備課
047-712-6317

フードドライブ 6・10・2月 本庁舎
公民館

・本庁舎および公民館にてフードドライブを開催する。

食品ロス削減の周知・啓発 10月 広報紙
HP
SNS
市内デジタルサイネージ
等

・食品ロス削減に係る情報について、広報紙やSNS、市内デジタルサイネージ等の媒体を活用し、広く
周知を行う。

館山市

食品ロス削減月間 10月 市ホームページ
SNS
広報
庁内インフォメーション

・市ホームページやSNS、広報、庁内インフォメーションに食品ロス削減についての記事を掲載し、食
品ロス削減の周知を行う。

館山市建設環境部
環境課
0470-22-3354

佐倉市 食品ロス削減の啓発

10月 ホームページ
廃棄物対策課窓口

・廃棄物対策課窓口での啓発ちらし配布
・食品ロス削減やフードドライブ運動に関する記事を市ホームページに掲載

佐倉市役所環境部
廃棄物対策課
電話　043-484-6149

習志野市

食品ロス削減の啓発 10月 市ホームページ
広報誌
テレビモニター

市ホームページ、広報紙及び市役所庁舎に設置のテレビモニターに食品ロス削減についての記事を掲
載し、周知を行う

習志野市都市環境部
クリーンセンター
クリーン推進課
047-453-5577

勝浦市

家庭での「おいしいく食べき
り運動」キャンペーン

10月 ホームページ
広報誌

「１０月は食品ロス削減月間です。おいしく楽しく食べきろう！」をタイトルに、「全国おいしい食
べきり運動ネットワーク協議会全国キャンペーン」のちらしをベースに記事を作成し、住民への啓発
を行う。

千葉県勝浦市
清掃センター
電話　0470-73-2370

八千代市

食品ロス削減の啓発 10月 ホームページ
広報誌

・食品ロス削減に関する記事を市ホームページに掲載
・市広報への記事記載

八千代市経済環境部クリーン
推進課ごみ減量推進班
電話047-421-6768

　

食品ロス削減削減の啓発 10月 市広報紙
市ホームページ
ごみ分別アプリ
庁内デジタルサイネージ

・「おいしく楽しく食べきろう！」食品ロス削減啓発記事を掲載し、家庭での食べきりを呼びかける

フードドライブ 10月29日（土）
10月30日（日）

福太郎アリーナ ・産業フェスティバル会場内のブースにて、家庭で余っている食品を回収し、福祉団体や福祉施設に
寄付する

君津市

食品ロス削減啓発 10月 市ホームページ
市広報

市ホームページおよび広報誌にて食品ロス削減啓発記事を掲載し、家庭でのおいしい食べきり運動を
啓発する

君津市経済環境部
環境衛生課
一般廃棄物係
電話　0439-56-1224

船橋市

船橋市環境部
資源循環課
計画係
電話　047-436-2433

鎌ケ谷市

千葉県

鎌ケ谷市市民生活部
クリーン推進課
業務係
電話　047-445-1223
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

四街道市

食品ロス削減月間 10月中 市ホームページ等 市ホームページ等に食品ロス削減月間についての記事を掲載し、食品ロス削減の周知を行う 四街道市環境経済部
廃棄物対策課　計画係
電話　043-421-6132

印西市 食品ロス削減月間 10月中
広報紙、市ホームペー
ジ、市ツイッター、ごみ
分別アプリ

・市広報紙等に食品ロス削減月間・フードドライブについての記事を掲載し、食品ロス削減の周知を
行う。
・フードドライブの受付窓口を市役所に設置。
・当市の食品ロス削減協力店登録制度について、市内各施設でのぼり旗等で周知

印西市環境経済部
クリーン推進課　推進係
電話　0476-33-4504

白井市

食品ロス削減の啓発 10/1～10/31 広報
ホームページ
市役所内のデジタルサイ
ネージ

・広報、ホームページ、市役所内のデジタルサイネージで食品ロス削減についてPRしていく。 白井市役所
市民環境経済部
環境課
きれいなまちづくり係電話
047-401-5429

都イベントを活用した食品ロ
ス削減の普及啓発

10月28日（金）～30日
（日）

都内 ・都イベント「東京味わいフェスタ2022 TASTE of TOKYO」において食品ロス削減の取組紹介、フード
ドライブの実施
　https://tokyogrown.jp/ajifes/2022/

東京都環境局資源循環推進部
計画課計画担当
電話　03-5388-3474

食品ロス削減普及・啓発

10月 ①区広報、SNS
②デジタルサイネージ(品
川駅、本庁舎、区有施設)
③各地区総合支所
④アトレ品川3F
クイーンズ伊勢丹

①「食品ロス削減月間」、「食品ロス削減の日」の周知
②食品ロス削減啓発4コマ漫画による普及・啓発活動
③食品ロス削減啓発ポスターの掲示
④事業者との連携によるフードドライブの実施

芝浦港南ふれあい祭りによる
フードドライブの実施

10月29日(土) 芝浦港南区民センター ・芝浦港南ふれあい祭りにて、芝浦港南区民センターでフードドライブを実施する。

区内大型ビジョンでの周知・
啓発

10月

区内大型ビジョン

　区内大型ビジョンで食品ロス削減に係る動画を放映し、周知・啓発を図る。

食品ロス削減シンポジウム 10月 区公式Youtube（オンライ
ン形式）

　区民向けに食品ロス削減のためのオンラインセミナーによる啓発を図る。

食品ロス削減協力店ガイド
ブック配布

10月 　区民向けに食品ロス削減協力店を周知し、活用を推奨するガイドブックの配布を行う。

文京区 食品ロス削減啓発 10月中

①庁内、区施設
②区ホームページ、
Twitter、Facebook
③職員用の掲示板
④区報１面

①食品ロス削減啓発チラシの配布、ポスター掲示
②「10月は食品ロス削減月間です」をテーマに、食品ロス削減月間・食品ロス削減の日・キャッチフ
レーズ「おいしく楽しく食べきろう！」の周知、フードドライブ、食べきり協力店の紹介、食べきり
レシピの紹介
③「10月は食品ロス削減月間です」をテーマに、食べきりレシピの紹介
④①～③のとおり（食べきりレシピを除く）

文京区資源環境部リサイクル
清掃課
リサイクル推進係
電話　03-5803-1135

新宿区

港区

東京都
新宿区環境清掃部
ごみ減量リサイクル課
ごみ減量計画係
03-5273-3318

港区みなとリサイクル清掃事
務所
電話03-3450-8025

千葉県
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

台東区

食品ロス削減月間 10月1日～30日 区役所ロビー等 ・区役所ロビー等において、食品ロス削減に関するパネル展示を実施
・区広報紙に啓発記事を掲載
・食品を無駄なく使う取り組み（エコクッキング等）を周知啓発

台東区環境清掃部
清掃リサイクル課
電話　03-5246-1018

食品ロス削減啓発 10月 区広報誌 ・区広報紙に食品ロス削減啓発に関する記事を掲載する。

食品ロス削減啓発 10月 区内 ・墨田区食べきり推奨店を区ホームページやＳＮＳで周知する。また、墨田区食べきり推奨店を通じ
て食品ロス削減啓発に関するチラシ及び啓発物資を配布する。
・事業者との連携によるフードドライブの実施

江東区

３Ｒ推進月間・食品ロス削減
月間周知啓発
おいしく楽しく食べきろう
キャンペーンの周知

10月 区内 ・区民まつりにて、３Ｒ推進・食品ロスをテーマにしたパネル展示やゲーム、食べきり協力店の紹
介、食品ロス削減の啓発グッズの配布、生ごみ減量のテキスト等の配布、区民から寄せられたごみ減
量アイデアの掲示
・区報で「おいしく楽しく食べきろう！」キャンペーンの周知
・区報、ＨＰ、ＳＮＳにて３Ｒ推進・食品ロス削減月間に関する記事の掲載

清掃リサイクル課清掃リサイ
クル係
℡03-3647-9181

目黒区

食品ロス削減月間ＰＲ 10月 区内 ・めぐろ区報10月1日号に家庭で作る「食べきりカレー」（余りがちな食材を使ったカレー）の提案や
食べきり協力店の取組を紹介する記事を掲載し、食品ロス削減の啓発を行う。
・食べきり協力店（スーパー）において「食べきりカレー」キャンペーンを実施。店内ポスターや関
連食品コーナーに掲示するPOPで「カレーで食べきり！」を提案する。
・区総合庁舎1階ロビーにて、食品ロスをテーマにしたパネル展示を実施。全国キャンペーンのポス
ターも掲示し、キャッチフレーズ「おいしく楽しく食べきろう！」を周知する。
・区総合庁舎及び清掃関連施設にて、食べきりを呼びかける懸垂幕の掲出。

目黒区環境清掃部清掃リサイ
クル課計画普及係
電話　03-5722-9883

中野区

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

①10月17日(月)
　　～19日(水)
②10月24日(月)
　　　～11月4日(金)
③10月5日(水)～
④10月中

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
④ごみ減量・リサイクル
情報誌（月間の直前号）

食品ロス削減月間である10月に、３Ｒ推進と食品ロス削減を題材としたパネル展示により、家庭にお
けるごみ減量や食品ロス削減を広く区民に呼びかける。あわせて、区報及び情報誌にも特集記事を掲
載する。

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

①食品ロス削減講座

②食品ロス削減月間啓発
※共通キャッチフレーズ「お
いしく楽しく食べきろう！」
を使用予定

①10月6日（木）
＜パネル展示：10月3日
(月)～8日(土)＞

②10月

①農福連携農園すぎのこ
農園

②区内

①農福連携農園すぎのこ農園にて食品ロス削減講座を実施。あわせて、食品ロス削減に関するパネル
展示を行う。

②広報紙・区ホームページに食品ロス削減月間についての記事を掲載し、食品ロス削減の啓発を行
う。

杉並区環境部ごみ減量対策課
管理係
電話03-3312-2111
内線3743

豊島区

食品ロス削減月間 10月中 区内 ・３Ｒ推進と食品ロス削減を題材とした図書館での特別展示
・広報紙等で家庭におけるごみ減量や食品ロスの削減を区民へ呼びかけ
・民間事業者と連携してフードドライブを実施
・区政会館にて23区合同で家庭の食品ロス削減に係る取組を紹介したパネルを展示（9/9～11/2）

