
令和４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予定

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（地下鉄駅でのポスター掲示、市ホームページ
にPR動画の掲載、三角POP等啓発品の配布）
・大型街頭ビジョンでのPR動画放映
・出前講座の実施
・飲食店に対し、持ち帰り容器として「ドギーバッグ」の配布、食べきり啓発文言を印刷した「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
・ＳＮＳ・ホームページでもポスター掲載

江別市生活環境部
環境室廃棄物対策課
電話　011-383-4211

青森県

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ＣＭ、ポスター、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「やってみよう、食べきり注文！」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

・県職員に対しても、ポスター、庁内ポータルサイトにより、「やってみよう、食べきり注文！」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

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

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チラシを配布
・各種広報媒体による周知
・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

「食べきり」に係る啓発動画の
制作・配信

11月から web ・「食べきり」に係る啓発動画を、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。

食品ロス削減（てまえどり、食
べきり）に係る新聞広告の掲載

11月頃 新聞広告 ・地元新聞へ「てまえどり」及び「食べきり」に係る広告を掲載し、消費者への普及啓発を実施する。

「食べきり」を啓発するための
三角ポップの掲示

12月～１月 県内各地 ・県内飲食店やホテル・旅館等に、「食べきり」に係る三角ポップ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。

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

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

自治体名

北海道

秋田県

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

資料５

1/13



行事名 開催時期 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　023-630-2302

福島県

もったいない！食べ残しゼロ推
進運動

10月～1月 県内各地 ・２種類のサイズのドギーバックを食べ残しゼロ協力店へ提供し、食品ロス削減の推進を図る。 福島県生活環境部
一般廃棄物課
電話　024-521-7249

「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、県ホームページに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

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

日光市

食品ロス削減啓発 12月中旬～1月 市広報、HP、アプリ、商
工会議所会報誌への掲載

・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。
・商工会議所会報誌を介して「おいしい食べきり運動」への協力を要請。

栃木県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 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～1月 SNS、広報等 ・年末年始にあわせて啓発記事を掲載し、食べきりを呼びかける。 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

所沢市 食品ロスゼロのまち促進事業
①10月

②10～12月

①市内全戸

②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。

②ＳＮＳ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

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

食品ロス啓発活動

常時
12月

毎月第四火曜日

随時

ホームページ
庁内掲示板

市役所内

市内各所

・ホームページで食品ロス削減に向けて啓発、ＰＲ
・忘年会シーズンに合わせて、職員掲示板にて3010運動の呼び掛けを実施

・職員を対象にフードドライブを開催

・出前講座の実施

狭山市環境経済部
資源循環推進課
電話　04-2937-6943

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

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

・ＨＰにより、外食時の「おいしい食べきり」キャンペーンの広報を行う

・「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する。
・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

勝浦市 食品ロス削減の啓発

12月 広報誌 「おいしく残さず食べきろう！」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

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 市ホームページ
市広報誌

・会食やテイクアウト時にキャッチフレーズの「おいしく残さず食べきろう！」を合言葉に市ホーム
ページ及び広報誌により，広く周知を行う。

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

埼玉県

千葉県

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

港区

食べきり強化月間 12月～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

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。
・キャンペーンにあわせて、食べきり協力店スタンプラリーの実施予定。

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

　

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
「おいしく残さず食べきろう！」を周知する。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、「食べきり協力店MAP」の配布。

・3010運動や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15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する
・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、配布を依頼する
・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する
・「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19日～23日　中野区役所１階区民ホール東側にて
　(2)1月4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

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

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

立川市
令和４年度たちかわ
食べきりキャンペーン

令和4年12月１日（木）
から令和5年1月31日
（火）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
周知を行うとともに、小盛りを注文したり食べ残しを
しなかった客にノベリティを進呈する（希望者のみ）

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

町田市

まちだ☆おいしい食べきりキャ
ンペーン

12月～1月 市内各地 ・忘新年会など宴会での食べきりを、市内の公共施設や飲食店、神奈川中央交通バス車内にポスターも
しくはデジタルサイネージ掲示をして周知を行う。

町田市環境資源部
環境政策課３R推進係
電話　042-797-0530

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

令和4年12月～令和5年1
月

ホームページ

市役所本庁舎
小平市リサイクルセン
ター

市内公共施設

・「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

・「年末年始の外食＆テイクアウト時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

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、清掃だより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。

