
１．啓発資材を活用した消費者啓発に取り組む事業者一覧 (73事業者)

株式会社ファミリーマート

啓発資材を活用した食品ロス削減に取り組む事業者、自治体一覧
（令和４年10月13日現在）

全国エリア

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス　　

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社ローソン

北海道エリア

イオン北海道株式会社

株式会社ベルジョイス

株式会社大丸松坂屋百貨店

株式会社道北アークス

株式会社セコマ

山崎製パン株式会社デイリーヤマザキ事業統括本部

カドウフーズ株式会社

東北エリア

株式会社道南ラルズ

株式会社ラルズ

株式会社ユニバース



株式会社オータニ

関東エリア

株式会社セコマ

株式会社静鉄ストア（末広店、御門台店）

アルビス株式会社

ナガイ・プロサービス

株式会社かじ惣　

株式会社静岡伊勢丹

小川畜産食品株式会社

北陸エリア

株式会社ウオロク

静岡ガス株式会社

道の駅おかべ・道の駅はなぞの

生活協同組合コープいしかわ

株式会社 大丸松坂屋百貨店

アルビス株式会社

株式会社中京クッキング

東海エリア

株式会社アオキスーパー

株式会社ぎゅーとら

株式会社近鉄百貨店

株式会社サンヨネ

株式会社あいち食研

株式会社オークワ

株式会社 大丸松坂屋百貨店

株式会社髙島屋

株式会社SCミート

株式会社読売情報開発

福井県民生活協同組合

生活協同組合ユーコープ

株式会社東急ストア

株式会社とりせん

生活協同組合コープみらい



生活協同組合コープみえ

株式会社ダイコク

中国四国エリア

株式会社伊予鉄髙島屋

厨幾松

株式会社髙島屋

近畿エリア

京都生活協同組合

生活協同組合おおさかパルコープ

長田公設市場協同組合（食遊館）

株式会社近鉄百貨店

株式会社ハートフレンド

カナート株式会社

イズミヤ株式会社

株式会社阪急オアシス

生活協同組合コープこうべ

株式会社オークワ

株式会社サンプラザ

株式会社フジ・リテイリング

株式会社 大丸松坂屋百貨店

株式会社オズメッセ

生活協同組合コープえひめ

株式会社ウエル

株式会社マルイ

株式会社 大丸松坂屋百貨店

トヨタ生活協同組合



株式会社サンエー

金秀商事株式会社

九州・沖縄エリア

株式会社新鮮マーケット

株式会社野嵩商会（フレッシュプラザユニオン）

株式会社 大丸松坂屋百貨店

※その他、非公表を希望する事業者：１
※実際に啓発資材を活用している店舗の所在地ごとに掲載しております。したがって、店舗がエリアをまたがる場合
は、同じ事業者名が複数回記載されることとなります。

ＪＡおきなわファーマーズマーケット

生活協同組合コープおきなわ

株式会社丸大

株式会社山形屋ストア

株式会社ローソン沖縄

株式会社セブン-イレブン・沖縄

株式会社ＪＡおきなわＡコープ

株式会社沖縄ファミリーマート

イオン琉球株式会社



２．啓発資材を活用した食品ロス削減の推進を行う自治体一覧 (60自治体)

北海道エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

函館市 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021111900018/

東北エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

青森県 ―

秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63638

秋田市 https//www.city.akita.lg.jp/kurashi/recycle/1021994/1035537.html

山形県
みんなで減らそう食品ロス！
https://www.pref.yamagata.jp/050010/kurashi/kankyo/recycle/syokuhinnrosusakugen.html

関東エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

茨城県 https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shijun/kikaku/temaedori.html

ひたちなか市 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/gomi/1002989/1010204.html

栃木県
（ポスター）https://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/syokuhinnross/documents/3kiriundou-r3.pdf
（三角柱POP）https://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/tabekiri15undou.html
（シンボルマーク）https://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/foodlosssymbolmark.html

群馬県
https://www.pref.gunma.jp/04/e0110003.html
https://www.pref.gunma.jp/04/e16g_00029.html

埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/foodloss-sakugen.html

入間市 http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/sumai_kurashi/gomi_list/1013059/1015212.html

