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「滋賀県におけるレジ袋削減の取組に関する協定」に基づく令和３年度取組実績 

 

１ 協定締結者(令和４年３月末現在) 

○事業者 

・レジ袋無料配布中止実施事業者数  37 ( 226  店舗) 

 (レジ袋辞退率 80％以上を目標に、レジ袋の無料配布を中止し、マイバッグ等の持参を呼びか

ける事業者) 

・レジ袋削減取組実施事業者数     ５ ( 234 店舗) 

  (レジ袋辞退率 60％以上等を目標に、マイバッグ等の持参を呼びかける等によりレジ袋の削減

に取り組む事業者) 

○県民団体              11  団体 

○行政                18  市町および県 

 

 <協定締結者一覧> 

レジ袋無料配布中止実施事業者 店舗数 協定締結日 

１ イオンビッグ株式会社 ６ 

H25.2.15 

２ イオンリテール株式会社 ４ 

３ イズミヤ株式会社 １ 

４ 株式会社魚忠 １ 

５ 株式会社大光 ４ 

６ 生活協同組合コープしが ４ 

７ スター株式会社 ４ 

８ 株式会社ツジヤ ２ 

９ 株式会社パリヤ １ 

10 株式会社バロー 13 

11 株式会社阪急オアシス １ 

12 株式会社ハートフレンド 11 

13 株式会社フタバヤ ３ 

14 株式会社ベイシア ２ 

15 株式会社平和堂 77 

16 マックスバリュ東海株式会社 ６ 

17 株式会社マツヤスーパー ２ 

18 株式会社丸善 ８ 

19 ユニー株式会社 １ 

20 おうみ冨士農業協同組合 ３ H25.4.26 

21 有限会社伊吹・旬彩 １  

H25.9.19 22 株式会社リカーマウンテン 24 

23 有限会社クリーニングショップ丸善 ６ 

24 新旭町農業協同組合 １ H26.3.28 

25 株式会社みらいパーク竜王 ２ H26.8.26 

26 アグリの郷栗東株式会社 ２ H27.6.3 
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27 特定非営利活動法人いきいきおうみ １ 
H29.3.21 

28 株式会社トライアルカンパニー ５ 

29 株式会社ダイエー １ H29.8.10 

30 御饅頭処餅兵 １ 
R2.7.1 

31 株式会社トロワランジェ １ 

32 湖東農業協同組合 １ 

R2.9.1 

33 株式会社パスカルシステム １ 

34 醒井水の宿駅 １ 

35 有限会社綿庄食品店 １ 

36 滋賀県職員生活協同組合 ９ 

37 グリーン近江農業協同組合 14 

レジ袋削減取組実施事業者 店舗数 協定締結日 

１ 小嶋薬品 １ 

H25.9.19 ２ 株式会社ヒキタ事務機 １ 

３ 有限会社マイン薬局 １ 

４ ＡＢＣ薬局 １ H26.3.28 

５ 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 230 H29.6.19 

県民団体 

１ 滋賀県健康推進員団体連絡協議会 ７ ごみ問題を考える草津市民会議 

２ 
公益財団法人淡海環境保全財団  

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 
８ 栗東市ごみ減量リサイクル推進会議 

３ 
一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワ

ーク 
９ 滋賀県商工会連合会 

４ 滋賀県地域女性団体連合会 10 滋賀県商工会議所連合会 

５ 滋賀県生活学校運動推進協議会 11 
野洲市環境基本計画推進会議 

ごみを減らそうプロジェクト 

６ しが女性の会   

行政 

１ 滋賀県 11 高島市 

２ 大津市 12 東近江市 

３ 彦根市 13 米原市 

４ 長浜市 14 日野町 

５ 近江八幡市 15 竜王町 

６ 草津市 16 愛荘町 

７ 守山市 17 豊郷町 

８ 栗東市 18 甲良町 

９ 甲賀市 19 多賀町 

10 野洲市   

※令和 2年 9月に湖東農業協同組合、株式会社パスカルシステム、醒井水の宿駅、有限会社綿

庄食品店、滋賀県職員生活協同組合がレジ袋削減の取組からレジ袋無料配布中止の取組へ変更とな

ったため、レジ袋削減の取組事業者が 5者減となっている。 
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２ レジ袋無料配布中止実施事業者の取組実施状況 

