
 

 

 

 

 

 

平成２９年度「食品ロス削減全国運動」の結果報告 
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平成２９年度のフードドライブの取り組み
No. 都道府県 団体名 実施回数 食材の集め方 食材の届け先・利用方法

1 山形県 庄内町余目生活学校 9
地域住民・老人会・友人等「一人・ひとり運
動」で呼び掛けて集める

独居高齢者との交流会、学童保育の会食会、
親子料理教室、町内施設へ届ける

2 茨城県 湊エコライフの会生活学校 2
メンバー、他団体、友人に呼び掛けて集め
るほか、協力者の家庭を回って集める

児童養護施設に届ける届ける

3 茨城県 クローバーの会 2
メンバーの他、スーパー等にも呼び掛けて
集める

シングルマザーの家庭に届ける他、食事会で活
用

4 栃木県 那須塩原市生活学校 5 会員、自治会に呼び掛ける 市役所子ども課（ＤＶ）、ＮＰＯ法人

5 群馬県 宮本生活学校 2
パンフレットに明記（賞味期限に余裕のあ
るもの）

自分たちが知っている貧困児童、老人給食弁当
作り団体、老人ホーム、児童施設に届ける

6 千葉県 ＮＰＯ法人住まい・まち研究会 2
自分たちで開設した認知症カフェに集う地
域住民に呼び掛ける

自分たちで開設する子ども食堂や認知症カフェ
で活用

7 東京都 渋谷区長谷戸生活学校 10
イベントで集めたり、拠点を定め持って来て
もらう

子ども食堂や食事会に届ける

8 東京都 本町生活学校 13-15 公民館で拠点回収 児童養護施設の他食事会や子ども食堂

9 東京都 一般社団法人慈有塾 12
農家から売れ残り野菜等、お寺からお供え
のお菓子、メンバーに呼び掛けて集める

母子家庭の生徒、一人暮らしの貧困状態の生
徒等

10 新潟県
かきざきコンシェルジュ生活学
校

3
イベント時やメンバーの商店、家庭菜園の
余剰野菜

子ども食堂に届ける

11 新潟県 小国生活学校 月4-5
自分の畑、パン屋、果物屋の売れ残り等を
集める

独居老人、買い物困難者に直接届ける

12 石川県 小梅の会 2
メンバーからの声掛け、チラシの配布、ポ
スターの掲示

子ども食堂、高齢者へのお弁当の提供

13 石川県 野々市生活学校 2
ポスター、チラシ、市広報で周知を図り、イ
ベント時に受け付ける

障がい者施設に届ける

14 岐阜県 大垣市生活学校 3
メンバー、自治会、他団体、地域住民に呼
び掛けて集める

夏休みに実施する子ども食堂で使うほか、児童
養護施設等に届ける

15 岐阜県 中津川市生活学校 2 メンバー、農家の余剰農産物を集める 児童養護施設に届ける

16 岐阜県 岐阜市生活学校 7
メンバー、地域住民に呼び掛けて公民館に
持ち寄る

児童養護施設に届ける

17 静岡県 一般社団法人ひ・まわり 3 居場所事業と一緒に周知・回収する
子どもの居場所事業での食事、児童自立生活
援助事業での提供他

18 静岡県 ありままの会 毎月1回
知人の畑から野菜、メンバーに呼び掛けて
集める

自立援助ホーム、一人親会



19 愛知県 かりや消費者生活学校 4 広報及び地方紙で呼び掛け 子どもの身障者の施設に届ける

20 三重県 三重県新生活運動推進協議会 2 各単位校で地域住民に呼び掛けて集める 厚生施設に届ける

21 京都府 舞鶴生活学校
毎月1回+
ｲﾍﾞﾝﾄ時

定例会やイベント会場で集める 子ども食堂に届ける

22 岡山県 津島生活学校 2 イベントの際に集める ホームレス支援施設に届ける

23 岡山県 マスカット生活学校 毎月1回
メンバー、農家に呼び掛けるほか、先輩生
活学校と連携・協力する

自分たちがやっている子ども食堂で提供する

24 広島県 福山市柳津生活学校 2
イベント、広報紙で呼び掛け公民館で集め
る

老人ホーム等に届ける

25 広島県 福山市生活学校瀬戸二番組 2
食品業者から未使用食材提供や農家から
残った野菜類をもらう、ボランティアによる
持ち寄りで集める

町内にある場所で子ども・親・高齢者に提供

26 広島県 福山市生活学校高美台坂道 3 自治会やメンバーに呼び掛けて集める 高齢者給食で活用

27 山口県
住みたくなるふるさとづくり実行
委員会（生活会議）

5
メンバー、地域住民に呼び掛けて集めるほ
