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令和 2年 6月 15日

公益社団法人富山県医師会長 殿

富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民

会長 石井

富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰について (依頼)

平素より本県の食品ロス・食品廃棄物削減対策にご理解、ご配意を賜 り、誠にありがとう

ございます。

さて、本県では食品ロスの削減に関する法律 (令和元年法律第 19号)第 16条及び富山

県食品ロス削減計画 (令和 2年 4月策定)に基づき、食品ロス等の削減に積極的に取 り組

むものへの表彰を実施することといたしました。

つきましては、別添「富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰実施要綱」に基づき、

令和 2年度の表彰を実施いたしますので、関係者に周知いただくとともに、食品ロス等に積

極的に取 り組む団体、企業及び個人についてご推薦いただきますようお願い申し上げます。
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令和 2年 8月 14日 (金)17時まで

令和 2年度食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰応募用紙

・富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰実施要綱

・富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰留意事項

・令和 2年度食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰応募用紙

別途、県内の各市町村へ推薦依頼 してお ります。4,そ の他

以上

事務担当

富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議事務局

(富山県農林水産部農産食品課内)

住所 :富山市桜橋通り5‐ 13 興銀ビル10階

Tel:076-444-3282 Fax:076-444-4410

E― mail:anousansyokuhin@preitoyama.lg.,p

宮山県医師会
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富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰実施要綱

1.目 的

食品ロスの削減の推進に関する法律 (令和元年法律第 19号)第 16条及び富山県食品ロ

ス削減推進計画 (令和 2年 4月 策定)に基づき、富山県における食品ロス及び食品廃棄物

(以下 「食品ロス等」とい う。)の削減のための取組みを県民運動として一層推進 していく

ため、食品ロス等削減について顕著な功績があったものに対 し、その功績を讃えるため表

彰を行 う。

2.表彰

この表彰は、富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議 (以 下「県民会議」という。)