(1) 協定締結事業者数およびレジ袋辞退率（※１） 

 協定締結事業者数 

( )内は店舗数の合計 

レジ袋 

平均辞退率(※２) 

平成 24年度 ― 51.6％(※３) 

平成 25年度 26 (180) 89.2％ 

平成 26年度 27 (187) 89.7％ 

平成 27年度 28 (187) 89.9％ 

平成 28年度 30 (193) 89.5％ 

平成 29年度 30 (196) 89.6％ 

平成 30年度 30 (201) 89.4％ 

令和元年度 29 (196) 90.1％ 

令和２年度 37 (225) 90.8％ 

令和３年度 37 (226) 91.2％ 

※１ レジ袋辞退率(％)＝レジ袋辞退人数÷レジ通過人数×100 

※２ 全店舗の辞退率の合計を全店舗数で割ったもの。 

※３ 平成 24年度のレジ袋平均辞退率は、無料配布中止実施前のレジ袋辞退率を把握している 19

事業者 133店舗の値の平均値。 

 

(2) レジ袋無料配布中止実施事業者によるレジ袋削減実績（すべて１店舗あたりの平均値） 

①レジ袋使用枚数 

 レジ袋使用枚数（枚） 

平成 24年度 523,407 

平成 25年度 101,489 

平成 26年度 74,420 

平成 27年度 69,940 

平成 28年度 75,351 

平成 29年度 70,797 

平成 30年度 72,157 

令和元年度 73,468 

令和２年度 41,180 

令和３年度 68,222 

※各年度１年間の使用枚数または[各年度３月の使用枚数×12 か月] 

として算出。 

※平成 25年４月からレジ袋無料 

配布中止を実施 
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  ②レジ袋削減枚数（＝ 平成 24年度レジ袋使用枚数 － 各年度レジ袋使用枚数 ） 

 レジ袋削減枚数（枚） 

平成 25年度 421,918 

平成 26年度 448,987 

平成 27年度 453,467 

平成 28年度 448,056 

平成 29年度 452,610 

平成 30年度 451,250 

令和元年度 449,939 

令和２年度 482,227 

令和３年度 455,185 

 

③廃棄物発生削減量（＝ 各年度レジ袋削減枚数 × 6.8g ） 

 廃棄物発生削減量（kg） 

平成 25年度 2,869 

平成 26年度 3,053 

平成 27年度 3,084 

平成 28年度 3,047 

平成 29年度 3,078 

平成 30年度 3,069 

令和元年度 3,060 

令和２年度 3,279 

令和３年度 3,095 

※使用されなかったレジ袋の重量分だけ、廃棄物発生量が削減でき

るものとする。 

 

④天然資源削減量（原油換算）（＝ レジ袋削減枚数 × 10.4mℓ ） 

 天然資源削減量（ℓ） 

平成 25年度 4,388 

平成 26年度 4,669 

平成 27年度 4,716 

平成 28年度 4,660 

平成 29年度 4,707 

平成 30年度 4,693 

令和元年度 4,679 

令和２年度 5,015 
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令和３年度 4,734 

※原料採掘、製造、輸送および廃棄物の処理に伴って排出されるエ

ネルギー資源量がレジ袋の重量分だけ削減できるものとする。 

 

⑤CO2削減量（＝ レジ袋削減枚数 × (30.8g-CO2) ） 

 CO2削減量（kg） 

平成 25年度 12,995 

平成 26年度 13,829 

平成 27年度 13,967 

平成 28年度 13,800 

平成 29年度 13,940 

平成 30年度 13,899 

令和元年度 13,858 

令和２年度 14,853 

令和３年度 14,020 

※原料採掘、製造、輸送および廃棄物の処理に伴って排出される二

酸化炭素量がレジ袋の重量分だけ削減できるものとする。 

 

※原単位の計算に関する考え方は、環境省「３R行動見える化ツール」３Ｒ原単位の算出方法を参照 

 

