
No. 取組事例 団体名 キャンペーンサイトURL
1 AQUA SOCIAL FES!! 宮島の自然公園で清掃活動 みやじま未来ミーティング http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=796
2 消費者のごみの排出抑制！宮城の海洋ごみ調査・削減プロジェクト 公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=798
3 市民による持続可能な海岸清掃活動「われら海岸探偵団」 NPO法人 まちのカルシウム工房 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=802
4 福井県内で最⾧！30年以上続くビーチクリーン活動(国交大臣賞受賞) 三国サンセットビーチ振興会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=803
5 surfboards with less plastic 等 Fretta http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=804
6 アルミ缶の普及推進による脱PETボトルの取り組み （株）UACJ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=806
7 藤前干潟クリーン大作戦・ごみと水を考える集い 藤前干潟クリーン大作戦実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=807
8 小さな島国での大きな国際協力～ミクロネシアでのレジ袋削減事業 八王子市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=808
9 未来のごみ箱 夏休みエコ絵画コンクール 千葉テレビ放送株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=810
10 ゴム業界の非常識をヤマモトが新常識確立へ。ウェットスーツを完全リサイクルして、再びウェットスーツを作る技術開

発に成功。 山本化学工業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=814
11 リサイクルによるモノづくりとコトづくり 一般社団法人サステナブルデザイン工房 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=815
12 海辺の清掃活動の心がけ エル・エム・ピーデザイン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=816
13 下ノ江造船株式会社の「ゴミゼロ一斉清掃活動」 一般社団法人日本中小型造船工業会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=817
14 水面浮遊物回収船「水面すまし」の開発・試作 有限会社実用技術研究所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=818
15 「BLUE SEA ecology」活動 フジイ印刷株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=822
16 SNSを活用したクリーンアクションLitteratiの普及により、データ×アートでポイ捨て問題を解決する。 任意団体 Litterati Japan http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=823
17 ヴァンフォーレ甲府エコスタジアムプロジェクト ヴァンフォーレ甲府 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=826
18 八代海河川・浜辺を守るための次世代の子供に向けた教材・プログラムメニュー作り 次世代のためにがんばろ会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=827
19 DePla(デプラ)容器によるレジリエンスな藻場再生技術開発 国立工業高等専門学校機構和歌山工業高等専門学校 Amano Blue Earth http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=828
20 紙製カップ蓋 プラス産業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=829
21 漂着ごみ調査を活用した小学校での環境学習 下諏訪町諏訪湖浄化推進連絡協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=830
22 ウィンドサーフィンSUP TEAM NARU ウインドサーフィンSUP TEAM NARU http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=831
23 日韓市民ビーチクリーンアップ事業 ⾧崎県 対馬市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=832
24 UTAUMI(うたうみ)～歌で海を美しくしよう！～ UTAUMI実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=834
25 甲子園浜海浜清掃・クリーンアップ NPO法人 海浜の自然環境を守る会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=835
26 「大人が変わらないと何も変わらない」那覇クリーンビーチの活動 那覇クリーンビーチ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=836
27 ビーチクリーン大作戦&ゴミすべチャレンジ 「ゴミがすべての始まりだった。」 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=837
28 「海洋ゴミを減らすため食品容器を老舗洋食屋三代目が特許を取得」 グリルあまから http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=838
29 『海岸漂着ゴミの砂浜のイメージ回復と利用促進のための活動』 一般社団法人隠岐ジオパークツアーデスク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=839
30 漂着プラゴミからプラ袋代わりのエコバックへ！〝プラプラ作戦〟 宗像国際環境会実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=841
31 ボランツーリズムin壱岐 壱岐島おこし応援隊「チーム防人」 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=842
32 清掃活動での富山の魅力を再発見 富山県地域活性化団体 まるごとTOYAMA http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=843
33 Yama・P ～海のない山梨から、川ごみ・海ごみを考える～ 山梨マイクロプラスチック削減プロジェクト（通称：Yama・P） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=844
34 SHIPS SAFE ＆ CLEAN CAMPAIGN 株式会社 シップス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=845
35 アカウミガメ放流ツアー 特定非営利活動法人 天竜川ゆめ会議 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=846
36 ゴミ削減のためのリユース食器推進事業 特定非営利活動法人 みどりの市民 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=847
37 共感マーケティング活用による「ゴメ岬」一斉海岸清掃事業 一般社団法人天売島おらが島活性会議 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=849
38 香川県方式の海底堆積ごみ回収・システム 香川県海ごみ対策推進協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=852
