
No. 取組事例 団体名 キャンペーンサイトURL

1 狩野川の清掃活動 狩野川漁業協同組合 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=878

2 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

3 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

4 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

5 surfboards with less plastic Fretta http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1046

6 マイボトル・マイカップ推進事業 福岡市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1047

7 不法投棄防止キャンペーン 福岡市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1048

8 ケータイバッグ運動 株式会社ローソン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1049

9 環境に配慮した容器包装 株式会社ローソン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1050

10 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

11 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

12 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

13 地域清掃活動 株式会社クリタエイムデリカ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1058

14 オール紙シリーズの開発 コクヨ株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1060

15 レジ袋削減に向けた取組み ㈱JR東日本リテールネット http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1061

16 サンゴの苗の植え付けと海中清掃活動 オリンパス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1062

17 長野事業場と天竜川を結ぶ水路の清掃活動 オリンパス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1064

18 近隣地域の清掃活動 青森オリンパス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1066

19 近隣地域の清掃活動 会津オリンパス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1068

20 バイオマスポリエチレン 北海道　上士幌町 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1074

21 赤川河口清掃活動 株式会社ＪＶＣケンウッド山形 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1076

22 プラスチックストロー提供をグループ全体で廃止 株式会社エー・ピーカンパニー http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1078

23 水辺の生物多様性保全活動:MS＆ADラムサールサポーターズ MS＆ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1079

24 海洋プラスチックごみ防止「６Ｒ県民運動」 静岡県 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1080

25 地域清掃活動（日の出工場） オリンパスメディカルシステム株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1081

26 地域清掃活動（八王子事業場） オリンパス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1083

27 やってみよう！家庭でできるプラスチックの３Ｒ 長野県長野市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1085

28 洗剤容器ゴミを削減する充填システム エコ・ブランチ http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1086

29 海洋プラスチックゴミについて語る会 サバーソニック＆アジロックフェスティバル http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1087

30 サバソニ早朝清掃 サバーソニック＆アジロックフェスティバル http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1088

31 のこり染エコラップ販売 艶金化学繊維株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1089

32 魚網とペットボトルで救命胴衣をつくる 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1091

33 地球市民ムーブメント（ブレイン体操とクリーンアップと地球気功） 一般社団法人 Earth Citizens Organization http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1093

34 ヤマネコ530（ゴミゼロ）アートプロジェクト Us 4 IRIOMOTE（アスフォーイリオモテ） http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1094

35 メラミン製品製造時の不良品や端材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=1096

36 環境フェスタ2019 岩見沢市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1097

37 浜名湖クリーン作戦（2019.6.2m） 浜名湖の水をきれいにする会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1098

38 ふしの川水系クリーンキャンペーン 椹野川漁業協同組合、山口市快適環境づくり推進協議会、山口市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1099

39 鍋田浜プラゴミ０キャンペーン 下田東急ホテル http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1100

40 竹皮おにぎり弁当 そらのまち総菜店 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1101

41 公園の砂場清掃活動 一般社団法人　大阪市一般廃棄物適正処理協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1103

42 大阪の街をよくする基金 ライフキャップ運動 一般社団法人　大阪市一般廃棄物適正処理協会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1104

43 地域清掃活動（白河事業場） オリンパス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1105

44 プラ製気泡緩衝材を使わないALL紙製のネット通販用包材「紙ネット封筒」 王子タック株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1107

45 プラスチックごみ問題に関する国連環境計画シンポジウム 大阪市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1108

46 G20大阪サミット“クリーンUP”作戦 大阪市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1109

47 大阪エコバッグ運動 大阪市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1110

48 『タバコ吸殻拾い』カラノ『主根ばっちり植樹ポット活動』 宇都宮海さくら 海と日本プロジェ クトin 栃木県実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1111

49 自然分解しやすい素材で作った「環境対応フィルムタック」 王子タック株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1112

50 街のお店でマイボトルの中⾝（ドリンク）だけスマートに買える飲料専用シェアリングサービスアプリ ボトルト株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1113

51 千葉市事業所用一般廃棄物指定袋 千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1115

52 靴のプラスチック梱包材を削減 東邦レマック株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1116

53 エコバッグシェアコーナー 札幌市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1117

54 プラスチック廃棄物削減の街頭啓発を行いました。 長野県長野市 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1118

「プラスチック・スマート」キャンペーン取組事例一覧（令和元年6月28日～令和元年7月29日登録分)

http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=878
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1043
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1044
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1045
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1046
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1047
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1048
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1049
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1050
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1053
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1054
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1055
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1058
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1060
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1061
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1062
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1064
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1066
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1068
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1074
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1076
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1078
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1079
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1080
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1081
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1083
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1085
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1086
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1087
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1088
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1089
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1091
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1093
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1094
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1096
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1097
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1098
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1099
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1100
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1101
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1103
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1104
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1105
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1107
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1108
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1109
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1110
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1111
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1112
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1113
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1115
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1116
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1117
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1118


No. 取組事例 団体名 キャンペーンサイトURL

「プラスチック・スマート」キャンペーン取組事例一覧（令和元年6月28日～令和元年7月29日登録分)

55 サイクルペールシステムで使い捨てプラスチック容器を無くします 株式会社日本シューター http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1119

56 NSA SURFERS BEACH CLEAN ACT supported by patagonia 一般社団法人日本サーフィン連盟 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1120

57 生分解性鮮度保持包装シリーズ モアディバイス株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1121

58 バイオマスプラスチックの普及 株式会社明国堂 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1122

59 レジ袋削減に向けた取組 広島市、広島市ごみ減量・リサイクル実行委員会 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1124

60 再生プラスチック、バイオマスプラスチックの使用 山崎製パン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1125

61 容器包装の素材・材質の単一化 山崎製パン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1126

62 海ごみゼロウィークの参加 山崎製パン株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1127

63 ガラスを使用した「ガラス製ストロー」の開発 粋工房株式会社 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1128

64 千葉市事業所用産業廃棄物専用袋 千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1129

65 卵殻配合プラスチックの普及促進 株式会社PDI抗菌研究所 http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1130
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