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「倫理的消費につながると思わ
れる商品やサービス」について

2015年8月25日 第3回「倫理的消費」調査研究会

ブランド戦略本部 政策基準担当 松本英明

資料７
松本委員提出
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生協は、「人と人との結びつきにより、よりよいくらしを実現する」ための協同組合です。

生協について

生協数 ：約６００
組合員数：約２７００万人
世帯加入率：約３６％
総事業高：約３．３兆円

地域生協は、宅配や店
舗での商品供給、共済、
福祉等の事業活動や、
組合員同士の助け合い
活動、くらしの学習活動
など、幅広い取り組みを
行っています。

毎年約２００万人の組合員が、さまざまな問題に関心を持って、生協の活動に参加しています。
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≪「倫理的消費の広まり」のイメージ≫

「倫理的な消費につながる商品やサービス」を考えるにあたって

・生協では、組合員自身が社会的課題に関心を持ち、消費やさまざまな活動
の場面を通じて、それに向かい合う取り組みが、連綿と続いてきました。

・必要以上に倫理的消費の定義を狭めることなく、多くの人が倫理的消費の
場に参加できるようにする、そして参加した実感が持てるようにするという視
点がまず大切と思います。

・一方で、提供される商品やサービスは、消費者の期待や願いを決して裏
切らない、信頼できるものでなくてはなりません。

・日本の消費者の「倫理度」は、もともとかなり高いのではないかと感じます。

「倫理的消費」の社会的な呼びかけ・推進体制作り（本委員会を契機として）

消費者の自発的な
意思（理解と納得）

身近なところから始め、消
費の社会的影響力を実感

より広範な倫理的
消費の広がり

新たなしくみ（法規制・認証・民間の取
り組み等）の検討･･･資源利用問題や
人権配慮などに関して

現在取り組まれている「倫理的消費につな
がる商品・サービス」を普及拡大 ＋
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複合的な取り組みも
多く、地域・人々・環
境に分けるのはやや
難しいですが、大ま

かに区分しました。

地域

環境人々

②生産者支援①被災地応援

③地産地消

④社会貢献寄付金付き商品

⑤フェアトレード

⑦子育て・食育

「倫理的な消費につながる商品やサービス」につながる取り組み例

⑨環境配慮商品・ＣＦＰマー
クの普及拡大消費者どうしの協力・地域連携

消費者の参加で「想
いをつなぎ、共感を
広げる」取り組み

⑥くらしの助け合い
活動

⑧廃棄物削減・ゼ
ロ化

消費者どうしの協力・地域連携

商品購入に応じて積み立て
た資金を社会貢献に活用

社会的に認知された環境配慮の取り組みを推進
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消費者の参加で、「想いをつなぎ、共感を広げる」取り組み

①被災地応援

生産者と消費者、被災者と消費者が直接つながることで、新たな取り組みが生まれます。

食のみやぎ復興ネットワーク（みやぎ生協）

多くの被害を受けた農業・漁業関係者や食品関連産業
と消費者が提携し、互いに励まし合いながら、生産設備
の復興や商品開発を進める取り組み。

福島の子ども保養プロジェクト（福島県生協連）

全国の生協の協力のもと、福島の子どもたちに低放射線量の地域で
過ごす機会を提供。「おもいっきり冒険遊び場」づくりや、「県外受入れ
保養企画」の取り組みも。２０１４年度は約２６００人が参加。

東北産の商品利用を通じて、復興を支援（エ
フコープ（福岡県））

「復興応援実施チーム会」を立ち上げて、東北
にゆかりのある商品を継続的に企画。購入数
に応じた募金で、仮説住宅集会所でのサロン
活動のために、福岡銘菓を贈っています。

東北の水産メーカーを応援する「みちのく福幸鍋」
を開発（パルシステム連合会）

組合員による商品開発チームで、たくさんのメー
カーが関われるようにと、水産物を豊富に使った
具だくさんの鍋を開発。スープは仙台味噌を使用。

つながろうＣＯ・ＯＰアクションくらし応援基金
（全国の生協）

福島の子ども保養プロジェクトやボランティア
活動支援に使われます。２０１４年度は１億１６
１万６９６３円でした。
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消費者の参加で、「想いをつなぎ、共感を広げる」取り組み