39 プラストローに代わる、竹材を使用した"竹製ストロー"の開発 株式会社ひろせプロダクト http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=853
40 「網走川流域一斉清掃事業」 網走川流域のすべての自治体で同じ日に一斉に清掃を実施。 網走川流域の会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=854
41 川と海をきれいにしよう、カヤックで水上ゴミ拾い大冒険！ 自然探検コロボックルくらぶ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=856
42 奈佐の浜に(伊勢湾に)豊かな海を取り戻そう 22世紀奈佐の浜プロジェクト委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=860
43 我がとこの良いとこ残すだわい あま環境ネットワーク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=861
44 離島の流木を資源として再生する炭焼きプロジェクト 鶴岡工業高等専門学校 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=862
45 回収されたプラスチックを原料とした製品の提案 日生化学株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=863
46 西なぎさ発：東京里海エイド DEXTE-K http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=865
47 小・中学生向けの海洋汚染の現状の勉強会、砂浜の清掃活動 ウミガメへの手紙プロジェクト実行委員会事務局 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=867
48 清掃船「せいかいⅡ」を活用した新潟西港の水面清掃 新潟清港会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=868
49 阿蘇海の環境改善のための清掃活動、啓発運動、環境学習の実施 阿蘇海環境づくり協働会議 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=869
50 プラスチックごみ削減に貢献する アルミストロー・アルミスプーンの開発・製造 関川鋼販株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=870
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51 沖縄で行う「海岸ごみ」オリジナル学習・体験コンテンツの展開 国立開発研究法人海洋研究開発機構（JAMSTEC） 国際海洋環境情報センター（GODAC） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=872
52 熱海ビーチクリーン 熱海ビーチクリーン実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=873
53 海から・陸から 角島大橋周辺 海ゴミゼロネットワークプロジェクト NPO法人コバルトブルー下関ライフセービングクラブ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=875
54 Island Innovation（アイランド・イノベーション） 株式会社リバネス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=881
55 いわきフェニックスによる「ゆるりとゴミ退治」 いわきフェニックス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=882
56 「身体の刺激」や「学び」を取り入れた海岸清掃及び環境教育活動 ビーチクリーンしまなみ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=883
57 海洋ゴミが好きな人を増やし、海洋ゴミを地域資源へと変える！ 環境系学生団体 海辺のたからもの http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=886
58 「FtoPダイレクトリサイクル技術」によるBtoB水平リサイクルプロセスの革新 サントリーホールディングス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=887
59 スマイルビーチプロジェクトによる須磨海岸マナーアップ活動 特定非営利活動法人神戸海さくら http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=888
60 「マイクロプラスチックゼロプロジェクト」 特定非営利活動法人 サンクチュアリエヌピーオー http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=890
61 Relcochan in Team on ReverbNation and Twitter. Relcochan in Team http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=891
62 分別いらず、海ゴミから燃料が作れるリサイクル装置 株式会社ワンワールド・ジャパン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=894
63 環境教育プログラムに係るマイクロプラスチック調査とアプリ開発 八戸工業大学 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=895
64 毎年継続して「リリマリクリーンアッププロジェクト」と称して海岸清掃を実施 株式会社Shitamichi HD リリマリプロダクション http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=897
65 海を守り、懐かしい未来を作る、こまつ大麦ストロープロジェクト 株式会社ロータスコンセプト http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=898
66 ヘアケア・食器用洗剤ボトルで海洋廃棄プラスチック削減 プロクター・アンド・ギャンブル ジャパン株式会社 テラサイクル ジャパン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=899
67 「ラブ・ジ・アース ミーティング」 ラブ・ジ・アース実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=901
68 富士山クリーンアップ活動 山から海まで 認定NPO法人富士山クラブ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=903
69 きらめき☆オーシャンパラダイス～アート水族館を開き、海について考えよう～ 横浜市立白幡小学校 学校運営協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=905
70 「トイレに流さないでください」絵表示を商品パッケージに表示することで消費者に適切な廃棄方法を伝える啓発活動 日本清浄紙綿類工業会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=906
71 きれいな水の八東川をみんなで守る活動 特定非営利活動法人 八東川清流クラブ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=907
72 中高生が主体で科学的に行う、幅広い年代に向けた環境教育。 学校法人三重高等学校 三重中学校・高等学校 科学技術部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=910
73 海と街と人をつなぐ「あおもり駅前ビーチプロジェクト」 特定非営利活動法人 あおもり若者プロジェクト クリエイト 特定非営利活動法人 青森県環境パートナーシップセンター http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=911
74 クリーンアップ 佐伯市役所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=912
