
No. 取組事例 団体名
1 グループホテルで紙ストローへの変更 株式会社JR四国ホテルズ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=65

2 生分解性樹脂用可塑剤を販売・展開する取組 大八化学工業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=156

3 はじめています、できることから TBCグループ株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=158

4 ごみ減量啓発活動 山口県宇部市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=159

5 マイバッグ携帯キャンペーン 堺市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=160

6 尾瀬におけるゴミ持ち帰り運動について 東京電力ホールディングス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=161

7 クリーン・アップ・ザ・ワールド・キャンペーン スズキ株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=162

8 ペットボトルディスプレイ 等 株式会社そごう・西武 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=164

9 容器包装プラスチックフィルムの薄肉化 株式会社ニチレイフーズ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=166

10 地域の清掃活動 株式会社ニチレイ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=167

11 セブン地域清掃デーを実施 等 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=168

12 プラスチックのケミカルリサイクル（使用済プラスチックのアンモニア原料化） 昭和電工株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=171

13 女子高生のプラスチックごみ削減アクション Blue Earth Project http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=172

14 2万5千人の社員の力を結集するプラスチックスマート、「GPS」 株式会社グリーンハウス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=173

15 かながわプラごみゼロ宣言 神奈川県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=174

16 Hello, paper bag. エイチ・アンド・エム へネス・アンド・マウリッツ ジャパン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=175

17 流域一体で河川/海洋ごみ削減荒川クリーンエイド NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=176

18 真夏の遠州灘50km 若い世代が集う! 表浜BLUE WALK BLUE WALK http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=177

19 エコなマネキン・トルソーへ 株式会社モード工芸 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=178

20 市民大清掃 松山市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=181

21 多摩川１万人の清掃大会 東京都青梅市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=182

22 海洋プラスチックごみ問題の解決に向けた外務省内における取組 外務省 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=183

23 クリーンいわて運動 等 岩手県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=185

24 リサイクルをデザインする「マタタビ」 株式会社エーペックスジャパン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=187

25 ゴミにならない！ 人と地球にやさしい和紙 和玄株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=188

26 かながわビーチクリーン駅伝 湘南クリーンエイドフォーラム http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=189

27 Car to Carプラスチックリサイクル いその株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=190

28 廃プラスチックの油化リサイクル 環境エネルギー株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=192

29 レジ袋無料配布中止に係る協定締結 等 栃木県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=194

30 ⾃動⾞由来樹脂リサイクル可能性の検証 等 一般社団法人 ⽇本⾃動⾞工業会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=198

31 容器包材で、プラごみ削減 等 株式会社 ファンケル http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=200

32 工場の廃棄物をプラスチックに再生 等 ユニ・チャーム株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=203

33 リフィル（量り売り）ステーション ecostore JAPAN http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=204

34 やまぐちエコパークまつりにおけるリユース食器の取組 やまぐちエコ倶楽部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=209

35 「詰替え」から進化した「付け替え」へ ～ スマートホルダーの提案 ～ 等 花王株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=210

36 ⻑野県レジ袋削減県民スクラム運動 等 ⻑野県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=214

37 信州リサイクル製品認定制度 信州リサイクル製品普及拡大協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=215

38 子どもたちと進めるプラスチックSDGs 等 NPO法人 海の森・山の森事務局 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=217

39 レジ袋削減取組店制度 ごみゼロ社会推進あいち県民会議 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=221

40 海ごみの削減に向けた環境学習の実施 等 愛知県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=222

41 エコストローの採用 株式会社BEACHTOWN http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=224

42 リユース食器の貸出し 東京都港区みなとリサイクル清掃事務所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=225

43 エコバックの使用とプラスチックの削減 株式会社アイティティキャノン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=226

44 生分解性プラスチックの開発 大阪ガス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=227

45 「水辺のごみ見っけ」で、水辺のごみを考える 全国川ごみネットワーク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=228

46 ストローさえも不要な次世代型紙パック容器 峰興商事株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=229

47 「クリーン・ビーチいしかわ」に参加 等 一般社団法人 ⽇本損害保険協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=230

48 環境コンサルタントとしての総合的なアプローチ　－地域に根差した対策から国際的な取組まで－ ⽇本エヌ・ユー・エス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=233

49 「人にやさしく、地球にもやさしい」“ラベルレス”のミネラルウォーター 等 アサヒ飲料株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=234

50 Gyoppy!（ギョッピー） - 海から、魚から、ハッピーをつくるメディア ヤフー株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=238
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51 マチごと、プラスチック削減宣言 所沢市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=239

52 38年目の環境美化の⽇ 所沢市⾃治連合会・所沢市環境推進員連絡協議会・所沢市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=240

53 エコパッケージガイドによる環境配慮設計の推進 森永乳業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=242

54 ペットボトル軽量化 等 大塚製薬株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=243

55 持続可能な消費と生産に関する研究の推進 公益財団法人 地球環境戦略研究機関 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=248

56 清涼飲料業界のプラスチック資源循環宣言 一般社団法人 全国清涼飲料連合会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=249

57 JAMSTEC×海洋プラスチックの取り組みについて 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=251

58 廃棄物・３Ｒに関する調査研究、啓発、技術振興等 公益財団法人 廃棄物・３Ｒ研究財団 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=252

59 第三者認証のエコマークによる再生プラスチック製品、植物由来プラスチック製品や詰め替え容器などの普及拡大 公益財団法人 ⽇本環境協会エコマーク事務局 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=253

60 環境配慮型充填システム「NSシステム」によるPETボトルの軽量化 等 株式会社伊藤園 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=254

61 プラスチックを含めた資源循環等をはじめとした環境研究 国立研究開発法人 国立環境研究所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=256

62 都道府県等、企業団体、ＮＰＯ団体等と連携して、国内３Ｒの啓発活動や散乱防止・美化キャンペーン、不法投棄防止等の事業を展開している。 3Ｒ活動推進フォーラム http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=257

63 海岸・河川および地域の清掃活動 東京電力ホールディングス株式会社、東京電力フュエル&パワー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=258

64 サントリー「２R+B」戦略 サントリーホールディングス株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=259

65 プラスチック容器包装の３R改善事例集の公表 等 プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=261

66 きれいなまちをめざし隊 等 一関市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=266

67 プラスチック容器包装のリデュース（削減） 等 山崎製パン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=269

68 「海洋プラスチックごみ問題」を伝える啓発動画 富士通株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=273

69 事業活動による容器包装プラスチック排出量の総量削減 パルシステム生活協同組合連合会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=276

70 使用済家電由来プラスチックの⾃己循環リサイクル 三菱電機株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=277

71 「マイクロプラスチックビーズ」を使わずに、スクラブ製品を提供 株式会社ニールズヤードレメディーズ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=278

72 弊社が、世界で初めてペーパーリング卓上カレンダー販売を始めました。 等 株式会社大川印刷 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=279

73 ダイバーによる水中清掃活動 ココナッツ沖縄店パラダイス倶楽部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=283

74 プラスチック資源の再利用、製品の薄肉化、代替素材の開発、再生プラスチックの活用方法開発 フタムラ化学株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=284

75 オフィスでの廃棄物の減量化 等 飛島建設株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=286

76 プラスチックリサイクルとＩＴ技術の融合 株式会社リプロ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=294
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