②生産者支援

③地産地消

生産者と消費者、被災者と消費者が直接つながることで、新たな取り組みが生まれます。

飼料用米・稲の利用（各地の生協）

休耕田が増える中、「生協産直」として、飼料用米・稲を栽培し、豚肉、卵、
牛乳などを生産する取り組みが増えています。地域の稲作農家と畜産農
家を結ぶ役割も果たしています。多くの生協では組合員の学習会、試食
会、田植体験、収穫体験などに取り組み、利用を広げています。

３年間で作付は２倍に消費者の参加と利用で

飼料米を食べてすくすく育つ
豚。あっさりしたうま味が特徴。

体験交流で学んで、利用拡大。

若手生産者と交流（コープネット）

次世代の担い手を訪問して幅広く
意見交換し、改善に取り組みます。

森を育て海を守る植樹活動（東海
コープ）漁協の産直商品を取り扱い、
組合員が植樹活動に参加します。

稚魚を育て
て放流。４年
かけて『成長

した鮭。

生協においても、地産地消商品は大きく伸び、青果以外に、精肉
や鮮魚にも広がっています。

地元高校と提携した
商品開発（おかやま
コープ）

３年間で１８０％の供
給増。
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商品購入に応じて積み立てた資金を社会貢献に活用する取り組み

④社会貢献寄付金付き商品

・「商品1個購入に○円が、××を通じ、△△の活動に寄付されます。」という取り組みです。
・わかりやすいスキームであり、少しの負担で社会貢献ができるため、組合員の評価は高いです。
・人気の商品で企画できるので、安定的な寄付金が得られ、寄付先も事業計画が立てやすくなります。

○産直の一環として、生産地域の環
境保全を応援する取り組み

もずく基金（全国25生協）

沖縄県のもずく生産地と協定し、寄付金をサンゴ礁
を始め、沖縄の海の環境保全活動に役立てます。

佐渡トキ応援お米プロジェクト（コープネット）

佐渡市と連携して、里山の保全、棚田の復元やビ
オトープの造成、環境保全型稲作の普及、ドジョウ
養殖助成などに寄付金を活用。

○国連機関を通じて、世界のこどもたちを支援する取り組み
みるくぼきん（ユーコー
プ）ユニセフ・国連食糧
計画を通じて世界のこ
どもたちの支援に

ハッピーミルクプロジェク
ト（コープネット）ユニセフ
を通じてシエラレオネの
こどもたちの支援に

コアノンスマイルスクー
ルプロジェクト（日本生
協連）ユニセフを通じて
アンゴラのこどもたちの
支援に

ＣＯ・ＯＰ×レッドカップ
キャンペーン（日本生協
連）国連食糧計画を通じ
てガーナのこどもたちの
学校給食に

背景には、ユニセフ募金の
長い実績があります。
1983年以来、全国生協の

ユニセフ募金総額は約７９．
８億円に達しました。

国連食糧計画とは、日本事
務所である国連ＷＦＰ協会を
通じてお付き合いが始まりま
した。
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商品購入に応じて積み立てた資金を社会貢献に活用する取り組み

⑤フェアトレード

・経済・社会・環境の面で生産者・地域に貢献でき、輸入・加工業者の認証や生産者の監
査も行われる優れたしくみですが、なかなか良さを伝えきれず、「よく知っている人」以
外に、利用を広げきれていないのが正直なところです。
・品質グレードは良いもので、通常品との１杯あたり価格差は、コーヒーバッグで５円前後、
紅茶ティーバッグでは１円前後。もっと普及したいと考えています。

炭焼珈琲（ブラジル産）

セイロン紅茶（スリランカ産）
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「消費者どうしの協力・地域連携」を通じて

⑥くらしの助け合い活動 ⑦子育て・食育

⑧廃棄物削減・ゼロ化

消費者どうしが、力を出し合い、知恵を分け合って、くらしや地域を良くするしくみ。これらを利用したり、
参加し、協力することも、人や地域に配慮した倫理的消費（サービス消費）と捉えてよいと思われます。