豊島区環境清掃部
ごみ減量推進課
計画調整グループ
03-3981-1320（直通）

墨田区

墨田区都市整備部
環境担当
すみだ清掃事務所
電話　03-3613-2229

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

区広報紙 区広報紙への食品ロス削減啓発記事の掲載

区SNS 区SNSで食品ロス削減推進月間についてＰＲ

庁内お知らせ 区職員に対し、庁内ポータルのお知らせ機能を利用して食品ロス削減の日について全庁周知

区保健所 食品関連事業者を対象に区保健所が実施をする更新講習会において、食品ロス削減に関する資料を配
布し、啓発活動を実施

区内施設 北区食品衛生協会が実施する食品衛生実務講習会において、食品ロス削減に関する資料を配布し、周
知啓発活動を実施

9月9日（金）～11月2日
（水）

東京区政会館 東京23区が各区において食品ロス削減啓発パネルを作成し、東京区政会館1階に展示

10月22日（土） 区内小学校 区内小学校にて実施されるイベント(北区環境展)において、小学生を対象に啓発活動を実施

荒川区

10月は食品ロス削減月間 10月中 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】
・りっくるからの挑戦状
　食品ロスに関する謎解きに挑戦するキャンペーンを実施することで、食品ロスについて考える機会
創出、削減意識の向上を図る。応募は、ＱＲコードからの電子申請とし、若い世代の参加を促す。
・食品ロス削減！ミッションチャレンジ
　子どもたちが食品ロスについて知り、考える機会をもてるような内容のキャンペーン。あわせて、
冷蔵庫整理の大切さについて、家族ぐるみで考える機会の創出も図る。
・「あら！もったいない！」食品レスキューキャンペーン
　賞味期限や消費期限が近づいた商品に区のポイントシールを貼り、その商品を購入した人がシール
を集めると抽選で参加特典が当たるキャンペーン。期限切れによる食品ロスを削減することができ、
消費者に手前どりの習慣をつけることが期待できる。

荒川区環境清掃部
清掃リサイクル推進課啓発指
導係

TEL：03(5692)6697

フードドライブの実施 常時 区内地域センター ・区内に１８カ所ある地域センターの窓口で常時（平日９時～１７時）フードドライブを実施してい
る。

食品ロス削減啓発 広報紙
9月24日（土）
区役所イベントスペー
ス
9月26日（月）～30日
（金）

区内 ・広報紙にて１０月が食品ロス削減月間であることについて掲載し周知。
・区役所内のイベントスペースにて食品ロスに関するパネルを展示。

食品ロス対策講座 11月2日（水） 区立グリーンホール ・外部講師を招き、食品ロスをテーマとした講座を実施。

板橋区資源循環推進課資源循
環協働係
03-3579-2258

北区

食品ロス削減啓発 10月 北区リサイクル清掃課
電話　03-3908-8538

板橋区

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

葛飾区

食品ロス削減啓発 10月 なし ・家庭でのおいしい食べきり全国キャンペーンポスターを作成し、区内掲示板、各施設、かつしか食
べきり協力店、商店街等に掲示する。
・広報紙、区ホームページ、LINE、Twitter、Facebookに、「食品ロス削減の日」「食品ロス削減月
間」についての記事を掲載し、家庭における食品ロス削減の啓発を行う。

葛飾区環境部
リサイクル清掃課
ごみ減量推進係
03-5654-8273

八王子市

①広報特集号「ごみゼロ通
信」への記事掲載
②フードドライブ
③手前どりの啓発
④フードシェアリングサービ
ス

10月 八王子市内 ①10月1日号広報特集号にて、フードシェアリングサービスについて掲載し、食品ロス削減について呼
びかける。
②窓口でフードドライブを実施。
③手前どりの啓発
④フードシェアリングサービス「タベスケHachioji」のサービス開始

八王子市資源循環部ごみ減量
対策課
電話　042-620-7256

武蔵野市

食品ロス削減月間（10月）に
かかる食品ロス削減の呼びか
け

10月 市内小売店等 すぐに食べる場合には手前にある商品からとることで、事業系食品ロスを削減することを呼びかける
「てまえどりポップ」を、市内に店舗のある小売店等に配布して掲示等を依頼する。

武蔵野市環境部ごみ総合対策
課
電話　0422-60-1802

三鷹市

エコアクションキャンペーン
～食品ロスを削減しよう～

➀　10月20日（木）
➁　10月
➂　10月

➀　JR三鷹駅南口
➁➂　ごみ減量・リサイ
クル協力店

➀　啓発用ウェットティッシュを配布し、食品ロスの削減を呼びかける。
➁　店頭やレジ等で啓発用ウェットティッシュの配布を行う。
➂　店内放送で食品ロスの削減を呼びかける。

三鷹市生活環境部ごみ対策課
電話　0422-29-9613

10月～1月

（1）食品ロス削減月間（10月）の啓発活動
・広報誌に「家庭でのフードロスを減らしましょう」、「フードドライブにご協力を！」の記事を掲
載し、食品ロス削減の啓発を行う。
（2）食品ロス削減強化月間
・会食の多い12月から1月にかけて、会食での食べ残し削減に対する記事を広報誌へ掲載。また、庁内
喫茶スペース・食堂にてＰＯＰを置いて啓発活動を行う。

通年
市役所内清掃リサイクル
課の窓口

・フードドライブを常時受付し、子ども食堂等に寄付しているフードバンク等の団体へ提供する。
・広報誌やごみ収集カレンダーにて記事を掲載し、フードドライブへの協力および食品ロス削減の啓
発を行う。

府中市

食品ロス削減普及啓発 10月～ 市広報誌 ・市の広報紙、ホームページ及び当課の「ふちゅうごみ資源分別アプリ」、twitterに食品ロス削減を
周知して、その一環として家庭での食べきりを呼び掛ける

・食品ロス削減の取組として、市内の一部小売店に手前どりＰＯＰを設置

府中市生活環境部資源循環推
進課
３Ｒ推進係
電話　042-335-4437

10月 町田市内 ・市施設や市内のスーパー、コンビニなどに食品ロス削減ポスターを配布。
・スーパーにて、チラシ等を配布し、市民への普及啓発を行う。
・ＳＮＳ等で食品ロス削減月間をＰＲする。

第５回さんあーる広場in町田
シバヒロ

10月15日（土） 町田シバヒロ ・イベント会場にてチラシ等を配布し、市民への普及啓発を行う。

小金井市 食品ロス削減啓発

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
・「食品ロス削減月間」として、常設のフードドライブの周知を強化

小金井市環境部ごみ対策課
電話　042-387-9854

食品ロス削減啓発 常時
①市ホームページ
②小平市リサイクルセン
ター

①市ホームページに食品ロス削減についての記事を掲載する。
②小平市リサイクルセンターで「食品ロス削減月間」等の食品ロス削減ポスターの掲示を行う。

てまえどり運動 10月 小平市内
・市内コンビニエンスストアに「てまえどりポップ」を配布し、商品棚に掲示してもらうことで市民
への普及啓発を行う。

食品ロス削減啓発

東京都青梅市環境部
清掃リサイクル課
ごみ減量推進係
電話0428-22-1111

小平市

小平市環境部資源循環課
電話　042-346-9535

東京都

町田市

町田市環境資源部環境政策課
電話　042-797-0530

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

東村山市

食品ロス削減の普及啓発 １０月 東村山市内 ・市の広報誌およびホームページ・ＳＮＳを通じて家庭での食品ロス削減啓発を行う
・市内の食品小売店にポスター掲示を行い、食品ロス削減啓発を行う。
・市内公共施設において食品ロス削減啓発リーフレットを設置する。
・市内図書館において食品ロス関連図書展示を行い、普及啓発を行う。

東村山市環境資源循環部ごみ
減量推進課事業係
電話042-393-5111
内線3451

国立市

環境フェスタくにたち 10月22日(土) 国立市内 ・フードドライブ活動や食品ロス削減等のパネル展示を行い、市民への普及啓発を行う。 国立市生活環境部
ごみ減量課清掃係
電話：042-576-2119

福生市
フードドライブ
食品ロス削減啓発

10月 福生市役所

10月30日の食品ロス削減の日を含む10月に市役所にてフードドライブを実施する。集まった食品は
フードバンクへ寄付する。また、広報誌やホームページを利用し、フードドライブの周知を図るとと
もに、より多くの市民に参加を促す。

・広報誌及びホームページへの食品ロス削減啓発記事の掲載
・市役所庁舎内での食品ロス削減に係るパネル展示

東京都福生市
生活環境部ごみ減量対策課ご
み減量対策係
電話　042-551-1731

フードドライブ 10/3～10/14 市役所環境対策課窓口 家庭で食べなくなった食品（缶詰等）を回収し食品ロス削減を図る。

横断幕の設置 10/3～10/31 東大和市駅前
玉川上水駅前
市役所敷地内

食品ロスに関する横断幕を設置し市民に対して啓発を行う。

食品ロス削減啓発 10月 市ホームページ 市ホームページ等に、食品ロス削減啓発記事を掲載する

フードドライブ 通年 ごみ対策課窓口 フードドライブを常時受付し、フードパントリーを行っている市民ボランティア団体を通じて福祉団
体等へ食品を寄付する。

武蔵村山市

①食品ロス削減啓発
②フードドライブウィーク

①10月
②10月11日（火）～14
日（金）

①市内
②市役所ごみ対策課窓口

①「市報むさしむらやま」10月1日号に食品ロス削減啓発に関する記事を掲載する。
②10月第3週をフードドライブウィークと位置付け、市役所ごみ対策課窓口においてフードドライブを
実施する。

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

多摩市

食品ロス削減啓発 １０月中 広報紙及びホームページにて、食品ロス削減啓発記事の掲載 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

東久留米市

東京都東久留米市環境安全部
ごみ対策課管理係
電話042-473-2117

東大和市

市民環境部環境対策課ごみ減
量係
電話042-563-2111
内線1241
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

