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１．開催概要・プログラム
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１．１ 目的 

安全・安心な消費生活の実現のためには、消費生活相談を受けられる体制整備、消費者自身の消

費者問題解決力の向上に加え、地域全体の消費者問題解決力の向上が求められる。 

 地域全体の消費者問題解決力向上のためには、地域の多様な主体が連携・協働し消費者問題に関

する取組を進めることが有効であり、消費者安全法の改正等を踏まえ、より具体的な成果につなげ

ていくことが求められる。 

 また、地域の活動を担う重要な主体であり、消費生活センターとの相互補完関係が期待される消

費者団体の活動を支援することが必要であるほか、地方のみならず国全体の消費者問題解決力の向

上のため、国と地方との連携を強化することが重要である。 

 これらを推進するため、これまでの交流のきっかけの場にとどまらず、更なる継続性のあるつな

がりの場として、フォーラムを開催する。 

 

１．２ 開催概要 

日 時 平成 30年 10月 20日（土） 

    第１部 意見交換会 11:00～12:00 

        第２部 エシカル・ラボ in 山口 13:00～15:50 

場 所 セントコア山口 

    山口県山口市湯田温泉３－２－７ 

    第１部 意見交換会 ２階アメジスト 

        第２部 エシカル・ラボ in 山口 ２階サファイア 

参加者 第１部 関係者 19名 

登壇者、消費者啓発標語表彰式受賞者、受賞者関係者、一般申込者、他 計 146名 
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１．３ 第２部「エシカル・ラボ in 山口」プログラム 

時間 プログラム 登壇者 

第１部 

13：00- 

13：05 
開会挨拶 消費者庁 審議官 高島 竜祐 

13：05- 

13：25 

基調講演 

「「エシカル消費」はじめの一歩」 

エシカル インスティチュート なごや

副代表 三輪 昭子氏

第２部  山口でも発見！エシカル消費（コーディネーター：今村 主税氏） 

13：25-

13：45 
「食から考えるエシカル消費」 

山口県立大学 看護栄養学部栄養学科 

准教授 今村 主税氏 

13：45-

13：55 
「お買い物から考えるエシカル」 

山口県消費者団体連絡協議会 

蔵田 奈穂子氏 

13：55- 

14：05 
「ごみの減量から考えるエシカル」 

山口県環境生活部 

廃棄物・リサイクル対策課 

主任 橋本 浩太郎 

14：05-

14：15 
「フェアトレードをもっと身近に！」 

フェアトレード雑貨＆カフェ souq

（スーク） 松浦 和子氏

14：15-

14：25 

「「消費」それは選択 

～今、求められる選び取る力～」 

山口県地域消費者団体連絡協議会 

会長 吉冨 崇子氏 

第３部  若者が育む「エシカルの芽」 

14：30-

14：50 
「YPU TFTから発信するエシカル消費で国際協力」 

ＹＰＵ ＴＦＴ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

山口県立大学 准教授 進藤 優子氏 

ＹＰＵ ＴＦＴ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

部長 井上 沙織氏 

ＹＰＵ ＴＦＴ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

副部長 崎山 雅氏 

14：50-

15：10 
「SGHに取り組む中で出会った「エシカル消費」」 

山口県立宇部高等学校 探究科 

担当教諭 佐貫 誠氏 

山口県立宇部高等学校 探究科２年 

浅上 清司氏、山縣 青空氏、 

中原 旺祐氏 

第４部 

15：20-

15：45 

山口県知事挨拶 

消費者啓発標語 表彰式 

「ちょるる」の「消費者教育推進大使」委嘱式 

山口エシカル宣言 

京都府へのエシカルバトン引継ぎセレモニー 

山口県知事 村岡 嗣政 

消費者庁 審議官 高島 竜祐 

山口県環境生活部 部長 佐伯 彰二 

京都府府民生活部 副部長 磯﨑 弘規 

15：45-

15：50 
閉会挨拶 山口県環境生活部 部長 佐伯 彰二

15：50 閉会 
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＜第１部＞ 

開会挨拶 

高島 竜祐 消費者庁 審議官 
 

ご紹介いただきました、消費者庁高島と申し

ます。本日は土曜日にも関わらず、「エシカル・

ラボ in 山口」を開催いたしましたところ、こ

のようにたくさんお集まりをいただきまして、

大変ありがとうございます。また、山口県には、

構想段階より大変なご尽力を賜り、おかげ様で

このように「エシカル・ラボ in 山口」を開会

することができました。改めて御礼を申し上げ

ます。 

さて、「エシカル消費」という言葉ですが、なかなか初めて聞いたというような方もいら

っしゃるのではないかと思います。「エシカル消費」というと、「倫理的消費」ということで、

とても難しい言葉のように感じられるかも知れません。地産地消、フェアトレード、あるい

は被災地の産品の購入、それから山口県は、非常に熱心にフードバンクをやっておられます

が、フードバンクやごみの削減活動。このような活動・社会的課題に、消費者の普段の生活

の中の消費行動が、どう結びつくかということを、一人ひとりの消費者の方にお考えいただ

きたい、いうのが「エシカル消費」ということであります。 

決して難しいことではない、毎日誰もが消費者として行っていることの中に一つの視点

を盛り込んでいただきたいなという一つの運動であります。特に最近、新聞紙上などで、海

洋へのプラスチック投棄が大きな問題になっており、そのようなことの解決にむけて、マイ

バッグを持つことや、過剰な包装を避ける、といったことも大事なエシカル消費の要素では

ないかという風に思います。 

このエシカル・ラボは、全国各地でと思っておりますが、まだそれほど歴史のある取り組

みではありません。私ども消費者庁も、これを広げるべく、活動し始めてまだそんなに長い

時間は経っておりません。早い時期にここ山口県で開催することができて、大変嬉しく思っ

ております。 
そして今日は、「地方消費者フォーラム」という別の催し物と合わせての開催とさせてい

ただきました。どの地域でも消費者団体や学校関係、教育関係の方、あるいは行政の様々な

部門の方、色々な活動をしてらっしゃいます。エシカル消費という視点から見て、関係者は

実は非常に幅広いと思います。消費者行政の狭い意味でエシカル消費というものを捉えず

に、大きな運動にしていきたいと思っております。 
今日ここに行われます「エシカル・ラボ in 山口」が、皆さまお一人おひとりにとって、

こんな活動をうちの県でもしている人がいる、ということを発見する、いい機会にしていた
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だきたい。そして、今日一日でお終いということではなく、ぜひこの山口の地でエシカル消

費を推進しよういうことが根付いていきますことを心から期待いたしまして、私のご挨拶

にさせていただきます。本日は本当にありがとうございます。 
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＜第１部＞ 

基調講演「「エシカル消費」はじめの一歩」 

三輪 昭子氏 エシカル インスティチュート なごや 副代表 
 

皆さま、こんにちは。私、先ほど紹介いただ

きました、みわ しょうこ（三輪 昭子）と申

します。三輪 昭子の「しょう」の字は、昭和

の昭です。最初に初めて私の名前を漢字でご覧

になる方は、三輪あきこさんということをよく

言います。私はその度に昭和時代だから昭子だ

よということを言いながら、自己紹介していま

す。 
 
さて、私は名古屋にあります、エシカル インスティチュート なごやで副代表をしており

ます。色々なところで、「エシカルってどんなこと？」「エシカル消費やってみたらいい」と

いうような話について、市民を相手に講演などをしております。 
その中で本日は私どもの活動の様子を少しだけご紹介しながら、「「エシカル消費」はじめ

の一歩」というタイトルでお話をさせていただきます。「はじめの一歩」というのは、私が

このエシカル消費について考える重要な要素を含んでいます。それについては最後にお話

をします。与えられた時間は 20 分でそんなに多くはありません。その中でまず、エシカル

消費についての知識、後半は実践に結び付けられるようなことについてお話を進めていき

たいと思います。 
先ほどもお話しましたように、私はエシカル インスティチュート なごやで副代表をし

ております。スクリーン中央に、英語で「ソーシャル・グッド・ビー（Social Good Be）」 
ということを書いておりますが、これは私どもの組織の運動の合言葉です。「Social Good 
Be」というのは日本語でどう訳したらいいのというようなことが言われます。その度に「私

も社会も幸せになることだよ」とお話をしています。 
そして、私たちが活動の拠点にしている名古屋です。最近、名古屋では非常に印象の悪い

ことが言われます。最も訪れたくない街、あるいは最も魅力のない街ということが言われま

す。ですが、私たちの住む名古屋はそんなところなの？と思います。と言いますのは、最近

になり、日本の各都市が非常に魅力のある都市ということで世界中に話題になっています。

世界中に話題というのは少し言い過ぎかもしれませんが、アメリカの旅行雑誌で、日本の三

つの都市が魅力的だということで紹介されました。一位は皆さまもよくご存じの京都です。

そして２位が東京です。３位が大阪です。全体で大阪が 12 位です。で、ご存じのように京

都は１位で、で東京が２位か３位だったかもしれません。そのようなランキングが出ていま

す。え、名古屋ってないの？ということで 20 位以下を探しましたけども、実は残念ながら
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名古屋はありませんでした。 
でも、そんな名古屋市は 2015 年 9 月 19 日からフェアトレードタウンになっています。

ここにニックニュースというものを載せていますが、これは名古屋市の国際センターが作

っているものです。高校生を中心にフェアトレードの運動をしています。このフェアトレー

ドタウンという言葉、これから第２部の方で話題になるかもしれません。フェアトレードは

どんなものかということをここでは詳しくは言いません。フェアトレードタウンと言いま

すのは、フェアトレードを地域ぐるみで応援していこうという試みです。こういう若い人た

ちがフェアトレードタウンで、フェアトレードを進めていくということはどういうことな

のか、ということについては後ほどお話をしていただけると思います。 
そんなフェアトレードタウンにいる私たちですが、エシカルインスティチュートなごや

では、そのフェアトレードタウンではまだまだ不十分、エシカルなことについて注目できる

ような、「エシカルタウン」にしていこうと、考えております。でもこれはやみくもにやる

ものではありません。どうやったらいいのか、非常に悩むところなのですが、名古屋らしい

方法で進めていきたいなと思っています。 
私共の団体、エシカルインスティチュートなごやといいまして、そのなごやという文字は

漢字ではなく「ひらがな」です。なぜ、ひらがなにしているのか。漢字で書くとちょっと堅

い名古屋というイメージになりますけども、ひらがなのなごやというのは「なごやか」の「な

ごや」。そういった意味で、その地域の特性に合わせて、この形を決めていければいいと思

い、その言葉を使っています。 
それでは、エシカルという言葉が最初の開会のご挨拶から何度か出てきています。私も

「エシカルタウン」というような言葉を使っておりますけれども、エシカルというのはどん

な意味を持っているのでしょうか。いろいろな資料を見ていますと、非常に長い説明で書い

てあります。こちらの冊子でも表紙に、「エシカルは英語で倫理的、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エシカル消費（倫理的消費）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。」と書いておりますが、非常に長いですね。 
私どもの組織では、もう少し短くしようということで、この４行で示すようにしました。

大事なのは、２行目に書いてあるところです。それを説明するのが、前後になります。大事

なのは消費の時に人や社会、そして地球、これは環境ということになると思いますけれども、

それを考えた、倫理的に正しい消費やライフスタイルというところまで含んでいます。ライ

フスタイルというのは生活様式のことですね。生活のちょっとした工夫で、エシカルにして

いけるという意味を持っています。 
それから私たちは、普通こういう時にエコを中心として環境問題に対応していこうとい

うことが多いです。けれどもエコだけでなく、フェアトレードタウンが示しているようにフ

ェアトレード、そして冒頭のご挨拶のところでもお話がありましたが、日本では非常に自然

災害が最近多いです。その被災地支援も含めた社会貢献、そういったものも含んでいるとい
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うことです。実は本日、私は肩にハートマークのブローチをつけてきました。これはあの東

日本大震災の時にいろいろと痛手を負った宮城県でやっている、手作りのイーストループ

（EAST LOOP）というハート形の手編みのブローチです。こういうものを購入しながら、

その人たちの気持ちを考えて、生活に取り入れていこうと思っています。 
さて、それではここから実践編です。実践編というのは、皆さんに少し考えて行動を起こ

していただきたいということです。では皆さん、考えてみましょう。例えば消費をするとき、

これはお買い物をする時という言い方をした方が良いかもしれません。皆さんたちが買う

ということを決めるものは一体何でしょうか。その基準はありますか。考えてみましょう。 
漠然とした言い方ですので、分かりにくいかもしれません。そこで、皆さんに究極の選択

をしていただきたいと思います。究極の選択は二者択一です。「愛とお金とあなたたちはど

っち？」というものです。 
皆さんのお手元にある資料には非常にいろいろなものがありますが、その中の後ろの方

に赤で印刷された「愛です」というものと、黄色で印刷された「お金です」というものがあ

ります。この２枚で皆さんの意志表示をしていただきたいと思います。さて、皆さんは愛で

すか、お金ですか。はい、それではせーのということで皆さんたちの気持ちを挙げてくださ

い。それではいちにのさん。はい、挙げてください。 
遠慮がちな方もいらっしゃいますね。まだまだ見つからないという方もいらっしゃいま

す。だんだん愛が増えて来ているような気がします。みなさん愛ですか、それともお金です

か。後ろの方はお金ですというような方が目立ちますね、現実どうなのでしょう。はい、あ

りがとうございます。結構愛が多いという感じがしましたが、そうじゃないということを言

っている人たちもいました。 
さて、これについて一体何を言いたいのか、説明します。広告の会社で毎年行われている

統計があります。「信じるものは何ですか」というもので、たくさんの信じるものがあると

思うのですが、その中で、２つ抽出しました。統計では「愛というのがこの黄色」、そして

「お金というのが、黄緑色」と言ったらいいのでしょうか。これよく見ていただくと、「愛

の方が、下がっています」というような状態です。それに対してお金の方は上昇しています。

交わっているところを見てみると、2014 年からそのような傾向があるということが分かり

ました。 
これは博報堂がやっている統計なのですが、「どういうものが信じられるものか」という

ことが分かります。一位は人の善意という年が多いです。1994 年のところでは愛が多いで

すね。で、それに対して下の方をまたずっと見ていきますと、４位くらいにお金というもの

がありますね。このころはまだまだ愛だったということですね。それがだんだんだんだん変

わって、この 2014 年からはお金と愛が逆転してしまいます。残念です。この年なにかあっ

たかもしれませんね。どうなのでしょう。 
私は、愛を最初に今日は挙げさせていただきましたが、皆さんは、いやいや愛と言っても、

本当はお金の方が大事でしょうということをよく考えると思います。世の中には、お金が大
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事でそれがないと生活していけないという現実的なお話もありますね。けれどよく考えて