さいたま市 https://www.city.saitama.jp/001/006/012/003/003/p087256.html

千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/food/temaedori.html

館山市 https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100173.html

東京都 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/recycle/tokyo_torikumi/food_waste.html

府中市 ―

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/prs/r9294497.html

山梨県 https://www.pref.yamanashi.jp/shokuhin-st/shokuhinrosusakugen.html

長野県 https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/kenminundo/index.html

静岡県 https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/tabekiri/torikumi.html

静岡市 ―

岩手県

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021111900018/
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/namagomigenryo.html
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63638
https://www.pref.yamagata.jp/050010/kurashi/kankyo/recycle/syokuhinnrosusakugen.html
https://www.pref.yamagata.jp/050010/kurashi/kankyo/recycle/syokuhinnrosusakugen.html
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shijun/kikaku/temaedori.html
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/gomi/1002989/1010204.html
https://www.pref.gunma.jp/04/e0110003.html
https://www.pref.gunma.jp/04/e0110003.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/foodloss-sakugen.html
http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/sumai_kurashi/gomi_list/1013059/1015212.html
https://www.city.saitama.jp/001/006/012/003/003/p087256.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/food/temaedori.html
https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100173.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/recycle/tokyo_torikumi/food_waste.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/prs/r9294497.html
https://www.pref.yamanashi.jp/shokuhin-st/shokuhinrosusakugen.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/shigen/kenminundo/index.html
https://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/tabekiri/torikumi.html


北陸エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/syokuhinloss/syokuloss.html

東海エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

可児市 ―

愛知県 http://kankyojoho.pref.aichi.jp/foodloss/consumer.html

一宮市
いちのみや食べきり協力店を募集します
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kankyou/haikibutsutaisaku/1043987/1043988/1010025/10
47039.html

豊橋市 https://www.city.toyohashi.lg.jp/53432.htm

・小売店レールポップ・ポスター
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012700106.htm

・飲食店ポスター
https://www.pref.mie.lg.jp/HAIKIK/HP/m0058000134.htm

四日市市 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1656037658464/index.html

近畿エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

滋賀県 ―

京都府 https://www.pref.kyoto.jp/syokuloss/

京都市 http://sukkiri-kyoto.com/oshiraseinfo/5959.html

大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/foodloss/syokurosugekkan.html

兵庫県
ひょうごフードドライブ運動
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk18/hyogofooddrive.html

奈良県
https://www.pref.nara.jp/53363.htm
（てまえどりの取組についてHPにて紹介。資材のダウンロードは不可です。）

奈良市 https://www.city.nara.lg.jp/site/gomi-syusyu/91689.html

和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/reduce_foodloss.html

中国・四国エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236277

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/oishiitabekiri.html

https://www.pref.shimane.lg.jp/life/syoku/shohi/kurasi_info/temaedori_download.html

https://www.pref.okayama.jp/page/683079.html

https://www.pref.okayama.jp/page/771162.html

https://www.pref.okayama.jp/page/731543.html

山口県 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/40/20811.html

宇部市 ―

長門市 https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/8/40274.html

三重県

岡山県

島根県

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/syokuhinloss/syokuloss.html
http://kankyojoho.pref.aichi.jp/foodloss/consumer.html
https://www.city.toyohashi.lg.jp/53432.htm
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1656037658464/index.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/haikibutsu/314578.html
https://www.pref.kyoto.jp/syokuloss/
http://sukkiri-kyoto.com/oshiraseinfo/5959.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/foodloss/syokurosugekkan.html
https://www.pref.nara.jp/53363.htm（てまえどりの取組についてHPにて紹介。資材のダウンロードは不可です。）
https://www.pref.nara.jp/53363.htm（てまえどりの取組についてHPにて紹介。資材のダウンロードは不可です。）
https://www.city.nara.lg.jp/site/gomi-syusyu/91689.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/reduce_foodloss.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236277
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/oishiitabekiri.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/syoku/shohi/kurasi_info/temaedori_download.html
https://www.pref.okayama.jp/page/683079.html
https://www.pref.okayama.jp/page/771162.html
https://www.pref.okayama.jp/page/731543.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/40/20811.html
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/8/40274.html


https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5047618/

https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyosyutogakkou/program/5030201/

https://www.youtube.com/channel/UC8_Yz17Q1AKpRDJbWMBD17w/videos

すぐに食べるなら手前から取ってね
https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/loss/dekirukoto/temaedori.html