横浜市

食品ロス削減月間の取組 10月１日（土）～10月
31日（月）

横浜市内 家庭での食べきりにつながる行動について、広報啓発を行う下記事業を実施します。
・無印良品港南台バーズでのイベント（使い切りレシピを活用した調理実演、スタンプラリー、ワー
クショップなど）
・市内スポーツチームと連携したポスター掲出
・食材宅配事業者への記事掲載
・広報よこはまへの記事掲載

横浜市資源循環局３Ｒ推進課
電話：045-671-3593

「環境情報」への記事掲載

10月1日発行 毎月発行の「環境情報」の10月号に、「10月は食品ロス削減月間です」という記事を掲載。

市政だより多摩区版への記事
掲載

10月1日発行 市政だよりの多摩区版の３Ｒ月間の特集記事の中に、食品ロスの記事も掲載。

ラゾーナかわさきプラザ環境
イベントへの参加

10月15日（土） ラゾーナ川崎プラザ ラゾーナ川崎プラザで開催予定の環境イベントに、食品ロスに関するブースを出展予定。

フードドライブ

通年 ・フードドライブ窓口
（川崎市環境局減量推進
課）
・川崎市地球温暖化防止
活動推進センター
・ヨネッティー王禅寺
・生活環境事業所（4か
所）
・ごみ相談窓口（各区役
所等・月2回程度）

食品ロスの削減と食品の有効利用を目的として、フードドライブを実施。
10月はTwitterで広報予定。

生ごみリサイクル講座

10月23日（日） 川崎市多摩区麻生市民館 生ごみリサイクルリーダーが講師となり、ダンボールを使った生ごみリサイクルの手法を実演する。 川崎市環境局生活環境部減量
推進課
電話044-200-2579

鎌倉市

広報かまくら（市広報紙）等
による啓発

10月１日号 全戸配付 広報かまくら（市広報紙）等において、食品ロス削減月間であること、フードドライブを実施するこ
と等を掲載し、食品ロス削減について啓発する。

鎌倉市環境部
ごみ減量対策課

電話0467-61-3396

座間市

広報・SNS・HPを利用した啓発 10月1日 広報、HP、SNSを通じて、広く市民に食品ロスの削減を呼び掛ける 座間市環境経済部
資源対策課
資源対策係
電話　046-252-7985

愛川町

広報あいかわ
（町広報紙）

10月1日 - 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し、家庭でできる食品ロスの削減方法を
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

神奈川県

川崎市

川崎市環境局生活環境部減量
推進課
電話044-200-3436
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

新潟市

食品ロス削減の啓発 10月 市内 ・市発行の資源とごみの情報紙「サイチョPRESS」特集号の中で食品ロスに関する記事を掲載し、市民
に食品ロスの削減を呼びかける。
・市民向けの食品ロス削減に関する講座を開催する。

新潟市環境部
循環社会推進課
企画グループ
電話　025-226-1391

長岡市

・10月1日（土）
・10月1日（土）～31日
（月）

市広報誌 ・市の広報誌に食品ロス削減月間の記事を掲載する。
・本庁舎大型ビジョンにて食品ロス削減啓発動画を放映する。（1日6回程度）

長岡市環境部
環境業務課
電話　0258-24-2837

三条市 「食品ロス削減」の啓発

10月 市内 ・市の広報誌、ＨＰにより食品ロス削減に関する記事を掲載
・twitter、コミュニティFMによる広報
・食材の選び方、食材を無駄にしない調理方法、エコな後片付けの方法などの講演及び調理方法の実
演後、試食を実施

三条市役所
環境課環境衛生係
電話　0256-34-5558

小千谷市

食品ロス削減の啓発 9月25日発行（10月号） 市内 広報誌に「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する。 新潟県小千谷市
環境共生推進室
環境衛生係
電話　0258-83-3509

妙高市
フードドライブ
食品ロス削減啓発

10月 妙高市内
・イベント会場でのフードドライブの実施
・広報紙にて、家庭でできる「食品ロス削減」の取り組みについてPRする

妙高市
環境生活課
環境衛生係
電話　0255-74-0031

とやまリレーフードドライ
ブ・キャンペーン

通年 県内各地
キャンペーンに参加する様々な主体が実施するフードドライブについて、資機材の貸出し、食品寄付
先とのマッチング、情報発信など、実施協力を行う。

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

出前講座
おいしいとやま食べきり運動
～できることからはじめませ
んか～

随時 富山市内 自治会や地域の団体などを対象に出前講座を行い、家庭や外食時での食べ残しを減らし、おいしい富
山の食材を食べきることを呼びかける。

ホームページを利用した啓発 通年 食べきりレシピ＆アイデアを募集・掲載して、食べきりを呼び掛ける。

フードドライブ １０月 富山市内 市内で開催されるイベントや市庁舎で、フードドライブを開催する。

新潟県

富山市

富山市市民生活部
消費生活センター
電話　076-443-2123

富山県
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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・使い捨てプラス
チック削減キャンペーン

10月1日（土） イオンモール新小松
・規格外品の販売を行う「もったいない市」の開催
・フードドライブの実施
・啓発チラシの配布

もったいない市
①10月10日（月・祝）
②10月15日（土）
③10月23日（日）

①鞍月セントラルパーク
②産業展示館4号館
③西部緑地公園陸上競技
場

・規格外品の販売を行う「もったいない市」の開催

フードドライブ 10月中 県内各地 ・フードドライブの実施

食品ロス削減推進セミナー 10月27日（木） 県立図書館

・県民及び食品関連事業者を対象に、食品ロスの現状や求められる取組について有識者による講演を
行うとともに、食品ロス削減に向けた取組事例を紹介することで、食品ロス削減に対する理解を深め
るとともに、現在行っている取組内容の向上や、食品ロス削減に取り組む県民及び食品関連事業者の
増加を図る

食べきれなかった料理のお持
ち帰りモデル事業の実施

10月30日～（予定）
モデル店舗７店舗（予
定）

外食で料理を食べきれなかった際に、ご希望の方へ環境に配慮した持ち帰り容器をお渡しし、お客様
ご自身の責任で持ち帰りいただくモデル事業を実施する。

環境に優しい買い物キャン
ペーンの実施

10月日付未定 市内小売店
食品ロスについてのパネルやデジタルサイネージ、POPなどのグッズを利用し、食品ロス削減のための
「小わけパックの食品」や「期限が近い食品の購入（てまえどり、割引食品の購入）」など環境にや
さしい買い物の実践を呼びかける。

親子食品ロス削減クッキング
教室の開催

11月中予定 市内の調理実習施設
残り食材を活用した創作料理など、食品ロスを減らすアイデアについて、親子（小学生とその親）で
学ぶ料理教室を開催
（年間３回程度実施予定のうち、2回目）

食品ロス啓発事業 ・市の新聞広報に啓発記事を掲載する（予定）

加賀市 「食品ロス削減月間」周知

10月 市ホームページ
市庁舎窓口等

市ホームページや窓口において全国キャンペーンチラシを掲載 加賀市環境課
生活環境グループ
電話 0761-72-7885

フードドライブ 10月　日は未定 ふれあいリサイクルセン
ター・辰口福祉会館

能美市社会福祉協議会と協働し、ふれあいリサイクルセンター及び辰口福祉会館にてフードドライブ
を実施予定

食品ロス削減月間周知 10月 広報誌 広報誌にて、10月が食品ロス削減月間であることを周知

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

石川県

能美市

能美市市民生活部
生活環境課
電話　0761-58-2217

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　220-2507
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

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 県広報誌 ・県の広報誌およびホームページに食品ロス削減の記事を掲載し、家庭での食べきりを呼び掛ける

総合リユースイベント 10月23日（日） 福井市内 ・イベント会場にてチラシを配布し、県民への普及啓発を行う

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 環境政策課SNS SNSに食品ロス削減の記事を掲載し、家庭での食べきりを呼び掛ける

越前ふくいマルシェ２０２２
におけるパネル展示

10月15日（土）、16日
（日）

福井市中央公園 越前ふくいマルシェ２０２２に環境政策課ブースを出展してパネル展示やフードドライブ等を実施す
る

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
市ホームページ
職員グループウエア

食べきり運動を通じて食品ロス削減を推進することを目的とし、市広報誌等の掲載を通じて「おいし
く楽しく食べきろう！」を市民や職員に啓発する。

フードドライブ
ハーツわかさ店：
R4.12.9-11
市庁舎：R4.12.5-9

ハーツわかさ店および市
庁舎

福井県民生活協同組合と連携し、ハーツわかさ店および市庁舎にてフードドライブを実施する。

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広報誌、ホームペー
ジ、庁内
②大野市エキサイト広場
総合体育施設

①１０月３０日の「食品ロス削減の日」および「食品ロス削減月間」の周知と、家庭でできる食品ロ
スの取り組みを啓発する記事を掲載する。また、庁内インフォメーションにおいて、職員向けに周知
を行う。
②食育イベント「越前おおの食守フェスタ」において、食品ロス削減に関するパネル展示を行う。

大野市くらし環境部環境・水
循環課
環境G
電話　0779-64-4828

越前市

「おいしいえちぜん食べきり
運動」周知啓発

10月 越前市内 ・「おいしいえちぜん食べきり運動」周知啓発グッズとしてウェットティッシュを作成し、イベント
等で参加者に配布する。
・武生商工会議所及び越前市商工会に「おいしいえちぜん食べきり運動」に関する記事を会報誌に掲
載依頼をする。

越前市
産業環境部
環境政策課
電話　0778-22-5342

坂井市

広報掲載 9月28日（水）
広報発行日

市広報紙 広報さかい9月お知らせ版に食品ロス削減月間の記事を掲載し普及啓発を行う 坂井市生活環境部
環境推進課
電話　0776-50-3032

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月中 町内 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、ホームページ等で記事の掲載を行う。

美浜町住民環境課
電話　0770—32—6703

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
町広報（予定）
庁舎

・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、町広報（紙面空き状況による）、庁舎にて周知・啓発を行
う。

