ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは、２０１５年に国連で採択された経済・社会・
環境をめぐる広範囲な課題への取り組みで、企業を含む社会全体での取り組みが進ん
でいる。業界では、一般社団法人全日本文具協会（数原英一郎会長）がＳＤＧｓ研究
委員会を２０１９年に発足、
「ＳＤＧｓ対応基本方針説明会」や、関連セミナーを開
催し、社会的課題の解決に向けた取り組みを推進。また、文具メーカーは、サステナ

◆マジック（大分県・自営

◆ペーパーレス（群馬県・ 業・男性・ 歳）

えるもの。ロフトなどで「環 県・会社員・男性・ 歳）
境に配慮した文具雑貨」など
◆竹の物差し（岐阜県・自

◆消しゴムのカスが出ず、 営業・女性・ 歳）

の コ ー ナ ー が あ る と、 そ の 会社員・男性・ 歳）
コーナーで買うようにしてい

◆植物を使ったノート、間

会社員・男性・ 歳）

（愛知県・
る（大阪府・会社員・女性・ よく消える消しゴム
歳）

◆ＮＯＮプラスチック素材
チックゴミで作ったボールペ

◆万年筆（山形県・パート・
女性・ 歳）
◆再生紙ノート（熊本県・

の文具（神奈川県・会社員・ 伐材の鉛筆、再生したプラス 教職員・女性・ 歳）

◆マイクロプラスチックの

◆海洋プラごみを使った
他・女性・ 歳）

◆ 家 で 使 っ て い る 電 子 メ ンや下敷き、定規など（石川 ボールペン（神奈川県・その

男性・ 歳）

③の今使っている文具の再購 京都・主婦・ 歳）

ゴミが出ないので良い
（東 県・パート・女性・ 歳）
動に影響している。ただし、 モ。

数以上を占め、文具の購買行

ＳＤＧｓへの関心が高まる中、文房具屋さんドットコムでは、昨年に引き続きＳＤ

ブルやアップリサイクルへの取り組みも始めている。
Ｇｓについてのアンケート調査を実施した。

最優先は「機能」

環境配慮型製品
のイメージは？
有毒物質が出ないもの（熊本

◆パッケージを燃やしても

男性・ 歳）

Ｄ Ｇ ｓ（ 持 続 可 能 な 開 発 目 で、合計すると ・２％と半 次の通り。
標）への取り組みに関心が寄
せられているが、ＳＤＧｓに
関心があるか？②ＳＤＧｓに

◆廃棄の際に自然分解さ

◆セロテープ
（群馬県・パー

環境に配慮し
た文具とは？

トル（ウイスキー樽）の再利 （埼玉県・会社員・男性・ 歳）
用したもので、複数本持って
いる（埼玉県・会社員・男性・
歳）

◆森林減少や野生動物の保

◆ハリナックス（北海道・

護、貧困対策に目を向けたも ト・男性・ 歳）

◆大豆インクを使った製品 の、フェアトレード商品（東

◆リユースできるもの（岐 県・会社員・女性・ 歳）

◆電子ペーパー（東京都・

パート・女性・ 歳）

◆消しゴム（神奈川県・会
◆竹から作ったノート（鹿
◆シュレッダー（埼玉県・
自営業・男性・ 歳）
◆鉛筆（茨城県・会社員・

庫県・会社員・女性・ 歳）

◆ジェットストリーム（兵

61

◆ジャポニカ学習帳（大阪
府・公務員・男性・ 歳）
◆ガムテープ（愛知県・主
婦・女性・ 歳）
社員・男性・ 歳）

◆ホッチキス（静岡県・会

60

ついては、環境への取り組み
もその一つだが、文具を購入

◆パッケージが過剰包装で

◆間伐材を使った筆記具

簡素なもの（大阪府・ 会社員・男性・ 歳）
（山梨県・その他・女性・ 歳） はなく、

◆再生プラを使用した文具

32

（埼玉県・ 社員・男性・ 歳）
◆資源の再生利用や廃棄後 対策が行われている

境対応」は６位と低い。最も の生分解（福岡県・会社員・ 会社員・男性・ 歳）

入時の重視ポイントは、
「環

64

56

33

56

◆製造工程でＣＯ２が削減 児島県・自営業・女性・ 歳）

◆ 選 択 基 準 は 長 く 使 え る されているもの（埼玉県・会

重視しているのは、「機能」
で、 男性・ 歳）

、
「デザイン・
②の文具を購入する際に環 次いで「価格」
⑤の環境に配慮した文具に いるか、のどちらか。使用し

、
「品質」の順となった。 か、再利用の材料を使用して 社員・女性・ 歳）
施し、有効回答数は１０４７ 境対応の考慮については、「あ 色」
る程度している」が ・６％、

54

質問内容は、①世界的にＳ 「常にしている」が ・６％ 対する「ユーザーの声」は、 ているボールペンはオークボ れ、有害物質を出さないもの 男性・ 歳）

件。

62

70

◆消せるボールペン（三重
県・会社員・男性・ 歳）
◆紙菅のペン（東京都・会
◆資源再利用の製品（埼玉 （大阪府・会社員・女性・ 歳） 社員・女性・ 歳）

◆環境汚染に配慮した素材 主婦・ 歳）

34

68

半数以上が環境にも考慮

27
39

24

◆捨てる時に無駄にゴミが （東京都・会社員・男性・ 歳） 京都・女性・ 歳）

する際に、環境に配慮した商 阜県・主婦・ 歳）
品を考慮して購入するか？③
今使っている文具の再購入時 出ないもの（長野県・会社員・
◆再利用可能な材料を使っ

の重視ポイントは？④知って 女性・ 歳）
いる環境に配慮した文具は？

49

44

52

34

57

34

33

44

58

39

50

アンケート調査は、９月１ し、関心度は高い。

55

45

53

61

31

50

29

43

10 47

42

日から 日までの１カ月間実

57

41

20

⑤環境に配慮した文具と言わ ている文具（長野県・会社員・ で作られたものや繰り返し使
れて、どの様な文具をイメー
その結果、①のＳＤＧｓに

ジするか、を聞いた。

・２％、大いにある ・２％

対する関心度は、関心がある
22

で、合計すると ・４％に達
76

37

30

61

文具購入
54

