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環境教育・オリエンテーション

■環境方針個人カード■

6月、名刺サイズ4ページの「環境方針個人カード」
を全社員に配布し、常時必携としました。「ファミリ
ーマートの環境方針を知っていますか」の呼びかけ
に始まり、「環境方針」「環境影響」「環境目的・環境
目標」を掲載しています。環境方針の実現をめざし、
社員ひとりひとりが自発的に日常業務の中で環境
保全活動に取り組むことを目的とするものです。

■「Familink（ファミりんく）」■

社内報「Familink」（月刊）に2000年
度より“We Love Green”コーナー
を設置。ファミリーマートの環境保全
活動に関する情報を逐一掲載し、社
員ひとりひとりの環境意識の向上を
図っています。

■ファミリーマートユニオンの自己啓発活動■

ユニオンでは、社員同士の相互交流、環境に対する意識の向上を目的
として、さまざまな活動を行っています。

活動

ヨーロッパ
視察
セミナー

自然観察会
in石垣島

目的

ヨーロッパにおける最先端の環境に対する取
り組みを学び、環境に関する意識の醸成を図る
●ドイツ：フライブルグ市の行政と市民が一体
となった環境対策　
●スイス：スーパーマーケットチェーンである
ミグロ社の環境配慮型商品・包装の取り組み　
●イギリス：自然派化粧品を製造・販売するボ
ディショップ社の自然保護活動

石垣島の大自然に親しみ、自然環境保護への意
識を高める
WWF Japan(財)世界自然保護基金日本委員
会との共同企画により実施

期日

5月13日
～20日

8月23日
～26日

参加者

10名

23名
（家族を
含む）

■「エコぱーとなー」■

店舗向け環境リーフレット「エコぱーとなー」を今年度は２
回発行。「What’s“ISO14001”？」「ストアスタッフがお店で
取り組むこと」「サーベイランス審査」「環境関連法規制の
強化」などをイラストやＱ＆Ａ入りでわかりやすく解説し、
ストアスタッフ全員の環境保全活動への意識向上を図りま
した。また、エリアマネジャー スーパーバイザー 店

長 ストアスタッフの環境教育・オリ
エンテーションにおけるテキストとし
ても活用しています。

対象者

新入社員

全社員

関連部門
担当者

教育名

環境一般

環境マネジメント
システム

環境専門教育

内容

・地球環境問題
・環境マネジメン
トシステム概論

・ファミリーマー
トの環境への取
り組み

・環境目的
・環境目標

・著しい環境側面
に係わる業務

実施責任者

人事部

各部長
（環境責任者）

各部長
（環境責任者）

時期

4月

6月

6月

■環境方針個人カード

■社内報「Familink」
■内部環境監査員養成（ P.9）

自己啓発

■ファミリーマートユニオンの
環境セミナー

中 央 本 部

フライブルグ市視察 石垣島の自然観察

新入社員環境教育
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Answer Your Question
お店はフランチャイズだし、スタッフもアルバイトの人が多いと思うのですが、そんな中で全店舗の全スタッフ