75 周防大島における海岸海底清掃及びニホンアワサンゴ保全啓発活動 特定非営利活動法人自然と釣りのネットワーク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=913
76 広瀬川1万人プロジェクト広瀬川流域一斉清掃 広瀬川1万人プロジェクト実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=914
77 海と人をつなぐ、海底ごみの「見える化」 一般社団法人ふくおかFUN http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=915
78 廃棄プラスチック炭化システムによる「地球を救う再資源化」 株式会社大木工藝 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=918
79 中里川でのかき殻設置による水質浄化を小学生と体験学習 NPO法人⾧崎海洋環境研究所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=919
80 私たちは地球のサポーター 有限会社 永塚製作所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=920
81 海の日企画「阿漕浦クリーンアップ作戦」 海と日本PROJECT in 三重県 海フェスタ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=922
82 地域貢献と社内コミュニケーションを兼ねた海岸や河川の美化活動 株式会社アルファシステムズ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=924
83 小川島発！海ゴミプロジェクト 唐津市立小川中学校 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=925
84 プラスチックごみの減量 Alice Homes（アリス・ホームズ） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=926
85 『豊かな故郷の海を守ろうプロジェクト！』 延岡マリンサービス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=928
86 大淀川クリーンアップ下流編 NPO法人 大淀川流域ネットワーク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=929
87 ～海と生きる～下北ジオパークの環境を守る清掃活動 下北ジオパークサポーターの会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=931
88 笠岡市美しく豊かな海づくり推進事業 笠岡地区漁業連絡協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=932
89 みんなの海プロジェクト(ミンナノウミプロジェクト) みんなの海プロジェクト（ミンナノウミプロジェクト） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=933
90 漂着ゴミからのESD（持続可能な開発のための教育）の実施 独立行政法人国立高等専門学校機構 大島商船高等専門学校 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=934
91 地域の里海自然環境改善活動 禎瑞環境クラブ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=935
92 生き物元気、子どもが元気、漁師さんも元気な中津干潟を100年後に 特定非営利活動法人 水辺に遊ぶ会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=936
93 全町民海岸クリーン大作戦 北海道寿都町 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=938
94 高校生が島から発信！「島民・魚・観光客Win Win Win!!!」 ⾧崎県立五島高等学校「maiPLA」 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=939
95 "⾧崎の海を綺麗にし申し候。"～⾧崎の大学生が地元の海洋ごみ問題の解決を目指す!!～ ながさき海援隊 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=940
96 遊び体験とセットにした海岸清掃 ⾧手島 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=941
97 サプライチェーンにおける「プラごみ」の「３R」の徹底 等 株式会社ファンケル http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=942
98 クリーンツーリズム 合同会社とびしま http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=943
99 NPO法人シートラスト「海の日クリーン作戦」 特定非営利活動法人シートラスト http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=944
100 世界遺産の海岸でロボットと親子一緒に楽しい海岸清掃をしよう。 一般社団法人BC-ROBOP海岸工学会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=945
101 大阪堺泉北港ゴミゼロ大作戦 未来につなぐ海づくり 株式会社フィデス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=946
102 海岸漂着ゴミ回収と海洋ゴミの漂流ルートについての調査研究 兵庫県立こうべ神戸商業高等学校 理科研究部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=953
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103 環境保全・エコの取り組み・地球温暖化防止・ 大切な資源エネルギー・サトウキビから砂糖を取った後に残る廃糖蜜を使
用したバイオマス30％の袋を使用 株式会社AQUA http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=954

104 福島サーフィン連盟の活動 福島サーフィン連盟 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=955
105 海岸清掃 スポーツごみ拾い大会 エコネット沼津 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=956
106 富山湾海岸清掃の効率的方法の検討実施 富山湾海岸をきれいにする活動の会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=959
107 美しい海を未来に残す為に、ポイ捨てしない仲間を増やす活動 特定非営利活動法人 日本渚の美術協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=960
108 各自治会（19自治会）は「毎年健康増進と各自治会間の親睦を深める牛臥海岸歩こう会」に海岸の環境を知る機会を取り

入れ取り組みの輪を拡げる。 下香貫連合自治会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=961
109 宇治川のヨシが原料のバイオプラスチック製エコ箸の製造・販売 有限会社ワイエス商事 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=962
110 海のゴミで世界の子供達にワクチンを Tokyo bay Beach club http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=963
111 第二次エコバッグ革命 富山からプラスチックの危険性を広めよう 富山国際大学付属高等学校 ユネスコ部 北陸富山 Blue Earth Project http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=966
112 ごみから固形燃料・ペレット化 株式会社チューサイ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=982
