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第６回「倫理的消費」調査研究会 議事次第 

 

１．日 時 ：平成 28 年２月 29 日（月）10：00～:11：56 

２．場 所 ：中央合同庁舎第４号館 12 階共用 1208 特別会議室 

３．出席者 

委員等 

足立委員、阿部委員、飯泉委員、生駒委員、伊藤委員（代理 長氏）、 

小倉委員、柿野委員、金丸委員、河口委員、佐野委員、島田委員、 

清水委員、末吉委員、高山委員、竹内委員、長崎委員（代理 荒井氏）、 

中原委員、西村委員、平井委員（代理 中山氏）、福田委員、松本委員、 

宮崎委員、山本委員、山本座長、葭内委員 

 

消費者庁 

板東長官、吉井審議官、金子消費者教育・地方協力課長 

 

欠席委員 

 潮谷委員、嶋田委員、渡辺委員 

４．議 事 

１ 開会 

２ 清水委員報告「倫理的消費調査研究会 説明資料」 

３ 阿部委員報告「倫理的消費に貢献する環境教育／ＥＳＤ」 

４ 「倫理的消費」調査研究会中間取りまとめについて 

５ 閉会 

５．配布資料 

資料１  第６回「倫理的消費」調査研究会 出席者名簿 

資料２  清水委員提出資料 

「倫理的消費調査研究会 説明資料」 

資料３  阿部委員提出資料 

「倫理的消費に貢献する環境教育／ＥＳＤ」 

資料４  中間とりまとめ（案）【委員限り】 
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10 時 00 分 開会 

〇金子消費者庁消費者教育・地方協力課長 定刻でございますので、ただいま

より第６回倫理的消費調査研究会を開催したいと思います。本日は伊藤委員の

代理で川崎市消費者行政センター室長の長浩様、平井委員の代理で鳥取県生活

環境部長の中山貴雄様、長崎委員の代理でパナソニック株式会社環境・品質セ

ンター環境・品質渉外室次長の荒井喜章様にそれぞれ出席いただいております。

潮谷委員、嶋田委員、渡辺委員が所用により御欠席でございます。庁内の人事

異動により、今回の研究会より、私、１月１日付けで着任いたしました消費者

教育・地方協力課課長の金子浩之が出席いたします。どうぞよろしくお願いい

たします。この後は山本座長に進行をお願いしたいと思います。 

 

〇山本座長 皆さんおはようございます。ただいまより、第６回倫理的消費調

査研究会を開催します。本日は御多用のところ、御参集いただきありがとうご

ざいます。本日の研究会では、２つの議題について議論して参ります。第一は

倫理的消費を広く普及させていく上での課題と対策について、第二は中間とり

まとめについてであります。第一の議題では清水委員と阿部委員にそれぞれ御

報告いただきます。また、第二の議論については皆様に御議論いただきたいと

思います。 

 では、事務局から、配布資料の説明をしてください。 

  

〇金子消費者庁消費者教育・地方協力課長 資料を確認させていただきます。

資料１として、出席者の名簿を配布してございます。資料２、資料３について

は、本日発表いただきます各委員からの提出資料でございます。資料４として、

当研究会の中間とりまとめ案を配布しております。以上でございます。 

 

〇山本座長 ありがとうございました。それでは、第一の議題である倫理的消

費を広くさせていく上での課題と対策について、清水委員、阿部委員から御発

表をお願いしたいと思います。 

 まず清水委員にお話しいただきます。資料２を御参照ください。清水委員、

15 分以内でよろしくお願いいたします。 

 

〇清水委員 消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）の清水でございます。よろし

くお願いいたします。準備した資料が多かったもので、パワーポイントのとこ

ろを２ページで、１ページずつに印刷をお願いしたのですが、そのままになっ

ておりまして、資料がエシカルではない紙の無駄使いになってしまって恐縮で

ございます。１から４の順番でお話をさせていただきます。 
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ＡＣＡＰは、今年で設立 35 年の事業者の消費者対応部門の責任者などが集ま

って活動している事業者団体でございます。後ろから３枚目のＡＣＡＰの活動

の御案内パンフレットに「１．消費者とともに」、「２．消費者志向の企業をめ

ざして」、「３．消費者・行政・企業のかけ橋として」がございますが、これら

を３つの柱として活動を進めています。後ろから２枚目の企業・団体一覧に掲

載の約 600 社の企業が会員で、業種横断で、色々な業種の方々が入っているこ

とが特徴です。 

資料の３ページにあるように、35 周年にあたりＡＣＡＰ理念、行動指針を作

って活動しています。４ページ、消費者基本法にある通り、事業者にも責務が

ありますので、消費者に対しての情報提供や啓発、苦情処理などの体制作り、

対応者のスキルアップなど様々な活動に取り組んでいます。また、事業者の消

費者志向経営を進めるためには、トップも意識改革をする必要があるというこ

とで、経団連と一緒に消費者志向経営トップセミナーを開催しております。 

６ページですが、よい活動は褒めるということで、「ＡＣＡＰ消費者志向活動

表彰」を創設し、今年初めて１月に表彰をさせていただきました。消費者庁の

後援をいただいてやっております。後ろに資料が入っていますので御覧くださ

い。そのほか、企業が、消費者の声を活かして改善した製品事例のパネルや展

示会をやったり、８ページですが、ものづくりの現場を社会科見学で出かけな

くても教室で見られるように、バーチャル工場見学のサイトを公開しています。

約 80 サイト掲載し、消費者教育の教材としても使っていただいています。９ペ

ージ、消費者問題に関する「わたしの提言」は、消費者問題に関する論文募集

で、30 数年間やっています。昨年より消費者庁、文科省の後援もいただいてい

ます。 

次に「企業の消費者対応と最近の消費者像」として、概要をざっとお話しし

ます。11 ページ、12 ページの平成 27 年版消費者白書にも載っているように、

消費者は、商品・サービスに問題があったら企業に申し立てる、表示や説明を

十分確認するといったようなことを思っています。12 ページで意外だったのは、

事業者は安全性の高い商品・サービスを提供していると 65％の消費者は思って

いるのですが、クレームや要望への対応は 25%、その下にあるクレームや要望

の活用は 10%と、ほとんどの事業者がやっていないと一般の方に思われている

ようです。13 ページにあるように、消費者対応部門の役割は進化してきていま

す。事業者は声をどのように活かしているかというと、最初、苦情が来たもの

は処理しましょうとお詫びと事後処理が中心でしたが、原因を究明して品質を

向上させる、消費者からの声や情報を分析をして活用する、新たな企業価値の

創造、消費者志向の経営に活かしていくというように、取り組んでおります。 

14 ページにございますが、社内で消費者対応部門に求められるものとして、



‐4 ‐ 
 

苦情や相談などを通じて顧客満足に結びつけることや、情報を分析して迅速に

関連部門に伝達する、リスクマネジメントの一端を担う、顧客満足度を高める

など幅が広がっています。 

実態ですが、問合わせや相談の件数は昔に比べかなり増えていますが、苦情

自体は、製品や品質が昔に比べて良くなっていることもあるのですが、減って

いることが 15 ページでわかります。 

16 ページ、17 ページを御覧いただきますと、企業に対してアクセスのルート、

声を届けるルートが増えていることがわかります。昔は代表電話でしたが、フ

リーダイヤルやＥメールの導入など、声が多く届くようになっております。集

まった声は 17 ページにありますように、データベース化して、社内の関連部署

に回したり、トップに報告したりというような仕組みを作っている会社が多く

ございます。 

18 ページにございますように、昨今は、ソーシャルメディアにかなり色々取

り上げられますので、そういったところもウォッチしながら活動する企業が増

えています。 

19 ページにございますが、企業にどんな声が来ているのかを総合的に見ます

と、インターネットやメールでの申し出が増えている。メディアの影響での連

絡が増えている。ホームページで調べてから問合わせをする人が増えている。

昔に比べると詳細情報や文書で回答を求める方が増え、対応が長時間化する傾

向にあります。肌トラブル、異物混入など、メディアの影響であなたの会社は

大丈夫かと、心配になっての問合わせもあります。属性については、高齢者や

団塊の世代の男性などからの問合わせが大変増えています。内容としては、社

会正義のようなもの、企業姿勢を問うようなもの、また、ネットに投稿する、

など様々なものがあります。 

20 ページでございますが、そういった色々な声を企業としては、ホームペー

ジでの情報発信としてＦＡＱを作ったり、消費者からの情報を企業活動に活か

したものをホームページに載せるなどしております。 

21 ページ、22 ページにございますように、消費者啓発活動を行い、企業の取

組を周知することにも取り組んでいます。 

23 ページの３．「倫理的消費」に関する企業への声でございますが、今までの

ところはＡＣＡＰの定点調査など、正式な調査結果ですが、最近企業にアンケ

ートを取ることがガバナンス的な観点で面倒になりつつあり、出す前に稟議を

したり、広報部門に確認してからしか回答できませんということが多くなりま

した。今回、ざっくばらんに実態を知りたいと思い、正式ではないですが、Ａ

ＣＡＰに属している企業の消費者対応部門の責任者や担当の方々に、個人的に

という形で生の声、本音を聞かせてくださいとお願いし、40 数社の方から企業
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の声をいただくことができました。はじめに、言葉もよくわからないというこ