会長が、食品ロス等の削減の推進に尽力 し、優れた功績のあった団体、企業及び個人 (以

下 「団体等」。)を表彰する。

3,表彰の対象となる活動

① 食品ロス等の発生を抑制するための活動

② 食品ロス等の有効活用を推進するための活動

③ 食品廃棄物の資源化または再生利用を推進するための活動

④ その他県民会議会長が認めた活動

4.表彰の方法

表彰状及び記念品を授与する。

5.表彰の時期

県民会議会長が定める日

6.表彰の応募

表彰を受けようとする団体等、または団体等を推薦 しようとする市町村及び県民会議

の委員が属する団体の長は別紙応募用紙に必要事項を記入 し、県民会議会長に提出する

こととする。

7.表彰の審査

①表彰の適正かつ円滑な実施を確保するため、食品ロス等の削減に関する学識経験や知

見等を有する委員で構成する審査委員会を開催する。

②審査委員会では、あらかじめ審査基準を定め、書類審査を実施のうえ、表彰の候補者

を選定する。



8,事務局

この表彰の事務は、県農産食品課及び環境政策課が行 う。

.その他

この表彰の実施に関し必要な事項は、県民会議会長が別に定めるものとする。

9

附則

この要綱は、令和 2年 5月 25日 から適用するものとする。



富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰 留意事項

富山県食品ロス・食品廃棄物削減優良活動表彰の推薦に係る事務を行 う際の留意事項に

ついては下記のとおりとする。

令和 2年 6月 15日作成

1.表彰の候補者

市町村長もしくは富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議委員の属する団体の長

(以下「推薦者」という。)が、食品ロス・食品廃棄物 (以下「食品ロス等」という。)削減

に取 り組んでいるもののうち、その取組み内容が優れていると認められるもの。

なお推薦の対象は、個人、企業及び団体とする。

※ 1「企業」は法人・個人事業者の別を問わない。

※2「団体」は、企業や個人以外のもので、複数人が集まって同じ目的のもと活動して

いる集団とする。    ′

例 :老人会、学級など

※3 以下に該当する場合は、推薦の対象外とする。

・地方公共団体が推薦対象となる場合

・地方公共団体が設置した第ニセクターが推薦対象となる場合

・推薦の対象となる取組みが地方公共団体からの委託に基づき実施 されている場合

。その他、上記に準ずる場合

※4 重大悪質な法令違反がないこと及び社会通念上、表彰するのにふさわしくないと

判断される問題がないこと。

2.表彰の候補とする取組み

富山県内を拠点として実施 される食品ロス等削減に関する以下の取組みのうち、推薦基

準に照らし、推薦者が優れていると認める取組みを対象とする。

(1)食品ロス等の発生を抑制するための活動

(2)食品ロス等の有効活用を推進するための活動

(3)食品廃棄物の資源化または再生利用を推進するための活動

3.応募用紙の作成

推薦を行 う際は、別添の「応募用紙」に所要の事項を記載 し、推薦者が複数となる場合は

その推薦)贋位を明示 し、下記事務担当宛に提出すること。

4.推薦を行う際の基準



推薦する際には以下の推薦基準に留意すること。

・先進性 :地域における先駆的な活動であること

。有効性 :対象に応 じた効果的な活動であること

・波及性 :他団体等及び他地域への波及効果が大きいと見込まれる活動であること

・実践性 :周知・啓発にとどまらず、関係者等の模範となるような実践的な活動であること

・継続性 :計画的かつ定期的に実施されている活動であることなど、将来にわたって実施さ

れる見込みがあること

※なお、一部の推薦基準を満たさないことをもつて直ちに表彰候補者から除外される訳で

はありませんので、幅広に推薦いただきますようお願いいたします。

5.推薦に係るスケジュール (案 )

6月 15日 (月 ) 推薦依頼発出             ―

8月 14日 (金) 募集締め切 り※当日消印有効

8月 下旬    応募者に係る審査の実施

9月 上旬    審査結果を踏まえた意見を県民会議会長へ報告

9月 中旬    表彰者の内定、内示、受賞諾否の確認依頼

10月 頃     表彰式の実施

6.その他

・ヽ新型コロナウイルス感染症の感染が再度拡大する等、やむを得ない事情がある場合、表彰

式の実施の是非を検討の上、中止とすることもあります。

・当該表彰に係る事務について不明な点がある場合は、下記事務担当までご連絡ください。

事務担当

富山県食品ロス・食品廃棄物削減推進県民会議事務局

(富山県農林水産部農産食品課内)

住所 :富山市桜橋通 り5‐ 13 興銀ビル 10階

Tcli 076-444-3282 Fax:076-444-4410

E‐ mail:anousansyokuhin@prcitoyama.lg.,p



(別紙様式)

令和2年度 食品ロス・食品廃棄物
削減優良活動表彰 用紙

(渡 )応 募用紙は返去Iい たしませんので、必要な場合は写しを取つてお送りください。

個人情報の取扱しWこついて

応ヨ十の爆にご記入いただいたa人情報は、審査および書査にあたつての市町村瞬係行政部局への間い合わせ、表影式招待状の送村、審査結果の通知にのみに活用します。それ以外の目的には一切使用いたしません。応募者の

個人情報を応募者の同意祭しに奈務委証先以外の第二者に開示 提供することはございません (法令幸により岡示を求められたよ隅合を除く)。 お申込に際して取得した電人情報,ま 応手翔切後、保存期「日R経 過後に強棄いたします。

富山県食品【】ス 食品廃棄物削減推進県民会議事務局】菖山県晨林水産部屋産女品課
(送 付先 )E― mれ i anoじ sansyЫ (uhnⅢreitoyamaIB,J,(10MB以 内)

楽3送 !〒 931卜 ∞06冨山県富山市悽積通り5-13興 銀どルiO階 段麿食品謀食品慶楽 流通係 完
了EL「 0'6444-3292(平 日 e:00～ 1715、 ■日祝 日除く)
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※複数回答可

活動の擦続年数

<速 符 先>

〈代表者名〉

(団 体の増a

活 動 名

重 篤 先

役 職 名

推藍 元

各考資料の送付について

写真の送付について

情報公開の可否

今加者アンケートの   有

りゝがな

複数の取組がある鳩合、工も長いものを記入

年
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×70字以内で記入
く団体名〉
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ふりおくな

ふりおt′ょ

亡所

ふりがな

ふりがな

霊理番号 No

有         無

※事業内容がわかる資料 (事 業報告、予算書■ )、 団体にB日 する資料など3点程度をお送りください。

有         無

※活動の様子や案犠力tわかる写真があれば、5枚程度をお送りください。

者勁(推薦調書の記載内容、添付写真など)を富山県が食品ロス‐食品廃棄物割滅のためパンフレットや冊子、ホームページ等に掲載することについて

同なする       同意しない      ※どちらかを選んてください。

食品廃棄物削減に貢献している点についてご記入ください。

以内で記入

×300字以内で記入

1)推薦対象活動が食品 E

(3)推 薦対象活動において、最も PRし たい点についてご記入 ください。

×300字 以内で記入

2)推薦対象活動において、工夫 している点について具体的内容をご記入 くだ さい。

有

　

無

※活れて使用するために作成された資料などがあれば、A4サイズにしてコピー3点程度をお送りください。

×アンケー ト以外に実施 している効果測定があれば記入

※今後の連携や展開の方向性 その予定時期、継続のための体制づ くり、活動の指導者育成などについて、記入

×連携先がある場合に、具体的に記入

※OO活動 (～県～市)、 △△体験会の開催 (～県～部)な ど、活動地域と内容がわかるように記入
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8-大 人(,0歳 レユ上)      人   9-会 員のみ      人
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人

人

大 )
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