か、近隣農家にも協力してもらう

東京、埼玉、愛媛、下関の子ども食堂に届ける

28 徳島県 すい～ぷ生活学校 12
メンバー、女性団体、農家に呼び掛けて集
める

教会の一室を借りて「間借りカフェ・単穂穂」を第
４土曜日に開催し生活困窮者に配布する

29 徳島県 川島町楓生活学校 12
メンバー、友人、市広報を通じ一般家庭、
農家に呼び掛けて集める

公民館で生活困窮者に配布するほか独居高齢
者に届ける。食品ロス削減料理教室でも活用

30 徳島県 山川生活学校 12
メンバー、町内会、一般家庭、農家に呼び
掛けて集める

公民館で生活困窮者に配布するほか独居高齢
者に届ける。食品ロス削減料理教室でも活用

31 徳島県 三加茂生活学校 3
メンバー、地域住民、婦人会、老人会、農
家に呼び掛けて集める

公民館で生活困窮者に配布するほか独居高齢
者や児童養護施設に届ける。独居高齢者健康
づくりの会（生活学校主催）でも活用

32 徳島県 池田生活学校 3
メンバー、女性団体、子育て支援グルー
プ、一般家庭、農家に呼び掛けて集める

公民館で生活困窮者に配布するほか独居高齢
者や外国からの移住者に届ける。食品ロス削減
親子料理教室等でも活用

33 徳島県 阿南ふれあい生活学校 6
メンバー、他団体に呼び掛けるほか、自治
会等にもチラシを配布して協力依頼する

月１回開催している高齢者サロンで提供する

34 愛媛県
多田エコグループたんぽぽ生活
学校

2
メンバー、地域住民に呼び掛け公民館に持
参してもらう。車で集荷に回る

グループホーム、就労支援施設、給食サービ
ス、調理実習

35 熊本県 上松山生活学校 2 メンバー、老人会に呼び掛ける 老人会の給食会

36 熊本県 南関町生活学校 5
各地区、商店街へ呼び掛けて集めるほか、
イベントの際にも呼び掛ける

独居老人、生活保護家庭に届けるほか、子ども
会と料理教室を開いたり敬老会等で使用



37 熊本県 宇土市生活学校 2 メンバーの他、他団体に呼び掛けて集める
独居高齢者の会食会で提供し、来られない人に
はお弁当を作り届ける

38 熊本県 氷川町生活学校 3 メンバーで持ち寄る 子ども食堂

39 鹿児島県日吉地域生活学校 2
メンバー、知り合い、女性団体に呼び掛け
て集める

自治会の高齢者サロン、障がい者施設

40 鹿児島県伊集院地域生活学校 3 各種女性団体を通じて集める
児童養育施設、母子家庭、独居高齢者宅、生活
保護家庭

41 鹿児島県姶良生活学校 2 メンバー、知人に呼び掛けて集める 母子家庭、高齢の生活困窮者、母子寡婦会



平成２９年度の食品ロス削減普及啓発の取り組み
No. 都道府県 団　体　名 形式 人数 テーマ 参加者

1 宮城県 仙台市生活学校連絡協議会 イベント 1000
エコでデビュー＆皆で減らそう食
品ロス

環境関係団体と市民

2 茨城県 茨城県生活学校連絡会 料理講習会 100
いばらきの旬の食材を使って使
いきり、食べきりの料理の講習会

メンバー、消費者団体、地域づく
り団体

3 茨城県
延方生活学校
潮来あやめ生活学校

講演会 125
地球からのＳＯＳが聞こえる―食
品ロス（廃棄食材）の講演会

メンバー

4 埼玉県 芋づるプロジェクト イベント 30
畑作業を通じて食のありがたみ
を感じる＆食生活の提案

一般親子連れ

5 千葉県
船橋市生活学校運動推進協議
会

シンポジウ
ム

270 食の“もったいない”を考える メンバー、一般市民

6 東京都 私の畑生活学校 料理教室 20
皮まで食べて生ごみを出さない
食生活の提案

一般親子連れ

7 神奈川県いきいきサロン鴨居（生活会議） 講演会 50
食品ロスの実態とロス削減につ
いて考えよう

連合自治会会員

8 神奈川県ＮＰＯ法人学びサポート研究会 講演会 75
食品ロスの実状と食品ロス削減
の現行について考えてみよう！

一般市民

9 新潟県
かきざきコンシェルジュ生活学
校

イベント 100
食べものに、もったいないを、もう
いちど

一般市民

10 石川県 七尾生活学校 講演会 40
食品ロス削減とリサイクル推進に
ついて

公募した市民、メンバー、他団体

11 山梨県 韮崎生活学校 イベント 120 もったいない「食品ロス削減」を 一般市民

12 静岡県 蒲生活学校 イベント 200
