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持続可能な開発目標「SDGs」とは

持続可能な開発⽬標「SDGs」（エス・ディー・ジーズ）

2015 年 9 ⽉に国連サミットで採択された、2030 年に向けて、持続可能で多様性と包摂性のある社会実現のために、国際社会
が取組むべき 17 の⽬標のことで、地球上の「誰⼀⼈取り残さない（No one will be left behind）」ことを理念としています。

17の目標
持続可能な開発⽬標「SDGs」は、17 の⽬標と 169 のターゲット、232 の指標から構成され、貧困や飢餓、エネルギー、⽣産・消費、
気候変動などの⽬標が定められています。

マイエコバッグ・ワークショップの様⼦

持続可能な社会の実現のために
　　　　～ SDGs への取り組み～
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プラスグループでは、持続可能な社会の実現に向けて、企業理念を具現化し、⽇々の事業活動を通じて社会的課題の解決に貢
献することがプラスグループの CSR であると考え、課題に取り組んでいます。
また、私たちが⽬指す、重複⾏為をなくし、ビジネスを合理的かつシンプルに再構築する『社会最適』の発⾒・創造に向けた
取り組みの多くは、持続可能な開発⽬標「SDGs」の実現にもつながっています。
これからも、さまざまな事業や取り組みを通じて、SDGs ⽬標の達成に貢献していきます。

社内教育 e- ラーニング実施

全日本文具協会　「SDGs研究委員会」への参加

⽇本語版資料

英語版資料

本社・⻁ノ⾨オフィスとベトナム⼯業をテレビ会議
システムで接続し、セミナーを実施しました。

これまで取り組んできた CSR 活動とつながる 17 の⽬標

SDGs の取り組み開始

SDGs とは何かを理解し、17 の⽬標の実現に向けて⾏動し

ていくことを⽬的とした、グループ社員対象の e- ラーニン

グを実施しました。

e- ラーニングは前編（2019 年 3 ⽉）・後編（同年 7 ⽉）に

分けて実施し、前編は「SDGs の⾔葉の意味」と「17 の⽬標」

を理解すること、後編は「プラスグループ CSR 活動と

SDGs の関わり」や海洋プラスチック問題を例に「私たちに

できることは何か」を社員⾃らが考える内容としました。

また、グループ海外拠点にはテレビ会議システムを⽤いたセ

ミナーを⾏い、2019 年度は台灣普樂⼠股份有限公司（台湾︓

台北市）、PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. （ベト

ナム︓ドンナイ省）の社員が受講しました。引き続き、普楽

⼠⽂具（上海）有限公司（中国︓上海市）、汕頭普楽⼠儀器

有限公司（中国︓広東省）、PLUS Corporation of America

（アメリカ︓オレゴン州）、PLUS Europe GmbH（ドイツ︓

デュッセルドルフ）の社員にもセミナーを⾏う予定です。

前編 受講者数：1,517名　後編 受講者数：1,211名
受講者の声（受講アンケートより）
・SDGsは最近よく耳にるすようになったので、このタイミング
  でしっかりと学ぶことができてよかったと思う。
・SDGsの実行可能な目標を立てて実行することで、模範となる
  人材になれればと思います。
・慣れ親しんだ、生活様式、文化はなかなか変えられないものだ
  と思いますが、少しずつ小さな変革が大きな成果につながるの
  だと理解します。