 (3) レジ袋販売収益金の還元状況(予定を含む) 

事業者名 

店

舗

数 

還元状況 

金額(円) 
集計 

期間 
時期 方法 目的 内容 範囲 

イオンビッグ(株) 6 283,326 
R3.3～

R4.2 
７月 寄付 

環境

保全 

環境保全や地

域・社会貢献活

動など 

未定 

イオンリテール(株) 4 未定 未定 未定 寄付 
環境 

保全 

滋賀グリーン活

動ネットワーク

へ寄付 

県全域 

イズミヤ(株) 1 未定 
R3.4～

R4.3 

10月 

以降 
寄付 

環境

保全 

地域

貢献 

未定 県全域 

(株)魚忠 1 未定 未定 未定 寄付 
地域

貢献 

地域清掃活動に

寄付 

一部 

地域 

(株)大光 4 レジ袋の収益金は発生していない。(理由：レジ袋販売価格≒原価のため。) 
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生活協同組合コープしが ４ 117,419 
R3.4～

R4.3 
9月 

自社

活動 

環境

保全 

仕入れ額を引い

た分を琵琶湖環

境ウォーク活動

に拠出 

県全域 

スター(株) ４ レジ袋の収益金は発生していない。（理由：ほぼ原価で販売しているため。） 

(株)ツジヤ 2 レジ袋の収益金は発生していない。 

(株)パリヤ 1 
レジ袋の収益金は発生していない。(理由：アイスクリーム、冷凍食品の販売にお

いてドライアイスの無料提供でレジ袋を使用しているため。 

(株)バロー 13 レジ袋の収益金は発生していない。 

(株)阪急オアシス 1 63,000 
R3.4～

R4.3 
12月 寄付 

地域 

貢献 

草津市社会福祉

協議会へ寄付 

一部 

地域 

(株)ハートフレンド 11 86,576 
R3.4～

R4.3 
未定 寄付 

環境 

保全 

滋賀県地球温暖

化防止活動推進

センターへ寄付 

県全域 

(株)フタバヤ 3 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

(株)ベイシア 2 レジ袋の収益金は発生していない。 

(株)平和堂 77 3,000,000 
R3.2.21～

R4.2.20 

8月

頃 
寄付 

環境

保全 

公益財団法人滋

賀県緑化推進会

へ寄附 

県全域 

マックスバリュ東海(株) 6 未定 
R3.3～

R4.2 
7月 寄付 

環境 

保全 

森林の整備 

緑化の推進 

緑の国際交流 

県全域 

(株)マツヤスーパー 2 23,571 
R3.4 ～

R4.3 
6月 寄付 

環境 

保全 

琵琶湖の環境保

全 
県全域 

(株)丸善 8 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

ユニー(株) 1 未定 未定 未定 
自社

活動 

環境 

保全 

店頭回収や環境

啓発ポスター作

製費用 

未定 

おうみ富士農業協同組合 3 レジ袋の収益金は発生していない。(理由：仕入れ値に対して利益が無い為) 

(有)伊吹・旬彩 1 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

(株)リカーマウンテン 24 レジ袋の収益金は発生していない。 

(有)クリーニングショップ丸善  6 レジ袋の収益金は発生していない。 

新旭町農業協同組合 1 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 

(株)みらいパーク竜王 2 レジ袋の収益金が一定の金額に達してから還元する。 

アグリの郷栗東(株) 2 レジ袋の収益金は発生していない。(理由：原価販売のため。) 

特定非営利活動法人 

いきいきおうみ 
1 レジ袋の収益金が一定の金額に達してから還元する。 
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(株)トライアルカンパニー 5 レジ袋の収益金は発生していない。 