とがありましたので、倫理的消費やエシカル消費というと硬いので、持続可能

な消費、思いやり消費、フェアトレードなど色々な言い方がありますが、消費

者から企業に届く声に表れているのか、どんな声が集まっていますか、という

質問をしました。 

24 ページですが、「そういった製品・サービスへの問合せや意見があるか」聞

きますと、残念ながらほとんどないという答えが多数でした。倫理的消費やエ

シカルといった直接的な表現での問合せはない。消費者に明確な定義がないの

ではないか。お客様の声の受付分類は 80 種類あるが該当するものはない。キー

ワードで検索してみたがない、５年間でゼロ、環境は 40 件、動物実験への反対

はありました。あとは原料のパーム油の件やカカオ豆の児童労働、ごくまれに

オーガニックコットンの販売の問合わせがあるけれど、農家のサポートという

ことではなく、自分の肌のために良いから、そのほか、省エネやリサイクルは

たくさんあるということでした。一番下ですが、省資源の包材を使うと、持ち

にくい・破れやすいという逆の声が届く、という回答もありました。 

25 ページですが、「企業としての倫理的な行動やエシカル調達をしてほしいな

どの声はあるか」という質問ですが、これもエシカルなどを枕詞にした要望は

ほとんどないとのことでした。環境や食の安全に関してはあります。農薬、放

射能、環境保護、動物愛護、パーム油、原産地での児童労働についてはたまに

あります。動物実験廃止、鳥の保護団体からの抗議、被災地支援をもっとした

らどうかといった要望や、反対にやってくれてよかった、ありがとうという声

も届いています。また、一番下にあるように、御指摘から発展し、企業の社会

的責任、企業倫理を問われることもあります。 

26 ページ、「ＣＳＲレポートやホームページなどで、目標設定や情報開示をし

ているか」という質問には、倫理的消費、エシカル調達という単語としてはな

いという方がほとんどです。想像どおりですが、サステナビリティレポートや

ＣＳＲレポートを発行したり、ＨＰでの情報発信は多いです。また、国連グロ

ーバル・コンパクトへの加盟や、持続可能な調達基本方針でサプライヤーへの

仕入れ先ＣＳＲガイドラインを作っていたり、紛争鉱物対応方針を策定してい

たり、ＲＳＰＯ「持続可能なパーム油のための円卓会議」への参加などを実施

している企業もございました。 

27 ページにあるとおり、エシカルな社会づくりを重点課題に入れているとい

う方がございました。そのほか、グリーン調達等の環境系の内容はかなり実施

されている方が多い。紙の資源の削減もあります。 

４番目の 28 ページですが、「どうしたら倫理的消費が進むと思うか」をざっ

くばらんに聞いてみました。企業の担当者への質問ですが、まず言葉がわかり
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にくい。言葉が生活に溶け込んでいないとあり、考え方を広めること、消費者

の意識の浸透がポイントではないかと思います。消費者は正しい情報の取捨選

択のできる目を養ったり、安さの裏の意味を考えてほしい。新聞、マスコミな

どが取り上げてムーブメントを起こさないと日本人はついてこないのではない

か。若者やネットでの口コミに期待している。小学校からの教育プログラムに

入れてほしいという声もありました。逆にお金を持っているアクティブシニア

の富裕層を動かしたらどうかという声もありました。価格差があると安いもの

が選ばれるのが現実なので難しいと仰る方もいます。 

29 ページは企業側からの観点をまとめたのですが、企業に温度差がある。多

くの企業はまだプロモーションの一環と考えている。消費者からの要望があり、

世論の流れがあれば企業はすぐに取り掛かる。消費者がエシカルになる企業や

商品を選べば、企業もついてくるのではないか。流通業での常設コーナーの設

置。エシカル商品を販売することで企業も得するＷｉｎ－Ｗｉｎ関係を作って

いった方がいいのではないか。また、行政がもっと重要性をアピールする。役

所でもエコファースト制度など色々なことをやっている。クールビズのときの

小池百合子大臣のようなパフォーマンスで世の中にアピールしてはどうかとい

う意見もありました。 

30 ページのその他では、消費者の関心は安全、品質が主であり、社会や環境

に配慮した消費活動は少数派。日本の消費者は、サービスはただの意識があり

コストを容認するのが難しい。エシカル商品は通常商品より高いことが多いの

でなかなか難しいのではないか。社内でもエシカル消費という言葉を理解して

いるのはほんの一部である。ＢｔｏＢの事業では全く関心が無く、言葉も知ら

ない人が多いのではないか。下から３番目、ビジネスの観点で省エネに参入し

たけれど、結果的に地球環境や持続可能社会に貢献できる製品が色々できて売

上が伸びたということもあるので、企業としては、とっかかりはビジネスとし

て入って、それがうまくいく方法が良いのではないかということもあります。 

31 ページ以降ですが、今までの消費者からの声や事業者の意見を基に「倫理

的消費」の推進に向けてどうしたらいいか考えたことをお話しします。 

32 ページ、現在の状況と今後の展望ですが、委員の皆さんの発表にもござい

ましたが、倫理的消費を考慮する必要性は理解し始めているけれど、まだ消費

者がそこまで成熟していない、また時期尚早と思っている企業も多いと思いま

す。事業者と消費者双方の取組が必要であり、それを進めるには行政の支援や

メディアの影響力が必要であると考えられます。 

33 ページですが、消費者に望まれることと事業者に望まれることを考えてみ

たのですが、消費者にはまず倫理的消費の考え方を知る。具体的にどんな商品

があるのかを知る。知ったらそれを買ってみて、価格は適当かどうか、身近に
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買えるかどうか考える。買ってみたら人に伝えていくということで仲間が増え

て波及効果、パイの拡大になります。声を上げて事業者に届けることで、身近

に売っていない、もっと品数を増やしてほしい、等と事業者を変えていきます。

事業者に望まれることとしては、消費者志向経営を進めていくということで、

グローバルな動き、世の中の動きを捉えて事業活動を行うということで、この

中には倫理的消費やエシカル消費も含まれてきます。消費者の声に耳を傾け、

商品・サービスに反映させること、情報開示や啓発もすること、自分たちが購

入するときはエシカル調達を考えていくことも大事になります。 

34 ページ、倫理的消費を進めるためにどうしたらよいかについて、消費者、

事業者、行政のそれぞれのセクションが工夫しながら進めていくのはもちろん

ですが、消費者教育推進会議が、本研究会と同じ消費者庁消費者教育・地方協

力課が担当で開催していらっしゃいますので、そことの連携で進めていく。事

業者に対して消費者志向経営の一環として進めるには、消費者庁に消費者志向

経営の取組促進に関する検討会が始まっていますので、こちらと連携しながら

進めていく。また、行政としても他省庁や地方行政との連携、協働を進めるこ

と。４番目は、まずは具体的な一歩を始めることがとにかく大事だと思います。 

35 ページは具体的な一歩の提案です。５月に消費者月間があります。平成 23

年から 27 年のテーマを書きましたが、毎年テーマを決めて全国でやりましょう

ということで、消費者庁が実施しています。こういう中にエシカル消費、倫理

的消費をテーマに入れて国民運動にしていったらどうでしょうか。こちらは去

年の月間の消費者庁のホームページの切り貼りです。 

その下に〇〇の日の設定と書きました。５月の第二土曜日がフェアトレード

の日だそうですが、年に１回の日ではなくても、毎月、日にちを設定する。お

ばあちゃんの原宿と言われる巣鴨では、４のつく日は縁日ということで、毎月

４,14,24 の日にはたくさんの人で賑わいます。流通業でしたら、○のつく日はエ

シカルの商品を前の方の棚に置いたり、ポイントを倍にする等、全国的な運動

として何かするような日にちを決めるのもよいと思います。 

36 ページですが、先進事例の収集、横展開ということで言いますと、これも

消費者庁の消費者月間のホームページですが、事業者、消費者団体、事業者団

体、行政等による関連事業で、消費者月間にこんなことをやっていますと紹介

するページを作っています。去年のものを見ると、地方公共団体はそこそこ載

っているのですが、消費者団体のところは、消費者月間に協力して何かやった

のは１団体しか載っていません。事業者団体はＡＣＡＰも含めて６団体だけ、

事業者は 19 社しか載っていません。宣伝費を掛けなくても消費者庁のページに、

良いことをやっている事例として載せてくれるのに全然載っていません。エシ

カル系の内容も良いことをやっているよと載るようになれば、わざわざ自分で
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ページを作ったりＰＲ費を掛けなくても載せてくれる消費者庁のホームページ

をお互いに有効活用できるのではないかと思います。 

37 ページに「それぞれがアイデアを具現化する」と書きましたが、理論先行

ではなくて積み重ねていくことがとても大事だと思います。思いつきのような

ものが並んでいると思われるかもしれないですが、ポータルサイトを作る、エ

シカル消費先進企業ランキングみたいなものを新聞社や雑誌社がやってみたり、

テレビなどでエシカル消費対応商品を紹介する。シンボルキャラクターを作る

と書いてありますが、消費者庁では「子どもを事故から守る！プロジェクト」

で「アブナイカモ」というキャラクターをシンボルにして、テーマソング「お

しえてねアブナイカモ」を消費者庁の職員が作ったらしいのですが、着ぐるみ

を作って歌って踊るなどＰＲをしています。私が勝手に作ってみたのですが、

シンボルキャラクター「エシカルガモ」の登場ということで、「誰でもできるエ

シカルガモ」のような歌を作り、河野大臣が歌ってみたり、皆さんでどんどん

ＰＲしていく等、わかりやすいこともやっていくことが大事だと思います。 

ここには 30 名近い委員の方がいらっしゃいますが、皆さんそれぞれの専門分

野があります。まずは自分たちのところでできることを１つでもやってみれば

30 の活動に広がります。ＡＣＡＰとしては、先ほど紹介しました「わたしの提

言」という論文募集をしていますので、この中に是非エシカル系のものをテー

マの１つとして入れたいです。また、「消費者志向活動表彰」も実施しています

ので、倫理的消費に資するような良い取組があれば表彰するということも進め

ていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。 

 

〇山本座長 大変分厚い資料を御準備いただきまして誠にありがとうございま

す。それでは続きまして阿部委員に御説明をいただきたいと思います。資料３

を御参照ください。阿部委員、15 分以内でお願いいたします。 

 

〇阿部委員 おはようございます。私からは 10 分程度ぐらいだと思いますが、

パワーポイントを用意しました。環境教育は皆さん御存知のように、３Ｒや５

Ｒ、地産地消、フードマイレージなど、色々なことを今までやってきておりま

して、そういった意味でも倫理的消費は親和性が高くて、環境教育としてもや

ってきていると思っております。また最近では、ＥＳＤ（持続可能な開発のた

めの教育）という言葉も徐々にではありますが広まってきています。ＥＳＤは

環境教育の一つの発展形だと私は捉えております。ですからこれらを概説しま

して、今後、倫理的消費として環境教育あるいはＥＳＤのネットワークをどう

活用していくかということが重要ではないかと思います。 

 資料を開いていただきまして、ＥＳＤの概要と経緯を書きました。ＥＳＤが
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扱うＳＤ（持続可能な開発という概念）は、1982 年のナイロビ会議での日本の