2019 年 7 ⽉より、プラスは⼀般社団法⼈ 全⽇本⽂具協会主

催の「SDGs 研究委員会」へ参加しています。

SDGs 研究委員会は、世界の共通課題を視野に経済・環境・

社会の諸課題を解決する新たな製品・サービスを創出し、社

会の包摂的な成⻑に⽂具業界として貢献するため、2019 年

6 ⽉に発⾜。

同年 7 ⽉、参加企業 16 社により活動がスタートし、各社の

SDGs 関連の取り組みの共有、SDGs カードゲーム、有識者

の講演などを通じて、SDGs の理解を深めることからはじめ、

その後「SDGs 17 ⽬標・169 ターゲット・232 指標」の中で、

⽂具業界として貢献できる可能性の⾼い⽬標、指標の協議を

進めてきました。今後、抽出した優先⽬標、指標に基づいて

⾏動指針の策定を⾏います。



不要となった T シャツをエコバッグへリサイクルするワーク
ショップを、⻁ノ⾨・⾚坂・市ヶ⾕・駒込（オフィス）およ
び前橋（⼯場）の 5 拠点で開催し、制作したマイエコバッグ
を昼⾷の買い物等に利⽤することでレジ袋の使⽤削減に繋げ
ました。
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プラスチックと賢く付き合うために
プラスチックがもたらす利便性と課題

使い捨てプラごみ削減キャンペーンの実施

プラスグループは、2019 年 5 ⽉より、オフィス⽣活の中で発⽣する使い捨てプラスチックごみを削減することを⽬的とした「使
い捨てプラごみ削減キャンペーン」を実施しています。
本キャンペーンは、海洋プラスチックごみ問題に対する社員の理解を深め、「どうしたらプラスチックごみを削減することがで
きるのか」を社員⾃らが考え⾏動していくことを⽬指し、オフィス⽣活の中でできる４つの削減活動を実施しました。

1.　マイエコバッグ・ワークショップの開催

オフィスのコーヒーサーバーで使⽤する来客⽤のプラス
チック製カップやマドラーを紙・⽊製へ切替え、プラスチッ
クごみ削減を周知するカードを設置しました。

3.　コーヒーサーバー周りのプラスチック製消耗品の変更

8 ⽉ 8 ⽇を≪No! Plastic bags 〜レジ袋・ビニールごみを
出さない、No! Plastic bottles 〜ペットボトルごみを出
さない⽇≫として設定し、当⽇は⼿作りのお弁当やマイボ
トル・マイカップの持参、買い物にはマイバッグを⽤いる
など、使い捨てプラスチックごみを出さないよう意識して
取り組みました。
主要拠点であるプラス本社・⻁ノ⾨オフィスでは、通常⽇
と⽐べ、レジ袋の廃棄量を約 30％削減※することができ
ました。
※ プラス本社・⻁ノ⾨オフィス（従業員数 384 名）で

    廃棄されるレジ袋は 1 ⽇平均 153 枚、年間（240 稼働⽇）

    約 37,000 枚（2019 年 2 ⽉時点、社内調査による試算）

4.　8月8日≪No! 使い捨てプラごみDay≫の設定

プラスチックは従来の天然素材などに代わり、その特⻑をい
かして様々な製品に使⽤され、私たちの⽣活に利便性と恩恵
をもたらしています。軽く丈夫で、複雑な形状を⼤量に作り
やすく、また着⾊も容易なプラスチックは、ファイルや修正
テープ、消しゴムなど⽂具にも広く使われています。
その⼀⽅で、使⽤済みプラスチックが、ポイ捨てや不法投棄
により適正に処理されず、海洋へ流出し、⽣態系に影響を与
える海洋汚染が世界的な課題となっています。
こうした状況に対応するため、国は使い捨てプラスチックの
発⽣抑制等の徹底、効果的・効率的で持続可能なリサイクル
の促進、再⽣材・バイオプラスチックの利⽤促進など、プラ
スチックの資源循環を総合的に推進しています。

プラスグループは、国が進める施策に賛同し、プラスチック
のより⼀層の 3R（リユース・リデュース・リサイクル）の促進、
適正な処理に取り組んでいます。
これらの取り組みは、「持続可能な開発⽬標（SDGs）」の⽬
標 11「住み続けられるまちづくりを」や⽬標 12「つくる責
任 つかう責任」、⽬標 14「海の豊かさを守ろう」への貢献に
つながっています。

オリジナルデザインタンブラー
ボトルのプレゼント企画を社内
で実施し、2017 年より参加し
ている環境省推奨「マイボトル・
マイカップキャンペーン」をよ
り⼀層推進し、マイボトル・マ
イカップの利⽤を促進するた
め、さらなる呼びかけを⾏いま
した。