組合員どうしが高齢者や子育て中の家事援助
などで助け合うしくみです。

有償助け合いシステム「おたがいさま」（生協しまね）

困りごとを抱えた人が、コーディネーターに相談すると、
登録メンバーが解決のお手伝いをしてくれます。

資源のリサイクル、レジ袋削減もみんなの力で。

キッズマルシェ（いばらきコープ）

店舗の販売体験を通じて、生産からフード
チェーン全体を学ぶ。地産地消の取り組み
とも連携。

地域にいる色々な人々の知恵と力を合わせて、子育てや食育を応援するしくみです。

かばの子倶楽部ひっぽちゃん（生協くまもと）

６００人を超える登録者を有する子育て支援
サークル。育児の悩み相談やさまざまな催し
を企画しています。

小学校で回収したトレイをリサイクル（ユーコープ）

小学校の生徒が、発泡トレイを植木鉢などにリサ
イクルできることに気付いたことがきっかけでした。

「食品リサイクル・ループ」構築には、障がい者
の自立の願いも込めて（大阪いずみ市民生協）

食品残さからのたい肥作り、野菜生産、資源物
リサイクルの作業等に障がい者の方が力を発揮。
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社会的に認知された環境配慮の取り組みを推進

○以前は、組合員の参加で、くらしの見直しや社会問題に対応した独自の商品開発が行われてきました。
1960年代 水環境汚染の防止の願いに応えた「よりよい洗剤」の追求、産直での減農薬等による田畑や周辺の環境負荷の改善。
1990年前後 組合員の自発的な運動としての牛乳パック回収、トレイやペットボトルの回収、回収資源を利用した紙製品などの開発。

○現在は、国際的な環境ラベルの規格やエコマークなどの環境基準が整備されてきたこともあり、環境分野での独自の
考え方はかえって組合員にわかりにくく、科学的な根拠に基づいて、社会が目指す方向に沿って努力することが大切
と考えています。
2010年 「2020年に向けた生協の新たな環境政策」をまとめ、社会的に認知された基準・マークの普及拡大を進めています。
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・消費者が理解し、納得できるスキームかどうかが大前提です。
－ 「お金の負担額」、「お金の使い途」、「実施主体の信頼性」、「成果の明確性・透明性」－

おわりに・・・価格差を上回る魅力をどのように発信するのか

取り
組み
A

取り
組み
B

１品購入
につき、１
円寄付

１品購入
につき、３
０円寄付

国連機関を通じて、

A国のこどもの学校給食に使われる。

民間団体を通じて、

A国Ｂ地域の環境を保全した農業

開発・地域住民の就労支援・学校
建設などの環境整備に使われる。

生協の役職員・組合員が毎年
現地訪問して交流。

・取り組みＢは、総合貢献度はとても高いのだが、伝えにくく難しいスキーム。でも、

一千万円の寄付が集まった。
使い途は明細に記載。

・取り組みＡは、消費者にシンプルに伝わりやすく、成果が出やすいスキーム。

主催団体のレポートを毎年入
手して公開。

百万円の寄付を行い、×万食
の給食が支給できた。

⇒主催団体の中に現地事情に精通し、取り組みの成果を語れる「語り部」の人がいたら、
⇒行政、マスコミ、教育などの場で、取り組みＢについて繰り返し紹介されたら、
きっと良さが伝わると思われます。

・「熱い心を持った個人」と「社会が一体となった機運の盛り上げ」で、倫理的消費をもっ
と広げていけるのではないかと思います。
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英国の生協 The Co-orerative Group がまとめた“Ethical Consumer Markets Report 2012”より。

≪参考≫英国における倫理的消費について

英国における倫理的消費の伸び（単位：100万ポンド）

●環境に配慮した住居
省エネ家電・暖房、自家発電、
LED電球、倫理的な洗剤等、持続
可能な木材・ 紙、充電可能な電池
、中古品の購入、エコ葬儀

●倫理的食品・飲料

有機食品、フェアトレード、レインフ
ォレスト・アライアンス、平飼い鶏・
卵、 ファーマーズ・マーケット、ベジ

タリアン食品、フリーダム・フーズ（
動物福祉に配慮して生産された食
品）、持続可能な漁業

●倫理的な個人向け商品
倫理的な衣料品（有機綿やフェアトレード）、倫理
的な化粧品（動物実験してい ない）、チャリティー
の店、古着の購入、布おむつ

●環境に配慮した旅行・交通
責任ある旅行会社、エコツーリズム、環境
に配慮した自動車、自転車

●地域 地元での買い物、チャリティーへの寄付

●倫理的マネー 投資など

世帯レベルでは、2012
年で989ポンド（19.2万
円）と2000年の291ポ
ンド（5.7万円）から大き
く増加
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参考資料

・生協の社会的取り組み報告書2014
http://jccu.coop/info/announce_140910_01_01.pdf

・全国生協産直レポート2015
http://jccu.coop/info/SanchokuReport_2015s.pdf