みると、お金にこだわっていたら、お金が貯まっても、そのお金を有効に使えなくてかえっ

て苦しむことがある。逆にお金を持っていると、そのお金を利用されてしまう、自分ではな

く他の人に。そんなことがあると、嫌な気分になりますね。幸せな気持ちにはなれません。 
しかし、愛というものが優先されれば、気持ちはどうでしょうか。お金が大事ということ

を言っているよりも、愛が大事だと言っている方が、豊かになって幸せになれるような気が

しますね。私はそう考えて、この世の中にたくさんの愛をつくっていきたいなと思っていま

す。 
「愛を大切にする、そのメリットはなんでしょう」といった時に、エシカル消費は愛をも

ってできると思います。行動していただくためには、愛をもって消費活動を考えることが必

要です。自分が何か買おうと思ったときに、その「買う」ということの決め手が、誰かに対

する愛、あるいは被災地に対する愛、地産地消ということだったら地元の地方に対する愛、

というようにこだわってものを買う。そうすると、少しずつ世の中、社会が変わっていくの

ではないかと思います。 
そういうものは、頭の中で考えているだけでは何も始まりません。これから少しずつ皆さ

んたちに、実際に買うというような行動を起こしていただく。「行動を起こしていただかな

いとエシカル消費は始まりません。」全ての方たちがそうだなあと思っておられると思いま

す。いかがでしょうか。 
環境教育もそうですが、このような消費者教育においても、知識だけではだめなのです。

でも、知識がないとよく分からないです。だから知識を学ぶことは大事です。けれども、そ

の知識をもとにして行動することが大事なのです。ですから、今日の「はじめの一歩」とい

うのはエシカル消費ということを知ってもらって、そこから今日、この場所を出たら、次は

一歩進めて行動していただきたい。そのような思いで、タイトルをつけさせていただきまし

た。今日はどうもご清聴ありがとうございました。 
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＜第２部＞山口でも発見！エシカル消費 

食から考えるエシカル消費 

今村 主税氏 山口県立大学 看護栄養学部栄養学科 准教授 

 

ご紹介にあずかりました、山口県立大学の今村 

主税と申します。どうぞよろしくお願い致します。

本日は、実際に山口県内でエシカル消費に関する

様々な活動を進めておられる方々にお集まりいた

だきました。行政、消費者団体、事業者のそれぞれ

の立場で考える「エシカル」について、ご紹介を頂

きたいと思います。 
まず私の方から、「食から考えるエシカル消費」と題しまして 20 分程度お話をさせてい

ただきます。その後、皆さまの方からご紹介を頂きたいと思います。 
それでは「食から考えるエシカル消費」ということで、お話を始めさせていただきたいと

思います。少し難しい言葉も中には出てきますが、是非この機会に覚えていただきたいと思

います。 
まず、このスライドをみていただくと、地球がたくさん書いてあります。ここに書いてあ

る地球、私たちの未来の世代。私たちの子どもや孫あるいはその先の世代です。そういった

未来の人たちが私たちと同じような、基本的に生活に困らない、やりたいことがある程度で

きるような、そこに使う資源やエネルギーの量があります。未来の人たちが私たちと同じよ

うに使える量を確保しながら、私たちの世代もしっかりと基本的な生活ができる、その生活

に必要な資源の量というのを地球１個分で表してあります。 
堅苦しい言葉で言うと、持続可能な範囲で１年間に使える資源の量を地球１個分として

書いてあります。ここに、1.3 個分くらいの地球が書いてありますね。これは横軸が西暦に

なっており、2008 年ごろですかね、すでに地球 1.3 個分を私たちは消費をしているという

絵になっております。そしてそこから線が伸びていて、現在、2018 年ですね、すでに地球

1.7 個分くらい消費をしているという数字が出ております。すなわち私たちは、このままい

くと持続可能ではない、持続不可能な社会に生きているということになっています。 
そして、日本人に限って言うと、地球 2.9 個分を毎年消費している。衝撃的な数字だと思

います。当然使えるのは地球１個分のはずなのに、1.9 個分さらに余分に使っています。こ

の余分に使っている 1.9 個分、私たちは未来の世代から前借りをして使っているという状況

にあります。 
こういった持続不可能な状況にあるわけなのですが、それを解決しようと国連が 2015 年

に 17 の目標を採択しました。「持続可能な開発目標」、SDGs という言葉を聞かれたことが

ある方もいらっしゃるかと思います。最近は新聞、テレビ等でもたくさんこの言葉が出てく

るようになってまいりました。ここには貧困、飢餓、あるいは健康、教育、人権、ジェンダ
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ーの問題、衛生の問題、エネルギーあるいは産業、それから街づくり、これは生産者・消費

者の責任という話です、地球温暖化や生態系の破壊、それから平和パートナーシップという

2030 年に向けての 17 の目標というのが作られております。 
今日の話題であるエシカル消費、この部分について言いますと、12 番目に、「作る責任、

使う責任」という目標がございます。ただ、エシカル消費はここの部分だけかと言いますと、

消費に関することでいうと、17 の目標の色々なところに関係しております。 
今日の私の話は、食に関連するところですので、食から見ていこうと思います。先ほどの

SDGs の 17 の目標は、その下にさらに 169 個のターゲット、具体的な目標が設定されてい

ます。その中に 12 番目の「作る責任、使う責任」という目標の中に、一人当たりの食品の

廃棄を半減させる。2030 年までに一人当たりの食品廃棄を半分に減らす、そして、食品ロ

スを減少させるという目標が掲げられています。 
この目標についてみますと、これから 2050 年さらには 2100 年に向けて、地球上の人類

の人口はどんどん増えていくと予測されています。2050 年には 90 億人以上になってしま

う。現在 75 億くらいですかね。さらに 15 億も増えるという話です。 
そうすると、食料を生産する土地がなくなってきます。というわけで、できるだけ少ない

資源でたくさんの食料を作るということが大切になってきます。つまり資源生産性を高め

ていかなくてはいけない。そのためには技術の向上やイノベーションが必要と言われてい

ます。 
それから天然資源です。天然資源の持続可能な範囲、特に最近でいうとマグロやウナギな

ど絶滅危惧種に指定されたという話を聞かれたことがある方も多いかと思います。そうい

った天然資源を管理しながら、絶滅しないように利用していかないといけない。 
それから気候変動対策です。食品の廃棄物、廃棄をするときだけではなく、生産、流通、

販売、消費と色々なところで食品が廃棄されています。その廃棄に伴い、たくさんの二酸化

炭素、温室効果ガスが発生をしています。ということは、食品の廃棄も温暖化につながって

いるわけです。そういった意味で、この 12 番の目標は 13 の気候変動にも関わりがありま

す。 
あるいは、飢餓、貧困にも当然関わりがあります。そしてこの食品の廃棄を減らすために

は教育が必要です。それと同時にイノベーション、技術開発、技術革新が必要だと言われて

います。 
そして、それは誰かがやればいいわけではありません。企業だけ、あるいは自治体だけ、

政府だけがやるだけではだめです。皆さんも一緒にやりましょう。いろんな主体が協力をし

てやらないとこの目標を達成できない、ということでパートナーシップも強化しなければ

なりません。 
では、私たちが日ごろ食べているものが一体どうやって作られているのか、皆さん知って

いますか。例えば牛、豚、鶏。どんな飼育環境でこれらの動物が育てられているのか、どん

な飼料か与えられているか。あるいは魚介類、天然や養殖がありますが、資源管理がちゃん

14



とされているのか。あるいは、漁の方法や養殖の方法によっては環境破壊していないか。農

作物については、遺伝子組換えの農作物を使っていないか。あるいはどんな農薬を使ってい

るか。 
それから家畜を育てるときに、どんな環境で育てられているか。皆さん、卵は毎日食べて

いると思います。その卵を産む鶏、どんな風に飼育をされているか、ご存じの方いらっしゃ

るでしょうか。日本では多くの鶏が B５サイズ、今日の資料よりも小さい面積のサイズのケ

ージの中で育てられていたり、豚にしても同じように自分の体よりも狭いくらいのケージ

の中で育てられています。あるいは最近話題になりました、イルカショーを見て不快に思わ

れた外国人の方がいらっしゃいました。日本人はイルカショーを喜んで見ていますが、海外

の人は、イルカショーはイルカの虐待だと思われる方もいらっしゃいます。 
それから資源の側面でいいますと、パームオイル、ヤシ油ですね。皆さん毎日お世話にな

っていると思います。どんなところに使われているかご存知ですか。食べ物、石鹸、洗剤、

化粧品などいろんなところに使われています。そのパームオイルを作るためには、パームヤ

シのプランテーションを作ります。そこでは熱帯雨林が破壊されたり、そこに住んでいた生

き物たちが追い出されたり、そんなことが起きています。 
マグロについては先ほど話をしましたね。生産をされている方、そこでは児童労働がされ

ていないか、子ども達が働かされていないか。あるいはちゃんと賃金が払われているか。安

い賃金で働かされたり、劣悪な環境で働かされたりしていないか。それから、化学物質、ど

んな農薬が使われているか、どんな飼料が使われているか。それから気候変動、地球温暖化

の問題ですね。エネルギーがどれくらい使われているか。無駄にエネルギーを使って生産さ

れていないか。 
今地球温暖化が進行しています。気候変動が進行していますよね。皆さんも今年の夏は身

に染みて感じられた方もいらっしゃると思います。それによって、作物を生産する土地がど

んどん変わってきている。ここにはリンゴの例で示してありますけれども、赤いところがリ

ンゴ生産の適地であったのが、2060 年にはどんどん北の方に行って北海道あたりになるか

もしれません。 
最後に食品廃棄物、食品ロスいうことで、まず廃棄物については、食品だけではなくて、

先ほど最初のご紹介にありましたプラスチックの問題もあります。ライフスタイルの変化

によって、私たちはどんどん廃棄物を出すようなライフスタイルになってしまいました。 
それから、食品ロスついては食べられるのにまだ捨てられている、そんな食品がたくさん

ある。しかも日本は食品自給率が 38％です。私たちは、６割が海外で生産された食品を口

にしているわけですよね。そんな中で無駄な食品がたくさん出ているという状況になって

います。国内ではだいたい 646 万トンという食品ロスが出ています。それが山口県内では

なんと 7.1 万トン。１人１日あたりおにぎり１個分毎日捨てているという状況です。 
それから、食品ロスと地球温暖化。先ほど話しましたように、生産されたあと、最後に消

費者が廃棄、つまり食べずに廃棄してしまったら、これだけたくさんエネルギーや資源を使
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ったのに全部無駄になってしまう。結果として、環境破壊あるいは地球温暖化が進行してし

まう。 
こういった食品ロスを削減するために、様々な主体に共通してできる取り組みとして、

「フードバンク」という活動があります。「フードバンク」は初めて聞く方もいらっしゃる

かもしれません。簡単に説明しますと、家庭や学校などいろんなところで、例えば家庭だと

買いすぎてしまった、あるいは頂いたけどうちでは食べないという食品、企業・学校では災

害備蓄品があります。食品関連の企業では、中身は問題ないけれど、パッケージの印刷ミス

や、パッケージが潰れちゃって売れない、そんなものが出たりします。そういったものをフ

ードバンクに寄付いただくと、食品ロスの削減となります。フードバンクは、その食料を活

用して生活困窮者に食料の支援をするということをやっています。 
日本では貧富の格差が大きくなってきているのは、みなさんもニュース等で聞かれてい

ると思います。６、７人に１人の方が相対的貧困というふうに言われています。そういった

方々を支援するために、無駄になっている食品を集めて支援をするという活動を山口でも

やっております。 
エシカル消費については、先ほど三輪様からとても分かりやすい説明をしていただきま

した。ここではもう重ねて説明はいたしませんが、エシカル○○という言葉たくさん出てき

ております。どれか一つくらいもしかしたら聞いたことあるかなという方もいらっしゃる

かと思います。 
その選択をするための一つの手段が、こういったマークを頼りにしていただくことが必

要になってまいります。見たことないというマークももしかしたらこの中にあるかもしれ

ませんが、名前だけ言っておきます。エコマーク、有機ジャスマーク、レインフォレストア

ライアンス、FSC 持続可能な森林を使った木材の認証です、それから海のエコラベル MSC
認証というのがあります。フェアトレードは先ほど三輪様のお話に出てきましたね。それか

ら持続可能なパームオイルの認証。 
こういった認証をされた製品を買うことは、社会に対してそれを投票するということに

なります。みなさんが消費した結果として今の社会があります。その社会の中で、環境問題

であったり人権の問題であったり、いろんなものが出てきます。それが皆さんの消費の結果

として、実現した社会です。ということは裏を返せば、私たちの消費行動を変えることによ

って未来の社会を変えることができると考えていただければいいかなと思います。 
最後に、東京海洋大学の松川先生が、「自分が消費をすることで弱者や未来の人の人権を、

権利を奪わない。」とおっしゃいました。私たちが消費をすることによって誰かが困った思

いをしている。そんな消費は、私たちにとっても嬉しくないですよね。というわけで、皆さ

んにもエシカル消費をぜひ実行していただきたいと思います。少し長くなりましたがこれ

で私のお話を終わります。続きまして、山口県消費者団体連絡協議会 蔵田 奈穂子様より

ご発表いただきます。蔵田様、よろしくお願いいたします。  
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＜第２部＞山口でも発見！エシカル消費 