福生市生活環境部ごみ減量対
策課ごみ減量対策係
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４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

広報かまくら（市広報紙）等に
よる啓発

12月１日号 市広報紙 広報かまくら（市広報紙）等において、外食時の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーン期間中で
あることを掲載し、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

食品ロス削減啓発 10月 市内 市広報誌へ啓発記事の掲載
市内スーパーマーケット店頭で啓発活動
※啓発用ポケットティッシュを配布

座間市
資源対策課
資源対策係
046-252-7985

新潟県 三条市

食べ切りレシピを掲載

おいしく食べ切り

12月か1月号

1月号

12月号

12月

市広報誌

市広報誌

コミュニティFM

Twitter

・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

・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

・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

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

上市町

町HPへの掲載 12月～１月 町HP 食品ロスの情報や「おいしい食べきり運動」全国合同キャンペーンのチラシの掲載 上市町
町民課
生活環境班
電話　076-472-1111

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

11月

12月

市内１０店舗

市役所

・外食時に食べきれなかった料理のお持ち帰りモデル事業の開始

・市HPで「おいしい食べきり」の情報発信
・庁内放送により「外食時は残さず食べる」実践を呼び掛け

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

富山県

石川県

神奈川県
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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

12月～１月

11月～12月

県内各地

福井県商工会議所・福井
県商工会連合会

・福井県連合婦人会が、企業および飲食店に適量注文および食べ残しの持ち帰りなど「おいしい食べき
り運動」への協力を呼びかけ

・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

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

11月～12月 福井県商工会議所・福井
県商工会連合会

・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

福井市環境政策課
電話　0776-20-5609

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

勝山市

外食時の「おいしい食べきり」
キャンペーン

12月～1月 勝山市内 勝山市商工会議所に「おいしい食べきり運動」への協力を要請。広報誌への掲載 勝山市役所市民課生活環境係
電話　0779-88-8104

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」のオリジナルウェットティッシュを作成し、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

「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。

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等に掲載

・食ロス削減ポスターを公共施設へ掲示

甲府市　環境部
ごみ減量課
電話　055-241-4327

山梨県

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

伊那市 残さず食べよう！30・10運動

10～1月

12～1月

広報媒体

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
・市公式ホームページで食品ロス削減の取り組みについてを周知、特に10月は削減月間であること、年
末年始の食べ残し削減をアピール

・職員ポータルサイトにおいて、食品ロス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
　　　（内線2212）

軽井沢町

おいしく食べよう３０・１０運
動

１２月（予定） 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

ぎふ食べきり運動 12～1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
・同インスタグラムにおいて30・10運動の実践の呼びかけ

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

「おいしい食べキリ」強化月間 12月～1月 市内全世帯及び市内飲食
店

会食時に「食べきりタイム」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
するように努める様、市公式ホームページにおいて呼びかけを実施する。

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～1月予定 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

食品ロス削減啓発 10月1日（土） 広報みのかも

ホームページ

みのかも取材日記（ブロ
グ）

・広報誌、ホームページ、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。

美濃加茂市市民協働部環境課
環境政策係
℡0574-25-2111

各務原市

食品ロス削減啓発 12月～1月 市ウェブサイト 「おいしく残さず食べきろう！」のキーワードを掲載し、外食時は食べきれる量だけ注文するなどの啓
発を行う。

岐阜県各務原市市民生活部環
境室環境政策課
電話　058-383-4230

静岡県

ふじのくに食べきりやったね！
キャンペーン

12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月はポイント３倍とする。ポイントを貯めると抽選でプレゼントが当たる。
※「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

長野県

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

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、県内市町村等にポスターを掲示
・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！BMK劇場‟外食編”」、「“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て食品ロス削減取組例について紹介し、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掲載し、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

「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 ・県庁各課から飲食関係団体を通じて、飲食店での食事の食べきりを呼びかける協力を要請する
・県内市町からも各市町内の飲食店に同様の協力を要請する

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

四日市市

よっかいち食べきり推進店 通年 四日市市内 ・市内の飲食店、小売店、その他事業者を対象に申請を受け付け、食品ロス削減に取り組む事業者を
「よっかいち食べきり推進店」として認定する。

