
No. 取組事例 団体名 キャンペーンサイトURL
1 みんなで海ごみ集めて、G20署名式典のTシャツに！ 日本環境設計株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1

2 非常用飲料水容器のアルミ化プラスチックゴミを激減する取組 株式会社アイエッセンス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=2

3 流通ハンガーの取り扱いについて 広域認定制度による遵法運用のご案内 FYS株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=3

4 廃PETボトルを活かした食器作り 株式会社おぎそ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=8
5 お台場の砂浜でマイクロプラスチック採取体験＆学習会 等 生活協同組合パルシステム東京 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=9
6 ライスバレーにいがた・プロジェクト 株式会社バイオマスレジン南魚沼 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=11
7 包装資材に使用のプラ材料の削減 株式会社中央製版 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=12
8 紙梱包資材ソリューション(プラスチック梱包紙材の代替素材として) 株式会社PALTEK http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=13
9 北摂地域におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に関する協定 吹田市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=14
10 海岸アダプト清掃事業 呉市豊町地区公衆衛生協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=15
11 第7回　くにの松原クリーン大作戦 大崎町 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=16
12 青いサンタクロースになってみん なでゴミ拾いしよう！ 株式会社ナウイエンタープライズ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=17
13 クリーンアップひょうごキャンペーン 兵庫県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=18
14 高松クリーンデー“たかまつきれいでー” 高松市環境美化都市推進会議 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=19
15 商品プラスチックリユース事業 等 藤沢市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=20
16 ビーチクリーン 海岸清掃、毎月第三日曜日 NPO法人海のネットワーク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=24
17 捨てた物はやがて自分の元へ、例えばマイクロプラスチックになって 等 SSFC 海辺の清掃実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=25
18 生分解性バイオプラスチック複合材の開発 アイ‐コンポロジー株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=26
19 海は世界とつながる、ビーチコーミング YMCA阿南国際海洋センター http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=27
20 LEADS TO THE OCEAN 等 NPO法人海さくら http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=28
21 生分解性LIMEXの開発 等 株式会社TBM http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=29
22 いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動 福島県いわき市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=37
23 小田急・江ノ電クリーンキャンペーン 小田急電鉄株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=40
24 オレンジビーチの海岸漂着物清掃 伊東市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=41
25 クリーンアップボランティア活動 中特グループ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=42
26 海洋プラスチックごみ自動回収装置 株式会社 平泉洋行 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=43
27 「ハッピーりぼーん」プロジェクト 日本マクドナルド株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=44
28 やまがた環境展におけるペーパーストローの使用に関するアンケート調査 山形県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=45
29 マイクロプラスチックについて 羽村市消費生活センター運営委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=46
30 淀川クリーンアップ活動 鴻池運輸株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=47
31 海辺の漂着物調査 等 （公財）環日本海環境協力センター（NPEC） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=48
32 機内・空港や事業所の廃棄物の３Ｒの推進 全日本空輸株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=51
33 “ワイズ・コンサンプション”の率先的取組 環境省 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=52
34 ウェルカメクリーン作戦 浜松市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=53
35 浜名湖クリーン作戦 浜名湖の水をきれいにする会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=54
36 西の浜はゴミ箱じゃない！ ～西の浜クリーンアップ活動 環境ボランティアサークル亀の子隊 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=55
37 人と動物が共生する地球環境を未来に繋ぐ為出来る事から挑戦します 那須どうぶつ王国 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=56
38 番匠川を九州一の清流に! つな★ばんプロジェクト http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=57
39 「海に感謝、人に感謝」 表浜海岸の海岸清掃 ヤマサちくわ株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=58
40 警備機器類のリユース・リサイクル ＡＬＳＯＫ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=59
41 空き缶等散乱ごみ追放キャンペーン 広島県安芸郡府中町 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=60
42 ビーチクリーン NPO法人 水辺に遊ぶ会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=61
43 廃プラのケミカルリサイクル（油化） エンヴィテック・エンジニアリング株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=68
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44 紙ストローお試しの日 in 清水 静岡市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=69
45 ペットボトルキャップ回収運動～キャップをリサイクルして途上国の子どもにワクチンを贈ろう～ 等 NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会（JCV） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=70
46 夜回り運動　ごみ拾い 和歌山県ＢＢＳ連盟 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=73
47 ５３０（ゴミゼロ）運動 等 長野県軽井沢町 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=74
48 マイバッグキャンペーン（パネル展） エフコープ生活協同組合 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=80
49 相模湾沿岸域におけるマイクロプラスチック汚染の実態解明 神奈川県環境科学センター http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=81
50 プラスチックのないライフスタイルを考えよう！ アースデイ東京2019実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=82