2.　マイボトル・マイカップキャンペーンの推進拡大
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プラスは、プラスチック製品が多いファイル類におけるひと
つの取り組みとして、プラスチック使⽤量を約 70% 削減し、
燃えるごみとして廃棄可能な「紙製クリアーホルダー」を開
発、2019 年 12 ⽉に発売しました。

紙製クリアーホルダーの発売

プラスチック製クリアーホルダー 100 枚換算で約 800g のプ
ラスチック量を削減でき、また燃えるゴミとして廃棄するこ
とができます。省プラスチックを通して、有限な化⽯資源の
使⽤削減に貢献します。
表紙が透けて中⾝が⾒える「透明性」、持ち運びや保管時に
必要な「耐⽔性・厚み」という、プラスチック製クリアーホ
ルダーの使い勝⼿をできる限り再現しながら、「直接書き込
みができる」という紙製のメリットも併せ持っており、この
紙製クリアーホルダーは国内に限らず、海外へ向けた展開も
予定しています。

プラスは、環境省が推進している「プラスチック・スマート」
キャンペーンの考え⽅に賛同し、2019 年 8 ⽉より同キャン
ペーンに登録しています。

「プラスチック・スマート」キャンペーンは、環境省がポイ
捨て撲滅を徹底し、不必要なワンウェイのプラスチック排出
抑制や分別回収の徹底など「プラスチックとの賢い付き合い
⽅」を推進、その取り組みを世界中に発信していくことで、
海洋プラスチックごみ問題の解決への動きを加速させること
を⽬的としています。
プラスはこれまでに、国内外のグループ全 17 社によるオフィ
ス周辺・河川の清掃活動「プラスクリーンフェス 2019」や「使
い捨てプラごみ削減キャンペーン」、「紙製クリア―ホルダー
の発売」を本キャンペーンへ登録。環境省のキャンペーン
Web サイトに取り組みが掲載されています。

環境省「プラスチック・スマート」への登録

プラスチック・スマートキャンペーン
Webサイト 掲載URL

プラスクリーンフェス 2019︓
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1192

使い捨てプラごみ削減キャンペーンの実施︓
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1404

紙製クリア―ホルダーの発売︓
http://plastics-smart.env.go.jp/case/?id=1426
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2019 年 10 ⽉ 26 ⽇に、プラス本社・⻁ノ⾨オフィスで開催
した社員の家族・友⼈向けオフィス⾒学会「⻁ノ⾨オフィス
☆ファミリーデイ」にて、「海洋プラスチックごみ問題」に

ファミリーデイ会場で「海洋プラスチックごみ問題」のパネル展⽰

関するパネル展⽰を実施しました。イラストや写真を多く⽤
いたわかりやすい展⽰内容が好評でした。



プラス株式会社は 2013 年にベトナムの⼤学⽣及び⼩学⽣を
対象とした奨学⾦制度を設⽴しました。
1995 年、プラスグループは業界に先駆けてベトナムに進出
し、全 額 出 資 の ベ ト ナ ム 現 地 法⼈・PLUS VIETNAM  
INDUSTRIAL CO., LTD. （ベ ト ナ ム︓ド ン ナ イ 省 ／ 以 下 
PVI）を設⽴。
以来、PVI は、⽂具事務⽤品の製造拠点として、2,200 名を
超える現地社員※とともに、ステーショナリー事業の成⻑を
製造⾯で⽀えてきました。
ベトナムでの事業展開を順調に進めることができたのは、ひ
とえに地元関係各位より寄せられたご理解、ご協⼒の賜物と
考えています。

