
令和３年度　家庭でのおいしい食べきり全国キャンペーン　実施予定一覧　

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
消費生活センターでの啓発展示

9月27日、28日
9月29日、30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28日（木） 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

食品ロスパッケージ（パネル・
資材）の貸出

10月 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

常時

6月～10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

・三角ＰＯＰを作成し，市役所本庁舎の食堂テーブルに設置し，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数店舗に食品ロス削減啓発ＰＯＰおよびポスターを設置し，すぐに食べるとき
は，期限が近い商品から順番に購入するよう促す「てまえどり運動」を実施。

・市広報紙およびラジオにて「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（土）及び
10月30日（土）
②10月25日（月）～10
月29日（金）

①モルエ中島
②室蘭市役所本庁舎

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の会場では、食品ロスに関する取り組みパネル展示や食品ロスに関するアンケートを実施予定
※市ホームページや広報紙にてイベントを周知する

室蘭市生活環境部環境課環境
係
電話　0143-22-1481

江別市
「食品ロス削減月間」に合わせ
た啓発活動

10月
「商品ロス削減月間」をＰＲするポスター及びチラシを作成。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。チラシは、各自治会に配布し回覧として回していただくよう依頼することで広
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7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26日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
・市内飲食店に「残さず食べよう！「３０・１０運動」（仮）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
電話011-231-4111　内線24-
522）



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発
信する。
・小売店における食品ロス削減のための「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。

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

弘前市

エコクッキング

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）

スーパー等における食品ロス削
減啓発キャンペーン

9月、3月

12月～1月

12月～1月

啓発誌（広報と一緒に配
布）

市内飲食店等

市内スーパー等

・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

・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。

・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。

弘前市　市民生活部
環境課
資源循環係
電話　0172-35-1130

８エコ大作戦 ７月～ 家庭における食品ロスの削減を図るため、エコレシピ（食材の無駄なく使う料理等）を募集する。

食品ロス削減月間 10月 市営バスへの広告掲載
食品ロス削減推進月間として、市民向けの食品ロス削減に向けた啓発ポスターを作成し、バスの車内
広告として掲載。

岩手県
家庭でのおいしい食べきりキャ
ンペーン

10月1日（金）～10月31
日（日）

・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
・エコショップいわて認定店舗における啓発活動の実施

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

食品ロス削減啓発 10月3日（日） 新聞 ・新聞の県広報枠において、家庭でのおいしい食べきりを啓発。

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

宮城県

青森県

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

八戸市 環境部
環境政策課
資源リサイクルＧ
電話　0178-43-9362

八戸市



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

YouTube動画による食品ロスの
削減に係る啓発

10月から数か月間 Web
農林水産物の地産地消による地域の活性化とともに、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。

秋田県生活環境部
温暖化対策課
電話 018-860-1560

①食品ロス削減月間イベント

②食品ロス削減の日イベント

③食べきりアイデアカフェ

①10月1日（金）～31日
（日）

②10月30日（土）

③10月15日（金）
午後２回開催予定

①、②市内のスーパー
マーケット等

③中央市民サービスセン
ター調理室（市役所３
階）

①協力店舗に統一ポスター、チラシ、のぼり、ＰＯＰを掲示するなど、食品ロス削減を啓発する。

②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する。また、
買物や調理を通じて、親子で食品ロス削減を体験することにより、家庭での食品ロス削減への意識を
高めながら、日頃の献立および食事作りに役立ててもらう趣旨の調理イベントを実施する。

※食品ロス削減月間イベントと食品ロス削減の日イベントで配布するチラシは、食品ロスを学ぶこと
ができるコンテンツの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
レゼントする。

③食品ロス削減を目的として、旬な食材を使い切る方法などを紹介する講座を開催する。

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

能代市 家庭での食べきり運動
９月１日～１０月３１
日

広報
ＨＰ

・広報及びＨＰに「家庭での食べきり運動」として、家庭からでる食品ロス削減の取り組みを掲載

能代市環境衛生課
清掃係
電話 0185-89-2172

山形市 食品ロス削減の啓発 １０月 ・広報紙に食品ロス削減啓発記事の掲載

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 10月
市広報紙
市役所・支所等

・広報紙に食品ロス削減啓発記事の掲載
・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

秋田市

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



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。
・県内向け情報誌に食べ残しゼロ協力店における取組と、県の食品ロス削減の取組を掲載する。ま
た、情報誌発行者のＷｅｂページ及びＳＮＳで同内容を発信する。
・福島県環境アプリで食品ロス削減の啓発を行う。

福島県生活環境部
一般廃棄物課
電話024-521-7249

福島市

食品ロスアドバイザーの設置

食品ロスダイアリー

広報紙への啓発記事の掲載

くらし展パネル展示

食品ロス削減講演会

通年

７月、１０月

９月、１０月

８月２８日

11月～２月

市内

市政だより

アオウゼ

市内小学校、中学校

・食品ロス削減事業において、食品ロスアドバイザーを設置

・小学生、大人向け「食品ロスダイアリー」を配布し、記入をしていただくことで、食品ロスやごみ
の問題に関心を持っていただく

・市広報紙（９月号、１０月号）において、食品ロス削減について記事を掲載。
・家庭の食品ロス削減のための冷蔵庫収納整理方法をパネル展示

・福島市食品ロス削減アドバイザーによる講演会を開催し、市民の食品ロス削減に対する意識を高め
る

福島市ごみ減量推進課
ごみ減量推進係
電話024-525-3744

二本松市 食品ロス削減啓発

通年

10月

市ホームぺージ

市広報誌10月号

ホームページで食品ロス削減に向けた啓発

家庭での食品ロス削減の記事掲載

二本松市市民部生活環境課環
境衛生係
電話 0243-55-5103

茨城県 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

食品ロス削減の普及啓発 10月 県内
・県民の削減行動促進のため、市町と連携し、「食べきり」「使いきり」「水きり」の３きり運動を
県内総合運動として推進するとともに、小売店・小中学校等へ啓発ポスターを配布

食品ロス削減の普及啓発 10月１日～10月31日 県内
・県政世論調査結果を踏まえ、食品ロス問題の概念的な内容に関するＷＥＢ検索サイトへの広告を実
施

食品ロス削減の普及啓発 10月 県内
・県民の削減行動促進のため、県政広報（テレビ、庁舎内ポスター掲示）や県庁舎への懸垂幕掲示等
による普及啓発を実施

栃木県環境森林部
資源循環推進課
廃棄物対策担当
電話　028-623-3107

福島県

栃木県



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

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。
・市役所本庁舎において，庁内放送により「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減」に関する情報
を発信。
・「とちぎテレビデータ放送」及び「栃木放送」等のラジオ放送において，「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

栃木市 栃木市おいしい食べきり運動 10月 市内
・地域ＦＭラジオ、Facebook、Twitter、市ホームページを活用し、期間中は積極的に情報を配信し、
市民に向けた啓発活動を行う。