(株)ダイエー 1 230円 
R3.3.1～

R4.2.28 
7月 寄付 

環境

保全 
滋賀応援寄附 未定 

御饅頭処餅兵 1 レジ袋の収益金は発生していない。 

(株)トロワランジェ 1 レジ袋の収益金は発生していない。（マイバッグ持参者がほとんどのため） 

湖東農業協同組合 1 レジ袋の収益金は発生していない。 

(株)パスカルシステム 1 レジ袋の収益金は発生していない。 

有限会社綿庄食品店 1 レジ袋の収益金が一定の金額に達してから還元する。 

滋賀県職員生活協同組

合 
9 

レジ袋の収益金は発生していない。（枚数がきわめて少なく収益金もほとんどな

いため） 

グリーン近江農業協同

組合 
14 レジ袋の収益金が一定の金額に達してから還元する。 

 

３ レジ袋削減取組実施事業者の取組実施状況 

(1) 協定締結事業者数 

 協定締結事業者数 

( )内は店舗数の合計 

平成 25年度 ７ (８) 

平成 26年度 ７ (８) 

平成 27年度 ７ (８) 

平成 28年度 ８ (８) 

平成 29年度 ８(241) 

平成 30年度 10（259） 

令和元年度 10（255） 

令和２年度 ５(242) 

令和３年度 ５(234) 

 

(2)  レジ袋削減取組実施事業者による取組実績 

事業者名 取組内容 実施時期 

小嶋薬品 
・レジでの声かけ 

・ポスター掲示による啓発 
通年 

(株)ヒキタ事務機 
・レジ袋が必要かどうかレジでの確認 

・ポスター掲示による啓発 
通年 

(有)マイン薬局 

・レジ袋が必要かどうかレジでの確認 

・お薬手帳も入る不織布のバッグをレジ袋の 

代わりに無料配布し、毎回の持参を呼びかけ。 

通年 

ABC薬局 
・紙袋での対応 

・レジでの声かけ 
通年 
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(株)セブン-イレブン・ジャパン 

・レジ袋の必要有無について会計時に確認 

・レジ袋の有料化 

・ポスター等の啓発物を掲示 

通年 

 

４ 県民団体における取組実施状況 

県民団体 取組内容 実施時期 

(公財)淡海環境保全財団 

滋賀県地球温暖化防止活動

推進センター 

出前講座での普及啓発 随時 

イベントにおける普及啓発 随時 

(一社)滋賀グリーン活動ネ

ットワーク 

「おおつエコフェスタ 2021」に出展し、「お買い物

ゲーム」実施と並行して、マイバッグ・マイボトル

の持参、地産地消、グリーン購入の実践等を呼びか

けた。 

8 月 1 日 

「滋賀県消費者生活フェスタ」にパネル出展し、マ

イバッグ持参、容器包装の削減およびグリーン購入

の普及啓発を行った。 

9 月 11日 

～9月 26 日 

「グリーン購入＋エシカルキャンペーン」を実施

し、県内小売店等の協力を得て、ポスター掲示や店

内放送、啓発イベント開催等により、マイバッグ・

マイボトルの持参や「メモを持って買い物」等を呼

びかけた。 

10月 1日 

～12月 31日 

「エンカツ（縁活）in KUSATSU with SDGs」に出展

し、レジ袋を初めとするプラスチックが地球に与え

ている影響のレクチャーとエコバッグ作りワークシ

ョップを行った。 

10月 17日 

JA グリーン近江ファーマーズマーケット「きてか～

な」店頭にて、「グリーン購入＋エシカルキャンペー

ン」の一環として、マイバッグ持参、地産地消、グ

リーン購入やエシカル消費の実践等を呼びかけた。 

10月 31日 

(一社)滋賀グリーン活動ネ

ットワーク 

大津市市民活動センター主催のチャリティーイベン

ト「秋ほくほく」に出展し、「グリーン購入＋エシ

カルキャンペーン」の一環として、マイバッグ持

参、地産地消、グリーン購入やエシカル消費の実践

等を呼びかけた。 

11月 13日 

草津市主催の「地球冷やしたい推進フェア」に出展

し、「環境ラベルさがしゲーム」の実施と並行し

て、「グリーン購入＋エシカルキャンペーン」の一

環として、マイバッグ持参等、グリーン購入やエシ

カル消費の実践等を呼びかけた。 

12月 18日 

～12月 19日 

BBC放送「金曜オモロしが」内にて、キャンペーン

ソングにより「グリーン購入＋エシカルキャンペー

ン」を PR、マイバッグ・マイボトル持参等を呼びか

けた。 

11月 19日 
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「草津市こども環境会議」情報発信の部、展示の部