が同じ意識をもって環境活動をするというのは、かなり難しいことではないのでしょうか。

確かに、ISO14001認証取得の活動をスタートした当初は、店舗での環境保全活動への取り組みに差が見られ

ました。そこで、ファミリーマートの環境保全活動のキャッチコピーとシンボルマークの募集を全店舗、全社員

を対象に行いました。その結果生まれたのが、「We Love Green」のコピーと、“ハートが若葉を包み込む”マーク

です。応募総数は2,877 通に及び、店長・ストアスタッフ・社員の意識向上を図るきっかけとなりました。日常的に

は、下図にもあるとおり、コンベンション、「エコぱーとなー」による環境オリエンテーション、「Family」での環境情報

伝達など、本部と店舗が一体となって環境保全活動に取り組んでいく体制づくりに努めています。

A

Q

■「Family」■

加盟店向けの月刊誌「Family」では
ファミリーマート全体における環境
保全活動の動きを随時レポートし、
環境意識の向上、共有化を図ってい
ます。

■コンベンションに環境コーナー■

年2回行われる加盟店向けコンベンション（本部から加盟店に対して新たな
システムを発表したり、新商品を紹介したりする場）の会場には、環境コーナ
ーを設置しています。今年度も、パネル、自社製作の環境ビデオ、リーフレッ
ト、リサイクル品の展示・配布などにより、全国のファミリーマートの店長、ス
トアスタッフへのオリエンテーションを行いました。
コンベンション会場から排出される廃棄物は3分別して、生ゴミのリサイクル
を廃棄物処理業者に委託しています（仙台、東京、名古屋、大阪の各会場）。

本部からストアスタッフに至る
■
教育・オリエンテーションの流れ

■

今年度は6月、2001年1月の2回にわたり、矢印
のルートで環境マネジメントシステムについての
教育・オリエンテーションを徹底しました。ストア
スタッフのオリエンテーション記録は、「エコぱーと
なー」などとともに店舗の環境ファイルに保管して
います。

実施 内容

6月 ・ ISO14001について　
・環境側面　
・環境目標　
・店舗での廃棄物分別について

2001年
1月

・廃棄物処理法の改正

・サーベイランス審査を契機として、全店
舗における環境への取り組みを再確認

リ ー ジ ョ ン

エリア
マネジャー

スーパー
バイザー 店 長

ストア
スタッフ

ストア
スタッフ

ストア
スタッフ

スーパーバイザーから
店長へ

店長からストアスタッフへ

オリエンテーシ
ョンの記録は環境フ
ァイルに保管します

啓蒙

■「Family」

■コンベンション

教育 オリエンテーション

■「エコぱーとなー」

オリエンテーション

春夏
コンベンション

秋冬
コンベンション

日程・会場

3月16日より
全国4会場

9月8日より
全国6会場

環境コーナーのテーマ

店舗の廃棄物のリサイクル

店舗の生ゴミのリサイクル

目的

廃棄物分別の意識向上を
図る

食品リサイクル法施行に
向けての取り組みの紹介
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お客さまの声

（全458 件）

環境報告書など資料請求

ゴミなど店周辺の環境

迷惑駐車・駐輪

リサイクル

騒音

箸・買い物袋

好感・おほめ

その他

◆大学の卒論やゼミで環境問題を研究している
◆ホームページで環境報告書のことを知った

◆顧客が店舗前で飲食してゴミを散らかす
◆ゴミを減らす対策をたててほしい

◆顧客の路上駐車が多く迷惑している
◆店舗前に駐輪している自転車やバイクが通行の妨げになる

◆ペットボトルの回収ボックスを設置してほしい
◆家庭ゴミを回収ボックスに捨てている人がいる

◆夜間、店頭にたむろする若者の大声が迷惑
◆買い物中にエンジンを切らない人が多い

◆弁当に箸を付けず、必要な人にのみ渡してはどうか
◆「マイバッグ」運動をして、買い物袋を減らしてほしい

◆積極的に環境問題に取り組んでいると思う
◆ゴミ分別の取り組みがとてもいい

◆ペットを店内に連れて入っている人がいる
◆ファミリーマートは環境活動をもっとPRしてはどうか

弁当類への箸・スプーン・フォーク添付については、2001年4月16日より廃止しました。

その他の件についても改善に向けて努力を続けています。

お客さまに信頼されるファミリーマートであるために、今後もお客さまの声に真摯に対応してまいります。

169件 37％

103件 22％

45件 10％

31件 7％

24件5％

17件 4％

14件 3％

55件 12％

インターネット　
298件 65％

電話　
93件 20％

ご意見はがき
64件 14％

文書
3件 1％
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レジ袋の要不要を
まめに確認してい

ることや不要者にお礼
を述べていること。間
伐材の杉割ばしやヨウ
ジを置いていること。
はし、フォーク、スプ
ーンを必要な人にだけ
渡すようにしているこ
となど、お客さんと共に行動しようとし
ている姿勢。