栃木県栃木市
生活環境部
環境課
環境政策係
電話　0282-21-2420

鹿沼市 食品ロス削減の普及啓発 9月～１０月 広報誌10月号にて、食品ロスに関する記事を掲載予定

鹿沼市役所
廃棄物対策課　　　　電話
0289-64-3241

日光市 食品ロス削減啓発 10月 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。
・本庁舎及び各行政施設へとちぎ3きり(「食べきり」「使いきり」「水きり」）運動普及啓発ポス
ターを掲示する。

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 10月 市広報誌10月号 ・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

群馬県 「MOTTAINAI」運動 10月～ 県内

・飲食店等におけるお客様の食べ残しを削減するため、食べきり協力店と連携した「mottECO導入モデ
ル事業」を実施し、食べ残しの持ち帰りの普及啓発を行う。
・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。
・県広報誌等に食品ロス削減啓発記事を掲載し、県民に向けた啓発活動を行う。

群馬県環境森林部
気候変動対策課
ゼロ宣言推進係
電話：027-897-2751

栃木県



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

さいたま
市

さいたま市食品ロス削減啓発
動画

10月1日（金）～ web上
食品ロスの削減を効果的に推進するため、２０代から４０代の市民をメインターゲットとして動画を
作成し、10月の食品ロス削減月間に合わせて公開する。

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
・スーパーマーケット等
・環境プラザつばさ館

・食品ロス削減の方法を紹介
・食品ロス削減啓発ポスターの掲示依頼（てまえどり）
・フードドライブの実施

川越市環境部資源循環推進課
電話049-239-6267

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

「食品ロス削減月間」に合わせ
た啓発活動

10月 広報紙 広報紙に「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

フードドライブ 10～11月 市庁舎 職員より封の空いていないレトルト食品や缶詰などをあつめ、子ども食堂等に寄附する。

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

常時

毎月第四火曜日

9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

・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

埼玉県狭山市
資源循環推進課
総務・施設更新担当
電話　04-2953-1111
内線　2541・2542

上尾市

①県下一斉フードドライブ

②もったいない！「食品ロス」
の削減に向けて、おいしく楽し
く食べきろう！

③食品ロス軽減のためにフード
バンクの活用を！

①10月20日～23日

②10月

③常設

①市内

②市内

③指定なし

①事業主体を社会福祉協議会とし、市（子ども支援課、環境政策課）と共催でフードドライブを実施
する。

②市報（10月号）に食品ロスの現状と、削減のための5つのポイントを紹介。

③市Webサイトにて、食品ロス削減のためにフードバンクを活用することを啓発。

埼玉県上尾市環境経済部環境
政策課環境政策担当
電話　048-775-6925

埼玉県

東松山市環境産業部
廃棄物対策課
0493-21-1401

東松山市



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～通年
越谷市役所庁舎内資源循
環推進課

令和2年度までフードドライブをリサイクルプラザのみにて実施していたが、市役所内においてもフー
ドドライブを設置し、食品ロス削減を呼びかける。リサイクルプラザにおいては、引き続き通年通し
て実施。

エコ・ウィーク２０２１での食
品ロスに関するパネル展示

10月2日、3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。

フードドライブ 10月10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 令和3年10月
ホームページ
ごみ分別アプリ

・～使いきり、食べきり、水きりで削減!!～「食品ロス」問題
イベント等で配布を行なう。
・10月30日の食品ロス削減の日、10月の食品ロス削減月間の記事を掲載し啓発する。

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

新座市

フードドライブの実施

食品ロス削減の啓発

9月1日（水）から11月
30日（火）まで

10月

新座市役所本庁舎3階環境
課

広報

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。

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。

新座市市民生活部
環境課生活環境係
電話　048-477-1547

八潮市 食品ロス削減啓発 10月
ホームページ
広報やしお
ごみ分別アプリ

全国食べきりネットワーク協議会全国キャンペーンのチラシをベースに食品ロス削減の方法などを掲
載する

八潮市生活安全部
環境リサイクル課
環境衛生・清掃係
電話048-996-2111
内線234

市川市 食品ロス削減の啓発 10月

・市広報紙への記事掲載
・フードドライブの開催
・食べきりソングの小学校での放送依頼
・懸垂幕の掲揚

市川市
環境部生活環境整備課
047-712-6317

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

勝浦市 食品ロス削減の啓発 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

四街道市 食品ロス削減月間 10月中
市ホームページ
広報誌

市ホームページ、広報誌（10月15日号予定）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

白井市 食品ロス削減月間キャンペーン 10/1～10/31 ・広報、ホームページ、市役所内のテレビ掲示板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班
電話047-401-5429

千葉県

入間市

越谷市

埼玉県

入間市環境経済部総合クリー
ンセンター　　　☎：04-
2934-5546

越谷市環境経済部
資源循環推進課
電話　048-963-9181
令和3年度よりリサイクルプラ
ザから上記課が担当



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

３Ｒ推進キャンペーンイベント 10月17日（日） 新宿駅西口イベント広場 　３Ｒ推進キャンペーンイベント内で、食品ロス削減をテーマとした展示ブースを設ける。

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。

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

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

墨田区 食品ロス削減啓発 10月
・区広報紙に食品ロス削減啓発に関する記事を掲載する。
・墨田区食べきり推奨店を通じ、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。

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

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
ンペーン実施

１０月～ 区内

・３Ｒ推進・食品ロスをテーマにしたパネル展示と食べきり協力店の紹介（区役所ロビー）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
・食べきり協力店で「おいしく楽しく食べきろう！」キャンペーンの実施
・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

品川区 食品ロス削減啓発 10月 区内

・広報紙１０月１日号に食品ロス削減月間についての記事を掲載し、周知する。
・「もったいないレシピ」コンテスト入賞作品の周知
食品ロス発生を抑制するレシピを募集し応募作品の中から、入賞作品を決定し、１０月２５日に区
ホームページやポスター・チラシ等で公開。
食品ロス削減につながるレシピを多くの区民に周知し、日常の食生活から食品ロス削減の工夫を促
す。

品川区都市環境部
環境課環境推進係
電話　03-5742-6755

目黒区 食品ロス削減月間ＰＲ 10月 めぐろ区報
・広報紙にフードロスの問題、食品ロス削減に取り組んでいる食べきり協力店の紹介記事を掲載し、
食品ロス削減の啓発を行う。

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

大田区
わたしの"エコクッキング"自慢
キャンペーン

10月1日（金）～11月30
日（火）

携帯アプリ「大田区はね
ぴょん健康ポイント」上

・食材を無駄にしない・使いきるなどの料理の工夫・アイデアやレシピ等を区民から募る。応募いた
だいたアイデア等を広く周知することで、食品ロス削減の普及啓発へと活用する。なお、アイデア等
の応募は、大田区が区民の健康づくりの一環として提供するアプリサービス「はねぴょん健康ポイン
ト」にて「食と健康」の連携としての位置づけで実施する。