お買い物から考えるエシカル 

蔵田 奈穂子氏 山口県消費者団体連絡協議会 
 

皆さんこんにちは。蔵田と申します。本日は

よろしくお願いいたします。 
三輪先生、今村先生と立派なお話が二つも続

きましたので、私が今日この発表を引き受ける

にあたり、箸休めの発表でいいよと言われまし

たので、気楽な気持ちで聞いていただければと

思います。 
 
私今消団連の会員という立場で、ここに立たせていただいておりますが、生活協同組合コ

ープやまぐちの活動をしております。本日は、コープやまぐちの組合員活動の紹介や活動を

通して感じたことをお話できたらなと思っております。 
皆さんは、「エシカル」をご存知ですよね。今日この場にいらっしゃる方はもうしっかり

分かってらっしゃることだと思いますが、私たちコープやまぐちの組合員の中では、「エシ

カルってなに」という人が結構いらっしゃいました。言葉自体とても認知度が低かったのが

現実です。かくいう私もその一人でした。エシカルのことを勉強し始めてまだ１年、２年で

す。 
エシカル消費は、先ほどから話にありますように、「倫理的な消費、倫理的」と訳されて

いますが、じゃあ倫理的って何だろうと皆さん言われます。難しいことを言われてもわから

ない、そこで、コープやまぐちとしても、エシカルについて皆さんに分かりやすく伝えて知

ってもらうためにはどうしたらよいか、そういうことを今年頑張っていこうとして活動を

始めました。 
まずは、ありきたりですが、学習会の開催です。日本生協連の方に来ていただいて、活動

を推進する立場のリーダーの方がまず学習をしました。えっと SDGs についても学びまし

た。先ほどの今村先生の話よりもっと難しかったので、理解ができなかったというのが本当

なのですが、聞いてもわからないなら、言葉で理解するよりも実感してもらおうということ

で「やってみようお買い物ゲーム。」で、皆さんも少し考えてください。 
これからポテトチップスの映像を出します。これは実際にやったものです。宇部高校の学

生さん、ポテトチップスを買うとき、何を基準に買われますか。例えばこの中から何を買い

ますか。これが、80 グラム 98 円。グラム数、値段などでちょっと見てみてください。こち

らがコープの商品なのですが、選んでいただいたのは、生協だからこれはいいというものだ

けではありません。一般的にスーパーにおいてある商品をみなさんの中に選んでいただき

ました。これはちょっとポテトチップスとは違いますが、ポテトの関連品ということで載せ

17



ております。こういった商品と、この買い物リストを見ていただいて、皆さんなら何を買う

ということでお買い物ゲームしていただきました。当日は実物も置いていましたので、手に

取ってみることもできました。うちの理事長も参加して、みんなこういう風に取りながら選

びました。さあ、ゲームスタートです。 
ステップ１では、パッケージの写真を見ながら、自分なら何を買うかを考えます。あなた

なら何を基準に選びますか。この写真とても楽しそうに写っていますが、実際に参加者の方

はとても楽しかったとおっしゃっていました。この写真はとても真剣に選んでいるグルー

プが写っていますが、このように皆さんの中で、何を買うかを考えていただきました。 
ステップ２では、グループ内でそれぞれ自分が何を選んだか、理由と共に話し合い、１つ

の商品に決めていただきました。この話し合いでは、味ならこれ、50 代の職員もいますか

ら塩分量が少ないのはこれ、値段はこれがお得だ、芋はやっぱり国産じゃないと等の意見や、

米油使っている等、今村先生の話にありましたようなターム油の問題などをよくご存じの

方のご意見など、様々な意見が出ました。 
ステップ３では決まった商品を、グループごとに発表してもらいました。あるグループが

選んだのはこれです。理由は唯一、包装にプラスチックを使用していないからということで

した。それも一理あるねというふうに皆さんが頷いていらっしゃいました。で、各グループ

から私はこれ、私はこれと出てきました。学生さん、何選びますか。安いのとか、お小遣い

で買える、たくさん食べられるという意見はあったと思います。 
最後に正解発表ということで、正解は実はなしというふうに私は発表しました。そこで、

よくご存じの方は「やっぱりね」という感じでした。いつもベストなものを選ぶことはでき

ません。そんなときはベターなものを選びましょう。知らないで買うよりは、知って買いま

しょう。先ほど三輪先生、野村先生のお話があった通りです。いつものお買い物でできるエ

シカル消費を考えましょうということでした。今回は、ポテトチップスでしたのでだいたい

100 円から高くても 200 円もいきません。これがいいなと思えばすぐ切り替えられます。 
では、Ｔシャツを買うときはどうでしょう。値段、素材、縫製いろいろあるかと思います。

私がエシカルの学習をするため、最初の段階で別の学習会に出たときは、T シャツや紅茶な

ど、もっと値段の幅があるものでお買い物ゲームをさせられました。そうすると迷います。

1000 円もしない T シャツと、３千円以上する T シャツを考えると、子どものようにどんど

んサイズが変わる人のために、そんなに高い T シャツは買えない。これがオーガニックで

良いのはわかっているけれど買えない。これが、良いと分かっていても、いつもそれが購入

できるとは限らないという、正解がないということに関連するのだと思います。できる範囲

でよりよい選択をする。それがエシカルのポイントだというふうにその際にも習いました。 
皆さんは、お買い物をするときこのようなことを気にして買ってらっしゃいますか。さっ

き今村先生もしっかりお話をされていたので、このところについてはお分かりいただける

かと思います。私たちの学習会でもそういったことを皆さんに知っていただけるようにポ

スターの展示や商品の紹介をさせていただきました。 
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お店でも商品の紹介をしていますし、組合員にお知らせするカタログでも特集ページを

組んでいます。もちろん情報誌や広報でもお知らせをして、皆さんに知っていただくための

取り組みをしております。先ほど今村先生がおっしゃったような過程、生産・流通・消費・

廃棄・リサイクルという過程でエシカルということを考えていこうということを、皆さんに

どんどんお知らせしていくようにしております。 
普通のお買い物を、おいしいから安いからっていうだけではなく、地球や環境、人々にど

んな影響があるかということを考えて買う。自分のため、から誰かのためのお買い物へとい

うこと。さきほど今村先生もおっしゃっていましたが、エシカルとは、影響をしっかりと考

えることです。私が勉強を始めた時、末吉里花さんの「はじめてのエシカル」と言う本で読

んで、とても分かりやすい言葉だなと思って、これをことあるごとにみんなに伝えています。 
皆さんのご家庭にもおそらくたくさんこういった商品があると思います。さきほどご紹

介がありました FSC のマークやフェアトレードのマーク、これはたくさんの商品について

いるのですが、知らず知らずに買っている方もたくさんいると思います。そういったものを、

今度からお買い物をするときに、「この前こんな話聞いたな」と気をつけて買っていただけ

ればと思います。それが、エシカル消費、三輪先生がおっしゃっていたはじめの一歩にあた

るのではないでしょうか。そこが、普段のお買い物から考えるエシカル、そうすると今日の

タイトルである、「あなたの消費が世界の未来を変える」ということになると思います。今

日来ていただいた皆さま、周りの人にエシカルを伝えて、みんなで一緒に取り組んでいけた

らいいなと思います。本日はご清聴ありがとうございました。 
 
【今村氏】 

蔵田さまありがとうございました。お買い物ゲームを通して、自分で選択をする場面を考

えていただきました。今までだったら安いものを選んでいたけれど、もう一歩先を行って、

社会、環境、人への影響を考えて消費をしていく。すでに皆さんやっていることもあろうか

と思います。できる範囲でより良い選択をしていこうということでございました。 
では続きまして、山口県環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 主任 橋本 浩太郎様、

よろしくお願いいたします。 
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＜第２部＞山口でも発見！エシカル消費 

ごみの減量から考えるエシカル 

橋本 浩太郎氏 山口県環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 主任 
 

皆さんこんにちは。山口県廃棄物・リサイク

ル対策課の橋本です。事例発表が多く、どれく

らいメッセージをお伝えできるかわからない

ですが、三輪先生の基調講演にとても共感する

ところがあり、事例発表ではありますが、まず

初めの一歩を踏み出すきっかけづくりができ

ればいいなと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
では、「ごみの減量化とエシカル消費」ということで、具体的にはどんなことだろうと考

えてみました。エシカル消費は、環境に配慮した消費行動が含まれると思います。その中で

食品ロスの削減や容器包装廃棄物の減量につながります。 
例えば食品ロスの削減ついては、すぐに消費するものであれば、消費期限の短いものから

買おうということや、容器包装廃棄物の削減ということで、海洋プラスチックを考慮して、

レジ袋有料化をしましょうということがトレンドかなと思います。私は、包装に無駄のない

環境に配慮した製品を購入する、レジ袋を辞退してマイバックを持参するというのがエシ

カル消費、ごみの減量化イコールエシカル消費になるのかなと思っています。 
では、今山口県のごみはどうなっているのか、一般廃棄物と書いていますが、簡単に家庭

ごみと考えていただき、その現状を知っていただいたうえで我々はどういうふうな取り組

みをしているか。さらに、エシカル消費とちょっと繋がりやすいかなという二つの取り組み

について紹介させていただこうかなと思います。 
資料にはいろいろと数値が書いてありますが、ポイントはこの課題のところに尽きます。

山口県はごみの家庭排出量が全国平均を上回っています。つまり、全国平均よりみんな家庭

ごみを出しているのです。１人１日あたり平均 508 グラムに対して 529 グラム、これは全

国でいうと 27 位です。これでもよくなった方で、少し前は 30 位台でした。皆様のご協力

の上で、少しずつごみは減っていると思っています。 
ただ、まだ平均より多いので、我々がやっていることは、県民の皆様に参加していただき、

３R をしていくことです。具体的には皆様が親しみやすいフレーズを使ったごみ減量化キ

ャンペーンです。親しみやすいフレーズということで私たちが考えたのが、「ぶちエコ山口」

です。「ぶち」とは英語で very、とてもという意味の方言です。「ぶちエコ山口ごみ減量化

キャンペーン」ということで、「山口でごみ減量化を進めていこう」というメッセージです。 
ただ、そのごみ減量化キャンペーンを我々だけでやっていくのではなく、より情報発信力

の高い皆さまと協力させていただき、お互いの強みを生かして相乗効果のある啓発をした
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いということで進めております。 
具体的にはこのスライドでございますが、１つが J２レノファ山口、もう１つが地元アイ

ドルです。今年から、山口県住みます芸人がごみ減量化サポーターに就任していただき、い

ろんなシーンでごみ減量化を啓発いただいています。 
スライドでは見にくいですが、今年からお笑いの吉本興業にも県の事業に賛同し協力し

ていただいています。実際にやってみた感想としては、みんなとても喜んで笑顔になってく

れて、私たちの力だけではここまでそんな笑顔というのを引き出せるのかなとも思いまし

た。個人的にはこういう活動はこれからも大事だなと思っています。 
そしてこのあたりは先ほど今村先生の講演でお話いただいたので省略しますが、少し違

う表現で言うと、山口県の一食あたり平均５万人分の食べ残しが出ています。我々の課題と

して、この食べ残しを減らそうというのがあります。食べ残しを含め食品ロスを減らすとい

うのが、我々の課題と思っております。 
この課題に対する取り組み事例として、レノファが中心になって、「選手による食品ロス

削減メッセージ」を近年やっております。具体的には、給食時間の校内放送で、レノファの

選手や山口県住みます芸人のどさけんさんと山口ふく太郎ふく子さんなどから、食べ残し

を減らそうというメッセージと、加えて職業の観点からのメッセージも伝えています。例え

ばレノファの選手であったら、昔子どもの頃は好き嫌いがあって食べ残したけど、けがが多

くなってしまうというような。プロ選手になってそういうことをあの感じたので、そういう

食べ残しは減らさなきゃいけないよというような選手ならではのメッセージも込めて、学

校で放送していただいています。これは、県内の全小中学校に配布しておりまして、子供た

ちの食べ残しを減らす取り組みとなっております。 
合わせて、レノファの選手の方々に授業に出てもらうという取り組みです。食品ロス削減、

どうやったら食べ残しが減るかというようなことを考える授業に出てもらって、小学校３

年生が食べ残しを減らすにはどうやったらいいのみたいなことを選手と話したりしていま

す。あとは一緒に給食を食べるという取り組みで、これはディフェンダーとミッドフィルダ

ーの佐藤選手と福本選手が、子どもたちと一緒に給食を食べて、食べ残しを減らそうねとい

うメッセージを伝えていただいています。これは、子供たちの記憶や心にかなり響くようで、

ある子どもはナスが食べられなかったのが、レノファの選手が見ているから食べるという

ことがあったそうです。後からそういう報告が私のところにメールできたりして、個人的に

もやってよかったなと思っています。 
子どもたちにこういったことを伝えるというのはとても大事だと思います。将来大きく

なったらというのもありますし、家に帰って、お父さんお母さんに伝えていただける。子ど

もの言うことは親も聞くといったように広がっていく。そういうようなこともあり、こうい

ったことは地道に今後も継続できたらなと思っています。 
少し駆け足になりますが、他にもいろいろな活動をご紹介すると、今年度力を入れて取り

組んでいるのは、フードバンク活動における事業で、フードバンク山口の理事長でもある今
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村先生と一緒に色々な活動をしております。一つ目は、吉本興業の方々に「ごみ削減サポー