食品にまだまだ添加物が多い品物が
かなりあること。再使用容器への積

極的対応がなされていないこと。安易な
リサイクル製品が環境商品として扱われ
ていること。京都市内で黒いごみ袋が販
売されていることなど、商品への配慮を
もっと積極的に。

環境活動に関して、このように環境
NGOに意見を求められることは、大

変良い方向だと思います。これを今一歩す
すめて環境報告書を出す前に座談会などを
開催されてはどうでしょうか。ところで、
今日本各地で商店街が危機的な状況にあり
ますが、これは地域創造にとっても大きな
脅威です。コンビニも商店街との共存を考
える時代ではないでしょうか。

環境市民
［日本で初めてグリーンコンシューマー買い物
ガイドを出版、その他エコシティ活動、環境教
育活動など］

3

2

1

※ご氏名の下の［ ］内は、所属環境保護団体の主な活動内容を記していただいたものです。

自然エネルギー発
電促進法案が国会

で 見 送 ら れ た 中
（2000年11月）、太
陽光発電を取り入れた
店舗が増えつつあるこ
と。また商品のお弁当
やお惣菜から割箸を除
い た こ と 。 割 箸 の
90％に、輸入木材が使用されています。

鶏卵、調理パン、非塩ビ製ラップな
どで努力はうかがえますが、さらによ

り安全性の高い商品の取扱いを期待しま
す。生殖異常や精神不安定など、環境ホ
ルモンは重大な影響をもたらし「最大の
環境問題」とも言われています。

ゴミ減量の為には、「4R」: Refuse ＝
やめる、Reduce＝減らす、Reuse

＝再利用、そして最後にRecycle （リサ
イクル）＝再資源化、の考え方が大切です。
欧州では多く見られる量り売りや、ビンや
ペットボトルのリサイクルではなくリター
ナブル（再利用）システムの導入が早急に
必要です。またコンビニ全社の協力で深夜
早朝営業の短縮化を望みます。

ネットワーク『地球村』
［環境問題全般についての啓発活動］

3

2

1

他社コンビニエ
ンスストアの環

境対策の情報を十分に知
らないので回答できませ
ん。そもそも環境報告書
を自社の取り組みの“お
披露目”の場にするので
はなく、環境問題の改善
にどれほど実質的貢献が
あったかという視点で情報公開していくべ
きです。さらにその結果をNGOや市民から
意見を聞き議論することで、次年度にそれ
を反映させていくことが課題ではないでし
ょうか。

再生材を使用したPB商品の開発販売
や減農薬の食品への取り組みなど注目

すべき点が多く、それが実践されていると
思う。しかし、店舗における環境への取り
組みの進展があまり感じられないことは残

3

21

Question
ファミリーマートの環境保全活動で、「進んで

いる」「よくやっている」と思われる取り組みに

はどのようなものがありますか。

ファミリーマートの環境保全活動で、「遅れて

いる」「もっと努力すべき」と思われる取り組み

にはどのようなものがありますか。

ファミリーマートの環境保全活動へのご意見

をお聞かせください。
3

2

1

省資源・省エネな
ど幅広い取り組み

があるが、非遺伝子組
み換え飼料による「新
鮮輝きたまご」は私た
ちの食環境を直接的に
守ろうとする点で進ん
でいます。プライベー
トブランドの再生紙を
使用した商品の販売も評価できます。

非塩素系食品用ラップを全店に置く、
冷却装置は温暖化影響のある代替フ

ロンではなくノンフロンのものを導入す
る、レジ袋を断ると値引きなど具体的な
メリットのあるサービスを導入する、な
どに努力してほしい。

2

1 環境報告書では、We Love Green
商品を販売している店舗の比率も明確

にして、客観的に評価できるデータにして
ほしい。コピー機は再生紙と両面コピー機
能が使えるように。コンビニの店内は重要
な情報発信の場。グリーンコンシューマー
を育てるためにもっと環境に配慮した商品
を置き、POPでの情報提供を。「エコショ
ップ」は商品も含めた総合的な視点でネー
ミングを。

