
徳島県内で実施された
エシカル消費に関する取組

令和３年３月24日

消費者庁新未来創造戦略本部



エシカル消費の普及

○徳島県内での情報収集など倫理的消費の普及における課題等の把握を始めとし
て、倫理的消費の普及・啓発に資する取組を行う

◆倫理的消費（エシカル消費）の概念の普及や多様な主体によるムーブメント作りの
ため、全国的な普及・展開を図る。

※倫理的消費（エシカル消費）：地域の活性化や雇用なども含む、人や社会、環境に配慮した消費行動を指す。
例として、 「エコ」 「地産地消」「食品ロス」「フェアトレード商品」や「被災地産品」の購入などが挙げられる。

消費者行政新未来創造オフィスでの主な成果

・徳島県徳島市においてエシカル・ラボを開催（H29年度）

・「徳島県における『倫理的消費（エシカル消費）』に関する消費者意識調査」を

実施し、結果を公表(H29～R元年度）

・消費者庁ウェブサイトで取組事例を随時公表（39事例）

・「エシカル甲子園2019～私たちが創る持続可能な社会～」を開催

（徳島県と共催）
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徳島県内のエシカル消費の認知度

Q1.あなたは、倫理的消費（エシカル消費）という言葉を知っていますか。

平成29年度
調査 26.4％

令和元年度
調査 40.9％

「言葉及び意味を知っている」及び「言葉のみ知っている、聞いたことがある」の合計

<倫理的消費（エシカル消費）の認知度等について徳島県内での意識調査>

徳島県内の消費者が「倫理的消費（エシカル消費）」についてどの程度、認知・理
解しているか把握するため、平成２９年度・平成３０年度・令和元年度の３カ年で
意識調査を実施した。

徳島県内のエシカル消費の認知度
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全国のエシカル消費の認知度

平成28年度
調査 6.0％

令和元年度
調査

<エシカル消費に関する消費者意識調査>

エシカル消費に関する認知等についての現状を把握のため、意識調査を実施している。

12.2％

Q11.あなたは、エシカル消費に関する
以下の言葉を知っていますか。
（お答えはいくつでも）

全国のエシカル消費の認知度

消費者庁「エシカル消費（倫理的消費）に関する消費者意識調査」（調査期間は2020年２月19日～25日）
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【モデルプロジェクトの概要】
徳島県内で実施されているエシカル消費の事例を調査し、全国の地方公共団体等が取組の参考にすることがで
きる事例集を作成することで、当該事例集を活用したエシカル消費の普及啓発を実施する。

 全国を対象とした「倫理的消費
（エシカル消費）」に関する意
識調査によると、エシカル消費の
認知度は6.0%（H28）
→12.2％（R１）と、上昇する
も数値自体依然として低い水準

 一方で徳島県のみを対象とした
同様の調査では、エシカル消費
の認知度が26.4％（H29）
→40.9％（R１）と、全国に
比べると高水準

 エシカル消費が着実に定着して
きている徳島県の取組を参考と
して、エシカル消費の普及啓発を
実施する。

問題意識・課題

 徳島県内の行政を中心とし
たエシカル消費に関する取組
についてヒアリング等を実施

実施する取組

 事業ごとにまとめた事例集
を作成し、全国へ向けた情
報発信を実施

成果イメージ

 エシカル消費に関する全国
的な取組の推進

 当該事例集等を踏まえ、エ
シカル消費の地域での普及
啓発モデルの検討・実施

徳島県におけるエシカル消費に関する取組事例集の作成及び普及啓発モデル

（徳島県におけるエシカル消費の認知度）

期待される効果
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調査項目

〇事業概要（対象・参加人数・予算・交付金活用額・宣伝方法等）

〇期待される効果

〇事業の特徴・ポイント

〇事業年間スケジュール

〇事業の効果、成果、参加者の反応・感想

〇エシカル消費啓発のために工夫した点、今後の課題等
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収集した事例

【消費者部局】
（１）徳島県における「エシカル消費」の推進
（２）エシカル消費パワープロモーション・徳島県エシカル消費認知度向上プロジェクト
（３）みんなで学ぶ！エシカル教室・みんなで学ぼう！エシカルクッキング
（４）エシカル消費自主宣言事業者の募集・エシカルアワード
（５）「消費者市民社会の構築に関する条例」（通称：エシカル条例）の制定
（６）とくしまエシカル消費推進会議
（７）エシカル消費自治体サミット・エシカル消費自治体ミーティング
【教育委員会】
（８）「Go！Go！エシカル」わくわく徳島プロジェクト 高校における「エシカルクラブ」推進事業
（９）エシカル甲子園2019～私たちが創る持続可能な社会～
（10）特別支援学校「エシカルチャレンジ」事業・特別支援学校「みんなでエシカル・トライ！！」事業
（11）社会的課題に対応するための学校給食の活用事業（文部科学省委託事業）
（12）地域力×女性力「エシカル消費」推進事業
（13）障がい者いきいき活躍就労促進事業
【企業局】
（14）小中学校の課外学習モデル構築事業
【農林水産部局】
（15）徳島木育サミット
【環境部局】
（16）食品ロス削減全国大会 in 徳島 開催事業

