News Release
平 成 29 年 ９ 月 27 日
「倫理的消費(エシカル消費)」普及・啓発シンポジウム

「エシカル・ラボ in とっとり」の開催について
標記のシンポジウムを以下のとおり開催しますので、お知らせいたします。
趣旨
消費者庁では、平成 27 年５月から平成 29 年３月まで「『倫理的消費』調査研究会」を
開催し、
「倫理的消費（エシカル消費）」の内容やその必要性について検討を行うとともに、
国民の理解を広め、日常生活での浸透を深めるためにどのような取組が必要なのかについ
て議論を行いました。
「エシカル・ラボ」は、
「倫理的消費（エシカル消費）」の意味や必要性などについて、広
く国民に考え方を普及するための情報提供を行うとともに、地方公共団体による主体的な
普及・啓発活動の促進を目指すことを目的として開催するものです。平成 27 年は東京都で、
平成 28 年は徳島県で開催しました。本年は、
「倫理的消費（エシカル消費）」の普及啓発に
積極的に取り組む鳥取県で開催します。
シンポジウムの内容
（１）日

時：平成29年10月21日（土）13：00～16：00

（２）場

所：米子コンベンションセンター BiG SHiP 小ホール
（〒683-0043 鳥取県米子市末広町294）
※当日の詳細及び参加申込みにつきましては別途をご参照下さい。

（３）対 象 者：招待者及び一般参加者 300人程度
（４）参 加 費：無料
（５）ウェブサイト：http://ethical-lab2017.jp
【報道関係者の皆様へ】
・本シンポジウム中の写真及び動画撮影は、冒頭から終了まで可能となっておりますが、
関係者からの指示に従い御撮影頂きますようお願いいたします。
・取材の御希望がある場合には、別途の「参加申込み」に従ってお申込みください。
・お申込みの際には、報道関係者である旨を必ず明記してください。また、開催日当日は受
付に名刺を御提出ください。
○問合せ先
消費者庁 消費者教育・地方協力課
「エシカル・ラボ in とっとり」担当窓口：03-3507-9149

別途
◎プログラム
・開会挨拶
・基調対談 今「エシカル消費」が求められている理由
石原 良純氏
俳優・気象予報士
中原 秀樹氏
一般社団法人日本エシカル推進協議会 副会長
・全国に先駆けて進む鳥取の「エシカル」
髙﨑 彩氏
公立鳥取環境大学 経営学部 経営学科 泉ゼミ ４年
「ゴミ拾いで世界が変わる？エシカルから始まる未来とは」
徳本 修一氏
トゥリーアンドノーフ㈱ 代表取締役
「これからの有機農業に大切なこと」
長光 文一郎氏 NPO法人ライヴ（リヴよどえ）事務長
「鳥取県大山町『御崎漁港』の水福連携活動」
堀田 晶子氏
鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 所長
「未来と人と社会のための『エシカル消費』」
・お買い物で世界は変えられる ～明日からできる「エシカル消費」～
泉 美智子氏
公立鳥取環境大学 経営学部 准教授
公立鳥取環境大学 泉ゼミ 学生
・エシカル宣言
平井 伸治氏
石原 良純氏

鳥取県知事
俳優・気象予報士

・エシカルバトン引継ぎセレモニー
・閉会挨拶

※登壇者、プログラムは変更になる場合があります。

◎参加申込み
下記ウェブサイト、メール、FAX にて受付いたします。
申込みは定員に達し次第締切りとなります。御了承ください。
ウェブサイト：http://ethical-lab2017.jp
※ウェブサイトでの受付は 10 月初旬に開始予定です。

メ

ー

ル：g.ethical@caa.go.jp
※件名は「ラボ申込み」とし、本文に氏名、性別、年齢、電話番号、所属
（学校名、勤務先等）を記載してください。

F

A

X ：03-3507-9259
※チラシ裏面の申込欄に必要事項を御記入の上お送りください。

あなたの
消費が
世界の
未来を
変える

主催 / 消費者庁 協力 / 鳥取県

2017-10-21 sat 米子コンベンションセンター 小ホール
期間限定サイト http://ethical-lab2017.jp

「エシカル消費」という言葉を知っていますか？
「エシカル (ethical)」は英語で「倫理的、
道徳上」などの意味を持ちます。人や社会、
環境に配慮した消費行動のことを「倫理的消費（エシカル消費）
」と呼び、
フェアトレード商品やエコ商品、リサイクル製品、被災地産品などの購入を積極的に行うことを指します。
「エシカル・ラボ」はエシカル消費の意義や必要性など
について知っていただく場として毎年開催するシンポジウムです。３回目となる本年は、
積極的な啓発活動に取り組む鳥取県において、
県民の皆様と共に考えます。

| 対談ゲスト |

石原良純氏（いしはら・よしずみ）
1962 年神奈川県生まれ。慶應義塾大学
経済学部卒業。俳優として活躍する一方、
湘南の海と空を見て育ったことから 1997
年に気象予報士の資格を取得。地球環
境問題に関して積極的に発言している。

| 会場案内 |
〒683-0043

鳥取県米子市末広町 294
BiG SHiP（ビッグシップ）
米子コンベンションセンター 小ホール
◎JR 米子駅から徒歩 5 分
◎米子空港から車で約 25 分
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第１部

基調対談 〜今「エシカル消費」が求められている理由〜

石原 良純氏（俳優・気象予報士）× 中原 秀樹氏（一般社団法人日本エシカル推進協議会 副会長）

髙﨑 彩氏 （公立鳥取環境大学 経営学部 経営学科 泉ゼミ 4 年）
「ゴミ拾いで世界が変わる？エシカルから始まる未来とは」
徳本 修一氏 （トゥリーアンドノーフ㈱ 代表取締役）
「これからの有機農業に大切なこと」
長光 文一郎氏 （NPO 法人ライヴ
（リヴよどえ ) 事務長）
「鳥取県大山町『御崎漁港』の水福連携活動」
堀田 晶子氏 （鳥取県生活環境部くらしの安心局消費生活センター 所長）
「未来と人と社会のための『エシカル消費』
」
泉 美智子氏（公立鳥取環境大学 経営学部 准教授）、公立鳥取環境大学 泉ゼミ 学生

エシカル宣言

平井伸治鳥取県知事、石原 良純氏（俳優・気象予報士）他

エシカルバトン引継ぎ式
閉会挨拶
※登壇者・プログラムは変更になる場合があります。

申込方法
g.ethical@caa.go.jp
03-3507-9259
http://ethical-lab2017.jp

申込締切り日 10月18日 (水) 必着

※申込みは先着順です。定員となり次第締め切らせていただきます。
ふりがな

性別
男・女

氏名
メール
アドレス

年齢

歳

TEL

(

)

FAX

(

)

＠

所属
該当する番号 1 つだけに◯をつけてください。
所属区分

１ 消費者（団体を含む）

２ 事業者（団体を含む）

４ 行政関係者

３ 生産者（団体を含む）

５ 学校関係者

７ 報道関係者 （テレビカメラ 有・無）

６ 学生

８ その他（

）

御意見
御質問

※ご記入いただいた団体や個人の情報は、事務局で適切に管理いたします。

お問合せ先：
「エシカル・ラボ in とっとり」運営事務局 g.ethical@caa.go.jp