大田区環境清掃部環境計画課
計画推進・温暖化対策担当
電話　03-5744-1625

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28日(木)
　　　11/1日(月)
②10月15日(金)
　　　～11月5日(金)
③10月5日(月)～
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。

あまりにも美味しいあまりもの
レシピ親子クッキング

10月30日(土) 新渡戸文化短期大学
（オンライン形式）

「食品ロス削減の日」である10月30日に、小学生親子を対象として、食材を無駄にしないで食べきる
ためのレシピを題材とした料理教室をオンライン形式で実施する。

東京都

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

新宿区

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

中野区



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

杉並区

食品ロス削減月間PR
※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

10月
・広報誌（１０月）・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
・区報及び情報誌に関連記事の掲載し家庭におけるごみ減量や食品ロスの削減を広く区民に呼びかけ
・庁内に食品ロス削減月間ポスターを掲示
・SNSにて食品ロスに関する周知

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）

北区 食品ロス削減啓発 10月 区内

・区広報誌への食品ロス削減啓発記事の掲載
・10月開催のイベント(環境展)において、小学生を対象に食品ロス削減
　啓発イベントを実施
・区ＳＮＳで食品ロス削減推進月間についてＰＲ

北区リサイクル清掃課
電話　03-3908-8538

荒川区 10月は食品ロス削減月間 10月 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。
・１３０をさがせ！
　生活の中で、1日の食品ロス量である『130ｇ』をさがして、写真を撮って応募する。応募はリーフ
レットのＱＲコードから、電子申請とする。びっくりするような130ｇ、意外な130ｇ、おもしろい130
ｇを選定し、優秀作品に副賞を送付する。
・Let's go 協力店！
　あら！もったいない協力店事業に登録している「もったいない協力店」を利用した際に、アンケー
トに回答するキャンペーン。事業者と協働で事業実施することで、広く区民に食品ロス削減の意識啓
発を図る。

清掃リサイクル推進課啓発指
導係

TEL：03(5692)6697

板橋区 広報紙にて周知 9月11日（土） 区内
・広報紙において10月は食品ロス削減月間であることについて掲載し周知。併せて、フードドライブ
の募集記事を掲載。

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

フードドライブ強化月間
10月2日（金）～10月29
日（金）の平日

地域センター（区内18カ
所）

・常設でフードドライブの受付を行っているが、期間中に3点以上または500g以上の食品を持参した方
に、粗品を進呈する。

食品ロス対策講座 10月17日（日） 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。3年度は野菜くずの様々な活用方法について
の講義を行う。

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、区施設や商店街に掲示する。
・広報紙、区ホームページ、ツイッター、フェイスブックに、「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

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

板橋区

東京都



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

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手前どり啓発POPの掲示

10月

①10月1日号広報特集号にて、手前どりやフードドライブについて掲載し、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手前どりを呼びかける啓発POPを市内コンビニエンスストア・スーパーで掲示する。

八王子市資源循環部ごみ減量
対策課
電話　042-620-7256

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。
・広報誌にて定期的に記事を掲載し、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。

昭島市
広報紙への食品ロス削減月間の
掲載

10/15（金）～
食品ロスの削減を住民に啓発するため、広報あきしまの「取り組もうごみ減量」のコラムに10月の食
品ロス削減月間を掲載する。

東京都昭島市環境部ごみ対策
課ごみ減量係　電話　042-
546-5300

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

食品ロス削減啓発 10月 ・食育メールで食品ロス削減について啓発

国立市 食品ロス削減の啓発 10月5日(火)
・広報誌に、10月の食品ロス削減月間、10月30日の食品ロス削減の日、家庭でできる食品ロスの削減
の取組についての記事を掲載する。

国立市生活環境部
ごみ減量課清掃係
電話：042-576-2119

福生市
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約３週間、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、ごみ分別アプリを利用し、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、ごみ分別アプリ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
生活環境部環境課
ごみ対策係
電話　042-551-1731

東大和市

①フードドライブ
②横断幕の設置

①10月1日（金）～
　10月15日(金）
②10月1日（金）～
　10月29日(金）

①市役所ごみ対策課
　窓口
②東大和市駅前
　玉川上水駅前
　市役所敷地内

①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。
②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。

環境部　ごみ対策課
ごみ減量係
電話　042-563-2111
　　　内線1242

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12日（火）～15
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 広報誌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

青梅市

東京都

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
ごみ量推進係
電話0428-22-1111

小金井市

小金井市環境部ごみ対策課
電話　042-387-9835



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
「広報よこはま10月号」への記
事掲載

10月1日発行
10月の食品ロス削減月間をとらえ、家庭で実践できる、食品ロスを減らすための取組を、生活の各場
面ごとに紹介します。

横浜市資源循環局３Ｒ推進課
電話：045-671-3593

フードドライブ 通年

①市役所本館６階資源循
環推進課事務室
②橋本台リサイクルスク
エア
③麻溝台リサイクルスク
エア
④津久井クリーンセン
ター

フードドライブを通じ、食品ロス削減を呼びかける。
10月中は、職員向け全庁掲示板で、フードドライブを紹介し、食品ロス削減を呼びかける。

広報紙「広報さがみはら」への
記事掲載

10/15号
・広報紙「広報さがみはら」10月15日号に食品ロス削減月間と最終処分場の特集記事を掲載し、１０
月は食品ロス削減月間であること、食品ロスの現状、最終処分場の現状、食品ロス削減レシピの紹
介、家庭でできる取組を紹介する

鎌倉市
広報かまくら（市広報紙）等へ
の掲載

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を周知し、食品ロス削減の啓発
を行うとともに、併せて「フードドライブ」を実施（10/1～10/27）する旨周知する。

鎌倉市環境部
ごみ減量対策課

電話0467-61-3396

小田原市 広報小田原への記載 １０月１日（金） 広報小田原１０月１日号に家庭でできる食品ロス削減に関する取り組みを掲載し、啓発を行う。

小田原市環境部
環境政策課ごみ減量推進係
電話　0465-33-1471

座間市 広報、HP、SNSを利用した啓発 10月1日（金） - 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 町内
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

相模原市

相模原市環境経済局
資源循環部
資源循環推進課
美化啓発班
電話  042-769-8334

神奈川県



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

３Ｒ推進キャンペーン 10月～１月 県内各地

・食品ロス削減月間である10月に合わせて「残さず食べよう！にいがた県民運動」に係るキャンペー
ンを展開し、県民の意識向上と取組実践の促進を図る。
・食品ロス削減の更なる意識の定着と行動変容を促すため、SNS（Twitter、Instagram）による取組に
関する投稿の募集等により「ぜんぶおいしく食べきる」など食品ロス削減の呼びかけを予定してい
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

長岡市
・10月1日（金）
・10月1日（金）～31日
（日）

・市政だより10月号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 「食品ロス削減月間」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する
・twitter、コミュニティFMによる広報

