
No. 取組事例 団体名 キャンペーンサイトURL

1 リサイクルステーションの設置 北栄町 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=502

2 マイバッグキャンペーン 福岡県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=503

3 海岸清掃活動 株式会社商船三井 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=504

4 Zero Waste Fashion 大妻中野高等学校２年６組 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=506

5 アスクルカタログ2019春・夏号 アスクル株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=508

6 ＥＣＯンカツ Toyohashi 株式会社Cheers http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=509

7 洗都美化ボランティア活動 奈良市役所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=510

8 クレール （食べられるフィルム） 伊那食品工業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=511

9 環境学習会 志布志市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=512

10 廃プラスチックのマテリアル・リサイクル化 日本シーム株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=513

11 多摩川及び三沢川において清掃活動の実施 稲城市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=514

12 プラスチックを使わないエコバッグの普及について 三重県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=515

13 『マイストローを持とう』キャンペーン 株式会社福井クラフト http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=518

14 海洋プラスチック問題の解決にむけて 三洋テクノマリン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=520

15 エコバックを全社員へ配布し、活用してリデュースを実現。 株式会社電通アドギア http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=522

16 地域主体による不法投棄された海底ゴミ等の撤去と抑止力へと繋げる地域おこし 海底ゴミ海岸漂着物等対策・ダイビング観光政策推進協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=523

17 地域のプロサッカーチームと連携したマイカップキャンペーン 等 愛媛県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=524

18 バージンプラスチック使用量の削減 等 ソニー株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=527

19 再生材を使用したボトル 等 株式会社平和化学工業所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=531

20 ひとつのヒトデ運動 ＮＰＯパパラギ゛海と自然の教室“ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=534

21 全市一斉清掃 等 気仙沼市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=535

22 クリーンアップわかやま 和歌山県 県民生活課 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=537

23 志源の回収 青年塾 東クラス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=538

24 リデュース、分別・適正排出の推進 港区環境リサイクル支援部 みなとリサイクル清掃事務所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=539

25 持続可能な資源循環社会の実現 大成建設株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=540

26 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸによる環境汚染防止 ダイオーペーパープロダクツ徳島事業所、日清紡グループ徳島事業所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=541

27 レジ袋を再使用する進化したゴミ入れ ヨコセラピ株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=542

28 宗像フェス海洋プラスティックリサイクル事業 宗像フェスＣＳＲ推進実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=543

29 市民10万人参加の「さいたま市ごみゼロキャンペーン市民清掃活動」 埼玉県さいたま市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=544

30 ホタテで作るエコな箸 株式会社近江 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=545

31 傘のシェアリングエコノミーによるビニール傘の削減 アイカサ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=546

32 ホタテで作る代替プラスチック製品 株式会社明康 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=548

33 ひろえば街が好きになる運動 日本たばこ産業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=549

34 環境月間での環境美化活動 等 中部電力株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=550

35 ３Rの推進による資源の有効活用と生活におけるエコ習慣化の取り組み 等 ライオン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=558

36 ママにも、子どもにも、地球にもやさしい「ママ アクア シャボン」 株式会社ウエニ貿易 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=563

37 プラスチック削減の取り組み 株式会社環境クリエイト http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=564

38 ごみからつくるエタノール 積水化学工業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=565

39 気づきを大切にしたビーチクリーンアップ 等 特定非営利活動法人アーキペラゴ（せとうちクリーンアップフォーラム） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=566

40 イベントにリユース食器を！ 島根県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=568

41 キャップリサイクル運動 川崎汽船株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=569

42 マイバッグ利用の推進 千葉県浦安市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=571

43 プラスティック製品使用の削減 株式会社リビエラ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=572

44 ビーチクリーン活動 株式会社リビエラリゾート、株式会社リビエラ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=573

45 鹿嶋市海岸一斉清掃 鹿嶋市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=623

46 いなげの浜ビーチクリーン ～海と街はつながっている～ 千葉まちのおそうじ隊 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=624

47 あいおい播磨灘の里海づくり活動 あいおい播磨灘の里海づくり協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=625

48 廃プラスチックのマテリアルリサイクル 等 株式会社JSP http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=627

49 網走市ホランティア清掃専用袋 北海道・網走市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=633

50 ストレッチフィルムの厚み変更によるプラスチック廃棄物の削減 パナソニック ホームズ株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=634

51 ハンガー循環システム 日本コパック株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=635

52 海岸漂着物発生抑制対策事業 宮崎県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=636

53 「ありがとう!ヨコハマクリーンアッフ」 横浜市資源循環局街の美化推進課 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=638

54 東北大学「プラスチック・スマート」推進宣言 国立大学法人東北大学 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=639

55 志源の回収 青年塾　東クラス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=640

56 廃棄物処理に係る国際環境技術協力 福岡市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=647

57 いりません　レジ袋 都城市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=641

58 ゴミゼロ運動 千葉県八千代市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=643

59 西宮市 御前浜・香櫨園浜等における環境保全活動 浜・川・山の自然たんけん隊 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=644

60 国産木粉によるプラスチック代替とウッドサーフボードによる環境教育 株式会社那賀ウッド http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=645

61 プラスチックと木質バイオマスのリサイクル 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=646

62 廃棄物処理に係る国際環境技術協力 福岡市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=647

63 「スポGOMI」に参加しました 株式会社Gunosy http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=648

64 職員によるプラスチックごみ削減への行動 岐阜県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=649

65 とくしま”SATOUMI”リーダー育成講座 特定非営利活動法人 環境首都とくしま創造センター エコみらいとくしま http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=650

66 春・秋　ごみゼロ週間 館山市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=651

67 アレマキャンペーン 等 仙台市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=652

68 京都市版プラスチック・スマート 等 京都市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=659

69 環境に優しい紙を利用した梱包を提案 断熱・保護する紙の「チカラ」 Ranpak株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=664

「プラスチック・スマート」キャンペーン取組事例一覧（平成31年2月28日～平成31年3月28日登録分)
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