フードドライブ 6月10日～17日
12月中

庁舎 福井県民生活協同組合と連携し、庁舎(三方・上中)にてフードドライブを開催する。
若狭町

福井県

若狭町環境安全課
電話　0770-45-9126

小浜市民生部
環境衛生課
電話:0770-64-6016

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

福井市市民生活部
環境事務所環境政策課
循環型社会推進係
電話　0776-20-5609

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

食品ロス削減月間にあわせた
啓発「やまなし食ロス３ゼロ
運動」の実施

10月中旬 イオンモール甲府昭和
イオンモール甲府昭和にて、食べきりを含めた食品ロス削減推進に関する普及教室の開催やチラシ配
付などによる来店客への啓発活動を実施

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 食品ロス削減啓発 10月 市広報誌 ・広報誌で「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する。

山梨県甲府市環境部環境対策
室ごみ減量課
電話055-241-4327

残さず食べよう！３０・１０
運動

10月～ 県内 ・家庭での食品ロス削減を推進するため、県民へ以下のような普及啓発を行う。
　①長野県PRキャラクターアルクマでの街頭啓発の実施
　②テレビCMによる啓発
  ③ラジオCMによる啓発
　④飲食店特集新聞広告

長野県環境部
資源循環推進課
電話　026-235-7181

長野市
家庭における食品ロス削減街
頭啓発

10月27日（木） ＪＲ長駅駅前広場 ・食品ロス削減を推進するため、長野市、長野県、長野エコ活動推進本部（事務局：長野商工会議
所）の三者が連携し街頭啓発を実施。市は、のぼり旗「すぐたべくん」を掲出、ポケットティッシュ
を配布。

長野市環境部
生活環境課
ごみ減量企画担当
電話026-224-5035

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 ・市広報媒体
・市役所庁舎
・市内食品小売店
・松本駅前

・市広報誌、SNS、市ホームページ等で食品ロス削減月間および食品ロス削減の日について発信
・行政モニター、連絡通路へのポスター、庁舎前懸垂幕掲出等による周知
・家庭版「残さず食べよう！３０・１０運動」ポスター等を食品小売店に配布し、一斉掲出を依頼
・長野県松本地域振興局、松本山雅FCと共同で松本駅前で食品ロス削減啓発用ティッシュを配布

もったいないクッキンググラ
ンプリ（表彰式）

10月23日（日） ・松本市内 ・食品ロス削減につながるレシピを募集し、優秀なものを表彰するとともに、レシピ集の配布やSNS、
市ホームページ等の発信による周知を行うもの

上田市
家庭でできる食品ロス削減の
啓発

9月30日(金)～10月31日
(月)

・上田市広報
・上田駅

・10月30日の食品ロス削減の日を含む、10月に家庭でできる食品ロス削減の方法など食品ロスに関す
る啓発を広報にて行う。
・家庭でできる食品ロス削減のポスターを上田駅構内の掲示板に掲示する。
・上田市ホームページにて食品ロス削減について掲載する

上田市生活環境部生活環境課
環境政策担当
電話　0268-71-6428

伊那市 食品ロス削減啓発運動 10月,12～3月 市公式ホームページ等
・市報にて食べきりの啓発コラムを掲載
・市公式ホームページに食品ロス削減のページを掲載するとともに、食品ロス削減啓発ポスターを作
成、掲示し、啓発を行う

伊那市市民生活部
生活環境課
環境政策係
電話0265-78-4111

佐久市

食品ロス削減の啓発 10月 市広報誌 ・市の広報誌およびホームページに食品ロス削減の記事を掲載し、家庭での食べきりを呼び掛ける 佐久市環境部
生活環境課
電話　0267-62-3094

長野県

山梨県

松本市

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

フードドライブ 10月1日（土）～
10月16日（日）

海津市、恵那市、高山市
内のフードドライブ開催
場所

・フードドライブ実施会場にて、関連チラシの配布、パネルの設置等を行い、県民への普及啓発を行
う。

ぎふ食べきり運動 10月 公式SNS ・食品ロス削減の日に関する啓発する内容を投稿する。

岐阜市

3R推進、食品ロス削減啓発 10月 市広報誌 ・広報誌にて、10月の「食品ロス削減月間」、「3R推進月間」にあわせて食品ロス削減を啓発する。 岐阜市環境部低炭素・資源循
環課
電話　058-214-2179

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　0575-23-6732

羽島市

３きり運動の紹介 １０月 市広報誌 ・市の広報誌及びホームページに３きり運動の記事を掲載し、家庭での生ごみの減量を呼び掛けま
す。

羽島市役所生活環境部環境事
業課
058-392-1162

美濃加茂市

食品ロス削減啓発 10月 広報みのかも

みのかも取材日記（ブロ
グ）

・広報誌、ブログにて、「食品ロス削減月間」、「食品ロス削減の日」を周知し、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、啓発を行う。

美濃加茂市産業振興部環境課
環境政策係
電話 0574-25-2111

食品ロス削減啓発 常時
10月

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る。
・10/15号広報紙に食品ロス削減に関する記事を掲載し、食品ロス削減の啓発を行う。

食品ロス削減月間イベント 10月1,2日（土,日）
10月29日（土）

アピタ各務原店
イオンモール各務原

・岐阜県、東海学院大学、各店舗と協力してイベントを実施する。
・パネル展示、チラシ配布、食品ロス削減レシピ動画の放映により市民等への啓発を行う。
・集客のために、食品ロスに関する絵本の読み聞かせやマジックショーを実施する。
・アンケート調査を行い、食品ロスの実態の把握に努める。

食品ロス削減啓発パネル展 10月1日（土）～28日
（金）
10月29日（土）～11月
13日（日）

アピタ各務原店

イオンモール各務原

・食品ロスに関する情報をパネルで展示し、啓発を行う。

岐阜県

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

各務原市市民生活部
環境室環境政策課
電話 058-383-4230

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

教えて食品ロス削減投稿キャ
ンペーン

10月１日（土）～11月
30日（水）

県内全域 食品ロス削減月間に合わせて、10月～11月の2か月間、食品ロス削減のポイント「買いすぎない」「使
いきる」「食べきる」の実践を促す「教えて食品ロス削減投稿キャンペーン」を実施する。
小売店の協力を得て食品ロス削減のポイントを周知する内容のリーフレットを配布し、インスタグラ
ムで県民及び県内企業に実践内容を募集する。

手前取りキャンペーン 10月～12月 県内全域

食品ロス削減月間に合わせて、県内のコンビニエンスストア2社及び小売店1社と協力し、商品棚の商
品の手前取りを促す、「手前取りキャンペーン」を実施する。

３Ｒ推進フォーラム 10月21日（金） 静岡市内 10月21日に食品ロスをテーマとしたフォーラムを開催予定。

フードドライブ啓発事業（予
定）

10月 フードドライブの啓発事
業を静岡市内のスーパー
等で実施予定。

市内のスーパー等で、フードドライブ啓発事業を実施予定。

ドギーバッグ啓発事業（予
定）

10月 ドギーバッグの啓発事業
を静岡市呉服町名店街で
実施予定。

市内の呉服町名店街でドギーバッグの啓発事業を実施予定。

浜松市

浜松市 環境×SDGs 笑いで繋
がるSDGs
HA!HA!HA!HAMAMATSU!! やらま
いかキャンペーン

10月1日（土）～11月30
日（水）

Instagram ・市民が調理したエコレシピの動画や写真をInstagramに投稿してもらうキャンペーンを実施する 浜松市環境部
ごみ減量推進課
減量推進グループ
電話　053-453-6192

SNSによる食品ロスの削減に係
る啓発

10月 Twitter
LINE
Facebook

・市の公式SNSにて、ごみの減量化と資源化を推進する「ごみダイエットプロジェクト」について投稿
し、重点取組である食事の食べキリの実践を市民へ呼びかける。

YouTube動画による食品ロスの
削減に係る啓発

10月 Youtube ・地域社会全体で食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着化を図ることを目的としたYouTube動画
を作成し、食品ロス削減に係る啓発を実施する。

チラシ配布による食品ロスの
削減に係る啓発

10月中旬～ 清掃センター ・家庭ごみを清掃センターに自己搬入する市民に対し、ごみの減量化と資源化を推進する「ごみダイ
エットプロジェクト」のチラシを作製・配布し、重点取組である食事の食べきりの実践を市民へ呼び
かける。

富士宮市エコ・クッキング講
座

10月25日（火） 保健センター栄養指導
室・調理実習室

・環境を思いやりながら「買い物「調理」「食事」「片付け」の方法を実際に料理をしながら学び、
参加者のエコ意識の醸成を図るとともに、ごみの削減やエネルギーの節約をする生活の実践に繋げ
る。

静岡県くらし・環境部環境局
廃棄物リサイクル課
資源循環班
電話　054-221-3349

静岡市

静岡市環境局ごみ減量推進課
ごみ減量・リサイクル推進係
電話：054-221-1361

静岡県

富士宮市

富士宮市環境部
生活環境課
電話　0544-22-1137

19 / 34 ページ



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

食品ロス削減イベント 10月末 未定 ・県民や食品関連事業者等を対象とするイベントを開催し、有識者による講演、食品ロス削減に取り
組む事業者や団体によるブース出展等を行う。