三条市役所
環境課環境衛生係
電話　0256-34-5558

柏崎市 食品ロス削減の普及啓発

①6月
②随時
③10月24日（日）
④6月
⑤7月

①市内
②クリーンセンターかし
わざき・町内会集会所等
③柏崎市文化会館アル
フォーレ
④柏崎市立図書館
⑤比角コミュニティセン
ター

①食品ロスが与える影響や削減方法などを住民に啓発するため、広報紙に掲載
②施設見学に来場した小学生及び教師を対象に食品ロス削減に関する説明をし、小学生及びその家族
への普及啓発を図る。また町内会などから依頼されるごみの分別説明会の際に、食品ロス削減に関す
る説明をし普及啓発を図る。
③「秋の収穫祭」のイベント会場での食品ロス削減の意識啓発
④6月の「環境月間」、「食育月間」に合わせて、地球温暖化防止や食品ロスをなくすポスターや関連
書籍などを展示。食品ロス対策の意見箱を設置し、食べ残しを出さないよう呼びかけた。
⑤地域に対し、食品ロスの削減を呼びかける標語を募集した。

新潟県柏崎市
市民生活部環境課
資源循環係
電話　0257-23-5170

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PR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

上越市
広報上越、コミュニティFMでの
啓発

10月
全戸配布
市内

・10月号の広報紙により「食品ロス削減」の啓発記事を掲載し、家庭でできる食品ロス削減について
PRする。
・コミュニティFM（FM上越）のスポットCMにて、食品ロス削減についてPRを実施する（10月中：適宜
放送）

上越市自治・市民環境部生活
環境課
電話　025-526-5111

富山県

食品ロス削減の啓発

期限間近商品優先購入促進キャ
ンペーン

とやまリレーフードドライブ・
キャンペーン

10月

10月～11月

通年

県内公共交通機関

県内スーパー等

県内各地

・食品ロス削減月間である10月に、公共交通機関に駅ポスターや車内ポスターを掲出し、食品ロス削
減の普及啓発を行う。

・スーパー等で、ポスターやＰＯＰ、のぼり旗の掲示と、CM音声の店内放送を行い、期限が近い商品
を優先的に購入することを啓発する。

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、県が実施協力、情報発信を
行うほか、動画等を作成しＰＲする。

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

新潟県



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

食品ロス削減推進セミナー 10月下旬
石川県地場産業振興セン
ター

・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

石川県生活環境部
資源循環推進課
資源循環G
電話　076-225-1473

食品ロスダイアリーモニター調
査の実施

10月1日～10月28日 －
食品ロスダイアリーアプリ※を活用し、家庭内における食品ロスの実態を調査する
※環境省の補助にてNPO法人ごみじゃぱんが作成したWEBアプリ

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

10月23日（土）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４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）
・庁内環境情報誌10月号に啓発記事を掲載する

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2日(土)、3日(日)
ふれあいリサイクルセン
ター・ふれあいプラザ

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ふれあいプラザにてフードドライ
ブを実施

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

石川県

金沢市

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

能美市

能美市市民生活部生活環境課
電話　0761-58-2217



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12日（火） 福井駅前広場
・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、福井駅前においてちらしを配布する

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
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
福井市SNS
福井市役所

・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SNSへの投稿やパネル展の開催を通して市民に啓発する。

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

敦賀市

フードドライブ

広報掲載

11月27日（土）

10月初旬

きらめきみなと館

-

つるが環境フェア2021でフードドライブを実施

広報誌に10月が食品ロス削減月間であることを周知する。

環境廃棄物対策課
電話　0770-22-8185

小浜市
家庭での「おいしいふくい食べ
きり運動」キャンペーン

10月中
市ホームページ
市広報誌
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、市ホームページや市広報誌の掲載を
通じて「おいしく楽しく食べきろう！」を市民に啓発する。

小浜市民生部
環境衛生課
電話:0770-64-6016

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日（金）
広報誌
ホームページ
職員向け掲示板

・広報誌・ホームページに、１０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。
・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。

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

鯖江市 広報誌およびＨＰでの記事掲載
９月２４日(金)
広報配布日

－
広報さばえ10月号に家庭における「食べきり運動」等を推進し、食品ロスを削減することを住民に啓
発する。またホームページでも啓発する。

鯖江市産業環境部
環境政策課
電話 0778-53-2227

越前市
「おいしいえちぜん食べきり運
動」周知啓発

10月

・「おいしいえちぜん食べきり運動」周知啓発グッズとしてタンブラーを作成し、ごみ減量化・リサ
イクル推進員研修会参加者に配布する。
・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

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

若狭町
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
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。

若狭町環境安全課
電話　0770-45-9126

福井県



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

山梨県
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 県内各市町村
県内各市町村協力のもと啓発ポスターの掲示やチラシを配布し、食べきりを含めた食品ロス削減推進
に関する啓発活動を行う。

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

長野市
あるを尽くして「残さず食べよ
う３０・１０運動」街頭啓発

10月（※新型コロナウ
イルス感染状況にり変
更・中止を判断）

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）の三者が連携して、市民に対し、のぼり旗を掲出、チラシ・ティッシュを配布する。

長野市環境部
生活環境課
ごみ減量企画担当
電話026-224-5035

松本市
残さず食べよう！３０・１０運
動～おうちで食べきりキャン
ペーン～

10月

市広報媒体

市内協力店等

市役所内

・市広報紙、SNS、HP等を活用して、食品ロス削減月間及び食品ロス削減の日について発信
・家庭版「残さず食べよう！３０・１０運動」ポスター及びを、食品小売店等に配布し、一斉掲示
・行政モニターでの発信、連絡通路のポスター、懸垂幕掲出による周知

松本市環境部環境政策課環境
政策担当
電話　0263-34-3268

上田市
家庭でできる食品ロス削減の啓
発

10月1日(金)～10月29日
(金)

・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
・長野県と共同で上田駅前で食品ロス削減啓発用のティッシュを配布

上田市生活環境部生活環境課
環境政策担当
電話　0268-71-6428

佐久市 食品ロス削減の啓発 10月 市広報
・１０月３０日の食品ロス削減の日を含む１０月に家庭において、食品ロスを削減することを目的と
して、「おいしく楽しく食べきる」ことを住民に啓発する。

佐久市環境部
生活環境課
電話　0267-62-3094

ぎふ食べきり運動 10月中 インスタグラム

・食品ロス削減月間である10月1～31日までの期間中、インスタグラムにおいて、「ぎふ食べきり宣
言」を募集する。
※家庭での食品ロス削減で心がけていることやこれから実践することを投稿欄に記載し、#ぎふ食べき
り宣言　をつけて投稿。

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

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　0575-23-7702

美濃加茂
市

食品ロス削減啓発 10月1日（金）

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
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。
・10/1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。
・現在はコロナ禍にあるため各種イベントを中止しているが、イベントが実施できるようになったら
使用する啓発用グッズ（ポケットティッシュ等）を作成する。