に出展し、『「グリーン購入＋エシカル」をはじめ

よう！』の呼びかけの中で、マイバッグ・マイボト

ルの持参等の啓発を行った。 

2 月 10日 

～3月 7日 

滋賀県地域女性団体連合会 

傘の袋からマイバッグを作成 通年 

マイクロプラスチックの学習会を開催 6 月 24日 

各会員の家にある買い物袋、大型紙袋を集め再利用 通年 

滋賀県健康推進員団体連絡

協議会 

県内 19 市町協議会にマイバッグ携帯チラシを配布

し、各市町協議会の役員にキャンペーンおよび率先行

動の実施の周知および会員や地域住民への周知を依

頼。 

12 月 

ごみ問題を考える草津市民

会議 
環境にやさしい買い物キャンペーンでの啓発 10 月～11月 

栗東市ごみ減量リサイクル

推進会議 

環境にやさしい買い物キャンペーンでの啓発 

（市役所でのパネル展示） 
10 月～11月 

ごみジャーナル発刊による啓発 12 月 

滋賀県商工会連合会 県下商工会員への情報提供、啓発資材の配布 随時 

滋賀県商工会議所連合会 
県内商工会議所会員への情報提供、啓発資料の配

布 
随時 

野洲市環境基本計画推進会

議ごみを減らそうプロジェ

クト 

「マイバッグ携帯」を呼び掛けるポスターを作成し、

市内小売店舗や、公共施設等で展示 
10 月 

環境に優しい買い物キャンペーンでの店頭啓発 10 月 

 

５ 行政における取組実施状況 

行政 取組内容 実施時期 

滋賀県 
県ホームページ「ごみ減量・資源化情報サイト」での啓発 通年 

庁舎内にポスターの掲示 通年 

大津市 

マイバッグ啓発ポスター掲示、チラシ設置等 通年 

リサイクルフェア２０２１においてレジ袋削減取組啓発（コロナウ

イルス感染拡大のため中止） 
― 

彦根市 
買い物ごみ削減およびマイバッグ携帯のチラシを生活環境課窓口に

配架 
通年 

長浜市 啓発チラシを窓口で配付 通年 

近江八幡市 ホームページ等による市民周知 通年 

草津市 広報くさつにてマイバッグ持参の啓発記事掲載 10 月 

守山市 
ごみカレンダーにてマイバックの活用を啓発 通年 

新分別に関する住民説明会において、マイバック活用の推進 4月～9月 

栗東市 ＨＰにてレジ袋削減の啓発 6 月 25 日～ 



 

10 

 

甲賀市 地域での出前講座などにより啓発を実施した。 通年 

野洲市 

「マイバッグ携帯」を呼び掛けるポスターを作成し、市内小売店舗

や、公共施設等で展示 
10 月 

環境に優しい買い物キャンペーンでの店頭啓発 10 月 

高島市 
市ホームページにて、レジ袋の削減やマイバッグ持参に関する啓発をお

こなった。 
通年 

東近江市 

市役所、各支所及び各コミュニティセンターにポスターを掲示 10 月～11 月 

パソコン及び周辺機器等回収イベントでチラシを配布 11 月 21 日 

米原市 庁舎内でのポスター掲示 通年 

日野町 
広報での記事掲載 

（マイクロプラスチックごみについて） 
広報 10月号 

竜王町 

レジ袋削減ポスターの掲示および啓発チラシの設置 通年 

関係団体の協力によるエコバッグの配布 5 月 

ごみカレンダーにてエコバッグ持参の呼びかけ 通年 

愛荘町 啓発チラシを窓口で配付 通年 

豊郷町 ポスターおよびチラシで周知を行った。 常時 

甲良町 ホームページに掲載 
令和 2年 6月

から継続 

多賀町 
「広報たが」への掲載 随時 

五十音別ごみ分別区分一覧表においてマイバック持参について掲載 通年 

 

 

 