愛知県環境局
資源循環推進課
一般廃棄物G
電話　052-954-6234

食品ロス削減月間キャンペー
ン

10月 市広報紙10月号等

市内

オンライン

・食品ロス削減に関する記事を掲載する

・食品ロス削減メニューにチャレンジいただく企画を行う

・食品ロス削減の取組みを大人向け（①家庭②買い物③外出）、子ども向け（①理解編、②実践編）
に紹介した動画を配信

市施策等紹介番組「ナゴヤか
るた」

10月2日（日） テレビ ・食品ロス削減に関する内容を放送

豊田市

スーパー催事場での啓発

イベントでの啓発

食品ロス削減啓発ポスター表
彰式

フードドライブの実施

食品ロス削減アレンジ料理の
提供

食品ロス削減月間の啓発

10月

10月１日（土）、2日
（日）

10月

10月

10月15日

10月

市内

市内

市内小学校

市内

市内

市役所庁舎
広報紙

市内のスーパーと連携して食品ロス削減に関する啓発を行う。

市内で開催されるSDGsをテーマにしたイベントに参加し、食品ロス削減の啓発を行う。

夏休みに作品募集を行う食品ロス削減啓発ポスターのうち、優秀な２作品をラッピングしたごみ収集
車で応募者の学校を訪問し、表彰式と食品ロス削減に関する啓発を行う。

市社会福祉協議会、民間事業者と連携したフードドライブを実施する。

災害用備蓄食品と地元農産物を活用した食品ロスの削減につながるレシピを考案し、提供する。

市役所本庁舎に食品ロス削減月間を啓発する懸垂幕を設置する。
広報とよた10月号に食品ロス削減に関する記事を掲載する。

豊田市環境部循環型社会推進
課
電話　0565-71-3001

知多市
「知多市いちごニャンコ運
動」

10月 市内
・「知多市いちごニャンコ運動」推進記事のホームページ掲載
・ＳＮＳ、庁内向けの電子掲示板において、15日（いちごの日）、25日（ニャンコの日）に、食品ロ
ス削減の取組（冷蔵庫内の食材チェック）を呼びかける記事の掲載（毎月継続）

知多市環境経済部ごみ対策課
電話　0562-55-0300（知多市
リサイクルプラザ内）

豊明市

食品ロス削減啓発 10月 市広報誌 広報10月号に啓発記事を掲載 豊明市役所
経済建設部
環境課
ごみ減量推進係
電話　0562-92-1113

食品ロス削減月間の啓発 10月 町広報誌 広報こうた10月号およびホームページに啓発記事を掲載

こうた産業まつり 11月13日 幸田町内 イベント会場にてチラシを配布し、町民への普及啓発を行う

名古屋市

名古屋市環境局ごみ減量部資
源化推進室
電話　052-972-2379

幸田町

愛知県

幸田町環境経済部
環境課
環境保全G
電話　0564-63-5146
　　　（直通）
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

食品ロス削減啓発 10月 三重県内 ・食品ロス削減月間として、広報テレビ、FMラジオ、広報誌等で、県の取組の紹介及び県民への普及
啓発を行う。

三重県環境生活部
廃棄物対策局
廃棄物・リサイクル課
リサイクル推進班
電話　059-224-2385

津市

食品ロス削減啓発 10月 津市内 ・食品ロス削減月間に合わせて、ごみ分別アプリで、「食品ロス削減」、「家庭でもできる食品ロス
の取組」を周知・啓発をする。
・庁舎内食堂にて食品ロスを啓発するポップを掲示する。

津市環境部環境政策課資源循
環推進担当
電話　059-229-3258

四日市市

食品ロス削減啓発 10月 市広報紙 ・市の広報誌にて食品ロスの実情、改善策等の特集記事を掲載し、市民や事業者に食品ロス削減の啓
発を行う

四日市市環境部
生活環境課
ごみ減量推進係
電話　059-354-8192

伊勢市
「すぐ食べるならつれてっ
て！」キャンペーン

10月1日～10月31日
減らそに！いせの食品ロ
ス協議会会員店舗（市内
13カ所）

10月1日～31日の1か月間、すぐ食べるのであれば期限の近いものから購入する消費者意識を向上させ
るため、見切り品の割引シールを集めて応募すると景品が当たる「すぐ食べるならつれてって！」
キャンペーンを実施する。
➡店頭で配布するキャンペーン応募用紙のリーフレットに家庭での食品ロス削減を呼びかける内容を
掲載する。

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

食品ロス削減啓発 10月 市広報紙 ・市の広報誌、ホームページにて食品ロスの実情、改善策等の特集記事を掲載し、市民や事業者に食
品ロス削減の啓発を行う

くわなフェスティバル 10月29日（土）10月30
日（日）

桑名市内 ・イベント会場にて市が運営している食品ロスマッチングサービス「のこさずくわな！ｂyタベスケ」
のチラシを配布し、市民・協力店舗の登録促進をはかる

鈴鹿市

①食品ロスゼロチャレンジ！
②ポスターでの啓発
③懸垂幕，のぼり旗での啓発
④啓発物の配布
⑤市広報での啓発

①10月16日(日)～
  10月29日(土)
②通年
③10月
④10月
⑤9月20日（配布日）

鈴鹿市内

①モニターを募集し，期間中の食品ロス発生ゼロを目指してもらう。食品ロスが発生した場合は，配
布する記入シートに食品名や廃棄理由等を記録してもらい，期間終了後に提出してもらう。集計結果
は市広報やＨＰで周知する。
②ポスターを庁舎に設置し，食品ロス削減を呼びかける。
③庁舎に懸垂幕を掲げ，協力いただける市内のスーパーマーケットにのぼり旗を設置し，食品ロス削
減を呼びかける。
④啓発パンフレット，在庫メモ用付箋を庁舎及び協力いただける市内のスーパーマーケット等で配布
し，利用者に食品ロス削減を呼びかける。
⑤食品ロスの記事を掲載し，食品ロス削減を呼びかける。

鈴鹿市環境部　環境政策課
環境政策グループ
電話　059-382-7954

名張市

食品ロス削減啓発 10月 市広報紙 ・市の広報紙およびホームページに食品ロス削減の記事を掲載し、家庭での食べきりを呼び掛ける 環境対策室
0595-63-7496

亀山市

食品ロス削減啓発 10月

令和4年10月～令和5年3
月

亀山市内 ・食品ロス削減について、市ホームページやケーブルテレビ、ＳＮＳなどに掲載。のぼり旗をセン
ター内に設置し、啓発を行う。

・県のモデル事業に参加し、食品ロス削減マッチングサービス「かめやまタベスケ」の運用を開始す
る。

亀山市産業環境部環境課廃棄
物対策Ｇ
電話　0595-82-8011

三重県
桑名市

桑名市市民環境部
環境対策課
廃棄物対策係
電話　0594-24-1436
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

県庁フードドライブ 10月20日（木）
～10月31日（月）

県庁 ・県職員を対象としたフードドライブを実施する。

連携フードドライブ 10月5日（水）
10月16日（土）

近江八幡市役所
多賀町内

・市町と連携して職員及び市町民を対象としたフードドライブを実施する。

環境に優しい買い物キャン
ペーン

10月～11月 県内各地 ・県内小売事業者、団体、行政がポスター掲示等を通じて食品ロスの削減を呼びかける。

広報ひこねへの掲載 10月号 広報ひこね誌面 食品ロス削減月間

ホームページへの掲載 10月 彦根市ホームページ内 食品ロス削減月間

ラジオ広報ひこね 10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。

庁内ＬＡＮ 10月 庁内ＬＡＮ 食品ロス削減月間、食品ロス削減の日（職員向け）

広報への掲載 10月号 広報おうみはちまん 広報おうみはちまん10月号で食品ロス削減月間を周知

ホームページへの掲載 10月 市ホームページ 市ホームページで食品ロス削減月間を周知

ごみ分別アプリへの掲載 10月 アプリ ごみ分別アプリで食品ロス削減月間を周知

環境にやさしい買い物キャン
ペーン

10月 市役所庁内 庁内でポスター掲示、リーフレット配布

フードドライブの実施（職員
向け）

10月5日 市役所庁内 庁内で職員対象にフードドライブを実施

「広報くさつ」での啓発 10月 市広報誌 市の広報誌に食品ロス削減の記事を掲載し、家庭での食品ロス削減を呼び掛ける

市役所および図書館での啓発
展示

10月 草津市立図書館
市役所

市役所および図書館にて、パネルやちらし等を用いた展示による啓発を行う。

東近江市

食品ロス削減月間 10月 広報ひがしおうみ
市ホームページ

・広報ひがしおうみ10月号及び市ホームページにて食品ロス削減月間を周知する。 東近江市市民環境部
廃棄物対策課
電話　0748-24-5636

滋賀県

近江八幡市

近江八幡市環境課
廃棄物対策Ｇ
電話0748-36-5509

草津市

草津市資源循環推進課
（草津市立クリーンセンター
内）
電話　077-562-6361

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

食品ロス削減推進啓発 10月 府内 ・府内食品小売店（コンビニ等）においてポスター等を掲示し食品ロス
  削減に係る取組の啓発を実施
・小売チェーン店の府内店舗にて、食品ロス削減月間のサイネージを放映
・SNSや府内駅構内のデジタルサイネージを活用し啓発動画を放映
・ラジオ等により「食品ロス削減月間」を周知
・社内フードドライブを行う企業を募集し、備品（のぼり）を提供

京都府府民環境部
循環型社会推進課
電話　075-414-4718

京都市

食品ロス削減月間における取
組

10月 市内各所 ・「てまえどり」ポスターの市政広報板、市バス・地下鉄への掲示など、各種媒体による周知啓発
・食品スーパー等での街頭啓発キャンペーンの実施及びキャンペーン会場でのフードドライブの実施
・食品ロス削減に役立つ行動などをクイズ形式で学ぶ「京の食品ロスゼロ検定」特設サイトの開設及
びキャンペーンの実施
・食品に関する知恵や工夫を楽しく学べるWEBサイトの開設及び食品スーパー等の事業者と連携した情
報発信
・大丸京都店と連携し、食品ロスをテーマとした親子向けの授業を開催
・(株)Mizkan Holdingsと連携して制作した「もったい鍋がいどぶっく」改訂版の発行及びキャンペー
ンの実施
・市庁舎でのパネル展示の開催
・市職員向けフードドライブの実施

京都市環境政策局循環型社会
推進部資源循環推進課
電話　075-222-3946

食品ロス削減に向けた取り組
み

10月等 市広報誌
市内小学校
市内飲食店・スーパー等

・市広報誌に食品ロス削減の推進に関する記事を掲載し、啓発を行う。
・市内小学生を対象に、食べきりについて掲載した「もったいない新聞」を発行し、児童及び各家庭
への啓発を行う。
・市内スーパー等の店頭にて、食品ロス削減啓発物品の配布による啓発活動の実施。
・市内飲食店へ「食べ切りポップ」掲示の協力依頼の拡大