各務原市市民生活部
環境室環境政策課
電話 058-383-4230

山県市 食品ロス削減啓発 10月 市内全域 広報山県10号にて食品ロス削減を啓発する記事を掲載する

山県市市民環境課
電話　0581-22-6828

長野県

岐阜県



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

使い切り実践チャレンジ 10月１日～11月30日 県内全域
食品ロス削減月間に合わせて、調理学校と小売店の協力を得て食品ロス削減のポイント「使いきる」
に重点を置いたリーフレットを配布し、実践を促す「使いきり実践チャレンジ」を実施する。

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１者と協力し、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22日（金） 静岡市内 10月22日に食品ロスをテーマとしたフォーラムを開催予定。

浜松市

食品ロス削減啓発事業「は
ままつエコレシピ
Instagramハッシュタグ
キャンペーン」

10月30日（土）～11月
30日（火）

Instagram

・食品ロス問題に対する理解や関心を高め、更なる意識啓発を図るため、エコレシピ（食
べ物を無駄なく使い切るなど環境にやさしい工夫をした料理）などの食品ロス削減の具体
的な手法を実践してもらうためのキャンペーン。
・自身で考案したエコレシピまたは、浜松市ＨＰで公開しているエコレシピ動画
（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gomigen/gomi/genryou/ecorecipe_movie.ht
ml）を参考に、実際に調理した写真をInstagramへハッシュタグ「#はままつエコレシピ」
を付け、「料理名」、「材料・分量」、「作り方」、「エコレシピのポイント」を記載し
投稿。
抽選で5,000円相当の賞品が50名程度、Shupattoバックが200名に当選するキャンペーン。
投稿されたレシピや写真は、浜松市HPやレシピサイトへ投稿するなど広く周知を行う。

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

森町 食品ロス削減レシピ

１０月 町内 広報もりまち１０月号にて、森町の特産品のお茶を活用した食品ロス削減レシピを公開予定。 森町住民生活課
生活環境係
電話　0538-85-6314

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

静岡県



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 11月上旬 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

刈谷市 食品ロス削減月間の周知

10月

10月

市民課窓口広告放映モニ
ター

刈谷市役所食堂

クリーンカレンダー及び
携帯アプリ版カレンダー
紙面

市広報誌・ホームペー
ジ・携帯アプリ・職員用
電子掲示板

食品ロス削減月間と削減の日について掲載し周知・啓発をする。

自作ＰＯＰ（啓発用卓上スタンド）や全国キャンペーン用のちらしを、市役所本庁舎の食堂テーブル
や掲示板等に設置し、利用する市職員や市民に食品ロス削減月間の周知・啓発をする。

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。

市広報誌・ホームページ・携帯アプリ・職員用電子掲示板へ食品ロス削減月間と削減の日及び取組例
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

豊田市

食品ロス削減全国大会

イベントでの啓発

スーパー催事場での啓発

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

食品ロス削減レシピの募集

食品ロス削減月間の啓発

10月30日

10月2日、3日

10月13～19日

10月

10月

10月

10月

豊田市コンサートホール

市内

市内

市内小学校

市内

－

広報誌、市役所庁舎

食品ロスについて考え、その削減に向けた行動につなげていく機会とすることを目的に「食品ロス削
減全国大会」を開催する。

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。

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。

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。

冷蔵庫で余りがちな食材を活用した食品ロスの削減につながるレシピを募集する。

広報とよた10月号に食品ロス削減に関する特集記事を掲載する。
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。

豊田市環境部ごみ減量推進課
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）

知立市 フードドライブの実施 10月1日～10月31日 市内
市内数か所の回収拠点で、家庭で余っている食べ物を回収し、フードバンクや知立市社会福祉協議会
に引き渡しを行い、食品ロスの削減に取り組みます。

愛知県　知立市役所　　　市
民部　環境課　　　ごみ減量
係
電話　0566-95-0126

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

愛知県



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 県内
・食品ロス削減月間に合わせて、新聞広告、ラジオ等により、「おいしい食べ切り」、「家庭ででき
る食品ロスの取組」等を呼びかける。

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

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。
➡キャンペンーン応募用紙の啓発スペースに家庭での食品ロス削減を呼びかける内容を掲載し、店頭
で配布する。

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

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17日(日)～
  10月30日(土)
②4月～
③10月
④10月
⑤9月20日（配布日）

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。集計した
結果は市広報等で周知する。
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懸垂幕及びのぼり旗を庁舎に設置し，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。

鈴鹿市環境部廃棄物対策課
企画推進グループ
電話　059-382-7609

名張市 食品ロス料理教室 10月 市内
・市内の企業と連携し、食材を無駄なく使う料理教室を実施(子供向け)。
また、料理教室の冒頭で、食品ロスの現状や課題、取り組みについても啓発を行う。(ポスターやチラ
シ等で)

環境対策室　　　　　　0595-
63-7496

県庁フードドライブ

環境にやさしい買い物キャン
ペーン

10月11日（月）

10月～11月

県庁

県内各地

・県職員を対象としたフードドライブを実施する。

・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。

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

広報ひこねへの掲載 10月1日号 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ＨＰ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。

おいしく楽しく食べきろう！～
10月30日は食品ロス削減の日で
す～

10月 広報 10月30日の食品ロス削減の日及び市との協定団体によるフードバンク実施に関する記事の掲載

フードドライブ 8月、10月、12月 甲賀市役所 市役所（職員対象）でフードドライブを実施

フードドライブの実施（市民向
け）

5月14～19日
8月20～25日（予定）
10月1～31日（予定）
1月7～12日（予定）

市域全体
　家庭に眠っている食品等を寄付していただくことで、食品ロスや廃棄物の削減をめざすとともに、
寄付いただいたものを生活に困っている家庭に等に配布することで生活の支援につなげる。周知は広
報紙、市ＨＰ、防災行政無線などを活用する。

フードドライブの実施（職員向
け）

10月1～31日（予定） 高島市役所
　職員の家庭に眠っている食品等を寄付していただくことで、食品ロスや廃棄物の削減をめざすとと
もに、寄付いただいたものを生活に困っている家庭等に配布することで生活の支援につなげる。

広報たかしまに食品ロスに係る
特集記事の掲載および取組事例
の紹介

10月号 市域全体（全戸配布）

・食品ロス削減法の施行についてや、食品ロス削減月間・日、フードドライブ活動などについて掲載
し、普及啓発を行う。
・食品ロス削減活動（フードドライブなど）を行った企業に関して、その取組内容について掲載す
る。

店頭啓発 7月、10月 市内にある店舗
店頭前で食品ロスに削減に関する店頭啓発を行う。また、店内のスペースを借り、食品ロス削減に関
する普及啓発活動や展示、フードドライブの受付などを行う。