折しも本制度を創設した 2013 年は、「⽇越友好 40 周年」の
節⽬の年でした。ベトナムにおける⻑年のご⽀援に対する感
謝の気持ちを込めて、ベトナムの若い優秀な⼈材の輩出に少し
でもお役に⽴ちたいとの願いから奨学⾦制度を創設しました。
本奨学⾦制度は、留学⽣の受⼊れに熱⼼に取り組まれている
⻘⼭学院⼤学との提携により、⻘⼭学院⼤学のベトナム⼈留学
⽣を⽀援する『PLUS・AGU ベトナムスカラーシップ』と、
PVI を 窓⼝に ベ ト ナ ム 国 内 の⼩学⽣を⽀援 す る『PLUS 
Vietnam Scholarship』の 2つのプログラムを実施しています。
※ 2019 年 12 ⽉末⽇現在
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子どもたちの明るい未来のために
プラスグループは、未来を担う⼦どもたちの健やかな成⻑と次世代の育成に、少しでもお役⽴
ていただきたいとの想いから、奨学⾦制度の設⽴や、学⽤品の寄贈を⾏っています。

ベトナム学⽣を対象とした奨学⾦制度
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『PLUS・AGU ベトナムスカラーシップ』奨学⾦授与式

『PLUS Vietnam Scholarship』奨学⾦授与式

ベトナム国内の小学生支援
『PLUS Vietnam Scholarship』

対象人数：2019年度　100名
対象者：ドンナイ省の小学生
             ※ ドンナイ省の2県の選定された県の小学校へ教育推進
                  協会を通じて、奨学金制度について通知し、PVI で
                  制定した本制度運用ルールに基づき、授与対象奨学
                  生を選定し、教育推進協会と協力の上で奨学金授与
                  式を開催しています。
支給内容：200万ドン／名（日本円換算：約10,000円）
               プラス文房具ギフトセット（修正テープ、ファイル等）、

お菓子
支給開始：2019年 8月

青山学院大学のベトナム人留学生支援
『PLUS・AGUベトナムスカラーシップ』

対象人数：3名（留学期間：1年間）
対象者：青山学院大学ベトナム人留学生
             ※ 青山学院大学との学生交換協定締結校「ハノイ国家
                 大学外国語大学」および「ホーチミン市人文社会科学
                 大学」からの留学生
支給内容：3,000,000円（1名あたり1,000,000円支給）
支給開始：2019年 9月

カンボジアの⼦どもたちへノートを寄贈
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2018 年より、同志社⼤学の学⽣団体 CHAD を通じて、カン

ボジアの⼦どもたちにノートを寄贈しています。2019 年も

500 冊のノートを提供させていただきました。

同志社⼤学登録の学⽣国際協⼒団体である、学⽣団体 CHAD

は、年 2 回、カンボジアの⼩学校で運動会を実施する活動を

中⼼に、カンボジアと⽇本の⼦どもたちとの絵⼿紙交換、劇

の上演や⽇本語授業など、カンボジアの⼦どもたちへ様々な

⽀援活動を⾏っています。

2019 年度は、8⽉末から 9⽉にかけて、約 50 名でカンボジア

へ渡航。王⽴プノンペン⼤学⽇本語学科の学⽣とともに

Konsath（コンサツ）⼩学校、Kroverk（クロヴェーク）⼩学

校を訪問しました。

2019 年度も 100 名の⼩学⽣を決定、8⽉16⽇に Nhon 

Trach（ヌンチャク）県、23⽇に Cam My（カムミー）県に

て奨学⾦授与式が⾏われました。

授与式では奨学⾦証書と当社製品の⽂具セットなどを贈呈、

⼦どもたちの代表からお礼のスピーチがあり、⼦どもたちの

歌や踊りも披露されました。その様⼦は現地の新聞やテレビ

でも取り上げられました。

2019 年度は、ホーチミン市⼈⽂社会科学⼤学から 2 名、ハ

ノイ国家⼤学外国語⼤学から 1 名、計 3 名の奨学⽣を決定し、

2020 年 2⽉3 ⽇（⽉）、当社ショーケース「＋PLUS（プラス・

プラス）」にて奨学⾦授与式を⾏い、証書を授与しました。

当⽇は奨学⽣ 3 名が、資料を交え、とてもきれいな⽇本語で

⽇本での⽣活についてスピーチをしてくださいました。奨学

⽣の皆さんが、⽇本で得たたくさんの知識や経験をベトナム

に持ち帰って今後に活かしていただきたいと思います。
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