提案によって国連に設置されたＷＣＥＤ（環境と開発に関する世界委員会）の

報告書を契機に広まりました。その後、ＳＤをテーマに地球サミットが 1992 年

に開催されました。10 年後の 2002 年、のヨハネスブルクサミットで日本のＮＧ

Ｏと政府が協働で国連ＥＳＤの 10 年（ＵＮＤＥＳＤ）を提案しました。2005 年

から 2014 年の 10 年間です。最終年の 2014 年には名古屋市で主導国連機関であ

るユネスコによる最終年会合があり、更に関連の会合が岡山市で行われました。

2014 年で、この国連ＥＳＤの 10 年（ＵＮＤＥＳＤ）は終わったのですが、引き

続き国連としてはユネスコが主導機関として取り組んでおります。また、2015

年に国連が決定したＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）では、４番目の目標が「教

育と生涯学習」になっていますが、その中にＥＳＤの推進が、私どもが非常に

強力にロビー活動をした結果、入っております。国連の 10 年は終わったのです

が、ＳＤＧｓを推進していくためにはＥＳＤが非常に重要であるということで、

今世界で取り組まれています。ちょうど１月にはＥＳＤとＳＤＧｓをかけてＥ

ＳＤＧという世界会議がインドで、インド政府、それからユネスコ、ＵＮＥＰ

共催でありまして私も出てきました。これはＥＳＤを通じてＳＤＧｓの 17 の目

標全てをどう具体化するかという会合でした。最終年会合やその後の国連の動

きなどを受けて 2016 年の３月までにＥＳＤ国内実施計画を作っていこうという

ことで、政府は進めています。 

 続いて、持続可能な社会への転換が不可欠ということで、資料を見てくださ

い。さらにページをめくっていただいて、持続可能な開発の定義に出てくるニ

ーズという片仮名言葉ですが、英語でいうニーズなのですが、私が紹介すると

きは、必要なもの、必要物という意味で訳して使っております。つまり今の社

会が必要なものを使い切ったら次の世代から使えない。更に今の世界でも裕福

な層だけが使ったら、そうでない人は使えない。これらは人間と人間との関係

です。更にこれらの必要物は、多くは自然環境に由来します。つまり、人間と

自然との関係といった問題です。このように必要物をめぐっては、世代内、世

代間、種間という３つの構成があると思っております。 

 続けて、国連持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を挙げておきました。今回の

中間とりまとめの最後にも出ておりますが、ここにあるように 17 目標 169 領域

には、あらゆる目標が入っております。ＳＤＧｓの前まで国連が取り組んでき

たミレニアム開始目標は途上国だけが対象でしたが、今回は先進国も含めて全

ての国が対象です。このため日本政府としても取り組まなければならないはず

ですが、残念ながら動きが遅いです。更にこれは国だけではなく、地方自治体

も必要であろうと思っております。特にこれらの国際的な課題と同時に、これ

らをどうやってローカライズしていくかということが非常に重要で、そのため
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にはＥＳＤが非常に重要であると思っております。特に 17 項目の中の 12 番目、

持続可能な生産と消費は、これはすでに、ＵＮＥＰがドイツ、スウェーデン、

日本と共同で進めておりますが、これもまさにベースとしてＥＳＤが入ってい

ます。 

 続けてめくっていただいて、持続可能な社会を考えたときにどんな視点が必

要なのかということで、私がいつも言っていることですが、ＷＡＮＴＳからＮ

ＥＥＤＳへの意識の転換が必要で、更にこのことは倫理的消費に重なるもので

あります。３つの公正を具体化していかないと持続可能な社会はできないとい

うことです。これは全て先ほど清水委員がおっしゃった中での、フェアトレー

ドを含めて色々なものに含まれています。これらをまとめますと、他者に対す

る気づきあるいは想像力を育んでいくことであろうと思います。 

 では持続可能な社会のための方策は何があろうかということですが、乱暴に

まとめますとこの３つではないかと思います。一つ目は技術開発で、例えば、

ハイブリッド自動車は日本では普通になってきました。二つ目は法制度の整備

で、国内法や条例を含めて、あるいは国際法、条約等です。これら二つにも影

響を与えるのですが、意識改革がより重要であろうということになります。そ

れらに影響を与えていくのが環境教育であり、ＥＳＤであり、環境コミュニケ

ーションと捉えられます。ここには消費者教育も入ってきますが、こういった

形で教育、あるいはコミュニケーションが非常に重要です。 

 次の７ページ、日本の環境教育の中ではどうなのかというと、２つ簡単にま

とめますとこんな形になります。当初は日本の場合は公害教育などから始まっ

て、それが環境を保全する態度を養うといったところから、2000 年代になりま

すとより広義になりました。そもそも環境教育という言葉は 1940 年代にこの言

葉が使われました。その当時は生態系の保全という形だったのですが、時代と

ともに内容が変化してきました。 

今はどうかというと、次の８ページに、環境教育の内容の変化を挙げておき

ましたが、これはＥＳＤをヨハネスブルクサミットで日本が提案して、その後

国会議員の方々が議員立法として、環境教育推進法を作り、私も関与しました。

その当時ＥＳＤといってもなかなかわからなくて、環境教育だろうという理解

もされていて、環境教育推進法が作られました。これは環境基本法の中に環境

教育・学習の推進というのがあるのですが、その個別法としての意味もありま

した。2003 年に作られた環境教育推進法では、環境教育の目的は、環境保全に

ついての理解を深める教育及び学習と言っていたのですが、その後ＥＳＤが

徐々に広まっていくにつれて、環境保全だけでは持続可能な社会ができないだ

ろうということで、広く持続可能な社会の構築を目指して、環境と社会、経済

及び文化とつながり、環境保全についての理解を深めるための教育及び学習と、
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推進法が改正され環境教育促進法になった際には変わってきました。 

また次の９ページを開いていただきまして、このように環境教育は、従来は

人と自然との関係、あるいは人と環境との関係、この関係の改善であったわけ

ですが、そこから人と自然、あるいは人と人、人と社会の関係を改善していこ

うではないかと広まっていって、私はこれを広義の環境教育と 1990 年代から言

い続けていますが、このような形で環境教育からＥＳＤへ拡張してきていると

御理解ください。そうはいっても、下の図を見ていただくと、持続可能な社会

を目指す教育、個別の課題教育からＥＳＤへと挙げましたが、左側は、地球環

境問題の顕在化以前ということでこれは私が作りました。1980 年代に地球環境

問題が顕在化したことによって、例えば様々な地球環境問題がありますが、象

牙を例に挙げると、アフリカゾウの象牙問題は、野生生物の種の減少という問

題なのですが、これはなぜ起きるかというと貧困の問題です。アフリカは内戦

があって武器が多く出回っている。今は象牙を買うための武器を与えるところ

はイスラム過激派の組織で、象牙を売ってそのお金でテロをやる。まさに全部

つながっているわけです。ここに挙げた個別課題教育は、1960 年代から世界中

で進められているわけです。今も行われていますが、地球環境問題が顕在化し

て以降は、単独ではだめだということで、単独の活動も非常に大事なのですが、

目的は根は同じで持続可能な社会であるということで右の図のように収斂して

きています。切り口に消費者教育を入れ忘れましたが、切り口はジェンダーで

も何でもいいのですが、持続可能な社会だというように、そんな形でＥＳＤと

いうのが一つのプラットフォームになり得ているということです。 

また次の 11 ページを開いていただきまして、ＥＳＤとは何かということです

が、持続可能な社会の担い手を育てる教育・学習、あるいはつながりで、地球

環境問題だけではなくて、色々なことがつながっていることへの理解を促すこ

とです。今の人と自然との関係、人と人との関係、あるいは人と社会との関係、

つながり、この関係ではもう持続しない。ではどういう関係だったら持続する

かという、持続可能な関係をイメージする、想像する。想像した関係を今度は

クリエイトしていく。この２つの「そうぞうりょく（想像力、創造力）」を育ん

でいくことがＥＳＤです。このＥＳＤが出てきたことによって、持続可能性に

関わる多様なテーマ、多様な主体が同じテーブルにつくようになり、つながる

装置としてＥＳＤが機能しています。このように持続可能性の関わる多様な主

題、テーマ、つながりという中で互いに学び合うプロセスがＥＳＤなのです。 

次の 12 ページはＥＳＤの教育／学習としての役割は何かというと、生きる力

という問題解決のスキルを学んでいくということ、持続可能な社会に向けた基

礎リテラシーを学んでいくということ、参加型民主主義（市民性教育）を学ん

でいく。それから主体的に持続可能な社会のビジョンを描くということで、こ



‐12 ‐ 
 

れはまさにバックキャスティングという発想を学んでいくということです。こ

れは特に日本の子どもたちは自己肯定感や自己効力感が低いという調査が頻繁

に出ます。これは色々理由がありますが、将来を考えると非常に大変です。そ

の将来をなんとか変えよう、よりよい社会にしていこうということで、大人と

子どもが協働で学ぶことは非常に大事で、互いに励まされ元気になります。こ

の４つ目は非常に大事になります。５つ目は学校教育だけではなくて学校外教

育、全てをつなげていくことが非常に大事になります。こういった中で文科省

はアクティブラーニングを検討していますが、ＥＳＤはまさにアクティブラー

ニングの主要例として文科省は使っております。 

次の 13 ページを開いていただきまして、例えばこの 10 年間、国連・持続可

能な開発のための教育の 10 年としてどんなことをやってきたかということをま

とめました。ＥＳＤを進めている学校は、文科省は 10 年間に幼稚園から高校ま

でですが、500 校を挙げましたが、今では 1,000 校を超えています。場所によっ

ては市町村まるごと、幼稚園から高校まで全ての学校がＥＳＤをしているとい

うところも出てきました。あるいは企業は、ＩＳＯ26000 がありますが、26000

を作る過程で、日本の委員からＥＳＤというものが 26000 の中に一つの目標と

して盛り込まれました。そんなこともあって多くの企業が、グローバル・コン

パクト・ジャパン・ネットワークや経団連、そういった企業が今取り組んでい

ます。 

では、この国連ＥＳＤの 10 年の到達点というのを簡単にまとめますと、一つ

は法律の整備で、先ほど申しましたように、環境教育推進法（現在の環境教育

促進法）といったこと、あるいは消費者教育推進法、これもＥＳＤを色濃く反

映しています。あるいは教育基本法の改正が 2006 年にありましたが、その中に

はＥＳＤを意識した項目が入っており、教育振興基本計画の中にもＥＳＤが入

っています。特に日本の場合は持続可能な地域づくりにつながるＥＳＤが他国

と比べて非常に盛り込まれています。多様な主体の連携・協働によるＥＳＤの

展開というのも日本の大きな特徴です。ドイツやスウェーデンも積極的にやっ

ているのですが、おおかた学校教育が中心で、そういった意味で日本の特徴が

あります。 

それから最後のページですが、ポスト国連ＥＳＤの 10 年として、ＳＤＧｓの

具体化、持続可能な生産と消費、ＥＳＤの主流化に始まってきて、２つ目はポ

ストＥＳＤの 10 年の中では、国連が進めているＥＳＤのグローバルアクション

プログラムの中で、特にこの中で地域コミュニティの参加促進が日本の事例を

参考に入っています。３点目は、多様なステークホルダーによる取組で、ＥＳ

Ｄ全国支援センターが入っており、私はセンター長で、環境省が設置し、環境

省と文科省が共同運営していくという形です。それから色々ありますが、倫理
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的消費はＥＳＤの主要なテーマ、課題と十分になりえる、しなければいけない