ター」になっていただいて、色々なイベントで啓発していただいています。また、フードバ

ンクポスト設置。こちらは県庁やアルク葵店、アトラス萩にも設置されているのですが、こ

のポストに食品を入れていただくと、社会福祉施設等に届けられるという取り組みです。ま

た、芸人のひょっこりはんにレノファ山口のホームゲームに来ていただいて、食品ロスを減

らそう、フードバンクにご協力をお願いしますというような呼びかけしていただきました。

このスタジアムには観客 4000 人くらい入っていて、この後には場外イベントも行いました

が 800 人程度来ていただき、皆さんに向けて食品ロスを減らそうよというメッセージを伝

えられたかなと思っています。 
もう一つ、レジ袋削減に向けた取り組みということで、今海洋プラスチックの問題でレジ

袋を減らすことが必要だと言われておりますが、実は山口県はこの活動がかなり進んでお

ります。レジ袋の削減については、辞退率もありますが、全国トップクラスを誇ると考えて

おります。例えば、山口大学の近くのスーパーで、学生の方から、「なぜレジ袋がもらえな

いのか」という苦情があるようで、それに対して、「山口県はこれがスタンダードですよ」

と伝えていただいているようなのですが、それくらい山口県はレジ袋の取り組みは進んで

いると思っています。 
限られた時間になっておりますので、残りはこういう取り組みをしていますというご紹

介になります。アイドルの方にご協力をいただいて、オリジナルソング「エコノミライ」、

マイバック運動、食べ残し削減を啓発するメッセージを伝える歌を作っていただいて、それ

を保育園のみんなと踊ったりもしております。 
最後になりますが、身近な取り組みを積み重ねるということが最終的には大きな効果を

生むのかなと思っております。エシカル消費にもつながるということで、ごみの減量化、「も

ったいないのこころ」を広げていくという取り組みを今後も地道にやってまいりたいと思

います。皆さんご協力、そしていろいろな方々への展開等よろしくお願いいたします。 
 
【今村氏】 

ありがとうございました。私たちの生活には切っても切り離せない廃棄物の減量に関す

るお話でした。私たちにとっては、一番身近なエシカルな行動、という内容だったかと思い

ます。吉本興業の芸人、あるいはレノファ山口の選手などを起用し、ターゲットを絞って効

果的に PR をしながら取り組みを進められているというお話でありました。 
続きまして、フェアトレード雑貨&カフェスークの松浦 和子様に発表をお願いいたしま

す。 
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＜第２部＞山口でも発見！エシカル消費 

フェアトレードをもっと身近に！ 

松浦 和子氏 フェアトレード雑貨＆カフェ souq（スーク） 
 

皆さんこんにちは。防府市でフェアトレード

雑貨などを扱うお店をやっております松浦和

子と申します。よろしくお願いいたします。今

日は、エシカル消費の中の「フェアトレード」

という切り口に特化して、10 分間ですが発表

させていただきたいと思います。 
 
まず皆さん、フェアトレードって聞いたこと

ございますか。頷いていただいている方もいらっしゃいますが、そうでない方もいらっしゃ

るようですね。いろんな調査がありますが、全国的に 29％程度の認知度と言われています。

フェアトレードは、一般的にどのように定義付けられているかと言うと、「途上国でつくら

れた作物や製品を適正な価格で継続的に取引することによって、生産者の自立を支える仕

組み」です。途上国とは、アジア、アフリカ、中南米などです。適正な価格というのは、不

当な買いたたきなどがない、児童労働がない等のいろいろな基準があります。そしてやはり

大事なのは、継続的に取引を続けることです。それによって生産者の自立を支える仕組みと

なります。 
私は、フェアトレードに関わり、自分の店を創業して丸４年経ちました。本日は、私がな

ぜフェアトレードに特化した店をやっているのか、フェアトレードの概要をご紹介してい

くお時間にしたいと思います。 
フェアトレードとは、直訳すると「公平な貿易」というふうに言われます。どんな商品の

流れになっているか、まあフェアトレードといっても一般的なものの流通・貿易と同じでは

ありますが、どういったものであるか、確認していきたいと思います。 
まずは途上国側に生産者の方がいらっしゃいます。フェアトレードでは、生産団体という、

現地生産者のグループ化を推進しています。そして間に入るフェアトレード団体、こちらが

その生産者団体の支援をします。このフェアトレード団体は日本国内もしくは相手国にあ

ります。そこを通じて、製品が消費者の方のお手元に届くという流れになっています。 
生産者から商品が届き、消費者から代金が支払われていくという流れではあるのですが、

私は小売りという立場でいるので、フェアトレード団体の方が輸入されたものを私は国内

で消費者の方に届けるということをお店でさせていただいております。 
では、フェアトレードが普通の取引と一体何が違うのか、簡単にご説明していきたいと思

います。まず、フェアトレードには、最低価格の保障があります。コーヒー、カカオ豆等の

いろいろな製品がありますが、個別に最低価格が決まっております。例えばコーヒーやカカ
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オ豆でいうと、途上国の実際の生産の現場ではなく、例えばロンドンやニューヨークといっ

た取引市場で価格が決まっているということもあり、実際の生産の現場の実情に合わせな

い価格の変動が起こったりします。最低価格の保証とは、取引市場で、何らかの影響があり

価格が暴落するということがあったとしても、それを保障するということです。 
また、先払いと持続的な取引というのを約束しています。私は、この先払いがとても大事

だなあと思います。小さな団体だと、農作物を生産するにしても、収入が入るまでの時間が

とてもかかってしまうので、とても重要なポイントになるのではないかと思います。 
また、商品の質を高めるための技術指導、商品力を高めるための開発等の支援もしていま

す。そして、有機農業などの推進、やはり、有機農法は環境への配慮というのもありますが、

生産者の健康を守るという視点でも重要だと思っています。こういったことがフェアトレ

ードの認証の基準の中にも入ってくるのですが、単純なものの売り買いだけではなく、生産

者の持続的な自立を生み出す手法に取り組む取引の形と言えます。 
 
援助についてのフェアトレードの考え方ですが、一時的な援助は、例えば紛争や災害が起

こった時にはとても重要な役割を占めるものではあります。しかし、長期的な視点に立った

時、援助ばかりで自立がしていけるかというとまた違った側面があります。フェアトレード

では、自分の力でお金を稼いで、子どもを学校に行かせる、そういったことができると、持

続的な発展につながっていくと考えています。これはウガンダの大統領のスピーチの一文

ですが、「アフリカは同情や援助が必要なのではない、私たちは世界の、世界との対等な貿

易のチャンスを必要としているのである。」つまり、技術や知識、チャンスがあれば、人は

その能力を発揮して、自立できる。フェアトレードはそれを信じているんじゃないかなとい

うふうに思います。 
では、どんなものがあるのかということですが、これは先ほどから何度も出ているフェア

トレード認証の商品についているマークです。コーヒー豆や、チョコレート、バナナやマン

ゴーなどの様々な果物、オーガニックコットンの衣類等、最近ではお花やサッカーボールも

あります。調査によると、2014 年のフェアトレードの市場規模は約 94 億円と言われてい

たそうです。この５年くらいで６、７倍に増えてきているそうで、市場規模はどんどん拡大

していっています。 
続けて、例えばどんなところで手に入るのか。この写真は、某スーパーの商品棚ですが、

こんなマークがついたコーヒー豆がこんなふうに並んでいるよというところです。でも、実

際には、山口県内ではフェアトレードの商品は売っていないというのが私の正直な感想で

す。私もお店を開業するまでは、実はインターネットで買っていましたが、そういうことも

あり、防府市でお店を開きました。 
エシカル消費を阻んでいる一番大きな要因は、フェアトレードを聞いたことはあったと

しても、実際にどこで買ったらいいのか分からない、次の行動が移せないということではな

いかなと思っています。それで私は、消費を後押しするということができたらいいという思
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いで、こういったお店を開きました。 
実際に開いてみると、フェアトレードだから買うというお客様より、やっぱり１回食べて

おいしかったとか、これがとてもかわいいから、デザインが好きだから、そういう理由で選

んでくださる方の方が多いなというのが実感です。 
私は、物を買うということはそれに１票を投じることだと思っています。そのため、私は

この店は無くなってほしくない、この商品は無くなってほしくないといったらできるだけ

買うようにしています。まあ全てがそれで賄えるわけではないですが、その都度の判断をす

るときには、そんな基準を持っています。 
商品を買うときの判断基準、品質、安全性、価格の中に、フェアトレードというものを一

つ思い描いてもらえたらなと思います。そして、私はこういった実店舗を持つという行動を

起こすことによって、防府市という狭いエリアではありますが、近隣の人達がエシカル消費

という行動を起こしたいと思ったとき、とりあえずここに行けばそういった商品があると

いう情報を発信し、その行動を促すお手伝いをしたいと思っています。 
これで私の方の発表は終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
【今村氏】 

松浦様、ありがとうございました。フェアトレードに関しましては、今日私も少し認証マ

ークを紹介させていただきましたが、その中では比較的認知度の高いものかなとは思いま

す。ただやはり近くに売ってない、お店に行ってもなかなか見つからないという現状で、貴

重なフェアトレードのお店ということで、４年間頑張っておられるということでしたね、あ

りがとうございました。 
続きまして、最後に山口県地域消費者団体連絡協議会の会長でいらっしゃいます吉冨 崇

子様にお願いいたします。吉冨様、よろしくお願いいたします。 
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＜第２部＞山口でも発見！エシカル消費 

「消費」それは選択～今、求められる選び取る力～ 

吉冨 崇子氏 山口県地域消費者団体連絡協議会 会長 
 

こんにちは。吉冨と申します。最後になりま

す。よろしくお願いいたします。私たちの団体

の活動ということで今日はお話をしたいと思

います。お手元の資料をご覧ください。 
 
今年は活動のテーマとして、「暮らしはクー

ルチョイス！賢い選択」を掲げました。「クー

ルチョイス」は環境省で使われているのです

が、消費者団体でも使える、意味合いがあるということで、クールチョイスを掲げておりま

す。 
賢い選択について言いますと、今日レジュメの中に、情報紙を２部お入れしました。まず、

2014 年８月にはすでに「活動に思う、賢い選択は」ということで、「クールチョイス」とい

う文言はありませんが、「物を買うときには何を基準に、物差しにして買うのか」という記

事を書かせていただいています。消費者は、どちらかというと価格に走りがちなのですが、

価格ではなくて、もっとものを作る背景を知れば買い求めることができるものがあるので

はないか、知識が必要なのではないかということで、こちらの 2014 年の情報紙に載せてい

ます。 
それから隣は、2018 年の３月 31 日発行の情報紙で「消費者向上セミナー」の報告です。

「今こそ問われる。私たちは何を選ぶのか」というタイトルでセミナーをしました。これは

エネルギーについて何を選択するのかをことで、学びました。ということで、消費者に選び

取る力がついてくると、世の中いい方向に行くのではないかと思って活動しています。 
私たちの団体は県下に 21 団体あり、基本的には各団体が地域で活動をしています。そのと

きに大切にしていることは、できるだけ身近なところで学び、私たちが学んだことを実践し

伝え広めようという趣旨で活動をしています。 
様々な講座をするのですが、消費者庁が「消費者教育イメージマップ」というのを作成さ

れました。私たちは、そこに該当するようなプログラムを作ることに挑戦しました。平成 25
年、26 年、27 年、28 年と４年かけてプログラムを 55 個作りました。一緒に考えるという

ことを大事にした講座にしたいなと考え、共に考える、みんながちゃんと考えないとこれか

らいけないよという内容でこのプログラムを作りました。 
その中の一つですが、「あなたならどちらを選びますか」というプログラムがあります。

基本的にはどのプログラムも分かりやすい手法でということで、紙芝居、寸劇、ロールプレ

イング、カルタ等いろいろ工夫されています。今日は一つ持って参りました。どちらを選び
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ますかという設問になっており、たまねぎが山口県産と中国産で値段が違う、どっちを選ぶ

のかと問い、山口県産を選ぶ人、中国産を選ぶ人、というふうに回答してもらい、そこでど

うしてそれを選んだのかという理由付けをしていただいて、それぞれ発表する。そして、人

の発表を聞いて、共に考えて、選ぶ基準が異なる事を知り理解し、自分は改めて何を選ぶの

かというプログラムです。 
情報がなければ判断ができないので、よりたくさんの情報があるといい、それは自分の情

報ではなく、人から聞いた情報でもいいわけです。そういうふうに共有するという場面を設

定しながらこういうプログラムをやっていくと、人はいろいろ選ぶ基準が違うということ

が分かります。それで一緒になって、右なら右といくのではなく、それぞれの理由を持って

いろんなものを選ぶことが大切、意味のあることを知るプログラムになっています。みんな

で考える、つまり基本的に答えがないプログラムになっています。 
そういうことで 55 プログラムを作って、イメージマップが全部埋まりました。1 つのプ

ログラムで何ヵ所か該当するところがあるので、55 で全部 70 の項目をクリアしたわけで

す。これは皆さんに使っていただきたいなということで、貸出は自由にしました。 
それから情報を得るためには自分で体験することが大切ということでの体験型のプログラ

ム例えばお弁当を作ろうというプログラム等もあります。献立を考えたり、買い物をしたり、

あるいは調理をしたり、片づけたり、いただいたり。体験を重ねること、経験を重ねること

によって選ぶ、というところに繋がっていくようにした両方織り交ぜたプログラムもあり

ます。 
ということで、大事にしているのは体験、そして情報を共有する、その中で、自分で判断

する、判断する時に選ぶというよりも、どちらかというと選び取る、ということを積極的に

消費することがエシカル消費につながっていくのかなと思っています。 
エシカルと思って活動していたわけではないのですが、おおかた消費者団体の活動はエシ

カルの趣旨を大切にして活動してきました。ただ少し分野が狭かったので、そういう意味で

は生物の多様性や人に対する配慮が少しかけているところがありました。これから、消費者

団体として、エシカルの視点でそのあたりも少し分野を広げながら活動していけたらいい

と思っています。そして、皆さんに分かりやすい出前講座をして、みんなに知ってもらいた

いと思っています。 
また、花についての活動なのですが、私たちは地産・地消に取り組んできましたが、花に

産地表示がないのが分かりました。地産地消にならないのです。それで、ぜひ花に産地表示

をしてほしいという活動を 5 年ほど前から取り組んできました。今回、花博を契機に、開会

の前の日に山口県産という表示が可能になりました。市場に出入りしている 90 店舗のお店

に、山口県産の花については山口県産のポップがつくようになりました。ここまでくるのに

５年かかりましたが、できたら全国一斉に、花にちゃんと表示していただけるといいかなと

思っています。最近は外国産の花が非常に増えています。テーブル花等で、食卓に近づいて

きています。産地表示があれば地産・地消もすすみます。どこの花を選ぶのかもちゃんとで
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きたらいいかなと思っています。ちょっと 1 つ嬉しいことでした。 
最後に書きましたけれども、学ぶ、まずは、情報がないといけません。それを実践する、