食品ロス削減に向けた講演会 10月22日（土） 京丹後市内 ・食品ロス削減に向けた講演会の実施。

精華町

精華町食品ロス削減キャン
ペーン

10月1日（土）～
11月30日（水）

精華町内 ・冷蔵庫整理をはじめとした、各家庭において実践可能で有効的な食ロス削減のための取り組み内容
の啓発
・各家庭で実際に冷蔵庫整理を行った写真の募集
・食品ロス削減と食品の有効活用を目的としたフードドライブの実施
・各家庭や個人で行っている食品ロス削減のためのアイデアを募集、募集後広報などで方法を周知

精華町　健康福祉環境部　環
境推進課　資源循環係
電話　0774-95-1925

京都府

京丹後市市民環境部
生活環境課
電話　0772-69-0240

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

広報誌、ＨＰへの掲載 10月 府政だより
ホームページ

「始末の心」をテーマに10月が食品ロス削減月間であることのPRやおおさか食品ロス削減パートナー
シップ事業者及び府内市町村の取組を紹介する。

大阪府環境農林水産部流通対
策室
電話　06-6210-9607

大阪市

区役所や回収事業にかかる協
定締結事業者等の施設におけ
るフードドライブ

①10月27日(木)
②10月20日(木)
③10月11日(火)
④10月27日(木)
⑤10月14日・28日(金)
⑥10月4日・18日(火)
⑦10月27日(木)
⑧月～金(祝日を除く)
⑨10月28日(金)
⑩10月7日(金)
⑪10月11日(火)
⑫10月11日(火)
⑬10月13日(木)
⑭10月18日(火)
⑮10月11日(火)
⑯10月25日(火)
⑰10月1日(土)～10月31
日(月)
⑱10月23日(日)～10月
29日(土)
⑳10月1日(土)～10月31
日(月)
㉑月～金(祝日を除く)
㉒10月1日(土)～10月31
日(月)(休館日10月11日
を除く)

①都島区役所
②福島区役所
③此花区役所
④西区役所
⑤港区役所
⑥大正区役所
⑦天王寺区役所
⑧浪速区役所
⑨西淀川区役所
⑩淀川区役所
⑪東淀川区役所
⑫旭区役所
⑬城東区役所
⑭鶴見区役所
⑮東住吉区役所
⑯西成区役所
⑰(株)光洋
大阪市内20店舗
⑱生活協同組合おおさか
パルコープ
大阪市内7か所
⑳浪速区民センター
㉑浪速区社会福祉協議会
㉒なにわECOスクエア

食品ロスを削減するため、家庭などで余っている食品を持ち寄り、フードドライブ連携事業者等を通
じて必要としている人に提供する。

大阪市環境局家庭ごみ減量課
電話 06-663--3259

「順番につれてって！」プロ
ジェクト

10月3日～11月30日
市内食品スーパー協力店
舗

すぐ食べるなら期限の近いものから購入するなど行動変容を促し、食品スーパーでの食品ロスを削減
することを目的に、見切り品の割引シールを集めて応募するとエコグッズが当たる取組を実施する

てまえどりの普及啓発 10月3日～
市内食品スーパー・コン
ビニ協力店舗

市内の協力店舗に啓発POPを設置し、すぐに食べるなら期限が近いものから順番に購入する「てまえど
り」の呼びかけを実施する

食品ロスダイアリー
①7～9月
②9～11月

①堺市内小学校
②堺市内

①希望のあった小学校にダイアリーを配布し、授業または宿題として各家庭において廃棄食品を一定
期間記録してもらうことにより、食品ロス廃棄量やロスにつながりやすい行動の自覚を促し、減量の
工夫や削減につなげる。
②希望者が各家庭において廃棄食品を一定期間紙媒体等に記録してもらうことにより、食品ロス廃棄
量やロスにつながりやすい行動の自覚を促し、減量の工夫や削減につなげる。

ごみ減量啓発パネル展 10月3日～17日 堺市役所
市役所エントランスで食品ロス削減のほか、堺市で推奨している４Ｒ運動などに関する啓発パネルを
展示し、市民へごみ減量を呼びかける。

食品ロス削減オンライン説明
会

11月8日（火） 堺市役所
家庭で気軽に取り組める食品ロス削減の方法について、買い物編や調理編などの場面ごとに紹介す
る。無料配信アプリを利用したオンライン講座。

堺市

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

エネルギセンター見学会と出
前授業での啓発

通年 市内 ・市内小学校４年生約３０００人と高槻市民等を対象に、エネルギーセンター見学時または出前講座
において、食品ロス削減に関する啓発と啓発品の配布を行う。
啓発品（ニチバン（株）様からご提供いただいたディアキチワザアリテープ：食品保存容器等に賞味
期限等を表示できるテープ）

家庭での食べきり啓発キャン
ペーン

10月 市内所管事務所窓口 ・家庭での食べきりを呼びかけるチラシを配布し、ポスターを掲示する。配架する。

枚方市

食品ロス削減の啓発 10月 市広報誌
市ホームページ
公共施設　　　　他

・10月が食品ロス削減月間であることのPRと本市で展開している枚方市「食べのこサンデー」運動を
周知し、あわせて４R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）事業の取り組みを啓発活動
にて実施する。
・エコレシピ入りポケットティッシュの配布

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
・ごみ減量推進課
　電話　072-849-5374

茨木市 食品ロス削減の啓発活動 10月
市ホームページやごみ分
別アプリ

10月の食品ロス削減月間を広報誌やアプリに掲載し、食品ロス削減への協力を呼びかける。
大阪府茨木市
産業環境部資源循環課電話
072-620-1814

摂津市

①家庭でのおいしい食べきり
全国キャンペーン
②食品ロス削減啓発パネル展
③フードドライブ

①10月1日（土）～10月
31日（月）
②10月27日（木）～11
月1日（火）
③10月29日（土）～10
月31日（月）

①市役所、環境センター
②コミュニティプラザ
③コミュニティプラザ、
公共施設等

①左記の場所にて家庭でのおいしい食べきり全国キャンペーンのポスター掲示を実施。
②食品ロス削減に係る啓発物等の展示を実施。
③公共施設等10か所でフードドライブを開催（6月にも開催）。

大阪府摂津市生活環境部環境
業務課
電話　072-634-0210

食品ロス削減の啓発 10月 市広報誌 食品ロス削減に関する啓発記事の掲載

フードドライブ 10月29日（土） 東大阪市立消費生活セン
ター

消費生活展において、フードドライブのブースを設け、食品ロス削減の啓発を行う
東大阪市

市民生活環境部
資源循環推進課
電話 072-669-1886

大阪府

東大阪市環境部循環社会推進
課
電話　06-4309-3199

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

神戸市 10月
市ホームページや広報紙
等

・10月の食品ロス削減月間をホームページや広報紙で紹介し、本市の食品ロス削減の取り組みを周知
する
・30・40代の子育て世帯と単身高齢世帯を重点ターゲットとして、啓発事業を実施
・フードドライブの新規実施

神戸市環境局業務課
電話　078-595-6078

尼崎市

家庭でのおいしい食べきり全
国キャンペーン

10月 市内 ・市の広報誌により食品ロス削減に関する記事を掲載する
・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

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 食品ロス削減の啓発 10月
①市広報誌
②職員専用掲示板

①食品ロス削減月間に関する啓発記事を掲載する
②市職員に対して食品ロス削減の周知を行う

加古川市環境部環境政策課
電話　079-426-5440

宝塚市 食品ロス削減啓発

10月 市広報誌 ・市の広報誌に10月30日の食品ロス削減の日記事を掲載
・市のホームページでも同様のページを掲載
家庭での冷蔵庫チェックや「フードドライブ」の取り組みを呼びかける。

宝塚市環境部
クリーンセンター管理課
ＴＥＬ：0797-87-4844

高砂市 食品ロス削減月間
①10月
②10月3日（月）～

①市広報誌・ホームペー
ジ
②市役所・支所等

①啓発記事の掲載
②食品ロス削減の意識向上を図ることを目的に、野菜や果物の鮮度を保つことができる「鮮度保存
袋・愛菜果」の無料配布を実施する。

高砂市生活環境部
エコクリーンピアはりま
計画管理課
電話　079-448-5260

朝来市

食品ロス削減の啓発 10月 市広報誌・ホームページ
市役所本庁舎

・広報誌及びホームページに食品ロス削減の記事を掲載し、啓発を行う。
・市役所電光掲示板による啓発
・フードドライブの実施

朝来市市民生活部市民課環境
推進室
電話　079-672-6120

食品ロス削減啓発イベントの
開催

10月15日（土） 県内大型ショッピング
モール

・食べきりを推奨するこども向けゲームの開催。
・イベント会場におけるチラシ等の配布、啓発パネル等の展示、フードドライブの実施など、県民へ
の普及啓発を行う。

奈良県食と農の振興部豊かな
食と農の振興課
電話　0742⁻27⁻5424

上牧町

「食品ロス削減月間」の啓発 10月 町広報誌 広報10月号に関する啓発記事を掲載 上牧町役場
都市環境部
建設環境課
生活環境係
電話：0745-76-2504

和歌山県

食品ロスの削減啓発 9月、10月 ・県のＳＮＳ，ホームページ及びラジオによる啓発を実施 和歌山県環境生活部
循環型社会推進課
電話：073-441-2675

食品ロスの削減啓発

①9～10月
②10月

①県内
②県内

①フードドライブを実施し、県民に食品ロスの削減を呼びかける。
②スーパー等小売り店において、食品ロス削減に関するポスター等の掲示により、消費者に対する普
及啓発を行う。

鳥取県生活環境部循環型社会
推進課
電話：0857-26-7198

米子市 食品ロスの削減啓発

10月 市役所本庁舎１Ｆ

市役所及び出先機関

市HP

広報紙

・市役所本庁舎１Ｆ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ＰＲ画像を流す。
（１０/１５～１０/３１）
・市職員用の電子掲示板に食品ロス削減について掲載し、市職員に周知する。
・市ＨＰに食品ロス削減の記事を掲載する。