ということで、こういったネットワークをどうやって活用していくか、これは

非常に重要なことだと思っております。以上です。 

 

〇山本座長 ありがとうございました。大変簡潔に整理していただきありがと

うございます。清水委員からは企業サイドから見るとエシカル消費なんて全く

問題になっていないという厳しい御指摘さえうかがえました。阿部委員からは、

ずいぶん長い期間をかけてＥＳＤの取組が進められてきたということで、まだ

それは現実の市場経済というか、マーケットを動かすまでになっていないとい

うことだと思います。まずお二人の委員からの御発表について御質問、御意見

等ございましたらいかがでしょうか。10 分ほど時間を取りたいと思います。ど

なたからでも結構です。 

 

〇高山委員 清水委員に少し質問させていただきたいと思います。今回有意義

な調査をしてくださったということでありがとうございます。24 ページ、25 ペ

ージの企業のコメントを見ますと、エシカルに関することは全く問合せ等が無

いというコメントが非常に多くなっているわけなのですが、一つ少し懸念いた

しましたのは、消費者部門の担当者がエシカルという意味を狭く限定的に捉え

ているのではないかということです。もしそうではないとすると、お客様窓口

担当も、お客様、消費者の声に対する感度をもう少し高める必要があるのでは

ないかと感じました。というのも私自身お客様窓口部門を長く担当してきまし

て、マクロのトレンドで見ると、表面的な問合せの中には出てこなくても、な

ぜ問合わせをしてきたか、背景を突き詰めていくと、「もったいない」という言

葉一つとっても、自分自身のためから、他者のため、地球のため等というよう

に、意味が変わってきていると認識しています。安心・安全のトレンドとあわ

せて環境に対する意識は、本当に消費者の意識の中で大きなうねりになってき

ていると私自身は認識しております。そのようなことから、アンケートの結果

とのギャップを感じた次第です。 

 もう一つ企業の事業者の中で、消費者部門と環境対応やＣＳＲ担当部門は別

のところが多くなってきています。一生懸命消費者が色々な要望を出しても、

消費者部門の感度の壁があるとその声が反映されなかったり、消費者部門とＣ

ＳＲ、環境部門との連携協働があまりうまくいっていないと、そこが詰まって

しまうというような問題も起きるのではないかということがアンケート結果を

見て感じた次第でございまして、その点何かお気づきの点がありましたら教え

ていただきたいと思います。 
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〇清水委員 23 ページに書いてあるように、主旨のところに、人や社会・環境

に配慮した消費行動や持続的なライフスタイルの必要について検討会が始まっ

ていますということで、下に書いてある３行をこのまま聞いています。前回の

消費者側の意識調査の結果でもエシカルという言葉は知らないけれど環境やリ

サイクルなど、他の単語で言うと皆さん知っている、実施しているなどの回答

があったのと、かなり近いという感じはしています。ストレートの言葉では拾

えないけれども、資料に載っているとおりに環境のものや動物のこと、省エネ

など個別のことで色々と問合わせや御意見はあります。 

他の部門との連携については、いただいたコールをデータベース化し、分類、

分析などしながら伝えていきますが、きちんと連携できているのかや他部門と

の感度の違いは、企業の資質にもよると思います。今回は、（倫理的消費等に関

し）消費者の声がどれだけ届いているかに焦点を当ててみました。届いたもの

を社内、他部門でどう活かしているかではないので、消費者対応部門と他部門

のギャップまでは読み取れていません。実際に届いた声の実態だと思います。 

 

〇西村委員 ただ今の清水委員の御報告に対して３点ほど、１点目は高山委員

も御指摘があったところですけれども、清水委員が報告された 24 ページ以降の

ところは、日本の企業は非常に絶望的だという印象になってしまうのですが、

これは要するにＡＣＡＰは消費者対応部分で客相（お客様相談窓口）ですよね、

お客様相談窓口というのは、基本的にはお客さんから来た苦情に対応する、苦

情対応部門ということで言えば、エシカルなものを作っていないではないかと

いうような苦情が出るということ自体が非常に稀なのではないかと思います。

この部門が今も高山委員もおっしゃいましたが、ＣＳＲ部門のような対社会で

はなくて、顧客対応部門、とりわけＡＣＡＰは消費財関連部門ですが、消費者

満足を狙うということであるからゆえに、こういう結果になっており、まさに

企業の中での風通しというのか、社会に対してＣＳＲ部門が力を持ってという

のか、こういうことに関心を持っていかなければならないのだろうと思いまし

た。 

 二点目は、御指摘の中で、私どもが開いている消費者教育推進会議に対して

この研究会の作業を反映するようにというもっともな御指摘でございました。

ちょうど消費者教育推進会議も、推進法に基づいた基本方針の見直しがこれか

ら入ってまいります。そこの中でもこの研究会の成果を是非組み込んで検討し

ていくべきだと思っております。 

 最後三点目ですが、消費者月間のイベント等、非常に参考になるお話しだっ

たと思います。是非ともテーマにして平成 28 年度は「エシかる消費者・エシか

る企業」などとして、「エシ」を片仮名にして、「かる」を平仮名にするような、
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言葉から入っていくような戦略も、ムーブメントを作っていく一つになるかな

と思いました。以上です。 

 

〇山本座長 それでは予定の 10 時 45 分になってしまいましたので、議論はこ

こで打ち切らせていただきますが、西村委員から御指摘のような、５月の消費

者月間に、清水委員から先ほど御提案があったようなことを是非消費者庁、事

務局で御検討いただけたらと思います。 

 今日の一番重要な議題でございます、第二の議題、中間とりまとめについて

御議論をいただきたいと思います。まず皆様のお手元に、白い紙を配らせてい

ただいていると思います。この白い紙は何のために配っていただいたかという

と、今日今から議論になりますが、議員の皆さまの御発言の要点をこの紙に書

いて、皆さんのお名前を書いて会議が終わるときに回収させていただきたいと

思います。というのは録音されておりますし、事務局でメモは取っていると思

いますが完全にフォローはできませんので、是非中間とりまとめに反映したい

という委員の御意見を明確にこの紙に書いて出していただきたい。もちろん来

週いっぱいはメールで御意見を受け付けたいと事務局が言っておりますので、

後で思い出して、大変良い意見があれば来週中にメールでお送りいただきたい

と思います。それでは事務局でおまとめいただきました中間とりまとめ、これ

は年末に委員の皆さまから御提出いただきました御意見をふまえて整理し直し

たものでございます。それでは事務局から論点の説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

〇金子消費者庁消費者教育・地方協力課長 それでは事務局より資料に基づき

まして御説明したいと思います。表紙をめくっていただきまして目次が最初に

ございますが、これで構成を見ていただければと思います。オーソドックスな

形のまとめ方だと思いますけれども、最初に、「はじめに」ということで背景を

書き、２章で「倫理的消費とは」ということで、言葉の説明を加えて、３章で

意義、それを受けての４章で普及の方策についての検討状況という流れで構成

をしてございます。 

まず、「はじめに」のところでございますが、この研究会を開こうとした背景

について書こうとしたところでございます。消費者庁側で、消費者がどの商品・

サービスを消費するかについて、消費者が自主的に選択できる環境づくりが必

要であるということや、消費者教育推進法の中で、消費者市民社会ということ

を謳っており、経済情勢や、地球環境に及ぼし得ることを自覚しながら、持続

可能な社会の形成に積極的に参加する消費者像が求められているということで

す。次のパラグラフでは世界の状況ということで、環境において、世界全体の
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地球温暖化対策を強調して真摯な取組が示されています。そういったことを背

景に、消費者意識としてもこの問題に関心が高まっています。持続可能なライ

フスタイルを促進したまま、方策を検討しようというのがこの研究会の主旨で

あって、これまでに本日を入れて６回開催していますが、その議論を中間的に

整理するというのがこの資料の位置付けであるということを述べてございます。 

 ２章で、倫理的消費の言葉の説明をしていますが、前段のところはこれまで

の流れや、現在の市場規模にふれた上で、消費者基本計画の中で倫理的消費に

ついて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と

いう説明をしていくことや、関係する消費行動というものが非常に幅広い中で、

これまでの議論の中で、障がい者支援などの人への配慮や、フェアトレードの

ような社会の配慮、環境への配慮、あるいは地産地消のような地域への配慮の

観点からこれまで議論してきたこと、加えて倫理的という言葉が非常に難しい

イメージを与えるということで、どのように説明すればイメージがわきやすい

であろうかという議論を行ってきたことを書いてございます。 

 ３章では意義について述べるところでございますが、消費者から見た意義、

事業者から見た意義、社会全体の意義の３部の構成でございます。消費者の視

点から見た意義ですが、アンケートの結果等を踏まえながら、言葉としての認

知というのはさほどではないけれども、基本的な感覚は理解されて関心が高い

ことを示してございます。４ページの中ほどぐらいから意義について定義を述

べてございますが、第一の意義としては日常的な活動として消費することが社

会的課題の解決に資するということを述べてございます。こういった倫理的消

費に取り組むことによって、５ページの頭の方にございますように、消費行動

を通じて課題の解決に貢献することができ、それによって消費者が社会的責任

を果たし、消費者主権を確立するという観点からの意義も述べているところで

ございます。二つ目の意義としては消費者市民社会の形成に向けた、具体的な

行動のイメージがわきやすくなるということを述べてございます。事業者から

見た意義についても同じように、現状の企業市民や企業の社会的責任といった

ものの重要性が高まっていることを冒頭述べています。５ページの下の方から

意義について述べてございますが、一つ目の意義としては、グローバルなサプ

ライチェーンを管理しやすくなるということ、二つ目の意義として、事業者の

差別化が可能となって、あるいは新たな競争力を生む可能性があるということ

です。次のページに三点目として、市場で評価されることにつながるというこ

とについてふれてございます。社会全体としての意義としては、３のところで

書いてございますが、消費者と事業者が協働することによって、Ｗｉｎ－Ｗｉ

ｎの関係を作ることができるということや、あるいは持続可能な社会実現など

の社会的な課題につながるということで、国民的な財産になるということをふ
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れてございます。これまでに幅広い国民的な議論を行っていくということが必