高島市

滋賀県

彦根市

甲賀市

三重県

高島市役所　環境部
環境政策課
電話：0740-25-8123

彦根市生活環境課
ごみ減量・資源化推進室
電話0749-30-6116

甲賀市市民環境部
生活環境課
電話　0748-69-2145



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
・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
・府職員向けのフードドライブの実施

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

　10月の食品ロス削減月間において，各種啓発媒体を活用し，啓発を行うととも
に，買い物時に食品を手前から取り，賞味・消費期限の近いものから購入する
「てまえどり」の啓発も行い，市民・事業者に対して，意識改革，行動変容を図る。
　また，本市は，（株）株式会社Mizkan Holdingsと令和２年８月に「食品ロス
削減に資する取組の連携に関する協定」を締結し，各種連携事業を実施してい
る。10月の食品ロス削減月間においても，様々な取組を実施する予定である。

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　075-213-4930

八幡市 広報紙への掲載 10月 全戸配布
広報やわた10月号に「令和3年度家庭でのおいしい食べきり全国キャンペーン」について掲載し、食品
ロス削減月間の周知を行う。

八幡市環境経済部
環境業務課
電話　075-983-5340

京丹後市 食品ロス削減啓発 10月

・市広報誌　　　　　・
市内小学校　　　　・ア
グリセンター大宮（京丹
後市内）

・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
品ロス・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。　　　　　　　　・食品ロス削減に向けた講演会の実施。

京丹後市　市民環境部　生活
環境課　　　　　　電話
0772-69-0240

精華町 精華町食品ロスキャンペーン
10月1日（金）～
11月31日（火）

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



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

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

ＨＰへの掲載 10月 本市ホームページ
１０月３０日の食品ロス削減の日を含む１０月に家庭における「おいしく楽しく食べきろう！」を本
市ホームページで啓発

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

①　10月12日（火）
　
②　10月12日（火）
　
③　10月14日（木）
　
④　10月19日（火）
　
⑤　10月28日（木）

⑥　毎日

⑦10月18日(月)～10月
24(日)

⑧休館日（月曜日）を
除く毎日

①東住吉区区役所

②旭区役所

③城東区役所

④鶴見区役所

⑤天王寺区役所

⑥パナソニックセンター
大阪

⑦(株)光洋
大阪市内18店舗

⑧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。

食品ロスダイアリー

6月中旬～9月17日

10月

市内小学校

市内

・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。

・希望者がウェブアプリのダイアリーに登録し、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。

ごみ減量啓発パネル展 10月1日～10月12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。

大阪府

大阪市

堺市

大阪市環境局家庭ごみ減量課
電話 06-663--3259

堺市環境局環境事業部
資源循環推進課
電話　072-228-7479



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

・(株)ダイエーにおけるフード
ドライブ

10月1日（金）～31日
（日）

※営業時間内常時設置

㈱ダイエー市内３店舗
・豊中駅前店
・曽根店
・グルメシティ庄内店

・10月の食品ロス削減月間に合わせて、実施期間を延長し、家庭などで余っている食品を各店舗営業
時間内に設置してある回収ボックスに寄付していただく。また、店舗からの規格外食品等についても
提供していただき、豊中市社会福祉協議会を通じて必要としている人に提供する。

・生活協同組合コープこうべに
おけるフードドライブ

10月1日（金）～31日
（日）

※営業時間内常時設置

コープこうべ市内３店舗
・コープ桜塚
・コープ東豊中
・コープ蛍池

・10月の食品ロス削減月間に合わせて、家庭などで余っている食品を各店舗営業時間内に設置してあ
る回収ボックスに寄付していただく。また、店舗からの規格外食品等についても提供していただき、
豊中市社会福祉協議会を通じて必要としている人に提供する。

・(株)光洋におけるフードドラ
イブ

10月1日（金）～31日
（日）

※営業時間内

(株)光洋市内５店舗
・KOHYO SENRITO店
・KOHYO　阪急曽根店
・マックスバリュ豊中緑
丘店
・マックスバリュ千里南
町プラザ店
・ピーコックストア千里
中央店

・10月の食品ロス削減月間に合わせて、実施期間を延長し、家庭などで余っている食品を各店舗営業
時間内に設置してある回収ボックスに寄付していただく。また、店舗からの規格外食品等についても
提供していただき、豊中市社会福祉協議会を通じて必要としている人に提供する。

・地域イベントにおけるフード
ドライブ

10月17日（日）
10：00～13：00

泉丘小学校運動場
・小学校区地区体育祭に受け取りブースを設置し、家庭などで余っている食品を持ち寄り、豊中市社
会福祉協議会を通じて必要としている人に提供する。

・市役所等におけるオフィス
フードドライブ

10月29日（金）
11：30～13：00

・豊中市役所第二庁舎1階
ロビー

・環境事業所1階ロビー

・すこやかプラザ2階（豊
中市社会福祉協議会窓
口）

・10月30日の食品ロス削減の日にあわせて（今年度は土曜日のため前日の金曜日に実施）、市役所庁
舎、環境事業所、社会福祉協議会窓口に受け取りブースを設置し、家庭などで余っている食品を持ち
寄り、豊中市社会福祉協議会を通じて必要としている人に提供する。

※なお、広報とよなか10月号等に上記すべてのお知らせ掲載

高槻市
エネルギセンター見学会（対
象：小学4年生等）

通年 エネルギーセンター ・１０月３０日の食品ロス削減の日を含む令和３年度中にエネルギーセンターに見学に来られる市内
小学校４年生約３０００人と高槻市民等を対象に、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）
・１０月中は全国キャンペーンチラシを配架する。

市民生活環境部
資源循環推進課
電話 072-669-1886

枚方市

・FMひらかた、ホームページへ
の掲載

・公共施設でのキャンペーン活
動及びポスター掲示

・市内５大学学園祭での啓発
ティッシュの配布

10月

10月

10～11月

FMひらかた
ホームページ

市内公共施設

市内５大学
　大阪歯科大学
　大阪工業大学
　摂南大学
　関西外国語大学
　関西医科大学

・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

枚方市 環境部
減量業務室
電話　072-849-5374

大阪府豊中市
環境部減量計画課
電話　06-6858-2279

豊中市

大阪府



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

寝屋川市 フードドライブの実施
【回収時期】
10月１日（金）～10月
31日（日）

【回収場所】市役所本庁
舎・産業振興センター・
保健福祉センター

・食品ロスを削減するため、市民・市職員から家庭などで余っている食品を提供してもらい、食品ロ
ス削減について考えてもらうことを目的に啓発を行う予定。

・回収後、食材の調達や確保の負担が大きい市内の子ども食堂運営団体や支援が必要な人を支える市
社会福祉協議会に提供する予定です。

・広報ねやがわ10月号、お知らせメール、アプリ、ＳＮＳ、庁内広告モニターに募集掲載予定。

寝屋川市環境部環境総務課
電話　072-824-0911

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（金）～10月
31日（日）
②10月6日（水）～11日
（月）　　　　　　③
10月10日（日）、11日
（月）