・広報１０月号に食品ロス削減の記事を掲載する。

米子市市民生活部
クリーン推進課
生活環境担当
電話　0859-23-5259

兵庫県

鳥取県

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

食品ロス削減月間キャンペー
ン

１０月 県下一斉（新聞、地域情
報誌、SNSなど）

県民の方にとって親しみやすく、食品ロスの削減に向けた具体的な行動に移せる県民参加型企画を実
施する。

岡山県環境文化部循環型社会
推進課
資源循環推進班
電話０８６－２２６－７３０
６

環境啓発アンケート 6月18日（土） ・ファジアーノ岡山サンクスマッチにおいて、食品ロス削減・海洋ごみ問題に関するアンケートを実
施※HPにて結果報告

未来わくわくSDGSフェスタ　

8月23日（火） 岡山市内 ・イオンモール岡山においてフードドライブを設置し、食品ロス削減を呼びかける。
・啓発用ボックスティッシュの配布。

４R啓発展 10月21日（金） 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、食品ロス削減を周知・啓発。

出前講座 年中 岡山市内 ・市職員が出向いて「食品ロス削減講座」を実施。
・桃太郎のまち岡山コンポスト（ダンボールコンポスト）を利用した生ごみ削減講座の中で、食品ロ
ス削減を含めたごみの減量化・資源化の啓発。

家庭における食べきりキャン
ペーン啓発

10月初旬放送予定で調
整中

10月

市内各地

庁内

・地域ＦＭラジオ通じ，「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。
　
・庁内向けネットワークにて職員に食品ロス削減月間・食品ロス削減を呼びかける。

笠岡市　市民生活部　環境課
電話　0865-62-3805

10月～11月 市民課 ・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ＰＲ」を流す。（10/1～
11/30を予定）

10月 市内全戸配布 ・10月号広報誌・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Ｐ
Ｒ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。

出前講座 年中 市内各地 ・市職員が出向いて求められる内容に併せ食品ロス啓発をまじえ講座を行う。

矢掛町

食品ロス削減啓発月間 10月 町内 ・町の広報紙，ケーブルテレビなどのメディアを通じて食品ロス削減の啓発を行う。 矢掛町役場町民課
住民環境係
℡：0866-82-1011

食品ロス削減イベント「スマ
イル！ひろしま広場」

10月30日（日） 広島駅南口地下広場・川
の駅

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放映やクイズ等を行うイベ
ントを実施する。

環境講座 ①10月12日（水）
②10月17日（月）
③10月23日（日）

①美鈴が丘公民館
②ＪＡ祇園支店
③緑井集会所

家庭ごみの分別・減量・リサイクルに係る講座を実施する。

フードドライブ ①10月9日（日）
②10月10日（月）

①中工場
②広島文教大学

各施設におけるイベント等に合わせてフードドライブを実施する。

呉市 食品ロス削減啓発 １０月
市広報誌
ホームページ
呉市役所本庁舎

・市広報誌11月号(令和４年10月発行)とホームページに啓発記事を掲載。
・市役所本庁舎において，食品ロス削減に関するポスターを掲示。

呉市環境部環境政策課
電話　0823-25-3301

広島市

広島県

広島市環境局環境政策課
電話　082-504-2505

岡山県

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

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

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等で食べきり協力店や食品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

宇部市 食品ロス削減啓発
9月26日（月）～10月7
日（金）

市内ショッピングモール ・市内ショッピングモール内にて、食品ロス削減に関するパネルを掲示

宇部市市民環境部
廃棄物対策課
電話：0836-34-8247

防府市
市広報による食品ロス削減の
啓発

10月 市内
食品ロス削減月間である10月に、市広報で「食品ロス削減」の特集記事を掲載し、家庭でできる食品
ロス削減方法やフードバンクの取り組み等について情報発信する。

防府市生活環境部
クリーンセンター
庶務係
電話　0835-22-4742

長門市

食品ロス削減の啓発
食品ロス削減月間の周知

10月 長門市内 ・市の広報誌およびホームページ、ごみ分別アプリにおいて食品ロス削減関連の記事を掲載し、啓発
を行う

長門市市民生活部
生活環境課
廃棄物対策班
電話　0837-23-1249

・かがわ食品ロス削減大賞の
募集
・県広報誌への掲載
・SNS広報

・テレビ広報

・ラジオ広報

・メールマガジンの配信

・県商工会連合会会報誌への
掲載

・～10月31日（月）

・10月号
・10月中随時

・９月29日（木）

・10月20日（木）

・10月２日（日）

・10月中随時

・９月号

・食品ロス削減に向けた優れた取り組みを実施している家庭や企業・学校などを表彰する「かがわ食
品ロス削減大賞」を募集する。
・県広報誌で「かがわ食品ロス削減大賞」の応募を呼び掛ける。
・フードドライブの開催情報やかがわ食品ロス削減大賞の募集について、廃棄物対策課公式SNSで情報
発信する。
・県政テレビ「サン讃かがわPLUS」でフードドライブに取り組んでいる県内の学生団体を紹介する。
・県政テレビ「サン讃かがわPLUS」で食品ロス削減の取り組みを行う際に香川県食品ロス削減推進
キャラクター「たるる」のイラストの使用を呼び掛ける。
・RNCラジオ「おしえて香川県」で食品ロス削減に向けた取り組みの紹介やかがわ食品ロス削減大賞の
応募を呼び掛ける。
・県のメールマガジンで「たるる」のイラスト使用やかがわ食品ロス削減大賞の応募を呼び掛ける。
・「たるる」のイラスト紹介と使用を呼び掛ける。

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

高松市

食品ロス削減啓発キャンペー
ン

出前講座

フードドライブ

10月
10月
通年

通年

高松市役所
市内
市内

市内

・香川大学と連携、フードドライブを実施し、周知啓発を行う
・事業者と連携し、食品ロス削減について周知啓発を行う
・希望する団体に対して、食品ロスに関する出前講座を行う

・フードドライブ実施団体への支援

高松市環境局ゼロカーボンシ
ティ推進課資源循環係
電話  087-839-2393

多度津町

食品ロス削減の啓発活動 10月 町内
町内小中学校

・町広報誌10月号に「食品ロス月間」に関する記事を掲載し、周知啓発を行う。
・家庭での食品ロス削減啓発のリーフレットを作成し、町内自治会に回覧して町民に食品ロス削減の
協力を呼び掛けるとともに、イベントにおいて町民に配布する
・食品ロス削減啓発の子供用リーフレットを作成し、全校生徒に配布して家庭での食品ロス削減の意
識啓発を行う

多度津町住民環境課リサイク
ルプラザ
電話　0877-33-4425

香川県

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

愛媛の３Ｒフェア 10月1日（土）～2日
（日）

愛媛県松前町（エミフル
ＭＡＳＡＫＩ）

・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、
フードドライブを実施する。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。

えひめの食べきり推進店での
食品ロス削減の普及啓発

10月 えひめの食べきり推進店 ・食品ロス削減月間に合わせて、食品ロス削減の取組を実践する県内食品小売店舗「えひめの食べき
り推進店」において、食品ロス削減に関するポスター等の掲示により、消費者に対する普及啓発を行
う。

食品ロス削減に関するラジオ
コーナーの実施

10月 FM愛媛 ・FM愛媛の放送番組内の５分コーナーで食品ロス削減に関する取組み等を毎週啓発する。

食品ロスゼロチャレンジ事業 10月 HP ・家庭で発生する１週間の食品ロス内容（原因及び種類）を記録できる「食品ロスゼロシート」を作
成・配布するとともに、記録結果をHP上で回収し集計することにより、各家庭で発生する食品ロス状
況を可視化する。

食品ロス削減デジタルアク
ション推進事業

10月 HP
Instagram

・県民から食品ロスに取り組んでいる様子（アイデア、レシピ等）を写した写真や食品ロスに対する
想いを表現した写真を募集し、応募作品を活用して食品ロスに関するモザイクアートを作成する。
・作成したモザイクアートを活用した啓発動画を作成し、多角的なツールによる情報発信を行う。

愛媛県庁フードドライブの実
施

10月 愛媛県庁 ・愛媛県庁の職員が家庭内にある未利用食品を持ち寄り、集まった食品をフードバンク団体に寄付を
するフードドライブを実施する。

環境フェア 10月22日、23日 アイテムえひめ

・環境に関する取組の紹介やステージイベントなど、楽しみながら学べる環境イベントを開催する。
・食品ロス削減啓発の一環で「フードドライブ活動」を実施。
※県内最大の住宅展示イベントと同時開催し、会場全体でＳＤＧsとエコライフを意識した啓発を行
う。

「食品ロス削減」啓発（市広
報誌10月1日号）

10月 市広報誌 ・「食品ロス削減」につながるフードドライブ活動の紹介やフードドライブ活動の推進につながる貸
出ツールの紹介。

「食品ロス削減」啓発（テレ
ビ放送）

10月17日、20日 愛媛県CATV ・「食品ロス削減」につながる食材の保存のコツやフードドライブ活動等を紹介。

「食品ロス削減」啓発（ラジ
オ放送）

10月15日 南海放送ラジオ ・「食品ロス削減」につながる冷蔵庫の在庫チェックやフードドライブ活動等を紹介。

ミニ環境フォーラム「いのち
をいただくこと」

10月1日 松山三越地下１階 生産者からの視点から食品ロス削減や地産地消について考える講演会。

フードドライブセット貸出事
業

10月～随時 松山市近郊
・フードドライブを実施する団体等にツールを貸出すことで、食品ロス削減につながるフードドライ
ブ活動を推進。

　

家庭での「おいしい食べきり
運動」キャンペーン

10月 市広報誌 ・市の広報誌およびホームページに食品ロス削減の記事を掲載し、家庭での食べきりを市民に呼び掛
ける。
・FMラジオにより食品ロス、フードドライブについて市民に呼びかける。

いまばり環境フェステバル
2022

10月23日（日） 今治市ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ内 ・イベント会場にてチラシ配布とフードドライブを実施し、市民への普及啓発を行う。

松山市

愛媛県松山市役所
環境部
環境モデル都市推進課
環境活動推進担当
電話　089-948-6756

愛媛県

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

今治市

今治市市民環境部
市民環境政策局
資源リサイクル課
電話　0898-47-5374
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行事名 開催(予定)時期 開 催 場 所  内            容 連絡先自治体名