要でございまして、この１年間で鳥取県におけるシンポジウムや、昨年 12 月の

エシカル・ラボのような取組を行ってきたことについてふれてございます。こ

うした議論が行われることで理解が深まって共感が広がっていくということ、

あるいは、消費行動を取るときに価格や品質、そういった尺度だけでなくエシ

カルが第４の尺度になることが期待できることを述べています。 

 ４章は、これらの議論を踏まえて、推進の方策について述べているところで

ございます。最初の部分は海外調査を紹介している部分ですが、先進例として

イギリスやノルウェーのケースを調べたということでございまして、これによ

って効果的な方策として、義務教育でエシカルな観点を導入していくこと、市

民団体によるキャンペーンを展開すること、あるいはマルチステークホルダー

でパートナーシップを組んで活動を展開していくことが有効であると述べてご

ざいます。 

これを踏まえて推進方策ということで、２から述べてございますけれども、

最初はマルチステークホルダーによるムーブメントということでございます。

特にこの中で多様な視点のムーブメントを作っていくということや、メディア

との連携を行っていくこと、あるいは多様な主体がのっかるところを作る上で、

行政がつなぐ役割が求められるのではないかということです。あるいは最後の

方で、第三者認証機関についてもふれておりまして、こういったもののレベル

アップを図るような仕組みも有効なのではないかということをふれてございま

す 

３のところでございますが、消費者の意識のさらなる向上でございます。こ

れについては若年層の感度や受容性が高いということを述べてございまして、

特に若年層向けの意識向上のための取組として、第一として学校教育の中で取

り上げていくこと、そのために教材の提供や教員の研修機関の充実が有効なの

ではないかということです。こういった取組がおしゃれであるという雰囲気・

文化を醸成することも有効ではないか、更に若年層だけではなく、他の世代に

ついても意識を向上させていく取組が必要であるということを述べてございま

す。 

４としては事業者と消費者のコミュニケーションの促進について述べてござ

います。事業者から消費者に対する正確な情報の提供に加えて、消費者の声を

活かした商品・サービス、ものづくりといった双方向のコミュニケーションが

必要であることを述べてございます。その中で消費者への情報提供としては、

商品やサービス自身の情報に加えて、事業者がどのような社会貢献をしている

か、あるいは消費者教育における事業者の役割といったところもふれてござい

ます。 
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11 ページですが、消費者への情報提供に加えて、事業者自身の取組について

も言及をしておりまして、サプライチェーン、取引先への情報提供も必要であ

るし、業界として旗振り役としての事業者団体の役割についてもふれてござい

ます。 

終わりのところで、２年目に向けての議論の課題も併せてふれておこうとい

うことで、消費者が必要とする情報が適切に提供されるような環境づくり等の

推進方策を更に議論を深めていきたいという説明をしてございます。説明は以

上でございます。 

 

〇山本座長 ありがとうございました。中間とりまとめはどのように公表され

るのですか。長官が記者会見されるなど、どのようにされるのですか。 

 

〇金子消費者庁消費者教育・地方協力課長 まず、今日直ちに公表するという

ものではなくて、来週ぐらいにかけて、メールで意見を頂いた上で、必要な修

正を加えて、公表したいと思っております。せっかく国民的なムーブメントを

作ることが必要だとこの中でも言っておりますので、中間とりまとめがふれら

れる必要があると思っております。座長が言われたように、長官の記者会見で

の発言等、可能なことはやっていきたいと思います。 

 

〇山本座長 ありがとうございます。前回の委員会だと思いますが、鳥取県知

事の平井委員から、社会的インパクトのあるものにした方が良いのではないか

という御意見があって、私も魅力に富む社会的インパクトのある中間とりまと

めになった方が良いのではないかと思っているのですが、今日はこのような問

題をベテランというか、徳島県知事の飯泉委員も出席されておりますので、ど

のように打ち出せばよろしいのか、飯泉委員いかがでしょうか。 

 

〇飯泉委員 平井委員の言われたことは、全国知事会でもよくこういう話にな

るのですが、エシカル消費というのが今一つ解釈されていないというのが大体

総意だと思いますので、こうしたものを消費者庁をはじめ国を挙げてやるんだ

という行動といいますか、社会運動的なものをバーンと頭に書いておくという

ことです。お役所的に詰めた場合には正論でいいのですが、最初に冒頭にバー

ンと何をやると書いて、そしてこれが必要だということを後で書いていくとい

うことをやると、マスコミの方も最初のところしか見ません。一体具体的にこ

れをやって何が起こるのか、おそらく社会的なムーブメントを起こさないとい

けないので、以下それに対する行動宣言みたいなものを書いてみる等、そうし

た形を取ると非常に動きやすくなります。あとはプレイヤー、先ほど話があり
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ましたが、今事業者と国民の皆さん、消費者という形になっているのですが、

多くの御意見があったように行政の役割といったものを、国、地方を通じてで

いいと思うのですが、視点として抜けている感じがします。まずは全体の構造

で、最初にバチッとまず何をやるべきかを書いて、そのための行動宣言を書い

て、それに対して役割をきちんと示す。そのまま詰めていくとそれが法律にな

る。我々地方にとってみると、まさに法律ができるまでの間は、条例として先

進的な意識を持っているところは作ってくれるので、まさに社会運動になりま

す。行政、事業者、消費者団体をはじめ国民の皆さん。そして何よりもやはり

若い世代の皆さんの教育が一番大事で、特にエシカル教育は高校生や、大学生

はものすごく今敏感で、フェアトレードも、私から発表させていただいたよう

に、高校生も一生懸命やります。そうした教育現場に持ち込むという形にして

いただくと、おそらく大変インパクトになります。もっと言うと、各省庁から

出している研究会の答申や中間とりまとめとは全く異次元のものになると思い

ますので、そういったところを是非お願いしたいと思います。 

 

〇山本座長 吉井審議官、飯泉委員の御発言はいかがでございましょうか。 

 

〇吉井消費者庁審議官 おっしゃるとおりだと思います。色々御指摘をいただ

きまして、非常に前向きな御指摘だと思っております。飯泉委員のおっしゃっ

たとおり、社会運動的なもの、またマスコミに訴えることは非常に重要だと思

っております。特にはじめにのところや終わりのところで、これからどういっ

た形で展開していくか、そういう視点で整理できるところがあればしっかり整

理していきたいと思っております。 

 

〇山本座長 それではそういうことですので、これからは御準備いただきまし

た章ごとに皆さんの御意見を伺って参りたいと思います。先ほどお願いしたよ

うに、白い紙に各自の御意見を明確にお書きになられて、最後に提出をお願い

したいと思います。まず第１章の部分で御意見がありましたらお願いします。 

 

〇飯泉委員 目次のところで質問ですが、目次の、特に第３章と第４章とがリ

ードが違っているのですが何か意味があるのでしょうか。第３章の３のところ

は、目次では「国民的財産としての倫理的消費」となっているのですが、実際

の本文では６ページがそうなっていて、３は「消費者と事業者の新たな協働関

係を構築する倫理的消費」、４は「国民による幅広い議論」となっています。第

４章については、そもそも１のところに「海外における倫理的消費」が出てき

て、本文は２のところで目次の１の様々な主体、分野が２になって、３の事業
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者による情報提供という目次になって、本文は「事業者による消費者とのコミ

ュニケーションの提供」になっています。これは何か意図があるのであれば教

えていただきたいと思います。 

 

〇金子消費者庁消費者教育・地方協力課長 申し訳ございません。編集をして

いる過程で、目次が更新漏れだとお考え下さい。本文が正しいです。 

 

〇山本座長 これは整理したいと思います。 

 

〇河口委員 各章の吟味に移る前に、私はこういう調査報告を書くのを仕事に

しておりまして、その添削もしているのですが、事務局の方には誠に申し上げ

にくいのですが、これは書き直しが必要です。今御指摘があったような編集上

の問題もあるのですが、ここではまず定義の問題、各主体の現状の問題、どう

すべきか、海外の現状がぐしゃぐしゃになっています。例えば２章の「倫理的

消費とは」というところは、定義を書かなければいけないのですが、マーケッ

トがどうだという話にすぐなっていて、それは３章の１個目に行くのではない

か等、中身を吟味して１から整理をし直さないと。第２章の「倫理的消費とは」

というところで、きちんと定義を書いていただかなければいけないし、例えば

「海外における倫理的消費」では、４章の「倫理的消費の考え方の普及に向け

て」というところに書いてあるのですが、基本は、倫理的消費はこういうもの

であるということを２章に定義をきちんと書いて、実は海外ではこういう動向

であるということを書いて、日本の動向はこうだみたいなことを書いて、何で

意義があるのかみたいなことが第３章の１個目になければいけないのですが、

認知度が低いという話が出てきたり、現状分析などがぐしゃぐしゃになってい

ます。もう１回整理していただいて、パーツはいいので全体の構造をわかりや

すくしていただかないと。私たちは知識もあるし文章を読んでいるのでなんと

なくわかるのですが、これを国民運動として使うということであれば、本当に

国民がわかってくれる形にしないと、途中でわからなくなってしまいます。そ

れは先ほど御指摘があったように前回の国民計画みたいな形にするのか、もう

ちょっとビジュアルなデータも入れる、表も入れるなども含めて書き直すとい

うのと、それを使ってどういうムーブメントをやるのかという二段階のものが

あると思います。出さなければいけなくて出すということであれば、最初の修

正でいいと思うのですが、国民に分かってもらいたいと思ってやるのであれば、

もう１回御検討いただきたいと思います。 

 

〇山本座長 ありがとうございます。それはちゃんと紙に書いていただきたい
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と思います。書き直していただいた方がよさそうですね。構成については御意

見をいただきましたので、内容についてお願いします。 

 

〇佐野委員 これは中間報告として、今まで議論があったことを網羅的に書い

たもので、最終的な報告書は来年で、そこでもっと具体的な、みんなで何をし

ようというところに行きつくのだと思っています。今おっしゃるように整理し

た方がいいのかもしれないですが、具体策はもう少しみんなで検討をして、細

かなことは今回はそんなに書き込まなくてもいいと思います。そんなに急がな

くても、みんなでもう１年頑張って検討した上できちんとした報告書にまとめ

た方が良いと思います。 

 

〇山本座長 御指摘はそのとおりで今回は中間報告で、消費者庁のホームペー

ジに掲載して、あるいはメディアにも発表して各方面から御意見をいただいて、

それをベースに２年目の委員会で最終報告書を作るということになります。飯

泉委員の御指摘のように、運動にして、ムーブメントにするということです。

内容についてですが、第１章について御意見はございますか。 

 