・認定店限定の卓上のぼり、マグネット、マスク等の食品ロス削減啓発グッズを作成し、「よっかいち
食べきり推進店」に配布等行い、食品ロス削減を呼び掛ける。

四日市市環境部
生活環境課
ごみ減量推進係
電話　059-354-8192

鈴鹿市

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 広報や市HP等で，「おいしく残さず食べきろう！」の啓発を行う。 鈴鹿市環境部
環境政策課
環境政策G
電話　059-382-7954

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、SNS等で「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンの情報を配信し、市民へ協力を
呼びかける。

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

滋賀県

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

愛知県

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

京都府

外食産業における食品ロス削減
業務（委託事業）

９月～３月（委託期
間）

府内各地 ・飲食店等が今後食品ロス削減に取り組む一助となるようセミナーを開催
・飲食店等が今後食品ロス削減に取り組む一助となるよう食品ロス削減の取組事例集を作成
・飲食店等において食べ残し削減に係る消費者向け啓発物を設置し、併せて消費者の食べ残しの実態を
把握するためのアンケートを実施
・情報誌等で食品ロス削減に取り組む飲食店等の情報を発信

京都府府民環境部
循環型社会推進課
循環・リサイクル係
電話　075-414-4718

豊中市
食べ物を大切にして、つなごう
「とよなか未来バトン」

12月～１月

市内飲食店

こども園

・豊中エコショップ認定店舗である飲食店に3010運動のチラシ・ポスターを送付し、啓発を依頼

※コロナ禍の状況に応じ、中止の可能性あり

・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

吹田市

市ホームページ及びSNSでの情
報発信

12月～1月 市内 市ホームページ及びSNSで、外食時等の「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンについて市民に周
知する。

吹田市環境部
環境政策室
資源循環担当
電話　06-6384-1702

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。
・市ホームページ・ごみアプリに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。

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 ・市役所及び環境センターに案内(啓発)のポスターを掲示 大阪府摂津市生活環境部環境
業務課
電話 072-634-0210

東大阪市

３０・１０運動 12月～1月 市役所庁舎内 ・テロップや電子ポスターを通して、外食時の食べきりについて啓発を行う。 東大阪市環境部
循環社会推進課
電話　06-4309-3199

熊取町

広報紙に掲載 １月号広報 ・町広報紙に「会食やテイクアウト時はおいしく食べきろう」等を掲載し、昨年度町内飲食店に配布し
た「mottＥＣＯ」ステッカーを掲示しているお店ではお持ち帰りができる事も併せて、住民に周知す
る。

大阪府泉南郡熊取町
住民部環境課
環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ
電話　072-452-6097

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
環境政策課
電話　079-426-5440

宝塚市

おいしい食べきり全国共同キャ
ンペーン

12月～１月

12月～１月

市内（広報）

庁内（広報）

・外食時の食べきりについて市広報誌、ＷＥＢを利用し、市民に啓発周知する。

・外食時の食べきりについて庁内掲示板等を利用し職員に啓発周知する。

宝塚市環境部
クリーンセンター管理課

ＴＥＬ：0797-87-4844

大阪府

兵庫県

10/13



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

奈良県

年末年始の食べきり啓発 12月～１月 県内 ・庁内掲示板を利用した職員に対する啓発を実施。
・SNS、HP等を通じて、県民へ年末年始の食べきりを啓発。

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 食品ロス削減推進

12月 ・県のＳＮＳやホームページ、ラジオを通じて、外食やテイクアウト時の食べきりについて啓発を実施
・全庁掲示板を利用して、職員に対する呼びかけを実施

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

・外食時の食べ残し持ち帰りキャンペーンを実施し、持ち帰りの取組を推進。

・フードドライブを実施し、県民に食品ロスの削減を啓発。

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

松江市環境エネルギー部
環境エネルギー課
電話　0852-55-5271

岡山市

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

・市ホームページにて食品ロス削減情報と「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンチラシの掲載。
・庁内にてポスターや卓上ポップを掲示。