そして伝えて広めていくというのが私たちの役目だと思っています。だからエシカル消費

についても、少し難しい言葉ではありますが、今までやってきたことを、できることをでき

るだけちゃんとやっていこうというところで活動していけたらいいと思います。 
そして忘れがちなのですが、公平である世の中になっていただきたいなと思っています。

誰かが一人勝ちするような社会ではなく、公平に生きていける、生活していける社会になっ

たらいいかなと思っています。そういうことで今後も頑張っていきたいと思います。皆さん

ご一緒に、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
 
【今村氏】 

 吉冨様、ありがとうございました。環境省のクールチョイスのお話もありましたけれど

も、環境に配慮するだけでなくて、人や社会にも配慮することでエシカルな選択につながる

ということ。それから、かなり早い段階から賢い選択ということで普及・啓発に努められて

おられる様子がよく分かったかなと思います。そして山口県産の花の表示についても、最近

では国内でも、他の地域から山口県に花を持ってくる。それは、花は美しいですが、ある意

味外来種ということにもなります。そういうところも意識していただければと思います。本

日は５つほど事例の紹介がありました、発表いただいた皆様ありがとうございました。 
私の身近には、最近ですと寄附付き商品や、寄附付きの自販機も見かけるようになりまし

た。それから動物・福祉では、イヌやネコの殺処分ゼロということで活動されている団体も、

山口県内にもあります。そして、先日徳島県でエシカル消費推進条例が制定されました。こ

れは世界初だと思いますが、こういったエシカル消費を推進することを、県を挙げて取り組

みされておられるところもあります。山口県もぜひ、エシカル消費先進県となれるように本

日ご参加の皆様におかれましても、身近なエシカル、自分なりのエシカルというのを見つけ

ていただいて、それぞれのエシカルの一歩というものを踏み出していただければと思いま

す。 
それでは時間になりましたので、以上で「山口でも発見!エシカル消費」を終了いたします。

ご清聴ありがとうございました。 
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＜第３部＞若者が育む「エシカルの芽」 

YPU TFTから発信するエシカル消費で国際協力 

進藤 優子 山口県立大学公認サークル YPU TFT  Project 顧問 准教授 

井上 沙織氏 山口県立大学公認サークル YPU TFT  Project 部長 

崎山 雅氏 山口県立大学公認サークル YPU TFT  Project 副部長 

 

【井上氏】 
皆さんこんにちは。山口県立大学 YPU TFT

プロジェクト代表の井上 沙織です。副代表の

崎山 雅です。顧問の進藤 優子です。この度

はエシカル・ラボで国際協力を行っている私た

ちの活動について発表の機会を与えていただ

き、誠にありがとうございます。 
「You are what you eat」という言葉があり

ます。人は食べたものでできている。私たちの

一日、一生は食べたものでできています。そして、約 75 億人分の食料を賄うだけの量がこ

の地球には十分にあります。そんな豊かな地球には飢えに苦しむ人が約 10 億人、肥満状態

で健康被害の恐れのある人が約 20 億人います。分かち合える食料は日々食品ロスが出るほ

ど有り余っているのに、なぜこの食のアンバランスが存在しているのでしょうか。そんな食

のアンバランスをなくそうと立ち上がったのが、TABLE FOR TWO, TFT です。2007 年に

NPO 法人として TABLE FOR TWO インターナショナルとして創設されました。TFT は

TABLE FOR TWO、 直訳すると二人のための食卓という意味になります。先進国の私た

ち、途上国の子どもたちが時間と空間を超え食事を分かち合うというコンセプトです。 
この図をご覧ください。TFT のヘルシーメニューを購入すると、また商品を購入すると

TFT を通して１食につき 20 円がアフリカ、アジアの途上国の子どもたちに給食費として寄

付されます。たった 20 円が給食に？と思ってしまいそうですが、この 20 円が食の不均衡

を解消する二つの食卓を生み出します。 
私たち TFT プロジェクトはこの TFT のシステムを 2009 年に山口県立大学の食堂で導入

し、今年で 10 年目を迎えます。私たちは学食や大学祭などで、TFT のオリジナルメニュー

を販売したり、購買でフェアトレードのチョコレートの販売、学内外で出前ワークショップ

を行ったり、オリジナルイベントを開催したりと様々なエシカルな活動をしています。TFT
システムの導入は中四国の大学では初めてとなりますが、実際に TFT メニューを食堂でラ

ンチとして販売するのはとても大変です。この TFT メニューには野菜が多め、栄養バラン

スが適正、そしてカロリーが 730 キロほどという三つのガイドラインがあります。そのた

めメニュー販売期間には食堂を利用されている皆さんにアンケートを実施しています。そ

しておいしくよりヘルシーなメニューを提供することを心掛けています。 

29



こちらはハロウィンに提供したメニューです。鶏肉を使いカロリーを抑えた担々麺と、ヨ

ーグルトを使い糖質や栄養を意識したイチゴムースです。どちらも完売となりました。全国

のレストランやカフェでは TFT のヘルシーメニューを購入することができるところはたく

さんあります。例えば無印商品の MUJI カフェって皆さんご存知ですか。MUJI カフェで

は TFT メニューを導入しています。また、様々な企業が社員食堂で TFT メニューを導入

されています。しかし、残念ながら山口県では本学と私たちが協力している下関市立大学の

学食以外にはありません。山口県立大学の学食は一般の方も利用することができます。ぜひ

TFT メニューをご賞味ください。ちなみに次の冬メニューの販売は、12 月 10 日から 14 日

までの販売となっております。 
 

【進藤氏】 
山口県立大学は２回大学祭がございまして、

６月の第一週目の水無月祭、11 月の１週目な

のですが、「華月祭」という大学祭が開かれま

す。実はお手元の資料の学祭の字が間違ってお

りまして、大変失礼いたしました。お手数です

が、修正お願い致します。ただですね、私たち、

ただお祭り騒ぎをしているわけではなく、学術

的に学際的な活動もしておりますので、一概に

間違いではないかと思います。言い訳になりましたが、すみません。それで、大学祭では、

模擬店では手軽な TFT メニューの販売を行っております。今回は、さつまいもスティック

を販売する予定になっております。もちろん 20 円の寄付が含まれるメニューですので、ぜ

ひ皆様お越しいただければなと思います。多くの方々が実際に毎年地域の方に来ていただ

いて、よく TFT とは何かと、今説明したことを学生が説明することがありますが、パンフ

レットなども用意して、分かりやすい、購入しやすい雰囲気を作って盛り上げておりますの

で、ぜひ皆さんお越しいただければなと思います。 
毎回こちら見えにくいのですが、コラボレーションをしていまして、「ロロサエマイシャ」

というもともとは東ティモールの支援団体だったのですが、今ではケニアの孤児や仕事を

失った失業者の方が作った雑貨などを、日本各地で販売して孤児院の運営に充てている団

体、活動などを行っている団体と協力して販売ブースを設けております。それで、今年はさ

つまいもスティックですけども、毎年それにとってもぴったり合うフェアトレードコーヒ

ーを模擬店で淹れていますので、ぜひ両方お買い求めいただければと思います。そして、そ

れだけでなく、あのケニアならではの鮮やかな、あの繊細な雑貨や工芸品もとっても大人気

なので、ぜひご興味のある方は 11 月の３日と４日に開催されますのでぜひお待ちしており

ます。 
次はフェアトレード商品、ピープルツリーのフェアトレードチョコレートを主におかせ
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ていただいています。先ほどもたくさんご説明いただいているのでお分かりかと思います

が、購買でも販売しております。もちろん先ほども説明あったので大丈夫かと思いますが、

乳化剤など添加物がはいっていなくて、おいしいチョコレートです。私も最初は価格が高か

ったので買うのを控えていたのですが、やっぱりおいしいものは少し高くても買いたいな

ということでよく私も利用しています。もちろん、先進国の企業が価格を釣り上げて、児童

労働などを犠牲にして生産されたものではないので、安心して購入することができます。や

はり子どもが作っているチョコレートは食べたいとは思わないですよね。私も、それもあっ

てフェアトレードチョコレートはとてもいいものだなと愛をこめて買っております。それ

だけではなく、化学肥料や農薬も使わずに環境にも優しいというところも、あの先ほど今村

先生からもお話ありましたけれどもそういった商品になっていますので、本当にいい所ば

かり、スリーウィンね、先ほど宇部高校の生徒がやっていたクッキーのような感じだと思い

ます。 
ただ、私もこの活動は TFT の活動と少し違うのではないかなと最初思いました。学生が

この活動もやりたい、TFT としてやりたいといったところで、私は少し頭を抱えて、少し

違うのではないか、やめたほうがいいのではないかということを言っていたのですが、TFT
に寄付することもこれに付け加えて売るという発想や、この食品を使ってお菓子を作るこ

ともできる、クッキーやブラウニーを作って販売するというアイディアも出て、始めた経緯

があります。これをチョコレートフォートゥーと名付けて販売しておりますので、ぜひ皆さ

んも学食にお越しの際は、隣にありますのでご利用いただければと思います。 
また、面白い活動です、チョコレートフォートゥーにかけて今度はウォーキングフォート

ゥーというものを学生が考え出しました。これは自然豊かな山口県を利用して、歩くことで

カロリーを消費して１食。そして野外炊飯でヘルシーメニューをして１食、さらに T シャ

ツを作ってそれを購入することで１食、計３食の寄付をできるというようなイベントを開

催しております。ただ、山口県は田舎でとてもいいあの観光地があります。角島、秋吉台、

あるいは徳地などで開催するのですが、バスがないと行けないという問題があります。それ

で、どうしようというときに、学生には難しい申請書、お役所の大変難しい、それを書いて

助成金をいただくということを、一生懸命頑張って実現したことがあります。高校生以上の

社会人の方もご参加いただけますので、ぜひご関心のある方がいましたらまたご連絡いた

だければと思います。 
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【崎山氏】 
そして、今の活動で一番あついものを発表し

ます。おにぎりアクションといいます。おにぎ

りアクションを知っている方いますか。あまり

認知度がないみたいですが、おにぎりアクショ

ンとは 10 月 16 日の世界食糧デーを記念して

TFT が行っているイベントです。世界食糧デ

ーというのは世界の飢餓、貧困問題について、

関心と理解を深めることを目的として国連が

定めた国連デーの一つです。 
おにぎりアクションで準備することはただ一つ、おにぎりだけです。おにぎりの写真、ま

たおにぎりを握っている写真、おにぎりを食べている写真、おにぎりだけでも大丈夫です。

とりあえずおにぎりにまつわる写真を SNS や TFT 特設サイトに投稿すると、企業から１

枚の写真につき給食５食分があのアジアやアフリカの子どもたちの給食として寄付されま

す。期間は 10 月 10 日から 11 月 20 日なので、今絶賛やっている最中です。おにぎりは作

ったものでも、購入したものでも大丈夫です。その際、SNS に投稿していただく際に、一

つだけ注意してもらう点があり、「＃Onigiri action」をつけることです。これはよくひらが

なやカタカナで投稿されているものを見かけるのですが、「Onigiri action」と英語とローマ

字で書いてもらわないとカウントされないので、おにぎりはローマ字で、アクションは英語

でお願いします。このイベントはまだ一ヶ月続きますので、みなさんもぜひ身近なおにぎり

の写真を投稿して、世界の子どもたちの給食として届けてみませんか。ということで今やっ

ているおにぎりアクションのイベントを少し紹介させていただきました。 
次に私たちが行っている大きな活動の一つになる、出前ワークショップについてお話さ

せていただきます。世界にはどのような食文化があるのでしょうか。どのような場所でどの

ような食べ物が誰によって作られているのでしょうか。そして、主に私たちの住む先進国で

はどのような食べ物が捨てられているのでしょうか。世界の食の不均衡について理解する

だけではなく、世界の一員として自分たちに何ができるのか。このような問題を楽しく分か

りやすく考えることのできるワークショップを、県内外の小中高生や地域の方を対象に開

催しております。12 月は広島の高校で行いますが、来年の１月 26 日に五重の塔で有名な瑠

璃光寺の隣にある洞春寺というお寺で、ワークショップをオリジナルイベントとして開催

させて頂くことになりました。私たちは世界の食の不均衡のついて多くの方に知ってもら

って、そして国際協力をもっと身近に考えてもらいたいと思っています。また児童労働のな

いチョコレートを目指すためのワークショップ、チョコレートフォートゥーと名付けたの

ですが、それも小さな子どもから大学生、大人の方まで、チョコレートについてもっと知っ

てもらうためのワークショップの開催も行っています。私たちにできることがあれば、少し

でも興味を持ってくれた方がいらっしゃれば、ぜひお声がけいただいて、いつでも受け付け
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ておりますので、宜しくお願い致します。 
次に私たちは毎年８月中旬にＴＦＴ大学連合が主催しているフィリピンスタディツアー

に参加します。主にマニラから北西 80 キロのところにあるオロンガコという町のバライバ

イ小学校に訪問します。オロンガコというのはスービック湾の東側に位置して、かつて米軍

基地の雇用が町の経済を支えていたところですが、91 年にはピナツボ火山の噴火により米

軍が撤退したところです。バライバイ小学校に通う児童は主にこの火山の噴火が原因で逃

げてきた住民が暮らしている地域で、今でもとても貧しい生活を送っている地域です。そん

な所に私たちは８月の中旬に４日間行ってきました。私たちは、子どもが食べている TFT
の給食を実際にいただきました。その時に、私たちが寄付した 20 円がこんなにもおいしい