〇足立委員 定義にも関係するところだと思いますが、清水委員の発表にもご

ざいましたが、エシカル消費というのが何を指すのかわからないところもあり

ます。私達もここで議論していても戸惑う事もありますし、まして初めての方

は、どこまで含まれるのかということですごく戸惑われるでしょう。そこをき

ちんとしておかないと、「はじめに」というところで大変大きくぶれてくると思

います。 

例えば、「はじめに」は、倫理的な問題だけではなくて、地球の持続可能性、

社会の持続可能性にかかるということになると、全く書きぶりが違ってくると

思います。他者に対する配慮、通常の意味、狭い意味での倫理的という部分だ

けではなく、社会・地球の持続可能性という目の前の必要性から説き起こすの

かで全然違ってくると思います。少なくとも最低限、定義を決めていった上で

はないと、「はじめに」というところは書けないと思います。 

 もう一つ細かいところで申し上げますと、「地球温暖化対策に協調して」とい

うことが１ページ目の真ん中にありますが、いまだに地球温暖化対策でいいの

かということがあります。気候変動枠組条約はそもそも名称からして温暖化で

はなく気候変動ですし、温暖化防止対策だけではなく、適応策も明確に含まれ

ているわけですので、その辺も正確に書いた方がいいのではないかと思います。 

 

〇中原委員 今の足立委員の意見と重なりますが、やはりエシカルって何なの
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かということを最初に謳わないと論点が非常にぼけてしまうと思います。そう

いう意味では私は前からこの会議で発表させていただいているように、ショッ

ピング・フォー・ベターワールドという自分たちの消費行動がよりよい社会の

ためにというところを強調していただきたいと思います。時期の問題を考えま

すと、オリンピックが後ろに出てくるのですが、こういう委員会が発足して今

年度、来年度に向けてさらなる飛躍をするためには、オリンピックはカウント

ダウンに入ってきているという現状認識だろうと思います。そういう意味では

オリンピックというのは、国が決める最大の公共事業で、公共事業に伴うもの

は、先ほど飯泉委員がおっしゃったように必ず公共調達があり、まさにこれを

チャンスにして、グリーン購入ネットワークの名誉会長からすれば、もっとグ

リーン購入をというのですが、時代は変わってきていて、エシカル調達、もし

くは企業の人たちに分かりやすいことで言えばＣＳＲ調達が、条例や国の法律

を改正させるぐらいのパワーを持たなければ全く効果がないと思います。その

辺を強調していただければと思います。 

 

〇山本座長 御意見ありがとうございます。しかしこれは消費者庁の調査研究

会の中間とりまとめで、「はじめに」のところは研究会が設置されたいきさつや、

時代的な背景を書かざるを得ないということで書いているわけです。御意見は

ありがとうございます。できるだけ反映させていただきたいと思います。それ

では第２章の「倫理的消費とは」のところにについていかがでしょうか。 

 

〇飯泉委員 やはりわかりやすさについて今もお話がありましたように、定義

がなかなかしづらい。特に３ページとして具体的な消費行動の例としてのイメ

ージですね、これをしっかりということで、例えばそれぞれにどんなものか、

人への配慮、障がい者の支援、社会への配慮、フェアトレードと、後ろの事例

にも少しは出てくるのですが、こうしたところに具体的にはこういうものなん

だと後ろにつけていただくと、非常にイメージがしやすくなるのではないかと

思います。もうひとつは全体的にわかりやすさということであれば、先ほど清

水委員が言っていただいて、おつくりになられたというエシカルガモというキ

ャラクターの関係で、キャラクターとの連動も非常にわかりやすくなります。

この際わかりづらい、わかってもらえていないということであれば、どんどん

人口に膾炙するような事例を、例えばこんなものと、そうしたらこんなものが

もっといいのではないかと、そうしたものが出るかと思いますので、この定義

のところが、今や我々としての定義になってきていますので、是非具体的な事

例をお願いしたいです。環境への配慮が３行目にあるのですが、我々も鳥取県

の事例がすでに載せられているのですが、１月 30 日に「とくしま生物多様性セ
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ンター」開設記念フォーラムを行いました。明日を選ぶ消費という形で、食に

つながる形での多様な命を守るということで、我々、コウノトリが兵庫県から

飛んできて、それが結果としてみんなのレンコン畑やなにかでエコファーマー

等をやって、しかもエコ消費ということが実はその根本にあって、良い循環を

作っていこうという話です。こうした形を打ち出して、先ほどのＥＳＤの話に

もつながってきます。もしよろしければ事例を後のほうにも入れていただきた

いと思います。 

 

〇山本座長 徳島県にも良い事例があるということなので、課長、よろしくお

願いします。そのほかはいかがでしょうか。 

 

〇河口委員 やはり定義のところが大事だというのは皆さんが一緒のことだと

思うのと、みんなに読んでいただくときに、いきなりイギリスではじまった、

エシカルで来た、となると、何で横文字と反発をくらう人もいると思いますが、

この場でもエシカルをどうしようという議論がされています。実はあまり定義

は明確ではないというところからスタートして、サステナビリティーの問題に

関して、消費者としてどういうムーブメントであるということを書いて、実際

に自分たちの問題に落とし込むと、例えばここでも色々な話が出たということ

が書いてあるのですが、ずらっと書いてあるから、箇条書きにするなど、こう

いう立場からこういう御意見というような書き方にしていただくと分かりやす

いのでは。さらっと書いてあると、違和感があっても、読んでいる人は、自分

の立場からしたらこういうことかと納得できると思います。そういう議論を経

ても実はエシカルの定義は決まっていないので、逆に言えば消費者の人たちも

ここで参画して、自分たちでこれから作っていくものだよということがわかる

ように、ベースラインの要件としては議論されているような環境や社会など、

フェアトレードは代表的なものですねと、定義の例示を書いて、数字は定義で

はないので要らないというように整理したらどうでしょうか。 

 

〇生駒委員 各論で申し上げるようになるか、総論かと、色々たくさんありす

ぎて、今この場では２つほど申し上げたいのですが、まず大タイトル、表紙で

すが、中間とりまとめの下にある言葉が大変気になっていまして、「～あなたの

選択が日本の未来を変える～」で「選択」を「消費」に変えるべきだと思いま

した。消費者庁の調査研究、我々は何のためにここに来ているかというと、私

たちのショッピングが世界を変えるという標語がございますが、まさしく消費

の力を再認識するための議論ではないかと思っていまして、「あなたの消費が日

本の未来を変える」とした方がいいのではないかという小さな提案でございま
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す。 

 二つ目は「倫理的消費とは」という項目だけに関して言いますと、冒頭の部

分に、私も色々な講演で、エシカルとは何かとお話をするときに、今大変広義

になってきています。フェアトレード、オーガニックだけではなくて、新しい

ジャンルとしては３Ｄプリンターやレーザーカッターというような、無駄を出

さずに物を作るようなジャンルの物もエシカルに入って来たり、手作りや伝統

工芸のもの、地産地消のもの等、傘はぐいぐいと広がっています。河口委員も

おっしゃったのですが、まだ完成してはいない言葉だと思いますので、その分

私たちが自由にクリエーションできる。冒頭に、とりまとめの時点で我々が考

える倫理的消費の傘に入るものは何なのか、これだけ集まっている委員の総力

をあげて、わかりやすく伝えていくことが必要だと思います。サステナビリテ

ィーやグリーンコンシューマーなど言葉は数々広まっています。サステナビリ

ティーとエシカルとの関係はどうなっているのか、どう違うのか。私はよく、

人道、人権の問題が入る、環境の問題と人権の問題が入ることがエコとの違い

だとお伝えするのですが、第二章は非常に大事だと思います。エシカルって何

という声に応える一番の部分だと思います。わかりやすい、ここはバランスを

取って皆の総意で納得のいくものにした方が良いと思います。あとはちょっと

大きい話になってしまうのでまた後程にしますが、私もエシカルという言葉を

扱って数年以上になるのですが、伝わりにくいことを非常に感じています。エ

シカルという言葉の概念、ブランディングを我々がしていかなければいけない

のかなと思います。そのための秘策は色々考えていまして、それはちょっと後

程お話しします。とりあえず今はこの話をさせていただきました。 

 

〇末吉委員 生駒委員が今おっしゃっていた、「あなたの選択は」というところ

を「あなたの消費は」と変えた方がいいと同感いたします。「エシカル」という

と法的なしばりはなくても、多くの人が正しいと思っている社会的規範だと思

うのですが、それではなくて、私たちが今推進しているのはやはりエシカル消

費というところが一番の核ではないかなと思うので、消費という言葉を全面に

出して進めていったら良いと思います。 

２ページの１番、「倫理的消費とは」というところの最初の行に書かれている

部分ですが、「環境や社会」だけではなく、ここに「地域」という言葉も入れた

方がいいと思います。後から地域という言葉が出てきますが、最初のここでも

地域という言葉を入れた方が良いと思います。「そうでないものを選択しない消

費活動」というのはよくわかるのですが、私個人としてはできるだけこういう

定義にはネガティブな言葉を入れない方が良いと思っています。やはり私たち

は「エシカルな消費・生産のものを選択していく」というポジティブな捉え方
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で言葉を明記していったら良いのではないかと感じます。 

もう一つ、「エシカル」のブランディングと生駒委員もおっしゃいましたけれ

ど、これは本当に重要です。キャラクターを作ると清水委員もおっしゃってい

ましたが、もしそういったことも実現していくのであれば、キャラクターを一

般公募をして、消費者の方々にも実際に考えてもらって、我々と一緒に盛り上

げていけるようなキャンペーン活動にしていった方が良いのではないかと感じ

ました。 

 

〇足立委員 先ほどの生駒委員、河口委員のお話しとも少し重なりますが、定

義はどんどん変わってより広くなっています。さっきの箇条書きという言葉も

ありましたが、私は是非図示していただくと良いと思います。広いとこういう

範囲もありますというようなことや、この報告、研究会の中ではこういう範囲

で考えていますというように図で示していただくと皆さん分かりやすいのかな

と思います。それが１点です。 

 また１章に戻るかもしれませんけれども、国際的なフレームワーク、国際的

に色々な動きもあり、それとの関係性がやっぱり見えにくいです。いつもわか

らないのでこの機会にお伺いしたいと思いますが、例えば持続可能な生産と消

費（ＳＣＰ）の 10 年間のフレームワーク（10ＹＦＰ）や去年のエルマウサミッ

トの首脳宣言にあった、責任あるサプライチェーン、これはどこが担当省庁で

やっているのか、日本で今この両者に関して、国内のアクションプランができ

ているのか、法制度の話は不勉強で知らないのですが、例えば消費者庁とは直

接は関係ないのでしょうか。少なくとも今回の話題に間接的には両方とも関係

があると思うので、これは是非その関係性を書いていただきたいと思いますし、

あるいは本当にどこが一番の担当省庁なのか知りたいと思うのですが、いかが

でしょうか。 

 