緑川芳樹 グリーンコンシューマー研究会
［環境配慮型商品の評価・推奨、環境負荷低減
活動を積極的に進めている事業者の評価活動］

3

店頭に資源回収ボ
ックスを置いてい

る。無印良品のコーナ
ーを作ってPRしてい
る。スプーン・お箸入
用の方は申し出るよう
にのステッカーがあっ
た。

環境保全活動のリーフレットが見当
らない。店員がウイラブグリーンの

商品を知らなかった。探したら6品目あ
ったが解りにくかった。ラップは塩ビラ
ップだけでした。コンビニの中で初めて
作ったPB商品、もったいない。

店長にPB商品のリストを渡し意味を
理解してもらって品揃え、入れ替えを

してもらう。PB商品に誇りを持って中央
につとめること。コンビニでも環境に留意
している良い品を販売していることが解れ
ば皆で買い支えます。立派な商品・資料を
作っても店で生かされてない。店頭回収品
目を増やし回収量のデータを公表すること。
各層の人に利用される店に。

安藤光子 港北くらしの研究会
［環境問題は日常生活の中から生じることが
多く、一人一人の意識を変えるための啓蒙活
動を実施］

3

2

1 エコデザインの徹
底と実践は持続可

能な発展には不可欠で
あるという観点から環
境配慮型商品の開発と
選定を第一に挙げる。
その他太陽光パネル、
消費者とのコミュニケ
ーションツールとして
の環境コーナーが挙げられる。

利便性の追求とは相反する行為なの
で難しい面もあるかと思うが、発生

抑制に関する取り組みについてもっと努
力すべきである。例えばレジ袋の削減、
ロス弁当の発生そのものの抑制等の活動
が望まれる。

他の同業者との比較を厳密にしたわけ
ではないが、印象としては最も先進的

な取り組みを進めていると思う。21世紀
の課題として、マテリアルフローを伴わな
い経済成長を遂げることが挙げられるが、
そのためにはモノの消費からサービスの消
費へと消費の質を変革する必要がある。モ
ノからサービスへの転換を、できる所から
実践されることを望みます。

伊藤　裕 中部リサイクル運動市民の会
［リサイクルのシステムづくり、環境教育、
環境情報誌の発行、環境商品開発・普及］

3

2

1

貴重なご意見をお寄せいただき、まことにありがとうございました。厳しいご指摘のひとつひとつについて検討し、改善の努力を続けてまいります。
また、おほめのお言葉は、今後への励みといたします。ファミリーマートはこれからもたゆみなく、着実に環境保全への取り組みを進めてまいります。

念。継続して、段階的に普及している環境
保全活動もあると思われるが、より環境負
荷の少ない取り組みや営業体制そのものに
力を注ぐことも考えるべきではないか。たと
えば、店舗の総電力消費の軽減をはかるキャ
ンペーンや、ゴミそのものの量を減らすた
めの簡易包装もひとつのアイディアとなり
えるのではないだろうか。また、職員、アル
バイトむけの人材教育としてストローや割り
箸は顧客からの要望がない限り袋入しない
などソフト面での地道な活動が重要である
ことはいうまでもない。顧客とともに参加
型の店舗キャペーンをくむことも面白みの
あるものになるかもしれない。年度をおっ
て、貴社の取り組みの波及効果や蓄積のわ
かる環境報告書を望む。