給食になっているのを実際に食べて、感じてとても感動しました。 
また、TFT の給食を作ってくださっているお母さんと一緒に日本文化、異文化交流とい

うことで、日本のカレーを TFT の給食として子どもたちに作って食べてもらいました。子

どもたちは野菜が嫌いで、あまり野菜を食べてくれないのです。だから小さく切って、でき

るだけ野菜の食感がわからないようにして食べてもらう工夫をしました。その右上ですが、

実際にカレーを食べている様子を撮った写真です。小さい子たちがおいしそうに食べてい

て、ほとんどの子どもたちが野菜もしっかり完食してくれました。 
一方で、TFT の給食の数が足りていないということもわかりました。私が行ったときに

は女の子が二人いて、TFT の給食を食べる教室があるのですが、一人の子は入ってきて TFT
の給食を食べる、もう一人の子は外で待っている、給食を食べずにずっと待っているという

のを実際に目にしました。バライバイ小学校には 800 人の子どもたちがいるのですが、そ

のうちの痩せすぎた子どもたちから順に 200 人しか TFT の給食が届いていませんでした。

このツアーに参加して、もっと多くの子どもたちに TFT の給食を届けたいと思いました。

私たちはもっと多くの人にまず TFT という存在を知ってもらわないといけないなと思い、

これからも一生懸命活動を続けていきたいと思っています。 
最後に今回エシカル・ラボの招待を受けまして、新しい TFT デザートを考案致しました。

山口県の地酒山頭火、そして長門産のゆずきちを詰め込んだ山口酒粕プリンです。地産地消

と、TABLE FOR TWO のシステムを掛け合わせた、エシカルな TFT デザートとなりまし

た。こちらの TFT のデザートを制作、ご協力してくださったのが、山口県山口市にあるフ

レンチレストラン「月の光」さんです。この月の光のオーナーシェフである藤岡さんは地産

地消を心掛けて山口県でしか食べることのできないフレンチを提供されています。今回は

TFT の理念にご賛同いただき、山口県でしか食べられないプリンを作っていただきました。

そしてこちらを会場の外のブースで、限定 100 個でプリンの試食をご提供させていただき

ます。このプリンを食べて、TFT のシステムを実際に体感していただけたらと思います。

もしこのプリンを通じて TFT にご共感いただきましたら、ブースに貯金箱を設置していま

すので、給食１食の 20 円で、20 円でかまいません。ぜひ子どもたちに届けてみてくださ

い。もちろん山口酒粕プリンを食べたいと思われましたら、ぜひ気軽に立ち寄ってみてくだ
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さい。ブースにはフェアトレードのコーヒー、紅茶、そして豆、粉も売っていますので、ぜ

ひご購入ください。 
最後に、YPU TFT プロジェクトは山口から世界へ、多くの人や子どもたちが食を通じ

てすこやかに幸せになることを願っています。おいしいものを食べて共有するのに、国籍や

年齢や性別なんて関係ないですよね。私たちはこれからもできることを見つけ続け、山口県

で活動していきたいと思います。今日はご清聴ありがとうございました。 
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＜第３部＞若者が育む「エシカルの芽」 

SGH に取り組む中で出会った「エシカル消費」 

佐貫 誠氏 山口県立宇部高等学校 探究科 担当教諭 

浅上 清司氏、山縣 青空氏、中原 旺祐氏 山口県立宇部高等学校 探究科２年 

 

【佐貫氏】 
皆さんこんにちは。宇部高校で SGH を担当

しております、佐貫と申します。本日は「SGH
に取り組む中で出会った「エシカル消費」」と

いうテーマで発表させていただきます。まずは

私の方から学校全体の取り組みについて、後半

は生徒たちの研究を紹介させていただきます。 
まず宇部高校の概要ですが、来年度創立 100

周年を迎える地域の伝統校です。最近はノーベ

ル賞を受賞された本庶先生の出身の学校ということでマスコミの方に取り上げていただき

ました。全校生徒 720 名、各学年６クラスの規模の学校です。本校の教育目標は「文武両道

の学びの中で、知・徳・体を磨き、自信と誇りを持って社会に貢献できる人材の育成を図る」

となっております。勉強だけではなく、部活動あるいは様々な特別活動、そういうものを通

して人間を育てていく、という取り組みをしております。卒業する生徒たちはほとんどが大

学へ進学していきます。 
次に SGH という言葉ですが、「スーパーグローバルハイスクール」の略です。これは平

成 26 年度に始まった文部科学省の事業です。全国で 123 校が指定されていますが、県内で

は本校だけの指定です。その目的は、グローバル化が進むこの現代社会において、世界に出

て活躍するリーダーを育てたいという願いから設定されたものです。指定期間は５年間で

すので、今年度が最終年となっております。その研究テーマは「やまぐち発、地域から世界

を見る広い視野と高い志を育成する」プログラムとなっております。またその特徴は、地域

課題の解決を目指した課題研究に取り組むというところです。教科の学習だけではなく、そ

の教科の知識を生かしながら世の中の課題に対してその解決の方策を探っていく、そうい

う学習に取り組んでいます。その課題研究のテーマとしては環境問題や外国人観光客の誘

致、フェアトレード、それから地域で困り事を抱える外国人の問題を解決していこうといっ

た活動をしているところです。 
その我々の課題研究の特徴は、生徒にはもうとにかく学校を出て、地域の人と関わり合い

なさい、地域の人たちと交わる中で実際問題を感じて取り組むことが大事と言っておりま

す。それを実際にやってみる、単なる机上の空論に終わらせない、そういう取り組みにこだ

わっているところです。 
この写真は、山口県東京事務所にて本校の生徒が研究の説明をして、意見をいただいてい
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るところです。こちらの写真は宇部市で「おそうじ隊」という活動をされている方と一緒に

夏休みにごみの分別、あるいはごみの調査、ここにどういうごみがあるのかという調査をし

ているところです。 
いよいよエシカル消費の話ですが、まず一つはフェアトレードの普及ということに関し

てです。３年前から取り組みを始めました。生徒の一人が、家でフェアトレードに取り組ん

でいる、これを広めていきたい、途上国の経済格差をなくしたいという申し出から始まりま

した。まあ途上国を援助するだけではなく、それが地域の活性化、発展につながっていった

らいいじゃないか、その方が良いよねという話から始まりました。 
地元の洋菓子店、パティスリーケンジというお店に生徒たちが飛び込んでいって、私たち

こんなこと考えています、クッキーのレシピを提供していただいて、一緒に作れませんかと

お願いしました。どこで作るかというと、NPO 法人で障害者の方が働いている「ぐうです

ぐう」で作ってもらい、それで障害者の方の雇用が広がっていくと、でそれを食べた我々が

おいしいなと喜ぶ。そういうことで、３つのウィンということでスリーウィンクッキーとい

う名前を付けました。「三方良し」という言葉がありますが、いろんな場面でいろんな人が

得をする、そういうクッキーを売り出そうということで始めました。これがそれを紹介する

新聞記事です。初めて売ったのが「ときわ公園」ですが、３年前の 12 月に発売を開始しま

した。１年目はとても売れて、１万 4000 個。１個につき５円の寄付金がついていますが、

それが７万円ほど集まりました。それをスリランカの農園の方に送りまして、農園の方から

返事が返ってきて、それを子どもたちの教育のために使ったという報告もいただきました。

１年目は７万円だったのですが、２年目、３年目の寄付は１万円ずつくらいとなっているよ

うなところです。まあでもそうやって持続しているというところがいいのかなあと思いま

す。 
翌年は「世界フェアトレードデー」で、日本航空さんの協力を得まして、そのクッキーを

搭乗者に配るという活動もしました。本日会場で販売しております。１個 185 円と少し高

いですが、それがフェアトレードという価値を付加しているということになります。どこが

フェアトレードかといいますと、その材料の紅茶がスリランカ産でフェアトレードで購入

したものである点。そして、その寄付金５円を途上国へ送る点、それをやっているからフェ

アトレードと呼んでおります。 
続いて、スポーツイベントにおける環境に配慮した飲食物販売、こういうものもやりまし

た。レノファ山口の試合会場で、ごみがどういうふうに捨てられているのかを研究し、それ

を改善するごみ箱を作りました。左側の写真がその最終の調査の様子で、それに基づいて、

今こういうエコステーションを作っています。本当は生徒たちが何をやりたかったかとい

うと、そこで販売され捨てられているプラごみを減らしたい。例えば、ビールについてもマ

イカップを持参するようにしたい、あるいは、容器を統一化してリサイクルをしたい、そう

いう提案をしてごみの減量化をしたかったのですが、そこまではできないということで終

わってしまいました。 
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昨年度は、ベジタリアンバーガーの企画です。地域には、ムスリムの方やベジタリアンの

方がいらっしゃいます。そういう方の食事の提供が山口県で少ないという課題を発見して、

そのためのメニューを開発しようと、「ベジライスバーガー」を開発しました。これは山口

県内の「カフェペッコ」という店で販売しています。それを作る過程では、ＪＡの方々と一

緒に活動しました。 
そして今年度はこちらに今控えておりますが、生徒たちがフードバンクの活動をやって

みたいということで研究しております。では、生徒に発表を変わりたいと思います。 
 
 
【浅上氏、山縣氏、中原氏】 

私たちは「食品ロス削減プロジェクト in 宇

部高校」という研究テーマで研究を進めていま

す。現在世界で 13 億トンある食品廃棄物のう

ち、食品ロスが占める割合は大きいです。それ

を減らすために行われている「フードバンク」

という活動を広げていくことを研究目的とし

ています。 
しかし、研究スタート時のテーマは給食の食

べ残しを減らすことを目的としていました。給食をテーマに研究していく中で、給食の食べ

残しの原因は子どもたちのアレルギーや好き嫌い、その日の体調などが主だということが

分かりました。食べ残しを減らすにはそれらを改善する必要があります。しかし、これらの

個人的事情による原因を変えることは大変難しいことでした。そこで、研究の軸となる食べ

残しを減らすというテーマを発展させ、身近なところから始めて、やがては日本全体の食品

ロスを減らすことができるよう、みんなに意識改革してもらうことを最終目標としました。 
食品ロスとは小売店での売れ残り、期限切れ、製造過程で発生する規格外品などが主な原

因とされており、食べることができる状態であるにも関わらず、廃棄される食品のことを指

します。日本の食品廃棄物 2842 万トンのうち、食品ロスは 646 万トンもあります。もしこ

れらを減らすことができれば、空腹で苦しむ人たちが減るとは思いませんか。私たちはそう

思います。そこで私たちはフードバンク活動に取り組んでみようと思っています。 
フードバンクというのは、先ほどもお話があったように、食べ物が余っている企業、人か

ら、食べ物に困っている人や食べ物を必要としている施設へ渡す取り組みです。研究方法は、

まず宇部高校にフードバンクポストを設置し食品を集めます。そして集まった食品を種類

別に分別し集計します。最後に食品を市内の配布先に配ります。宇部高校の生徒、先生方を

対象にご家庭で余った食品をフードバンクポストに入れてもらい、集まった商品を私たち

の手で、宇部市内の施設に届けるということです。 
また、これらの研究を進めていくにあたり、今日もご出席されている山口県立大学の今村
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主税先生にご助言いただきました。今村先生は「フードバンク山口」の理事長として、県内

のフードバンク設置の活動に取り組まれており、そのご経験から、多くの貴重なご意見をい

ただきました。現在山口県では、山口県庁のロビーと山口県のアルク葵店にフードバンクポ

ストが設置されています。４か月で 200 キログラムもの食品が集まり、特にカップ麺やレ

トルト食品などが多いそうです。また、萩エコプラザでも、今年６月にフードバンク活動が

行われ、７月には配布会も行われました。 
今後の研究予定はまず、実際にフードバンクコーナーを宇部高校内に設置し、生徒、先生

方に協力してもらい食品を集めます。そして集まった食品を種類別に集計し、どのような食

品が集まりやすいかを記録します。その後、集まった食品の確かな配布先を確保して配布す

ることでフードバンク活動を実践していく予定です。最後にその結果から今後の改善点を

見つけ、それらを踏まえてフードバンク活動の普及に努めていきます。 
ご清聴ありがとうございました。これからも宇部高校探究科の活動にご注目くださいます

よう、宜しくお願い致します。 
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＜第４部＞ 

山口県知事挨拶 

村岡 嗣政 山口県知事 

 

皆さんこんにちは。山口県知事の村岡でござ

います。開催県を代表致しまして、一言御挨拶

を述べさせていただきます。本日はこのように

大勢の皆様に、この「エシカル・ラボ in 山口」

にお集まりいただきまして、本当にありがとう

ございます。 

この度の「エシカル・ラボ in 山口」であり

ますが、消費者庁と共同開催をする本県として

は、初めての大規模なエシカル消費の普及・啓発のイベントという事になります。開催にあ

たりまして、本日御登壇いただきました皆様を始め、多くの関係の皆様に御尽力・御協力い

ただきました。誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。また、消費者啓発の

標語の募集に見事入賞されまして、後ほど表彰を受けられます皆様には、誠におめでとうご

ざいます。心からお祝いを申し上げます。 

さて、地産地消やエコ商品、リサイクル商品の購入等、このエシカル消費は私達の身近に

様々なところにございます。一人一人が常日頃から意識をして行動することで、山口県全体

が変わり、そして日本全体も変わっていく、そして世界も変わっていく。そのような大きな

可能性を秘めた素晴らしい運動だと思っております。こうしたことの普及・啓発は非常に意

義の深いものであると感じております。私といたしましても、今回のイベントを契機といた

しまして、エシカル消費の普及を図り、そして持続可能な地域づくり、地方創生の推進にさ

らに力を注いで参りたいと考えております。 

また、今年は明治維新から 150年ということで、県といたしましても「３つの維新」とい

う新しい取組を進めようとしております。その中の一つの柱に「生活維新」というものを掲

げて取り組むことにいたしておりますけれども、県民の皆様が、安心・安全で、そして将来

に向けて希望を持って暮らし続けられる、そうした基盤をしっかりと作っていかなければ

いけません。そうした取組を進めていく上では、人や社会、また、環境に配慮したこのエシ

カル消費の取組というものが、様々な課題の解決をしていくうえで、大変大きな力になると

思っております。皆様方、是非とも引き続きの御理解と御協力をいただきますようによろし

くお願い申し上げます。 

そして、少し話題は変わりますが、現在「山口ゆめ花博」を開催しております。あと２週

間でありますが、先週の金曜日に目標としている 50万人を達成いたしました。昨日は 75万

人ということで、１週間で 25万人増えたところでございます。来週の多分今頃は 100万人

ということになってきますが、多分 100 万人目の方にはものすごいプレゼントがあると思
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いますので、是非皆さん、そこをめがけて行ってもらえるといいかなと思っております。本