食品ロス削減に向けて「てまえどり」キャンペーンを実施します
https://www.pref.kagawa.lg.jp/haitai/loss/kakonotorikumi/20220929.html

愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/h15700/kaimono-campaign/kaimono-campaign_r04.html

高知県 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/2021071300019.html

九州・沖縄エリア 関連URL（啓発資材の提供ページ、食品ロス削減の取組関連ページ等）

みんなでフードロスゼロ！おいしい福岡エコ運動（常設）
⇒https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/jigyokeigomi/hp/fuk-ecomovement.html

福岡エコ運動協力店一覧（常設）
⇒https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/jigyokeigomi/hp/fuk-ecopartners_introduction.html

福岡市食品ロスレスキューキャンペーン（～10月31日）
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/jigyokeigomi/charm/rescuecampaign.htmlttps://www.cit
y.fukuoka.lg.jp/kankyo/jigyokeigomi/charm/rescuecampaign.html

福岡市食品ロスレスキューキャンパーン応募サイト（～10月31日）
⇒https://fukuokaeco2022.com

飯塚市 ―

筑紫野市 https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/site/gomi/22898.html

佐賀県 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00388081/index.html

唐津市 https://www.city.karatsu.lg.jp/seikatsu-kankyou/kankyou/temaedori.html

鳥栖市 ―

①長崎県HP　資源循環推進課　食品ロス対策
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/haikibutsu-recycle/foodloss/

②食品ロス削減～ながさき食ロスゼロを目指して～（外部）
https://www.kankyokatsudo-e.net/eco_healthy/topPage.php

大分県 ―

佐伯市 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0036966/index.html

宮崎県
みやざき食べきり宣言プロジェクト
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/junkansuishin/kurashi/shizen/20160729155545.html

鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab11/kurashi-kankyo/syohi/syokuhinrosu/shokuhinrosu.html

枕崎市 https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/shimin/18499.html

https://www.pref.okinawa.lg.jp/churahome/563/index_h5.html#9

https://www.youtube.com/watch?v=gSKfuTG6KOw&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blU
LaU6&index=29

北海道エリア･･･北海道
東北エリア･･･青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東エリア･･･茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県
北陸エリア･･･新潟県、富山県、石川県、福井県
東海エリア･･･岐阜県、愛知県、三重県
近畿エリア･･･滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国エリア･･･鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州・沖縄エリア･･･福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※事業者、自治体ともに、当省の募集にご応募いただいたところを掲載しています。

※応募様式記載の住所をもとに、エリア分けを行っております。ポスター掲載地域はこのエリアに限定されるものでは
ありません。

香川県

徳島県

長崎県

沖縄県

福岡市

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/5047618/
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kankyo/kankyosyutogakkou/program/5030201/
https://www.youtube.com/channel/UC8_Yz17Q1AKpRDJbWMBD17w/videos
https://www.pref.ehime.jp/h15700/kaimono-campaign/kaimono-campaign_r04.html
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/2021071300019.html
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/site/gomi/22898.html
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00388081/index.html
https://www.city.karatsu.lg.jp/seikatsu-kankyou/kankyou/temaedori.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/17/28520.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/haikibutsu-recycle/foodloss/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/haikibutsu-recycle/foodloss/
https://www.kankyokatsudo-e.net/eco_healthy/topPage.php
https://www.kankyokatsudo-e.net/eco_healthy/topPage.php
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0036966/index.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/junkansuishin/kurashi/shizen/20160729155545.html
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/junkansuishin/kurashi/shizen/20160729155545.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ab11/kurashi-kankyo/syohi/syokuhinrosu/shokuhinrosu.html
https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/shimin/18499.html
https://www.pref.okinawa.lg.jp/churahome/563/index_h5.html#9
https://www.youtube.com/watch?v=gSKfuTG6KOw&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=gSKfuTG6KOw&list=PLjCs709XbPuoNjHhRdCBEp_KM6blULaU6&index=29