県の取組
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収集した事例

（１）エシカル消費普及促進事業（鳴門市）
（２）学校給食における地産地消の推進・Awa産Our消Myメニューコンクール（阿波市学校給食センター）
（３）エシカル消費普及事業（美馬市）
（４）エシカル推進事業（石井町）
（５）エシカル消費出前講座・広報誌での普及啓発「エシカル消費教室」（板野町）

市町村の取組

学校の取組

事業者の取組

（１）エシカル消費をテーマに取り入れた「総合的な探究の時間」（徳島県立名西高等学校）

（１）イオンモール徳島での取組（イオンリテール（株）中四国カンパニー）

23事例
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収集した事例

（参考）事例集一部抜粋
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県の取組

徳島県では、エシカル消費を推進するため、消費者部局が庁内各部局と連携し、
次の４つを意識して事業に取り組んでいる。

１．エシカル消費という言葉を知ってもらう

２．エシカル消費を生活に取り入れてもらうための教育

３．エシカル消費を生活で実践

４．徳島県から全国へエシカル消費の輪を広げる

まずは、「エシカル消費」という言葉を知ってもらうことを目的に情報提供を継続
的に実施

言葉を知ると、「もう少し学びたい」「行動するために学習したい」など学習意欲
が高まるのではないかと考え、エシカル消費を学べる事業を実施

エシカル消費を行動につなげることができるような機運を醸成

徳島県から全国へエシカル消費を発信
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県の取組

１．エシカル消費という言葉を知ってもらう

エシカル消費を知ることができる講演会やフォーラムの開催のほか、県が実施するエ
シカル消費関連の事業やイベント、事業者や団体の取組の紹介等、SNSを利用し
た情報発信や、「パワープロモーション事業」としてタウン誌への記事掲載、映画館で
の啓発動画等、様々な媒体を活用し、啓発活動を行った。

エシカル消費に関する動画タウン誌を一斉にジャック
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県の取組

２．エシカル消費を生活に取り入れてもらうための教育

〇学校教育現場
県内の３高校をエシカル消費リーディングスクールとして指定し、エシカル消費を学
ぶモデルを構築したのち、県内全ての公立高校でエシカルクラブを設置するほか、特
別支援学校においても「エシカルチャレンジ事業」を実施している。
〇県民・事業者向け
消費者大学校大学院において「エシカル消費コース」を開設して生涯学習の機会
を提供している。また、小中学生とその保護者を対象に、ショッピングモールにおいて
「エシカル教室・エシカルクッキング」を実施した。

エシカルクラブが作成した

啓発グッズ
エシカル教室の様子配布したエコ商品11



県の取組

３．エシカル消費を生活で実践

福祉部局・環境部局・農林水産部局・教育委員会・企業局と連携し、幅広い分
野でエシカル消費に関する事業を展開するため、県庁内に「エシカル消費タスクフォー
ス」を設置して情報交換を行い、協力を仰いだ。
事業者や県民に向けて行動につなげてもらえるように「エシカル消費自主宣言」す
る事業者や団体を募集するほか、「エシカル条例」を制定した。
エシカル消費の推進母体となる「とくしまエシカル消費推進会議」を設立し、連携
事業の実施や情報交換を行った。

エシカル条例

制定記念講演会の様子

エシカル消費自主宣言の

募集チラシ

とくしまエシカル消費

推進会議の様子12



県の取組

４．徳島県から全国へエシカル消費の輪を広げる

「エシカル消費自治体サミット」では全国自治体の職員同士の情報交換・連携を
図った。「エシカル甲子園」は、全国の高校生やその保護者の世代の方にも関心を
持ってもらう機会となった。さらに、徳島県内で実施した「エシカル教室」を広島県と
共催で広島県内で実施するなど、全国へエシカル消費の輪を広げる事業を展開し
ている。

エシカル教室in広島の様子エシカル甲子園の様子エシカル消費自治体

サミットの様子
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市町村の取組

鳴門市 石井町

美馬市

〇エシカル消費の啓発ポップを作成し、
スーパーや直売所に設置を依頼し
啓発している。

〇エコバッグやパンフレットを作成し、地
域での集会等で広く配布している。

〇エシカル消費の講演会を開催した。

〇エシカル消費のイベントを実施し、エ
コバッグを配布した。
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市町村の取組