113 中学生・高校生がプラスチックの資源循環・３Ｒをわかりやすく学べる環境学習ＷＥＢ 一般社団法人産業環境管理協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=983
114 「紙でできることは紙で。」 日本製紙株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=984
115 小売店とのちばルール協定等によるレジ袋使用削減 千葉市環境局資源循環部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=985
116 クリーン川越市民運動（ごみゼロ運動） クリーン川越市民運動推進協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=987
117 人と動物が共生する地球環境を未来に繋ぐためにできることから挑戦します。 神戸どうぶつ王国 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=988
118 ふなばし三番瀬海浜公園クリーンアップ活動 朋和産業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=989
119 グリーンナノ CO2 OFF テンタック株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=990
120 エコキャップ活動 中山建設株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=993
121 エコキャップ推進運動 株式会社みどり商会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=994
122 地球環境に優しい食品容器（パルプモールド）の製造販売 大黒工業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=995
123 「たたむ、をひろげる」プロジェクト 等 株式会社シューズセレクション http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=998
124 BLUE SEED PROJECT 株式会社シード http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1002
125 飲料空容器の再資源化と環境学習の提供 株式会社 ジャパンビバレッジエコロジー http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1003
126 従業員に対する環境意識の啓蒙 株式会社スタルジー http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1005
127 店頭回収ペットボトルから作ったエコバッグ 生活協同組合コープこうべ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1007
128 空き缶等散乱防止の呼びかけ 北海道 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1008
129 かごしまクリーンアップキャンペーン～きれいな海をかごしまから～ 等 鹿児島県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1010
130 オフィスで脱プラスチック ニュージーランド航空 日本支社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1013
131 バイオマスプラスチック容器を使用したコスメ「efferal」 R.B.G株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1016
132 使い捨て容器を使わずにゴミを削減 タッパーウェアブランズ・ジャパン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1018
133 ふなばし三番瀬クリーンアップ ふなばし三番瀬クリーンアップ実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1019
134 廃プラスチック類のリサイクル商品開発 株式会社ジェーエーシー http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1022
135 環境にやさしい買い物スタイル 等 群馬県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1023
136 ラブアース・クリーンアップ2019 福岡市，ラブアース・クリーンアップ福岡地区実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1026
137 音威子府村指定ごみ袋 北海道音威子府村 住民課 住民生活室 生活環境係 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1027
138 スーパーと連携したマイバックの普及活動 株式会社ビッグフィールド http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1028
139 地域の清掃活動 株式会社建設技術研究所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1029
140 本社産廃の削減 パナック株式会社総務人事部 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1030
141 植物由来原料配合パッケージの展開 株式会社ショーエイコーポレーションプレミアム企画室 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1034
142 使い捨てプラスチックを再生利用した表彰台プロジェクト～みんなの表彰台プロジェクト～ 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1035
143 木にかえる 等 NPO法人木にかえる http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1036
144 通山海岸清掃 通山公民館、志布志市、志布 志市衛生自治会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1038
145 海岸清掃活動 特定非営利活動法人 海のネットワーク http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1041
146 レジ袋の廃止、エコバックの普及 fish! tackle shop http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1042
147 深沼ビーチクリーン フカヌマビーチクリーン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1043
148 幕別町指定ごみ袋 幕別町住民福祉部防災環境課地域環境係 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1044
149 音更町指定ごみ袋 音更町役場町民生活部 環境生活課環境生活係 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1045
150 ケータイバッグ運動 等 株式会社ローソン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1049
151 紙製品の提案による環境負荷の低減 新生紙パルプ商事株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1053
152 廃プラスチックを国内再生燃料に！！ 一般社団法人日本ＲＰＦ工業会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1054
153 途上国における廃棄物管理の改善支援を通じたプラスチック排出の抑制、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の促進 国際協力機構（JICA） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1055


