
No. 取組事例 団体名
1 備品について超真剣に考える研究室「備品LABO」 株式会社スマートサプライ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=295
2 ごみ焼却発電施設 日立造船株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=296
3 おおさかプラスチックごみゼロ宣言 大阪府・大阪市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=298
4 画像処理式縦型スキャナ　IS-910T 東芝テック株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=304
5 プラスチック資源循環アクション宣言 株式会社モスフードサービス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=305
6 資源米を利用した「お米のオカリナ」の販売 株式会社⾧峰製作所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=306
7 カヌーで河川のゴミ拾い NPO法人草加市カヌー協会「草加パドラーズ」 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=307
8 カネカ生分解性ポリマーPHBHの開発 株式会社カネカ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=308
9 DNPの環境配慮パッケージ「GREEN PACKAGING」 大日本印刷株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=309

10 COP24、日本パビリオンにてイベントを主催。プラスチック代替としての LIMEX 製袋を発表。 等 株式会社TBM http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=310
11 「傘ポリ袋」の大量ゴミを削減する代替品・「レインPad」の推進 ヒフミヤコーポレーション http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=313
12 上下流連携による海岸漂着物対策 富山県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=314
13 海洋ゴミ対策キャンペーン 特定非営利活動法人国際ボランティア学生協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=315
14 レジ袋無料配布中止の推進 青森県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=316
15 日韓海峡海岸漂着ごみ一斉清掃 福岡県、佐賀県、⾧崎県、山口県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=317
16 「マイ食器の持参」および「リユース食器での提供」の推進 谷仲山Ｒの会（東京都日野市） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=318
17 マイバックキャンペーン活動 那須塩原市生活学校（栃木県那須塩原市） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=319
18 エコバックでプラごみ問題を考えよう ALISTORE http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=323
19 環境紙芝居読み聞かせ 等 諏訪市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=324
20 ペットボトルモニュメントから海洋ごみ問題を考える 名古屋学芸大学・なごや環境大学 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=328
21 使用済み農業用フィルムの資源循環の取組 農業用フィルムリサイクル促進協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=329
22 No!レジ袋運動in県庁 静岡県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=330
23 ペットボトルキャップ回収 山﨑プラント株式会社 水島営業所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=331
24 Peace & Nature Rally EXPLORERS CLUB Peace＆ Nature Rally Japan http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=332
25 100％リサイクル化粧品・トイレタリーボトル 等 株式会社ツバキスタイル http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=333
26 大正川清掃（ICOフェス）×ゴミジナル工作 IVUSA京都・淀川テクニック・茨木市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=335
27 埼玉県北部地区産業廃棄物処分業者有志による不法投棄廃棄物の撤去 株式会社国分商会、埼原リサイクル有限会社、株式会社シタラ興産、株式会社ヤマキ ほか http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=336
28 紙パウダーを51%以上入れることにより、使い捨てプラスチック原料の使用量を減らす。 等 株式会社環境経営総合研究所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=337
29 maiPLA プロジェクト maiPLA http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=340
30 県内一斉海ごみクリーン作戦「さぬ☆キラ」 香川県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=342
31 スマートラッピング 日本百貨店協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=343
32 ポイ捨て防止への決意を新たに ～その意義を見つめ直して～ 公益社団法人食品容器環境美化協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=344
33 PETボトル自主設計ガイドラインの運用 等 PETボトルリサイクル推進協議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=345
34 海岸清掃活動（ビーチクリーン） 湘南ウキブイ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=347
35 琵琶湖へのプラスチックごみの排出抑制の取組 滋賀県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=349
36 沖縄北部ビーチクリーン ビーチクリーン事務局 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=350
37 ヨーグルト容器におけるポリスチレンシート再利用の取組み 雪印メグミルク株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=474
38 レジ袋の３Ｒ 株式会社原信、株式会社ナルス http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=475
39 生ごみ堆肥化技術による資源循環型社会の実践 共和化工株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=476
40 環境活動の発信拠点「キヤノンエコテクノパーク」 キヤノン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=477
41 トナーカートリッジ自動リサイクルシステムによるクローズドループリサイクル 等 キヤノン株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、キヤノンエコロジーインダストリー株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=478
42 環境の大切さを伝える「リサイクル教室」 キヤノン株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=481
43 子ども環境情報紙「エコチル」 株式会社アドバコム http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=483
44 かめおかプラスチックごみゼロ宣言 亀岡市・亀岡市議会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=484
45 クリーン作戦 一般財団法人クリーンいわて事業団 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=485
46 Eye Love Earth 一般社団法人タクトリサイクル http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=487
47 使用済みインクカートリッジの共同回収 インクカートリッジ里帰りプロジェクト http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=488
48 プラスチックごみをリサイクルし、セメントの原燃料に活用 太平洋セメント株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=489
49 海岸のプラスチック等のごみ収集 日吉地域生活学校（鹿児島県日置市） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=490
50 プラスチックゴミの散乱防止・回収率促進 株式会社エコフレンド http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=491
51 やいづビーチクリーン大作戦 焼津市まちをきれいにする運動推進協議会・焼津市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=493
52 再生プラスチック製「サイレントエコロジーピック」の販売 香取製作所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=495
53 プラスチック製容器包装の資源循環の推進 ヤクルト本社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=497
54 埼玉県道武蔵丘陵森林公園・広瀬線沿い不法投棄物撤去作業 北部環境管理事務所、熊谷県土整備事務所、熊谷市環境推進課 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=498
55 PETボトルのリサイクルを推進する新しい材料の拡販（アルミニウム触媒PET） 岩谷産業株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=499
56 プラスチック使用量の削減の取り組み 味の素株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=500
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