当に広大な敷地で素晴らしい大花壇もありますし、様々な体験・体感・プログラムがござい

ます。是非皆さん行ってもらって、癒しを得て、また元気を得て、楽しんでいただきたいと

思いますので、あと２週間、何度でも是非会場にお越しいただければと思います。 

それでは、今日のこのイベントを契機に、ここ山口からこのエシカル消費の機運が高まっ

て、この活動が大きく広がっていきますことを心から祈念いたしまして、御挨拶とさせてい

ただきます。本日は誠にありがとうございます。 
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＜第４部＞ 

消費者啓発標語 表彰式 

村岡 嗣政 山口県知事 他 

 

【司会】 

ありがとうございました。 

続きまして、消費者啓発標語の表彰式を行い

ます。山口県では、毎年、自ら考え行動する「自

立した消費者」が主役となる社会の実現を目指

し､消費生活の問題を考えるきっかけづくりを

目的として標語を募集しています。今年度は、

今後、県が力を入れていく取組に特化して、「エ

シカル消費啓発部門」「高齢消費者被害防止啓発部門」「若年者の消費者意識啓発部門」の三

部門を設定し、標語の募集を行いました。10歳から 79歳までと幅広い世代の多くの方々か

ら、815点にのぼる御応募をいただき、その中から、最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作３点

の入賞作品を厳正な審査の上決定いたしました。受賞者の方はステージにお進みください。 

それでは、最優秀賞の方から順に表彰を行います。知事は、ステージ中央へ御移動をお願

いします。なお、この表彰式の間での撮影は可能といたします。 

最優秀賞は、山陽小野田市 髙松 真智子様です。応募部門は「エシカル消費啓発部門」 

作品は「エシカルを 知って・広めて・消費して あなたの幸せおすそわけ」です。 

 

【村岡氏】  

 賞状。最優秀賞 高松 真智子様。あなたは、平成 30年度消費者啓発の標語募集に応募

され、当初の成績を収められましたのでこれを称します。平成 30年 10月 20日 山口県知

事 村岡 嗣政。おめでとうございます。 

 

【司会】 

つづいて、優秀賞です。優秀賞は２名いらっしゃいます。初めに、柳井学園高等学校３年  

関永 紗矢香様ですが、関永様は、本日 都合により御欠席ですので、作品のみ御紹介いた

します。応募部門は「高齢消費者被害防止啓発部門」作品は「だまされない そんな人が だ

まされる」です。                

つづいて、柳井学園高等学校３年 小寺 海様です。応募部門は「若年者の消費者意識啓

発部門」作品は「「稼げるよ」 世の中そんなに 甘くない」です。   

 

【村岡氏】 

 賞状。優秀賞 小寺 海様。以下同文です。おめでとうございます。 
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【司会】 

つづいて、佳作です。佳作は３名いらっしゃいます。はじめに、山口市 沖田 保様です。

応募部門は「エシカル消費啓発部門」作品は「傷あるリンゴ 曲がったキューリ 同じ味だ

よ エシカル消費」です。  

 

【村岡氏】 

 賞状。佳作 沖田 保様。以下同文です。おめでとうございます。 

 

【司会】 

つづいて柳井学園高等学校３年 大田 陸斗様です。応募部門は「高齢消費者被害防止啓

発部門」作品は「電話あり 被害に合う前 まずイヤヤ（１８８）」です。 

 

【村岡氏】 

 賞状。佳作 大田 陸斗様。以下同文です。おめでとうございます。 

 

【司会】 

つづいて、山口大学教育学部附属山口中学校３年 吉兼 広大様です。応募部門は「若年

者の消費者意識啓発部門」作品は「気をつけて 美味しい話 まずい未来」です。 

 

【村岡氏】 

 賞状。佳作 吉兼 広大様。以下同文です。おめでとうございます。 

 

【司会】 

受賞された皆様、おめでとうございます。受賞者の皆様に、今一度盛大な拍手をお願いし

ます。それでは、受賞者の皆様と知事は、席にお戻りください。以上をもちまして、消費者

啓発標語の表彰式を終了いたします。 

続きまして、「ちょるる」の「消費者教育推進大使」委嘱式を行います。準備が整うまで

しばらくお待ちください。 
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＜第４部＞ 

「ちょるる」の「消費者教育推進大使」委嘱式 

高島 竜祐 消費者庁 審議官、ちょるる 山口県 PR本部長 他 

 

【司会】 

お待たせいたしました。それでは、「ちょる

る」の「消費者教育推進大使」委嘱式を始めま

す。「消費者教育推進大使」は、消費者教育の

推進及び消費者市民社会の概念の普及に関す

る活動を担う、地方公共団体公認のマスコット

キャラクターに対して消費者庁長官から推進

大使を委嘱する制度です。現在、全国で 22 の

マスコットキャラクターが「消費者教育推進大使」として活躍しています。  

今回は、消費者庁長官に代わりまして、消費者庁高島審議官より委嘱状を授与いたします。

また、消費者庁消費者教育・地方協力課 尾原課長より「消費者教育推進大使」のタスキを

かけていただきます。高島審議官、尾原課長、ご登壇ください。 

では、この度「消費者教育推進大使」に任命された山口県のＰＲ本部長「ちょるる」に 登

場いただきましょう！立会人となる村岡知事とともにご登壇いただきます。また、今年 7月

に誕生した消費者ホットライン「１８８」のＰＲキャラクター「イヤヤン」にもご登壇いた

だきます。 

それでは、消費者庁高島審議官より、「ちょるる」に委嘱状をお渡しいただきます。では、

高島審議官、お願いいたします。 

 

【高島氏】 

 委嘱状。山口県ちょるる殿。あなたを消費者教育推進大使に委嘱します。平成 30年 10月

20日 消費者庁長官 岡村 和美。ちょるる、よろしくお願いします。 

 

【司会】 

続いて、尾原課長よりタスキをかけていただきます、お願いいたします。 

「ちょるる」には、今後、県内の様々な消費者教育イベントへの参加を通じて、山口県に

おいて、よりよい社会の実現のために積極的に関与する消費者がさらに増えていくよう、Ｐ

Ｒ活動に励んでいただきます。よろしくお願いします！ 

続けて記念撮影を行います。少々お待ちください。 

では、ここで高島審議官、尾原課長、イヤヤンにはご降壇いただきます。 
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＜第４部＞ 

山口エシカル宣言 
村岡 嗣政 山口県知事 

 

【司会】 

 さて、これまでの発表にて、山口県における

さまざまな「エシカル消費」のあり方を紹介し

ていただきました。一人ひとりの価値観に基づ

いた「エシカル消費」が山口県のくらしの中に

さらに根付いていくことを願い、「山口 エシカ

ル宣言」を行っていただきたいと思います。な

お、会場の皆様にお願いがございます。前方の

スクリーンや配布資料に「以下、一緒に読み上げ」とある部分は、是非、皆様も御一緒に宣

言していただきますようお願いします。それでは山口県知事 村岡 嗣政様、お願いいたし

ます。 

 

【村岡氏】 

 それでは、「山口 エシカル宣言」を読ませていただきます。最後の部分は一緒にお願い

いたします。 

「山口エシカル宣言」 

ここ山口は、国内外に誇れる産業の集積や優れた立地環境、素晴らしい観光資源や農林水

産資源、そして豊かな自然、輝く歴史や文化など、多くの魅力に溢れており、これらを後世

にしっかりと引き継いでいく必要があります。 

一方、直面する人口減少問題の克服をはじめとする様々な困難をはね返し、活力ある、県

民誰もが将来に希望を持って、いつまでも安心して暮らし続けることができる県づくりに

全力を挙げて取り組んでいく必要があります。こうした取組を着実に進めていく上で、県民

の一人ひとりが社会的な課題を認識し、課題解決に向けた行動をすることが重要です。 

 特に、普段の生活の中で、人や社会、環境に配慮した消費行動、いわゆる「エシカル消費」

に気づき、取り組むことが最初の大きな第一歩となります。 

 今年は、明治改元から 150 年という大きな節目の年です。150 年前、我々の先人たちは、

「志」と「行動力」により、大変な苦難を乗り越え、明治維新、そして、極めて短期間での

近代化を成し遂げました。今こそ私たちは、先人たちに学び、この困難を突破し、未来を切

り拓いていかなければなりません。 

（全員）明治改元 150 年の今年、「維新胎動の地 山口県」において「私たちの消費行動で世

界の未来を変えていく」という高い「志」を持ち、エシカル消費の推進に新たにチャレンジ

していくことをここに宣言します。ありがとうございました。  

44



＜第４部＞ 

京都府へのエシカルバトン引継ぎセレモニー 
磯﨑 弘規氏 京都府府民生活部 副部長 

  

【司会】 

消費者庁主催の「エシカル・ラボ」は、平成

27 年に東京にて第１回を開催しました。平成

28年には、「エシカル消費」の普及・啓発活動

に先駆的に取り組んでいる徳島県、平成 29 年

には同じく積極的な啓発活動を行っている鳥

取県で開催しました。今年は秋田県での開催に

続き、ここ山口県での開催となりました。「エ

シカル消費」の取組の輪は着々と全国に広がっています。 

それでは、山口県から、さらなる広がりを願いまして、次回の「エシカル・ラボ」開催地

に記念モニュメントの引継を行います。次の「エシカル・ラボ」開催地は・・・京都府です。 

山口県の環境生活部部長 佐伯部長から、次回の「エシカル・ラボ」開催地である、京都

府府民生活部の磯﨑副部長へバトンの引継ぎを行っていただきます。佐伯部長、磯﨑副部長

どうぞステージへお越しください。 

それでは、山口県から京都府へバトンの引継ぎをお願いします。 

 ありがとうございました。それでは、それでは、京都府から決意表明をお願いします。 

 

【磯﨑氏】 

 皆さんこんにちは。京都府でございます。先

程知事からのお話にありましたように、今年は

明治 150年ということで、幕末から明治維新に

かけまして、山口県の先人の方が大変なご活躍

をされました京都の地に只今バトンが引き継

がれました。京都府の開催につきまして、大変

なご配慮をいただきました消費者庁様に改め

てお礼を申し上げます。 

 本日、皆様方の取り組みを拝見しておりまして、山口県はやはりエシカル消費先進地だな

という思いを強く持っているところでございます。我々といたしましても、今回の取り組み

を参考にさせていただいて、エシカル消費の取り組みの普及を進めて参りたいと考えてお

ります。京都開催は、来る３月９日ということでございます。京都の３月と言いますと、梅

の香る季節でございますので、是非、皆さん時間がお許しになりましたら京都の方にお越し

いただければ幸いでございます。本日はどうもありがとうございました。  
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＜第４部＞ 

閉会挨拶 
佐伯 彰二氏 山口県環境生活部 部長 

  

 皆さんこんにちは。本日は、県内はもとより、

県外から多くの方に御参加いただき、誠にあり

がとうございました。また、本日御講演や御発

表をいただき、お陰をもちまして大変有意義な

会議になりましたことを心から感謝申し上げ

ます。 

本日は、常日頃の消費行動について色々考え

をさせられた会議でございました。私は黄色い

カードを挙げた人間の一人でございまして、日頃懐具合だけを気にした消費行動をしてい

ますことを大変恥ずかしく思っております。商品によって社会や環境がどのように変わる

のかということを想像しながら買い物をする、そしてそのことが社会貢献につながるとい

うことでありますと、やはり買い物ももう少し楽しくなるのではないかと、そしてまた有意

義なものになるのではないかと感じました。そうした活動が広がるためには、我々行政とし

ても、商品が生産される過程について、また、消費に伴ってどのような社会的な影響がある

か、そういった情報を消費者の皆様にも積極的に提供していくことが大変重要ではないか

と感じた所でございます。 

先程、村岡知事から「エシカル宣言」をいたしましたが、山口県においても、エシカル消

費が拡大・普及するような取組もこれからしっかりと進めていきたいと思っておりますの

で、本日御参加いただいた皆様には、是非とも御協力いただき、大きな取組となるように最

後にお願いをいたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

本日は大変ありがとうございました。 

 
以上 
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３．開催速報 
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４．アンケート
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1 

平成 30年度「地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ in山口」＜アンケート＞ 

本日は「平成 30 年度 地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ in山口」にご参加頂き、誠にありが 

とうございます。今後のフォーラム運営の参考にさせて頂きたく、お手数ですがアンケートにご協力 

をお願い致します。ご記入頂きましたアンケートは、お帰りの際に担当者へお渡し下さい。 

（問１）消費者庁主催「地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ」のご参加は、初めてですか？ 

１． 今回初めて参加した    ２．今回で２回目の参加    ３．３回以上参加 

（問２）問１で「２．」「３．」と回答した方にお聞きします。過去、消費者庁主催のフォーラムに参加した

結果、その後の新しい活動・連携やこれまでの活動内容の充実などに結びつきましたか？ 

（○はひとつ）

１．結びついた   ２．結びつかなかった ３．どちらとも言えない 

４．新しい活動や連携した取組みを実施する予定である 

（問３）問２で「１．」及び「４．」と回答した方にお願いします。新しい活動・連携や活動内容の充実に

結びついた、又は今後実施する予定の取組みについて、簡単にご紹介下さい。 

（問４）本日の「地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ」を何でお知りになりましたか？（複数回答可）。 