51 SDGSに資するプラスチック関連取組事例集の公表 一般社団法人 日本経済団体連合会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=83
52 ペットボトルのリサイクル 近畿環境保全株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=84
53 プラスチック製容器包装リサイクルバスツアー 北九州市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=85
54 ポリエチレン製ガス管のリサイクル 一般社団法人　日本ガス協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=87
55 マイボトル・エコバックキャンペーン 積水ハウス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=88
56 マイバッグ持参の呼びかけ コープみらい http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=89
57 組合員の協力でリサイクルを進めています　等 コープデリ連合会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=90
58 新原料・素材の開発と活用 等 株式会社三鷹ホールディングス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=91
59 バイオマス製品の利用と普及の推進 等 日本バイオマス製品推進協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=94
60 瀬戸内海の海洋ごみ問題の解決に向けた女子中高生の挑戦 等 山陽女子中学校・高等学校地歴部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=96
61 生分解性プラスチックを使用した紙コップ 日本紙パルプ商事株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=97
62 プラゴミ削減宣言 株式会社 国太楼 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=98
63 スポGOMI大会in札幌 特定非営利活動法人北海道スポーツGOMI拾い連盟 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=99
64 県庁オープンデー　環境スタンプラリー 埼玉県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=104
65 ごみ運搬中継施設建設 志摩市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=105
66 自動車リサイクルのプラスチック処理への理解活動 公益財団法人自動車リサイクル促進センター http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=107
67 ポリエチレン製ガス管のリサイクル 東京ガス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=108
68 River Clean Up in Tokyo Tokyo River Friends (川を愛する会) http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=72
69 循環型リサイクル　トレーtoトレー、ボトルtoトレー 株式会社エフピコ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=109
70 鴨川定例クリーンハイク 株式会社レオパレス２１ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=110
71 省資源化の取り組み シーピー化成株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=111
72 Ｒｅｃｏボードでパネルリサイクル エーシーシステムサービス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=112
73 釣り人による清掃活動 淡海を守る釣り人の会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=113
74 使い捨てプラスチック削減の呼びかけ 小田原市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=114
75 ECO i-Shirt はるやま商事株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=115
76 リサイクル・循環型ビジネスへの取り組み 等 三菱商事株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=5
77 買い物袋持参運動 等 イオン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=116
78 漆を増やしてプラスチックを削減するUrushi NEXT プロジェクト 一般社団法人次世代漆協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=129
79 農業廃棄物由来バイオプラスチックの開発 Texchem Japan, Inc. http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=130
80 メラミン製品のリサイクルシステム 国際化工株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=63
81 ちゅら島環境美化全県一斉清掃 ちゅら島環境美化推進県民会議 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=101
82 沖縄クリーンコーストネットワーク（OCCN） まるごと沖縄クリーンビーチ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=102
83 沖縄県におけるレジ袋削減に向けた取組に関する協定 沖縄県、事業者、沖縄県ごみ減量リサイクル推進会議 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=103
84 天神祭ごみゼロ大作戦 天神祭ごみゼロ大作戦実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=132
85 従業員とお客さまがともに、プラスチックごみ削減に貢献 等 株式会社LIXIL http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=133
86 プラスチック資源循環アクション宣言 農林水産・食品産業の企業・業界団体（農林水産省） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=135
87 プラスチック流出調査・対策「アルバトロス」プロジェクト 株式会社/一般社団法人ピリカ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=136
88 ボトルレス！水道直結式のウォーターサーバ『ウォータースタンド』で脱プラスチック！ ウォータースタンド株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=137
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89 楽しく学ぶ容器包装の３R ～自治体と連携した人材育成～ NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=138
90 プラスチック資源循環アクション宣言 日清食品ホールディングス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=139
91 鮮度保持容器で、ご家庭に鮮度を提供しながら 樹脂量の削減も ヤマサ醤油株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=141
92 デニーズでのストロー提供原則禁止 株式会社セブン＆アイフードシステムズ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=143
93 ペットボトル自動回収機 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=144
94 海岸清掃特別授業 日本サーフアカデミー高等部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=145
95 ハガキの裁断くずを使用した緩衝材 等 矢崎総業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=146
96 たそがれクリーンキャンペーン 等 兵庫県尼崎市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=66
97 不法投棄等防止県下一斉パトロール 沖縄県廃棄物不法処理防止連絡協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=100
98 プラスチック資源循環に関する取組方針 株式会社明治 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=142
99 バイオマスプラスチック資源循環アクション宣言 株式会社ファインテック http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=149
100 「みんなで海洋ごみ問題を考えよう！」オープンイベント開催 等 三井化学株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=150
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