〇山本座長 倫理的消費関連の各省庁の取組については、実は事務局で表を作

っていただいているのですがまだお配りはしていません。今の御意見のような

御質問に答えるために整理が必要だと思います。これは２年度目の議題である

かもしれません。課長、何か今の御質問に対してありますか。今のところはな

いということで、後で表をお配りしたいとは思っています。ちょっと時間がな

いので先へ進ませていただきます。第３章についてはいかがでございますか。 

 

〇松本委員 消費者の行動というところを見たときに、皆さんおっしゃってい

るように、良いものを買うという行動があるのですが、私はやっぱり悪いもの

を買わないということも入れておくべきだと思います。あんまりきれいになっ
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てしまうと、一方的なことになってしまう気がしていて、環境というのは大き

な問題なので、気持ちが良くないことも入れておくべきだと思っています。 

もう一つは参加するということで、消費というと買うばかりになるのですが、

自分たちで関わっていくという視点も入れてほしいので、行動というパターン

で整理が入るとわかりやすいと思います。 

 

〇河口委員 今のお話にも関わることだと思いますが、エシカル消費というと

買うということだけだと思うのですが、最近フードロスや不法投棄の問題が非

常に重要になっているので、買うだけではなくて買ったものをちゃんと使うと

いう、廃棄についての言及、フードロス、廃棄ということもあるので、そこも

含めて書いていただければと思います。 

 

〇中原委員 この３章は違和感があるのは、この中間とりまとめ自体が、消費

者の倫理的消費について書いてあるはずなのに、なぜ消費者の視点から見た倫

理的消費がまだここでも出てこなければいけないのか、むしろマルチステーク

ホルダーとしての事業者の役割や行政の役割がここで出てくるならわかるけれ

ども、あえてここをもう一度消費者の視点から倫理的消費になっています。ま

さにその前の第２章や第１章できちんと謳って、市場の中でのそれぞれが果た

す役割としてやらないと、全体が薄まってしまってぼけている感じがします。

その理由は何かというと、先ほど阿部委員から説明がありましたように、ＥＳ

Ｄの中にＳＣＰが入っていますが、国連の報告書を見ますと、レスポンシブル・

コンサンプション、消費者の責任のある消費を具体的に市場で行うとしたらど

うなりますかということで、まさにレスポンシブル・コンサンプションという

考え方がエシカル消費につながると思います。主体がどうであるのかというの

を明確にやった方がいいのではないかと思います。 

 

〇山本座長 お立場で色々御意見があると思うのですが、ここはやはり消費者

にも社会的責任があるということでまず消費者の視点、次に事業者の視点が大

前提だけれども、倫理的消費の積極的に、まず消費者の視点・観点、それから

事業者の観点という風になるわけです。 

 

〇飯泉委員 冒頭でも申し上げましたが、やはりプレイヤーとして消費者の皆

さん、事業者の皆さん、そしてその間をつなぐ行政の役割ですね、これは是非

入れていただいて、先ほど清水委員から行政の重要性をアピールするというこ

とも出てきました。地方行政との連携協働も出てきました。消費者月間、この

活動の話で表彰ということも出てきました。徳島での消費者祭りも、私が部長
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の 14 年前からずっとやっています。長官表彰をいただいたときに、多くの皆さ

んがいるシンポジウムや、お客さんがいる場で表彰され、どんな活動をしてい

るのか、全部話をしてあげて、場合によってはプレゼンテーションをしてもら

って、そういう事によって多くの皆さんにわかってもらうことをやっています。

行政が間をつなぐことは重要だと思います。清水委員がまとめていただいてい

ますので、そこをひとつベースとして立てるべきだと思います。 

 

〇山本座長 板東長官いかがですか。 

 

〇板東消費者庁長官 事業者、消費者との新たな関係との構築など、国民によ

る議論を進めていくためにというところで、行政は顔出しをさせていただいて

います。今後２年目で方策を色々検討するときに、もっと前面に出てくるだろ

うと思い、今回は行政のところはあまり書き込んでいないということが正直な

ところでございます。行政の役割は重要だということは少なくとも打ち出して

整理をさせていただくことが必要だと考えますので、これはさせていただきた

いと思います。 

 

〇清水委員 中間とりまとめだからなかなか、という話もありましたが、倫理

的消費はよくわからないけれど、消費者庁のこの研究会でどんなものを出すの

だろうとかなり期待してくれている声もあると思いますので、２章、３章の辺

りがポイントだと思います。４章は具体的に書ける例がたくさん載っています

ので、これは来年ということであれば、なおさら３章の辺りできっちり書いて

いただくことが大事だと思います。 

先ほど生駒委員からも表紙の「あなたの選択が日本の未来を変える」という

ところで、「選択」ではなくて「消費」だというお話がありましたが、私は日本

というところが狭いな、日本ではなくて地球の未来なのではないのかと思いま

した。やはりここから変える必要があるのではないかと思いました。 

 

〇中山氏（平井委員代理） 先ほどの行政の辺り、また、これから御整理いた

だくというところで、一つお願い致したいのが、行政が持っていますのが、例

えば消費者行政のほかにも、例えば環境行政ですとか、エネルギー行政、おそ

らく倫理的消費という単語の中で色々な形で語られるものがあろうかと思いま

すので、そういう多面的な行政の役割の中で御整理いただければと思います。

以上です。 

 

〇生駒委員 単純なことなのですが、第３章のタイトルで、「倫理的消費の積極
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的意義」という言葉がわかりにくいと思います。単純にいうと現況だと思いま

す。第２章で「倫理的消費とは」と書いた次に、倫理的消費の現況、日本にお

ける現状という風に解釈するとわかりやすいのではないかと思います。例えば、

第１の、消費者の視点からみた倫理的消費の現状であれば、皆さんによって報

告された現状がここに詰まっていて矛盾はないと思います。事業者の視点のも

のも同様だと思います。できれば行政の視点から見た倫理的消費の現状という

ものも１項目あるとさらに良いかと思います。 

 

〇阿部委員 ３章のところでは、特に事業者にとっての意義づけが３点出され

ていますが、３点はもちろんこれでよろしいのですが、もう少しわかりやすく

挙げると数が多くなると思います。箇条書きで言えば、この企業が倫理的消費

に取り組むことによって、持続可能社会を目指す、市民社会、マルチステーク

ホルダーの一員として社会的責任を果たすということ、あるいは顧客や株主を

含む社会から信頼を得る、あるいは社員のプライドややる気が向上していく、

あるいは社会の変化に応じたビジネスチャンスを得る、コンプライアンスを含

めて企業や事業活動の持続可能性に貢献するなど、そういったようにわかりや

すくすると、もうちょっと項目が挙げられるのかなと思います。 

 

〇足立委員 事業者のところに１点付け加えさせていただきたいと思います。

事業者についてのメリットを積極的な意義が書いてあるのはすごく良いと思い

ます。これを読むと事業者の方はやりやすくなると思います。１つ抜けている

のは、今後調達できなくなるリスクは非常に大きくなると思います。倫理的消

費、あるいは倫理的調達というのは決して「情けは人のためならず」で、自分

たちにとって非常に意味があることを強調していただくと良いのかなと思いま

す。 

 

〇山本座長 それでは第４章に移らさせていただきたいと思います。第４章で

はいかがでしょうか。 

 

〇葭内委員 第４章は倫理的消費の普及に向けてということですが、この会議

の流れでは若者の教育が重要という認識は共通のものであったと思います。見

出ししか御覧にならない方もいらっしゃいますし、見出しは重要だと思います

ので、そこにはっきりと若年層の教育を目指すということを書いた方がいいと

思います。教育ということが何も出ていなくて、２番の消費者の意識のさらな

る向上というところに学校教育がどうのこうのと書いてあるのですが、そこを

例えば、消費社会～に続けて、さらなる向上を目指した教育、とするなど、も
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う少しまた別な良い言葉があると思うのですが、とりあえずそういうものを入

れるのもよいと思います。 

 それから事例としては１週間ぐらい前にお茶の水女子大学附属高等学校が全

国中高ウェブコンテストで、経済産業大臣賞を受賞したエシカルをテーマとし

たサイトを作って、よくできているウェブサイトがあります。例えばそういう

ものや、お茶の水女子大学附属高等学校の事例ではなくてもいいのですが、若

者の活動の具体例を後ろの参考資料につくとイメージが付きやすいと思います。

この会議で、今まではなんとなくエシカル消費の中で、人権などの側面が環境

面よりもフォーカスが弱い気がしますので、そこをしっかり全体的にも、教育

のところの事例として扱う具体的な細かいところでも書いていかないと、読ん

だ方が誤解して、エコ消費とエシカル消費がイコールみたいなことを考える方

も、中にはよくわからない方もいらっしゃると思いますので、そこは押さえた

方が良いと思います。 

 

〇足立委員 海外における消費の部分ですが、海外の場合、消費者あるいは事

業者が自主的にというだけではなく、かなり法制度が整えられていて、義務に

なっています。そういうところを是非付け加えたら良いのかなと思います。 

 

〇中原委員 10 ページの４の、コミュニケーションの促進のところに若干ふれ

られていますが、日本の消費者にしろ、日本の企業にしろ、国を越えてしまう

とわからなくなり、いつになっても島国根性というか、逆にどういうところか

ら調達をして、どういう人たちがどんな形で作っているのか、スウェットショ

ップはまさにそうだろうと思いますが、そういう意味では全体を見るライフサ

イクル志向という言葉を是非入れていただければと思います。 

 

〇山本座長 ライフサイクル志向という言葉は一つお願いしたいと思います。 

 

〇阿部委員 ４章ではいくつか出ていますが、先ほど若年層という話がありま

したが、ＥＳＤではグローバルアクションプログラムの５つのターゲットの一

つがユースです。このためユースが国内外で頑張っていますので、ユースとい

うタイトルをつけるということもあります。 

もう１点、今多様な形で持続可能性、あるいはＥＳＤに関する政策が、国も

地方もいっぱい作っています。そういった中に倫理的消費を統合させていって、

様々な持続可能性に関わる色々な政策の中で倫理的消費が必要だということを

是非盛り込んでいただくと良いのかなと思います。 
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〇生駒委員 このとりまとめに、現況、今の日本におけるエシカルに関連する、