宇和島市

食品ロス削減月間の周知・普
及啓発

10月 広報誌、ホームページ 広報誌及びホームページにて「食品ロス削減」について周知。 愛媛県宇和島市市民環境部生
活環境課　環境政策係
電話　0895-49-7014

西条市

食品ロス削減の啓発 10月 市広報紙 市広報紙10月号に食品ロスの記事を掲載 西条市環境部環境政策課
電話0897-52-1367

伊予市

食品ロス削減の啓発 10月 市広報誌
ホームページ

・市の広報誌およびホームページに食品ロス削減啓発記事の掲載 愛媛県伊予市産業建設部環境
政策課
電話　089-909-6338

西予市
「おいしい食べきり運動推進
店」の登録推進

10月～随時 市内

昨年度同様に、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）

愛媛県西予市生活福祉部環境
衛生課
電話：0894-62-1132

久万髙原町

食品ロス削減啓発 10月 広報誌及びホームページに食品ロス削減啓発記事の掲載 久万高原町環境整備課
環境衛生班
電話0892-21-1111

「食品ロス削減月間」に合わ
せた啓発

10月 県広報紙
ラジオ
新聞
生活情報誌

・食品ロス削減月間に合わせて、「食品ロス削減月間（食品ロス削減の日）」の周知及び食品ロス削
減の啓発を行う。

高知県文化生活スポーツ部県
民生活課
電話　088-823-9653

10月 広報紙 ・庁内の各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10月号に本キャンペーンについて記載し，家庭での食べきり
を呼び掛ける

10月 高知市内 ・例年10月に市内の各会場で行っている廃棄物行政地区説明会（ごみ懇談会）の開催の案内送付と合
わせて，町内会長や廃棄物減量等推進員等にチラシを配布し，市民への普及啓発を行う

10月 高知市内 ・高知市役所内の食堂レストラン「せんだんの木」にて，チラシを配布し，市民への普及啓発を行う

SDGs関連イベント 10月15日（土），16日
（日）

高知市内 ・イベント会場にてチラシ配布及び食品ロス削減パネル展を実施し，市民への普及啓発を行う

高知県

高知市

家庭でのおいしい全国共同
キャンペーン

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

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

県広報誌への掲載 9月 県広報誌 県広報誌９月号において、県民に対して食品ロス削減を呼びかける記事を掲載

新聞への掲載 10月 新聞 １０月の食品ロス削減月間中に、県民に対して食品ロス削減を呼びかける記事を掲載

ロビー展示 10月 県庁１階ロビー １０月の食品ロス削減月間中に、県庁１階ロビーにおいて食品ロス削減啓発ポスターや啓発物資（紙
芝居、カードゲーム等）の展示を実施

食品ロス削減ポスターコンテ
スト入賞作品の広報

10月 県内の小・中学生を対象に夏休み期間中に募集した食品ロス削減ポスターコンテスト作品について、
審査のうえ、食品ロス削減月間である10月に入賞作品及び入賞者の広報を実施する

北九州市

「期限切れ食品」削減キャン
ペーン

「残しま宣言応援店」応援
キャンペーン

10月19日～12月14日
（予定）

10月7日～12月28日
（予定）

協定参加事業者各店舗
（約80店舗）

残しま宣言応援店（約280
店舗）

・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当たるキャンペーンを実施。

・「残しま宣言応援店」登録店舗の認知度を向上させ、利用促進を図るため、店舗を利用し応募する
とエコグッズが当たるキャンペーンを実施。

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

フードドライブ事業 10月～3月 福岡市内 ・市内施設においてフードドライブスポットを設置し、食品ロス削減に向けた啓発を実施予定。

食品ロス削減啓発 10月 福岡市内 ・市政だより10月1日号（全戸配布）にて、食品ロス削減月間の紹介を行う。

古賀市

・環境パネル展
・広報誌、POP展示

・10月
・10月以降

・市役所市民ホール
・古賀市内

・市民ホールにて、「3010運動」や「てまえどり運動」などの啓発パネルを展示予定。
・10月の食品ロス削減月間を皮きりに食品ロス削減の啓発を実施予定（広報誌、市内小売店内でのPOP
の展示）。

福岡県古賀市市民部環境課資
源循環推進係
電話　092-942-1127

「10月は食品ロス月間」イベ
ント

10月2日(日）
10月9日(日）
10月16日(日）
10月23日(日）
10月30日(日）

鳥栖市
佐賀市
佐賀市
唐津市
武雄市

・県内5ケ所のショッピングセンター等で食品ロス削減推進啓発イベントを行う。
　・エフエム佐賀公開ラジオ放送　・啓発パンフ配布
　・啓発グッズ配布　・アンケート実施　・フードドライブ実施
　・クイズ実施

「食品ロス削減月間」の広報 10月中 佐賀新聞
西日本新聞
エフエム佐賀

食品ロス削減月間に関する啓発記事の掲載と啓発放送の実施

家庭での食べきり運動の啓
発・推進

10月中 県内全域 ・県のホームページ掲載による家庭での食べきり運動の周知・協力依頼
・市町への家庭での食べきり運動実践への協力依頼

佐賀県県民環境部
循環型社会推進課
電話　0952-25-7078

福岡県

福岡県環境部循環型社会推進
課
事業化推進係
電話092-643-3381

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

佐賀県

佐賀県県民環境部
くらしの安全安心課
電話　0952-25-7069

福岡市
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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
市内のスーパーマーケットにおいて、マイバッグ持参・食品ロス削減記事を掲載したポケットティ
シュを配布し啓発を行う。

食品ロス削減の啓発 １１月～１月 市内 食品ロス削減・おいしく楽しく食べきろうの記事を掲載したポスターを作成配布し啓発を行う。

熊本県 八代市

食品ロス削減啓発 10月 市内 ・ＦＭやつしろ出演と広報誌折込チラシにより、10月の「食品ロス削減月間」の周知及び食品ロス削
減の啓発を行う
・フードドライブの実施

八代市市民環境部
循環社会推進課
電話　0965-34-1997

食品ロス削減啓発 10月 大分県内 ・食品ロス削減方法として「フードドライブ」を県内企業等に周知を図る。
・県内食品小売店と協力し、啓発ポスター・POPを掲示してもらう消費・賞味期限前食品購入キャン
ペーンを実施。

大分県生活環境部
うつくし作戦推進課
097-506-3123

3きり運動推進事業
（普及啓発・料理教室等）

年間事業 市内 ・「3きり運動推進事業」として、食品ロス削減を目的にテレビ番組、ラジオ番組、情報誌での広報等
を実施する。

・「3きり運動」（使いきり・食べきり・水きり）を家庭で実践するための料理教室「親子で食べきり
使いきりクッキング」を開催予定。

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

「食品ロス削減月間」の啓発 10月 市内 ・10月30日「食品ロス削減の日」を中心に、大分駅前（10月28日）及び市内スーパーマーケットなど
の小売店舗前にて、啓発活動として「啓発チラシ」「食品ロスダイアリー」「啓発グッズ」等を市民
へ配布予定。

・食品ロス削減月間を中心に「3きり運動・3010運動で食品ロス0」ポスターを小売店や飲食店等に掲
示を依頼予定。

・市報10月1日号内「リサイクルおおいた」のページに、「大分市食品ロスダイアリー」の活用など、
食品ロス削減月間に合わせた記事を掲載する。

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
（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

大分市

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

啓発CMの放送 未定 県内

県のシンボルキャラクター「みやざき犬」が買い物や調理時の場面において想定される食品ロスの削
減に働きかけるテレビCMの放映やSNS広告を配信し、食品ロス削減の啓発を行う。

食品ロス削減パネル展示 通年 県内の公立図書館 県内各地の公立図書館に一定期間食品ロス削減のパネルを展示することで、啓発を行う。

「食品ロスゼロにチャレン
ジ」

6月～9月 市内小学校 食品ロスに関し理解を深めてもらうため、小学３年生から５年生に夏休みに家庭でできる食品ロスを
実践してもらうためのパンフレットを作成し、身近な食品ロス削減のためにできることを考える機会
を提供する。

食品ロス削減の啓発ちらし配
付

6月 市内中学校 中学１年生を対象としたごみ減量啓発のちらしを作成した。その中で食品ロス削減に関する内容を記
載し啓発を行う。

食品ロス削減の啓発 通年 ホームページ 食品ロス削減に関する記事をホームページで掲載する。

出前講座 通年 市内 希望する団体に対して、食品ロスに関する出前講座を行う。

食品ロス削減の啓発 10月 ホームページ
日向市役所

・ホームページに食品ロス削減の記事を掲載し、また市役所内のホールではパネル展示を行う。

出前講座 通年 市内 ・希望する団体に対して、食品ロスに関する出前講座を行う。

鹿児島県

食品ロス削減月間キャンペー
ン

10月 鹿児島市内 ・食品ロス削減月間の周知，認知度の向上，食品ロスの削減を目的とした周知広報
・HPやtwittterによる情報発信

鹿児島県男女共同参画局
消費者行政推進室
電話 099-286-2530

沖縄県 那覇市

食品ロス削減啓発 10月 市広報誌、ホームペー
ジ、職員用掲示板

庁内

・食品ロス削減月間にあわせて、食品ロス削減の啓発を行う。

・全国キャンペーンポスターを庁内に掲示

那覇市環境部
環境政策課
一般廃棄物G
電話　098-951-3231

３５都道府県、１６９市区町で実施

日向市

日向市市民環境部
環境政策課
環境政策係
電話　0982-53-2256

宮崎県

宮崎市環境部
環境政策課
廃棄物企画係
(0985)21-1761

宮崎市

宮崎県環境森林部
循環社会推進課
電話　0985-26-7081
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茨城県

食品ロス削減啓発（手前どり
ポップの掲示）

10月 イオン各店舗
イトーヨカドー各店舗

商品を購入する際、商品棚の手前に並べられている消費期限や賞味期限が近くなった商品からとる
「手前どり」を推進するため、各店舗で啓発ポップを掲示する。

茨城県県民生活環境部資源循
環推進課
電話　029-301-3020

１県で実施

自治体名
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