①市役所、公共施設、環
境センター等
②③コミュニティプラザ

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やチラシ配架を実
施。
・広報やHPにキャンペーン案内を掲載。
・廃棄物減量等推進員にキャンペーン案内を送付し協力の呼びかけ。
・期間中、清掃車でキャンペーンの案内。　　　　　　　　　　　　　　　　　　③公共施設等10か
所で開催。（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

東大阪市 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

東大阪市環境部循環社会推進
課
電話　06-4309-3199

熊取町 食品ロス削減啓発 １０月
町広報
ホームページ

・町の広報誌及びホームページに食品ロス削減に関する記事を掲載し、啓発を行う。

熊取町住民部環境課
環境グループ
電話　072-452-6097

神戸市
10月1日(土)～10月31日
(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広く周
知する。
また、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、啓発事業を実施する。

神戸市環境局環境政策課
電話　078-595-6078

姫路市
食品ロスもったいない運動推進
月間

10月 市内

・広報誌により食品ロス削減に関する記事を掲載(リビング姫路)。
・庁舎内ニュースビジョンにて「姫路市食品ロスもったいない運動(画像)の掲載。
・庁舎に食品ロス削減月間啓発用横断幕を掲示。
・FMゲンキに出演し、食品ロス削減の取り組みについて市民に周知。
・市政出前講座を実施し、食品ロス削減の啓発。
・食品ロス削減マッチングサービスアプリ「Utteco Katteco」についての周知啓発活動。

姫路市環境局美化部リサイク
ル課
電話079-221-2406

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
・本市職員に対し、市職員用電子掲示板を通じて、家庭でのおいしい食べきり運動の励行を呼びかけ
る

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

加古川市環境部ごみ減量推進
課
電話　079-426-5440

高砂市 食品ロス削減月間
①10月
②10月4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
美化センター
計画管理課
電話　079-448-5260

大阪府

兵庫県



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

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

鳥取県 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を流す。
（10/1～10/31）
・市職員用の電子掲示板に「食品ロス削減」を掲載し市職員に周知する。

・市ＨＰに「食品ロス削減」を掲載する。

・広報１０月号に、家庭で出来る食品ロス削減の取組を呼びかける記事を掲載する。

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

島根県 松江市

「食品ロス月間」に合わせた啓
発活動

出前講座

10月
10月

常時

市報
市内

市内

市報松江で「食品ロス削減月間」「食品ロス削減の日」のPR
市内サイネージにより「食品ロス削減月間」「食品ロス削減の日」のPR

自治会、公民館等へ出かけ「食品ロス」に関する講座を実施

松江市環境保全部環境政策課
電話0852-55-5278

10月初旬（火曜日11：
30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。

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。

岡山県

笠岡市　市民生活部　環境課
電話　0865-62-3805

笠岡市

家庭における食べきりキャン
ペーン啓発



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

てまえどり運動の実施 10月1日（金）～ 食品ロス削減協力店
買ってすぐ食べる場合は、商品棚の手前にある販売期限の近い商品を積極的に選ぶ「てまえどり運
動」を実施し、ポップを用いてスーパーマーケット等で周知を行う。また、広報誌や広報番組等にお
いても周知を行う。

食品ロス削減月間周知ポスター
の掲示

10月1日（金）～10月31
日（日）

市内学校、公共施設、
食品ロス削減協力店、
他

市民に対して、食品ロス削減の啓発を行うため、ポスターの掲示を実施する。

フードドライブの実施
10月9日（土）、10日
（日）

①広島文教大学
②中工場

①広島文教大学の大学祭において、学生と協働してフードドライブを実施する。
②中工場で開催される環境イベント「環ッハッハinよしじま」においてフードドライブを実施する。

生ごみリサイクル講習会
①10月7日（木）
②10月13日（水）

①高陽公民館
②美鈴が丘公民館

広島友の会の方に講師をしていただき、市民を対象にダンボールコンポストを使用した生ごみリサイ
クル講習会を行い、食品ロス削減を含めたごみ減量・リサイクルの啓発を実施する。

呉市 食品ロス削減啓発

10月

11月

市広報誌
ホームページ
呉市役所本庁舎

セミナー

・市広報誌11月号(令和３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。

・食品ロス削減啓発セミナー開催。

呉市環境部環境政策課
電話　0823-25-3301

東広島市
食品ロス削減の啓発 10月

広報紙
市内
市役所1Ｆロビー

・各種広報媒体を活用した「食品ロス削減月間」の啓発を行う
・食品ロス削減協力店へポスター掲示を依頼する
・食品ロス削減に係る啓発パネルを展示する

東広島市生活環境部
市民生活課
電話　082-420-0922

東広島市 フードドライブ事業
11月
（広報は10月～）

東広島市役所　廃棄物対
策課　窓口

・期間限定のフードドライブ事業として５日間、市民と事業者から食品を回収し、取りまとめ後市内
各福祉施設や市外フードバンクへ食品を寄贈（回収場所は左記の実施場所）
・フードバンク等案内チラシを市内の各社会福祉センターや地域センターへ通年配置

生活環境部
廃棄物対策課
電話：082-420-0926

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

広島県

広島市環境局業務部
業務第一課
電話:082-504-2748

広島市



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

徳島市

①会食事の「おいしい食べき
り」全国共同キャンペーン

②徳島市内の幼児児童生徒の各
家庭への啓発活動

①12月、3月

②10月～

①市内

①市役所庁内

②園・学校および各家庭

①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。

①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。

②10月の給食だよりや食育タイム（毎月１９日の食育の日前後に各園・校で活用している食育指導資
料）に、食品ロスに関する内容を掲載し、各家庭へ配布することにより食品ロス削減を呼びかける。

①
徳島市環境部環境政策課ごみ
減量対策係
電話　088－621-5202

②
徳島市教育委員会　　学校教
育課　　　　　電話088-621-
5412　　体育保健給食課
電話088-621-5416

阿南市
「食品ロス削減月間」に合わせ
た啓発活動

10月
広報誌
ホームページ

広報誌及びホームページにより、「食品ロス月間」に関する啓発記事の掲載

阿南市市民部
環境保全課
電話　0884-22-3413

・県広報誌への掲載
・SNS広報

・テレビ広報

・10月号
・10月中随時

・10月28日（木）

・県広報誌で家庭でできる食品ロス削減の取組みについて紹介する。
・食材の使い切りレシピやかがわ食品ロス削減協力店の取り組みを廃棄物対策課公式SNSで紹介する。
・県政テレビ「サン讃かがわPLUS」で食品ロス削減を呼びかける。