峰　亜紀 A SEED JAPAN
［青年による環境と開発と協力と平等のための
国際行動］

「新鮮輝きたまご」、
再生紙トイレット

ペーパー、再生紙の紙
コップなど。POP の
PRに工夫を。

6月は、環境月間
です。グリーンコ

ンシューマー全国大会、
国民会議などが実現できると良いかと思
います。現場の声を大切に、ミニ対話集
会や口こみで、広げることも必要。

2

1 エコ製品の消費需要に向けて、社会的
な仕組づくりが急務ですし、啓発活動

や意見交換の場が必要です。消費者、流通
業、NGOなど。関心は高くても、行動に
つながらないし、知恵をだし合ってゆきま
しょう。塩ビ系ラップやバージンパルプに
は、環境税や世論の喚起が急務です。マス
メディアの協力や連携が不可欠。

田中富士男 エコネット市民の会
［非木材紙ケナフ普及活動、環境政策への提
言、グリーンコンシューマー啓発］

3

環境配慮型プライ
ベートブランド商

品の数の多さ、弁当・
惣菜類の容器包装につ
いて、焼却時に有毒ガ
スが出ない素材選び、
再生繊維のユニフォー
ム使用など積極的な貴
社の取り組みを評価し
ています。

鎌倉市は、平成12年11月からペッ
トボトルのリサイクルがスタートし

ました。回収は月2回です。ライフスタ
イルの多様化で決められた日に出せない

2

1 人もいます。ペットボトルの店頭回収箱
の設置をお願いします。

頂いたパンフレットで環境に配慮した
貴社のさまざまな取り組みがわかりま

した。コンビニは、店員も若いアルバイト
の人が多く、利用者も若者が多いのが特徴
です。企業努力が売手、買手双方にどの程
度伝わっているのか知りたいものです。利
用して感じることは、もっと貴社の理念を
積極的に伝える努力をされるよう望みます。

高田晶子 鎌倉を美しくする会
［神奈川県鎌倉市の散乱ゴミ防止、町の美化、
公衆トイレの美化］
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より多くの人々にファミリーマートの環

境への取り組みを知っていただくため

に、8月から9月にかけて環境活動の

テレビコマーシャルを放映しました。フ

ァミリーマートの環境保全活動のシン

ボルマークと、環境配慮型プライベー

トブランド「We Love Green」商品の

紹介を通して、環境保護の大切さを訴

える内容となっています。

1999年版より毎年「環境活動報告

書」を発行し、1年間の環境保全活動

の概要をレポートしています。発行部

数12,000部。配布対象は、一般消

費者、環境保護団体、行政、マスコミ、

金融機関、大学、取引先、そして全店

舗、全社員など。編集する際の想定読

者は一般消費者とし、環境の専門知識

がなくとも理解しやすい内容をめざし

ています。

環境保全型コンビニエンスストアをめ

ざしてさまざまな取り組みを進めるフ

ァミリーマートの姿をお客さまに知っ

ていただくために、環境リーフレット

を作製し、9月に全店舗の店頭で無料

配布しました。内容は「お店の周辺で

行われている環境保全活動のイラスト

マップ」「環境方針」「お客さまへのお

願い」です。ともに環境保全に取り組

んでいきまし

ょうという、

お客さまへの

呼びかけの気

持ちも込めて

います。

1999年より、ファミリーマートのホ

ームページ内に「環境・社会貢献」のサ

イトを開設しています。メニューは環

境方針、環境保全活動の歩み、「We
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情報発信

1999年版　　　　　　　2000年版

※2000年6月5日～2001年2月28日の集計。すべて
の方に環境活動報告書をお送りしました。

インターネット

156件

電話

12件

はがき

1件

「環境社会貢献」サイトのトップページ 「We Love Green」商品紹介ページ

オンエアされたコマーシャルより

Love Green」商品の紹介、環境会計、

お客さまへのお願いなどの他、環境活

動報告書の全ページが閲覧可能です。

ご覧いただいた皆さまにファミリーマ

ートの環境保全活動がご理解されやす

いように、これからもよりわかりやす

く、充実したサイトの作成に向けて努

力してまいります。