阿波市学校給食センター 板野町

〇学校給食で地産地消を推進している。

〇阿波市産の農産物を使用したレシピ
を募集し、入賞作品の一部を学校給
食等に取り入れる。

〇地域で出前講座を実施している。

〇町広報誌に、「エシカル教室」を２年
間毎月掲載した。
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学校の取組

エシカル消費をテーマに取り入れた「総合的な探究の時間」 徳島県立名西高等学校

徳島県立名西高校では、「総合的な探究の時間」の中で、エシカル消費をテーマ
の１つとして取り入れて授業を行っている。

エシカル消費基礎講座の様子

１年生の学習内容例

〇外部講師による「エシカル消費基礎講座」を通し、自分を取り巻く実社会の出来
事に積極的に関心を寄せる態度を養う。

〇「エシカル消費基礎講座」以外のことでエシカル消費に関する内容について調べ学
習を行い視野を広げ、２年生からの探究活動につなげる。

●エシカル消費基礎講座のテーマ（令和元年度）

1.エシカル消費とは 2.アップサイクル・ゴミ排出
3.ヘアドネーション・ゴミ排出 4.障がい者支援につながる商品・応援消費
5.フェアトレード・児童労働・SDGs 6.行政機関の取組（石井町の取組）
7.オーガニック・動物配慮 8.オーガニック・地産地消・食品ロス
9.貿易ゲーム
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学校の取組

エシカル消費をテーマに取り入れた「総合的な探究の時間」 徳島県立名西高等学校

生徒の反応

地域との連携

生徒がエシカル消費を意識するようになり、エシカル消費に関するマークが目に入る
ようになったようで、マークの付いたお菓子を購入したりすることもある。

〇エシカル消費基礎講座で講師をしてくださった方が行っている海岸清掃活動に参
加させていただく等、学校からではなく、周りの団体から学校を巻き込んでもらえるよ
うになり、地域と連携できた。

〇学校のホームページに活動の様子を掲載しているが、周りの団体からは、学校から
の情報を更に発信してほしいという要望もある。
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事業者の取組

イオンモール徳島での取組 イオンリテール（株）中四国カンパニー

取組の効果・気づき

徳島県とコラボした取組

エシカル教室の様子

〇夏休み、親子で学ぼう！イオンdeエシカル消費

〇みんなで学ぶ！エシカル教室

他にも、フェアトレードや食品ロス、障がい者支援等エシカ
ル消費をテーマにした様々なイベントでコラボ

〇環境配慮型商品、フェアートレード商品の紹介を通じて、エシカル消費推進の機運
醸成が図れ、令和元年５月に徳島県とレジ袋削減等による協定を締結し、プラス
チックゴミの削減に繋げる。

〇エシカル消費推進の目的、背景を消費者、子どもたちに正しく知って頂き、未来に
繋げることの大切さに気付いた。

「とくしま消費者行政プラットホーム」開設を機に、徳島県と連携した取組を実施し
ている。
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事業者の取組

イオンモール徳島での取組 イオンリテール（株）中四国カンパニー

エシカル消費自主宣言

徳島県の取組に協力するほか、「エシカルモールin徳
島」を実施するなど、エシカル消費の啓発活動を行って
きた。
このことから令和２年６月には、徳島県と協業し「エ
シカル消費」を啓発するイベントの実施や、脱プラスチッ
クの推進等、様々な取組を行っていくことを宣言した。

●エシカルモールin徳島でのワークショップの内容

・脱プラを意識した、環境に配慮したオリジナルマイバッグ

・徳島県内の障がい者施設で作成された藍染の切れ端を使った缶バッジ

・（株）サエラ（オールプラスチックで作られたリサイクル可能な傘販売）の

オリジナル傘

・地元企業による紙パックとトイレットペーパー交換

・全国各地のエシカルクラブの活動パネル展
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事業の効果

〇「エシカル消費という言葉を知っているか」の問いに、「知っている」「聞いたことはあ
るが言葉の意味は知らなかった」の回答が、53%(H30)から87%(R2)に上昇。

【鳴門市：食品ロス削減に関する講演時のアンケート】

〇講習の参加者の中では、エシカル消費にとどまらず、更にSDGsへと関心を広げ
ていく動きが見られた。 【徳島県教育委員会：地域力×女性力「エシカル消費」推進事業】

〇「個人でも取り組めることの多さに気づいた。」
【徳島県：「食品ロス削減全国大会in徳島」時のアンケート】

〇「今まで安いものばかり買っていたが、よく考えて買い物をしたい。」
【徳島県：「みんなで学ぶ！エシカル教室」時のアンケート】
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ご清聴いただきありがとうございました
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