もったいないを意識しながら日常
生活を見直してみよう

地域の老若男女

13 愛知県 安城市消費生活学校 イベント 100
楽しく学ぼう―食品ロスの現状と
今後―

一般市民

14 兵庫県 垂水マミーズ生活学校 イベント 500
子育て応援すまいるフェスタ（食
品ロス削減）

一般市民

15 広島県 福山市生活学校連絡協議会 イベント 200 ふくやま環境フェスタ2017 一般市民

16 徳島県 池田生活学校
イベント
（２回）

200
大型商業施設への買い物客等
への食品ロス削減普及・啓発活

一般市民

17 徳島県 三加茂生活学校
イベント
（２回）

200
高速道路ＩＣイベント参加者、スー
パー買い物客等への食品ロス削

一般市民

18 徳島県 山川生活学校
イベント
（２回）

200
イベント参加者、買い物客等への
食品ロス削減普及・啓発活動

一般市民



19 徳島県 川島町楓生活学校
イベント
（２回）

200
農産市及びスーパー買い物客等
への食品ロス削減普及・啓発活

一般市民

20 徳島県 森山オレンジ生活学校
イベント
（２回）

200
イベント参加者や買い物客等へ
の食品ロス削減普及・啓発活動

一般市民

21 徳島県 すい～ぷ生活学校
イベント
（２回）

200
イベント・講演会参加者や買い物
客等への食品ロス削減普及・啓

一般市民

22 徳島県 阿南ふれあい生活学校
イベント
（３回）

210
市内イベント参加者への食品ロ
ス削減普及・啓発活動

一般市民

23 徳島県 タンポポ生活学校
イベント
（１回）

200
フェスティバル参加者への買い
物客等への食品ロス削減普及・

一般市民

24 徳島県 徳島県生活学校連絡会
イベント
（４回）

400
イベント参加者等への食品ロス
削減普及・啓発活動

一般市民

25 大分県
大分県生活学校運動推進協議
会

シンポジウ
ム

130
すすめよう食品ロス削減、連携と
具体策の取り組み

メンバー、消費者団体、地域づく
り団体



都道府県
地域活動団体
による配布

シンポジウム等
による配布

行政を通じた配布 その他の配布 合　　計

北海道 221 19 240

青森県 700 700

岩手県 20 20

宮城県 930 200 1,130

秋田県 20 35 55

山形県 70 7 77

福島県 350 5 355

茨城県 165 225 2 392

栃木県 200 705 5 910

群馬県 320 7 327

埼玉県 210 30 321 26 587

千葉県 160 270 110 17 557

東京都 1,450 20 1,355 2,825
神奈川県 105 125 400 59 689

新潟県 350 100 6 456

富山県 120 15 135

石川県 860 40 900

福井県 180 110 290

山梨県 530 120 10 25 685

長野県 30 300 1,050 1,380

岐阜県 1,479 1,479

静岡県 240 200 500 50 990

愛知県 1,320 100 1 5 1,426

三重県 170 1 171

滋賀県 160 2 162

京都府 100 8 108

大阪府 301 143 444

兵庫県 75 500 500 81 1,156

奈良県 150 20 170
和歌山県 270 2 272

鳥取県 0

島根県 20 20

岡山県 305 9 314

広島県 400 200 160 760

山口県 200 33 233

徳島県 180 2,010 2 2,192

香川県 0

愛媛県 170 1 171

高知県 40 40

福岡県 300 109 409

佐賀県 0

長崎県 710 20 730

熊本県 170 2 172

大分県 570 130 2 702

宮崎県 140 140
鹿児島県 1,180 1,180

沖縄県 20 20

合　計 15,099 4,270 3,483 3,319 26,171

平成２９年度食品ロス削減家計簿手帳配布状況一覧

※「地域活動団体による配布」は生活学校・生活会議による配布
※「その他の配布」は読売新聞や情報誌まちむらの掲載記事を読んで参加した人や団体による配布