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

フードドライブ 12月 市内 パネル展示及びフードドライブを実施し、周知啓発を行う。

事業者との連携 9月～1月 市内 事業者と連携し、食品ロス削減について周知啓発を行う。

高松市
食品ロス削減啓発用品の作成・
配布

今年度中 市内 食品ロス削減啓発用品を作成し、行事等において配布し、周知啓発を行う。

高松市環境局環境総務課　総
務企画係
電話 087-839-2388

香川県

徳島県

高松市環境局環境総務課　総
務企画係
電話 087-839-2388

高松市



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

フードシェアリングクッキング
（仮称）

食品ロス削減シンポジウムの開
催

えひめの食べきり推進店での食
品ロス削減の普及啓発

家庭向け小冊子の配布

食品ロス削減に関するラジオ
コーナーの実施

10月2日（土）～3日
（日）

10月23日（土）

10月30日（土）

10月

10月

10月

愛媛県松前町（エミフル
ＭＡＳＡＫＩ）

愛媛県松山市（JR複合施
設みなとまち　まって
る）

愛媛県松山市（ANAクラウ
ンホテルプラザ松山）

えひめの食べきり推進店

食品小売店舗等

FM愛媛

・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。

・家庭で余った食材を持ち寄り、有効活用するレシピを学ぶフードシェアリングクッキング（仮称）
を開催する。参加者がSNSで情報発信を行うほか、行事の様子を撮影した動画を県HP,SNSで配信するこ
とにより、参加者以外の消費者に対して普及啓発を行う。

・令和２年度に策定した愛媛県食品ロス削減推進計画の内容を周知するとともに、参加者が食品ロス
問題を考える契機を与えるため、シンポジウムを開催する。また、併せてフードドライブコーナーや
食品ロス削減に関するパネル展示も行う。

・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。

・食品の正しい保管方法等を記載した家庭向け小冊子を配布するとともに、県HP,SNSで周知する。

・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。

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

環境フェア 10月23日、24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予
定。
・食品ロス削減啓発の一環で「フードドライブ活動」を実施予定。
※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
予定。

「食品ロス削減」啓発ブース設
置

10月 市有施設（検討中）
・「食品ロス削減」につながるパネル展示と残りもの野菜（トマト、きゅうり）を使ったレシピ紹介
や食材の保存方法をまとめたチラシを配架して啓発する。

今治市 食品ロス削減啓発 10月 －
市広報誌10月号・市ホームページ・各種SNS（Facebook・LINE・アプリ）等に、食品ロス、フードドラ
イブの記事を掲載し住民に周知する。
ＦＭラジオにより食品ロス、フードドライブについて放送し、住民に周知する。

今治市市民環境部
リサイクル推進課

電話　0898-47-5374

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

砥部町 食品ロス削減の啓発 10月 ・広報紙及び町ホームページに食品ロス削減啓発記事の掲載

砥部町役場生活環境課
ごみ対策係
電話089-962-7446

松山市役所
環境モデル都市推進課
環境活動推進担当
（089）948-6756

松山市

愛媛県



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

家庭でのおいしい食べきり全国
共同キャンペーン

10月 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食品ロスに関して啓発資料を配布予定。

・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予定。

食品ロス削減展 9月25日，9月26日 イオンモール高知 ・ＳＤＧｓウィークに合わせて，食品ロスに関するパネル展示を実施予定

ロビー展示 10月 県庁１階ロビー
１０月の食品ロス月間中に、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

県広報誌への掲載 10月15日（金）
食品ロス削減月間中に発行される県広報誌において、県民に対して食品ロス削減を呼びかける記事を
掲載する

食品ロス削減ポスターコンテス
ト入賞作品等の広報

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

てまえどりキャンペーン

10月20日（水）～
12月15日（水）

10月1日（金）～
12月12日（日）

10月1日（金）～
10月30日（土）

協定参加事業者各店舗
（約80店舗）

残しま宣言応援店（約270
店舗）

市内の一部コンビニ各店
舗（約180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。

・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。

・コンビニ事業者と協働し、商品棚の手前にある販売期限の迫った商品を積極的に選んでもらう「て
まえどり」の呼びかけを実施。

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

食品ロス削減啓発キャンペーン 10月～3月 福岡市内 ・公共施設等に常設の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する。

家庭でのおいしい食べきり全国
共同キャンペーン

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や上記啓発キャンペーンの紹介を
行います。記事見出しに「おいしく楽しく食べきろう！」の共通キャッチフレーズを使用します。

食品ロスダイアリー 10月～3月 市ホームページ
・１学期にごみについて学習した小学４年生を対象に夏休みを利用した取り組みとして「食品ロスダ
イアリー」を配布。後日、取組み結果を回収、集計し、市ホームページに公開する。

古賀市
・環境パネル展　　　　　　・
広報誌、POP展示

・10月
・12月

・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切りに１２月にかけて、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

福岡市

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

高知県 高知市

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

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

福岡県



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

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CM、ラジオ番組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。

「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29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と啓発グッズを市民へ配布予定。
・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。

啓発CMの放映 10月 県内
県のシンボルキャラクター「みやざき犬」が3010運動や家庭での食べきりの工夫などを呼び掛けるテ
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。

食べきり協力店の募集・登録 通年 県内
食品ロス削減に取り組む「食べきり協力店（飲食店）」に対しオリジナルデザインのドギーバッグ、
エコバッグ、卓上POPを配布し、飲食店利用者の食べ残しの持ち帰りを推進する。

「食品ロスゼロにチャレンジ」 6月～9月 市内小学校
食品ロスに関して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年生を対象に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ちらし配付 8月 市内 食品ロス削減の記事を掲載した文書作成し、自治会班回覧にて啓発を行う。

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。

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
（予定）

10月（予定） 鹿児島市内（予定）
・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啓発チラシや啓発グッズの
配布による街頭キャンペーン
・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 食品ロス削減月間 10月～11月
沖縄県立図書館
沖縄県広報誌
県広報テレビ番組

・10月の食品ロス削減月間に合わせて、沖縄県立図書館で食品ロス削減を啓発するためのパネル展示
を行う。
・沖縄県広報誌において、食品ロス問題及び食品ロスの削減方法を紹介する。
・沖縄県広報テレビ番組において、沖縄県内の高校生が行っている食品ロス削減のための取組を紹介
する。

沖縄県子ども生活福祉部消
費・くらし安全課
消費生活班
電話　098-866-2187

２８道府県、１４１市区町で実施予定

宮崎県環境森林部
循環社会推進課
電話　0985-26-7081

大分市

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

大分県

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

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



令和３年度　共同宣言企業と連携して行う事業　実施予定一覧

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

青森県 弘前市
スーパー等における食品ロス削
減啓発キャンペーン

12月～1月 イトーヨーカドー弘前店 ・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。 弘前市　市民生活部
環境課
資源循環係
電話　0172-35-1130

岐阜県
「ぎふ食べきり運動」協力店・
協力企業と連携した手前どり

10月～ 県内セブンイレブン各店
舗

共同宣言企業かつ「ぎふ食べきり運動」協力店・協力企業であるセブン-イレブンと連携し、手前どり
を促すポップによる啓発を実施。

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

１県１市で実施予定

自治体名