エシカルを促進するような様々なアクションが既に取られているというような

現状が盛り込まれていることがすごく大事なことだと思います。４の事業者に

よる消費者とのコミュニケーションの促進においては、私も何度か発表させて

いただいたのですが、大手デパート、具体的なデパート名を入れるかどうかで

すが、伊勢丹、東急はここ１年、２年エシカルデイズを定例化されています。

あとルミネもです。あと日本一大きなファッションの展示会のルームスにもエ

シカルセクションができて定着してどんどん広まっています。こういうところ

に、具体的な企業名を出すかどうかは別として、盛り込んでいきますと、こう

いうことができるんだというように、具体的に事業者のアイディアにもつなが

ると思いますので是非お願いします。 

 

〇河口委員 ４章を議論をしていても、３章の議論をしていてもどうも腑に落

ちないところがあって、そもそも消費の定義は消費者庁がどうされているのか、

消費だけを切り取っているから消費から見ると事業者になるのですけれど、私

がエシカル消費の話をするときには、経済循環の中で、作る・使う・廃棄する

という循環の中の消費の部分と捉えていて、実は全部つながっていて、主に消

費をするのは消費者、主に生産するのが事業者、それにお金を出すのは投資家

みたいな枠組みで、そのような循環があります。あなたたち消費のパートにお

いての果たすべき役割はどうするのかなという形にすると、事業者とのつなが

りや、行政で廃棄物処理をするところのつながりがわかりやすくなると思いま

す。そうしないと、それぞれ違う主体がいて協力しましょうという風になると、

逆になります。そうするとどうなるかというと、更にそのつながりが全部皆つ

ながっているのですということになります。先ほどの阿部委員も実は皆つなが

っているというお話がありました。 

それと、国内とグローバルをどうしても分けて言いたくなりますが、今のサ

プライチェーンはどう考えてもグローバルで、韓国産のパプリカやモーリタニ

ア産のタコなど、スーパーに行ったら海外のものばかりだということは感覚と

してわかります。そういう形にすると、あえて国内、グローバルと２つに分け

なくても当然つながっているものです。日本という消費の拠点としてそれを展

開していくのだということを最初に入れていただくと、後半も海外の事例等が

つながりやすくなると思います。 

 

〇山本座長 消費については、言いたいことは山ほどあるのですが、要するに

地球の限界を考えなくてはいけないという事態に我々が立ち至ったということ

は、こういうことをやらなくてはいけないという理由だと思います。年間 1,300
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億トンの資源を我々は使っていて限界に来ています。それを全面に出すと委縮

しかねないところがあって、そこはちょっと全面に出さずにプラネタリー・バ

ウンダリーの話を最初に書くと、みんな委縮してしまわないようにしたいです。

ただ、ライフサイクルで全部考えなくてはいけないというのは正論だと思いま

すので入れさせていただきます。 

 

〇西村委員 教育の話に関してもですが、全体を見たときにこうすべきである、

何々が必要であるというような、こういう報告の特徴なのですが、上から目線

で、やらなくてはいけないという印象です。実際に選択というので、エシカル・

ラボなど、大変素晴らしい子どもたちの発表があったわけです。これを見ると

参考資料３としてあるのですが、参考資料を見てもただプログラムが載ってい

るだけで実際にどんな発表があったかは書かれていないわけです。せめてこの

報告書の中に、先ほど生駒委員の事業者に対してのこうあるべき論というのと

全く同じで、具体的な事例を本文中にさりげなく２、３入れて、「こうした先進

的な事例もある、しかしながらこういうことをどんどん進めて行く必要がある」

というような言い方をして、上からあれやれ、これやれというような論調にな

らないような書きぶりがあるかなと思いました。 

 

〇山本座長 アドバイスありがとうございます。 

 

〇荒井氏（長崎委員代理） ムーブメントのところですが、時間軸をどう見る

のかを、もう少し見えるようにできたらと思います。と言いますのは結局企業

でこうした動きを捉えていこうとしたときに、別に動いた時にやったらいいで

はないかという話にすぐなってしまいます。先ほど中原先生からもありました

が、例えば東京オリンピック、あるいはその先、ほかの国と比べたときに今の

日本がこういう状況にあるといったような、時間軸的なことをより明確にして、

危機感を作るということを是非ここで示せればと思います。具体的には来年の

議論になるのかもしれませんが、入り口のところで是非お願いしたいと思いま

す。 

 

〇山本座長 御指摘のように、来年度はそういうタイムスケールというか、時

間的にどうかというようなところも是非議論していただきたいと思います。 

 

〇清水委員 行動宣言を書いたらという意見が先ほどありまして、それができ

たら一番良いのですが、私はこの４章を見て他人事ととても感じてしまいまし

た。検討に値する、重要である、期待できる…と、よそから書いているだけと
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いう感じがします。もっと具体的なことを書ける範囲で、付属資料に色々入れ

ていく工夫が必要だと思いました。 

 

〇柿野委員 私も海外調査に行かせていただいて、今日本が置かれている状況

を感じてきたわけですが、この議論は決して国内にとどまるものではなく、グ

ローバルで協調してやっていかなければいけないという、最終的な目標がある

のだと思います。今回この報告書は日本の未来を変えるというとても限定的な

もので、先ほど清水委員もおっしゃっていましたが、日本だけではなくて、世

界全体を変えていくようなその第一歩、１年目になったという記録として、グ

ローバルにインパクトを与えていくような位置づけを意識したいと思います。

また、これを最終的には英訳をして発信をして、日本の消費者庁がグローバル

な議論をリードしていくという気概で作ったらいいのではないかと思います。 

 

〇山本座長 大変良い御提案をいただきました。実は今年の６月の初旬にタイ

のバンコクでアジア生産性機構がエコプロダクツ国際展をやって、その併設の

シンポジウムで私がエシカル消費の基調講演というか、話を頼まれていて、是

非私がこの中間とりまとめを御紹介したいと思っています。当然我々が常に念

頭に置かなければならないのが、常に国際社会、地球であります。そのほかは

いかがでしょうか。 

 

〇河口委員 書きぶりのところですが、今の御意見にもあったように、どうし

ても少し他人事のような感じで、消費者の視点から、これはどういう形で書き

たいのか、消費者は全員なので、私たち消費者はという主体で書くのか、事業

者と行政はその業務が該当する人としない人がいるのですが、消費者は全員あ

てはまると思いますので、私たち消費者としてみたいな、全部書くかどうかは

別として、そういうスタンスで書かれるのか、消費者は向こうの方にいる人が

やってというような、客観的な書きぶりなので、消費者のところは主観的に書

いた方がいいと思います。やはり委員会の議論やエシカル・ラボでのワクワク

感が伝わって、みんなで一緒にやろうよという気になるような、自分たちも一

緒にやるという書き方の工夫、見せ方の工夫を是非していただきたいと思いま

す。 

 

〇山本座長 河口委員の意見は個人的には全く同じ意見なのですが、中間とり

まとめはあくまでも公の消費者庁に設置された、長官主宰の直々の研究会の中

間報告ですので、やはり事務局の書き方としては客観的に書いた方がいいと、

座長としては思います。 
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〇河口委員 報告書はプロトコルがあるので仕方がないと思うのですが、アク

ションプランとして落としていくときに、是非そういう発想で、このまま載せ

るのではなくて、精神としては一緒にやるという形でやっていただきたいと思

います。 

 

〇山本座長 それではもう時間がなくなりました。本日の議論はここまでにし

たいと思います。先ほどお願いしたように、皆さまの重要な御意見は紙に書い

て今日提出していただきたいと思います。追加の御意見がおありの場合は、来

週中をめどに事務局宛てにメールで提出していただきたいと思います。いただ

いた御意見は私の責任で整理させていただき、長官と御相談の上、中間とりま

とめとしたいと思います。それでは今後のスケジュールにつきまして事務局か

らお願いいたします。 

 

〇金子消費者庁消費者教育・地方協力課長 長時間にわたりまして御議論いた

だいてありがとうございました。いただいた御意見をふまえまして、今年度の

中間とりまとめをまとめさせていただきたいと思います。来年度の会期ですが、

１回目は５月頃を予定しているところでございます。日程については決まり次

第御連絡をさせていただきたいと思います。 

 

〇山本座長 ありがとうございます。残り時間が５分ほどございますので、御

意見をお書きになって御提出をお願いします。板東長官何かございますか。 

 

〇板東消費者庁長官 ありがとうございました。非常に良い御意見をたくさん

いただきましたので、できる限り活かしていきたいと思っております。準備の

時間が十分でなかったと思います。今日色々な御意見をいただきましたので、

中間とりまとめではありますけれども、特に御指摘いただいた、倫理的消費と

は何なのかというところを、まさに国民の皆さんに問題意識をもっていただき

訴えていく第一歩だと思いますので、そういうところに力を入れ、更に具体的

な色々な取組がもう始まっているというところを、できるだけビビッドに表わ

させていただくことが重要だと思っております。これからの具体的な方策のと

ころはまだ練らなければならないと思いますが、色々なアクションを起こして

いける運動につながっていくような必要性なり、考え方なりを示し、話をうま

くここからスタートできればと思っております。ちょっと時間がなかなかない

ので、十分にお応えできるかどうかというのはございますが、出来る限り皆さ

まに御意見を、お知恵をいただきましてまとめていきたいと思っております。
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ありがとうございました。 

 

〇中原委員 是非できましたら、東京の霞が関だけの話にしないで、できれば

飯泉委員の徳島で１度ぐらい行う、もしくは鳥取でエシカル・ラボを開いてみ

るなど、砂場コーヒーを飲みに行くぐらいでも良いのではないかと思います。 

 

〇板東消費者庁長官 昨年のエシカル・ラボのようなものを地方で行うという

ことも一つありかなと思っておりますので、また来年度御相談させていただき

たいと思います。 

 

〇飯泉委員 今、中原委員からも具体的に名前が出ましたので、是非そうした

場合には徳島、あるいは鳥取でも非常に素晴らしいところですので、できれば

２か所ぐらい、鳥取と徳島の両方にお越しいただければ、皆様方に色々な形で

御覧いただけるかと思いますので、是非この点は長官よろしくお願いしたいと

思います。座長もよろしくお願いします。 

 

〇山本座長 ほかによろしいですか。ありがとうございました。以上で本年度

の研究会は閉会とさせていただきます。各委員お忙しいところをお集まりいた

だきまして大変ありがとうございました。皆さまのおかげで本年度の研究会を

締めることができましたが、来年度もどうぞよろしくお願いいたします。御意

見の提出をお願いします。 

 11 時 56 分閉会 