岡山市環境局環境部
環境事業課
資源循環推進室
電話　086-803-1321

笠岡市

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月中で調整中

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

・庁内ポータル掲示板及び市ホームページに30・10運動等を掲載し取り組みを呼びかける
・市民課窓口設置の広告モニターで全国共同キャンペーンをＰＲし「おいしい食べきり運動」への協力
を呼びかける（12/1～1/末予定）
・市広報誌12月号に，食べきり運動について掲載し，広く市民に啓発・紹介することで，食べ残しなど
の廃棄を減らしごみ減量へつなげる
　
・地域ＦＭ放送番組内で，全国共同キャンペーンをＰＲ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啓発

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

岡山県

島根県
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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

12月16日～1月15日 市内16カ所

・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する。

・デジタルサイネージを活用して、30・10運動等の食品ロス削減のための取組を呼びかける配信を行
う。

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する。

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

香川県

３０・１０運動の啓発 12月～１月 ・廃棄物対策課公式SNS「3Rかがわ」や県広報誌で呼び掛け
・飲食関連事業者団体等を通じて、３０・１０運動への協力を依頼
・企業・団体に向けて、商工会議所や商工会の会報紙に記事の掲載やチラシの折込を依頼

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

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　市民環
境政策局資源リサイクル課
電話　0898-47-5374

宇和島市

外食時等の食べきり全国共同
キャンペーン

11月～1月 市内 市ホームページにて「おいしい食べきり運動」等の啓発、周知を行う。
市職員に対し、全庁掲示板で忘新年会における食べ残し削減の協力を呼びかける。

愛媛県宇和島市生活環境課
電話：0895-49-7014

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

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

「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。

大洲市

「おいしい食べきり運動推進
店」の登録推進

11月～（随時） 広報誌（市ＨＰ） ・外食産業からの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されている飲食店・
宿泊施設を「おいしい食べきり運動推進店」として登録し、その取り組みを広報誌や市ホームページに
て募集と紹介をする。（愛媛県との共同事業）

愛媛県大洲市役所
環境生活課
電話：0893-57-9966

高知県 高知市
「年末年始はおいしく残さず食
べきろう！」全国共同キャン
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掛ける

・「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，協力を呼び掛ける

・高知青年会議所及び高知商工会議所を通じ，事業所に「おいしい食べきり運動」への協力を依頼

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

広島県

西条市

愛媛県西条市環境部
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

愛媛県

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

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

12月～1月 ・食品ロス削減協力店
（福岡エコ運動協力店）
・市内主要部各所ほか

・年末年始の期間中、食品ロス削減に取組を強化等する協力店を募り、タウン情報誌にて紹介記事を掲
載
・年末年始の食品ロス削減に特化した広報を、市内中心部に設置している大型ビジョンでナレーション
付き動画を放映し、北部九州をエリアにもつFMラジオ局でのCM及び市営地下鉄駅でのナレーションを実
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

外食時の食べきり運動の啓
発・促進

12月～１月 県内全域 ・県のホームページ掲載による外食時の食べきり運動の周知・協力依頼　　・九州食べきり協力店・応
援店への協力依頼・普及啓発　　　　　　　　　・県内市町への外食時の食べきり運動実践への協力依
頼                 ・商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会を通した、企業および
飲食店に適量注文及び食べ残しの持ち帰りなど、食べきり運動への協力の呼びかけ

佐賀県県民環境部
循環型社会推進課R推進担当
電話 0952-25-7078

伊万里市 ３０１０運動の啓発 12月～1月 市内各飲食店 市の広報紙（12月号）やホームページで３０１０運動の周知広報を行う。
伊万里市環境政策課
リサイクル推進係
電話：0955-23-2145

長崎県 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

1月

・広報誌12月号にて、「おいしい食べきり」を周知。
・市のホームページや、ごみ分別アプリで「おいしい食べきり」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
計画係
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

10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
④大分市内

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。
④「食べきり！3010運動」ポスターを飲食店に掲示し、食べきりの普及・啓発を推進する。

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
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 ・CM放映、SNS広告、食品ロス削減啓発イベントの開催 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 ３０・１０運動の推進 12月～１月 県内全域

・新聞，県ホームページ等の各種広報媒体を活用し，忘年会や新年会などの際の「30･10運動」につい
て周知するとともに実践を呼びかけ
・庁内のネットワークシステムや庁内放送により，職員の実践を促進

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

２７道府県、８４市区町で実施予定

佐賀県
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