  １．消費者庁ウェブサイトで知った  ２．その他のウェブサイトやＳＮＳ等で知った 

  ３．チラシを見た  ４．知人や友人から聞いた ５．その他 __________________________ 

（問５）参加したきっかけは何ですか？（複数回答可）。 

  １．「エシカル消費」に関心があった ２．プログラムに興味があった  ３．友人に誘われた 

  ４．登壇者および登壇者の所属団体の関係者  ５．その他 _______________________________ 

（問６）本日、特に満足が高かったプログラムに○を付けて下さい（複数回答可）。

１．第１部（基調講演） ２．第２部「山口でも発見！エシカル消費」 ３．第３部「若者が育む 

「エシカルの芽」」 ４．第４部（消費者啓発標語表彰式、エシカル宣言、エシカルバトン引継ぎ式等） 

（問７）本日の参加以前に、聞いたことがあった言葉をお選びください（複数回答可）。 

  １．倫理的消費 ２．エシカル消費 ３．フェアトレード ４．応援消費 ５．食品ロス 

  ６．アニマルウェルフェア ７．フードバンク ８．農福連携 ９．サステナビリティ（持続可能性） 

  １０．ロハス １１．ＳＤＧｓ １２．グリーンコンシューマー 

※裏面に続きます。
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2 
 

（問８）明日からでもやってみたいと思った「エシカル消費」の行動についてご記入ください。 

 

 

 

（問９）本日の「地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ」には満足されましたか。また、次回開催があ

れば参加したいですか。最もお考えに近いものにひとつだけ○を付けて下さい。 

 そ
う
思
う 

 そ
う
は
思

わ
な
い 

全体的に満足した ５ ４ ３ ２ １ 

次回も機会があれば参加したい ５ ４ ３ ２ １ 

 

（問１０）参考になった講演者等の報告をご記入下さい（複数回答可）。 

併せてその理由もお知らせください。 

講演者名 理       由 

  

  

  

 

◆最後にご自身のことについて差し支えのない範囲で、ご記入願います。該当する番号に○をつけて下さい。 

（回答内容については、今後の「地方消費者フォーラム」運営の参考のため以外には利用しません。） 

性 別：１．男 性    ２．女 性 

年 代：１．20 歳未満    ２．20代   ３．30代   ４．40 代   ５．50 代   ６．60 代  

７．70代     ８．80歳以上    

所 属：１．消費者団体関係者   ２．高齢者・障害者（団体）関係者   ３．教育（団体）関係者     

    ４．弁護士、司法書士等の専門家   ５．消費生活相談員    ６．事業者（団体）関係者   

７. 地方自治体    ８．学生    ９.一般   10. その他（              ） 

 

居住地： １．開催地の市 (山口市)    ２．開催地の都道府県内 

    ３．開催地の都道府県以外（都道府県名：           ） 

◆その他、感想・意見等がありましたらご自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

ご協力いただきありがとうございました。 

 

 

54



 
 

５．アンケート集計結果 
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エシカル・ラボin山口

日時：2018年10月20日（土）

場所：セントコア山口

参加者：146名 アンケート回収件数：62件（回収率42％）

（問１）消費者庁主催「地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ」のご参加は、初めてですか？

1.今回はじめて参加した 57 91.9%

3.3回以上参加 5 8.1%

2.今回で2回目の参加 0 0.0%

未回答 0 0.0%

62 100.0%

1.結びついた 4 80.0%

3.どちらともいえない 1 20.0%

2.結びつかなかった 0 0.0%

4.新しい活動や連携した取組みを実施する予定である 0 0.0%

5 100.0%

マイバッグを利用する

フェアトレード商品を購入してみる

（問２）問１で「２．」「３．」と回答した方にお聞きします。
過去、消費者庁主催のフォーラムに参加した結果、その後の新しい活動・連携やこれまでの活動内容の充実などに結びつきましたか？
（○はひとつ）

（問３）問２で「１．」及び「４．」と回答した方にお願いします。
新しい活動・連携や活動内容の充実に結びついた、又は今後実施する予定の取組みについて、簡単にご紹介下さい。

エシカル商品やエシカル消費の普及の活動

TFTを学生とともにやろうと思う（科研費もとろうと思う）

大分ですすめるためのアイデアを得るために来ました。選択のワークショップはしてみたいと思います。

食品ロス

消費者被害の学習会の開催

広報紙などで消費者にお知らせしている。

地球温暖化対策に関する消費の取り組み

おにぎりアクション

身近なところからアクションを起こす。

宇部高ですが、今後の生徒の探求活動（フードバンクの校内設置）のために大いに参考になりました。

1.今回はじめ

て参加した

91.9%

3.3回以上参

加

8.1%

1.結びついた

80.0%

3.どちらともいえな

い

20.0%
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（問４）本日の「地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ」を何でお知りになりましたか？（複数回答可）。

4.知人や友人から聞いた 26 36.1%

3.チラシを見た 22 30.6%

5.その他 15 20.8%

1.消費者庁ウェブサイトで知った 7 9.7%

2.その他のウェブサイトやＳＮＳ等で知った 2 2.8%

6.未回答 0 0.0%

72 100.0%

＜上記質問に「５．その他」とご回答の方の詳細＞

消費団体

消費者庁

行政消費生活センター

県HP、県担当からのお知らせ

生協からのお知らせ

授業

講義

職場

学会

1.「エシカル消費」に関心があった 36 48.0%

4.登壇者および登壇者の所属団体の関係者 14 18.7%

3.友人に誘われた 12 16.0%

5.その他 7 9.3%

2.プログラムに興味があった 6 8.0%

未回答 0 0.0%

75 100.0%

＜上記質問に「５．その他」とご回答の方の詳細＞

発表生徒の引率

講義（大学）

消費生活センターの職員だから

出前講座実施の準備のため

（問５）参加したきっかけは何ですか？（複数回答可）。

4.知人や友

人から聞い

た

36%

3.チラシを見

た

31%

5.その他

21%

1.消費者庁ウェブ

サイトで知った

10%

2.その他のウェブサイ

トやＳＮＳ等で知った

3%

1.「エシカル消費」

に関心があった

48%

4.登壇者および登壇者

の所属団体の関係者

19%

3.友人に誘わ

れた

16%

5.その他

9%

2.プログラムに興味が

あった

8%
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（問６）本日、特に満足が高かったプログラムに○を付けて下さい（複数回答可）。

3.第３部「若者が育む「エシカルの芽」」 31 41.9%

2.第２部「山口でも発見！エシカル消費」 28 37.8%

1.第１部（基調講演） 12 16.2%

4.第４部（消費者啓発標語表彰式、エシカル宣言、エシカルバトン引継ぎ式等） 3 4.1%

未回答 0 0.0%

74 100.0%

（問７）本日の参加以前に、聞いたことがあった言葉をお選びください（複数回答可）。

7.フードバンク 59 14.7%

5.食品ロス 56 14.0%

2.エシカル消費 48 12.0%

3.フェアトレード 47 11.7%

11.SDGs 39 9.7%

1.倫理的消費 36 9.0%

12.グリーンコンシューマー 31 7.7%

9.サステナビリティ（持続可能性） 29 7.2%

10.ロハス 29 7.2%

6.アニマルウェルフェア 14 3.5%

4.応援消費 7 1.7%

8.農福連携 6 1.5%

未回答 0 0.0%

401 100.0%

3.第３部「若者

が育む「エシカ

ルの芽」」

42%

2.第２部「山口

でも発見！エシ

カル消費」

38%

1.第１部（基

調講演）

16%

4.第４部（消費者啓発標語表

彰式、エシカル宣言、エシカ

ルバトン引継ぎ式等）

4%

7.フードバンク

15%

5.食品ロス

14%

2.エシカル消

費

12%

3.フェアトレー

ド

12%

11.SDGs

10%

1.倫理的消費

9%

12.グリーンコン

シューマー

8%

9.サステナビリ

ティ（持続可能

性）

7% 10.ロハス

7%

6.アニマルウェ

ルフェア

3%

4.応援消費

2% 8.農福連携

1%
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（問８）明日からでもやってみたいと思った「エシカル消費」の行動についてご記入ください。

全体的に満足した

4 29 46.8%

5（そう思う） 21 33.9%

3 7 11.3%

未回答 4 6.5%

2 1 1.6%

1（そうは思わない） 0 0.0%

62 100.0%

次回も機会があれば参加したい

4 20 32.3%

3 18 29.0%

5（そう思う） 15 24.2%

未回答 5 8.1%

2 4 6.5%

1（そうは思わない） 0 0.0%

62 100.0%

（問９）本日の「地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ」には満足されましたか。
また、次回開催があれば参加したいですか。最もお考えに近いものにひとつだけ○を付けて下さい。

食品ロス。ゴミ削減。エコバッグ、マイ箸、水筒、マイ歯ブラシの携帯。ものを大事にする。

地産地消。「愛」ある選択をした消費を積極的に行う。

私たち消費者団体は今までやってきた活動がエシカルにつながっていると思う。今後今回の勉強を元に活動を続けていこうと思う。

宅配商品でフェアトレード商品の扱いがあり、以前から選択する一つにはしていましたが、今後より積極的にこうした商品を選ぶようこころがけたい。

スーパーではつい賞味期限の長いものを選んでしまうのも状況に応じた選択をするよう心がけたい。

子供たちとエシカル消費について実践的考察をしていきたい

関係者とのコンタクトがとれるといいかな？

募金、おにぎりアクション、TFT。今行っている。

考えて買う（意識して買う）事。エシカル消費を意識した買い物。買い物の量。食品の選択。マークを基に選択する。

買い物をする際にその先に何があるかを考えながら買い物をしていきたい。自分の周りに伝える努力をします。

買い物のこれまでの習慣を改める。

フードバンクに入れられる

フェアトレードマークの普及。フェアトレード商品の購入、レジ袋の削減、マイバッグの利用

4

32%

3

29%

5（そう思う）

24%

未回答

8%

2

6%

4

47%

5（そう思う）

34%

3

11%

未回答

6%

2

2%

60



講演者名

エシカル インスティチュート なごや　副代表　三輪　昭子氏

山口県立大学　看護栄養学部栄養学科　准教授　今村　主税氏

山口県消費者団体連絡協議会　蔵田　奈穂子氏

山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課　主任　橋本　浩太郎

フェアトレード雑貨＆カフェsouq（スーク）　松浦　和子氏

山口県地域消費者団体連絡協議会　会長　吉冨　崇子氏

山口県立大学公認サークル
YPU TFT Project

山口県立宇部高等学校 探究科

＜性別＞

2.女性 46 74.2%

1.男性 13 21.0%

未回答 3 4.8%

62 100.0%

山口県産の花の表示について実現されたこと。
講座の取り組みが参考になった。今の私たちができることを具体的に発表。
「選ぶ」から「選び取る」力をつけると、もっとエシカルな消費につながる。
地道な活動がよくわかった。消費者教育イメージマップに基づくプログラムの作成につ
いて。

知らなかったことがたくさんあり、大変参考になった。
具体的な内容でTFTの活動がわかりやすかった。
TFTによる協賛に、若者が積極的に行動できるシステムは素晴らしいと思った。
説明が良かった。
同じ大学の活動に刺激を受けた。
学生の活動に脱帽。
若者が取り組む活動がこれからの活動に期待がもてる。
「二人のための食卓」の意味に感動した。
おにぎりアクションなど、手軽にTFTに参加できる方法をしれたから。
TFTの地域での具体例が聞けて良かった。

学生の活動に脱帽。
環境から福祉へ、自分たちの手で実践されていることが素晴らしい。
実際に行動に移すことが難しいと思われることを研究し、
実践していることがすごいと思う。
若い世代が取り組むことが大事と考える。
フードバンク、食品ロスへの取り組み。校内でフードバンクを設置していることに驚い
た。
若者の力に希望が持てた。

理由

愛を大切にする！わかりやすかった。平易な言葉と具体例でわかりやすかった。

フードバンクに参加したいと思ったから。
エシカル、SDGｓの意味のつながりを理解できた。
食に興味があるから、食との関連性が理解できた。
食や消費について学ぶことができた。
食品ロスの話を聞けたので。

一番身近な話だったので、やってみようと思った。
エシカル消費の情報発信、参考になりました。エシカルに関する学習のあり方で参考。
ポテトチップをどれを購入する？に興味をひかれた。とてもわかりやすい内容でよかっ
た。
買い物ゲームが具体的で良かった。

継続的に適正な価格で（信頼がないと継続できないのでは？）
フェアトレード商品を知りたいと思ったから。
具体的なフェアトレードの仕組みが勉強になった。

県の取り組みがわかりやすく紹介されていた。
行政が関わるフードバンクポストに興味がある。

◆最後にご自身のことについて差し支えのない範囲で、ご記入願います。該当する番号に○をつけて下さい。
（回答内容については、今後の「地方消費者フォーラム」運営の参考のため以外には利用しません。）

（問１０）参考になった講演者等の報告をご記入下さい（複数回答可）。
併せてその理由もお知らせください。

2.女性

74.2%

1.男性

21.0%

未回答

4.8%
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＜年齢＞

5.50代 23 37.1%

4.40代 13 21.0%

6.60代 9 14.5%

7.70代 5 8.1%

1.20歳未満 4 6.5%

2.20代 3 4.8%

未回答 3 4.8%

3.30代 1 1.6%

8.80歳以上 1 1.6%

62 100.0%

＜所属区分＞

1.消費者団体関係者 17 27.4%

9.一般 14 22.6%

7.地方自治体 13 21.0%

8.学生 8 12.9%

未回答 3 4.8%

3.教育（団体）関係者 3 4.8%

5.消費生活相談員 2 3.2%

6.事業者（団体）関係者 1 1.6%

10.その他 1 1.6%

4.弁護士、司法書士等の専門家 0 0.0%

2.高齢者・障害者（団体）関係者 0 0.0%

62 100.0%

1.消費者団体

関係者

27.4%

9.一般

22.6%7.地方自治体

21.0%

8.学生

12.9%

未回答

4.8%

3.教育（団体）

関係者

4.8%

5.消費生活相談員

3.2%

6.事業者（団体）関係者

1.6%

10.その他

1.6%

5.50代

37.1%

4.40代

21.0%

6.60代

14.5%

7.70代

8.1%

1.20歳未満

6.5%

2.20代

4.8%

未回答

4.8%

3.30代

1.6% 8.80歳以上

1.6%

62



＜居住地＞

2.開催地の都道府県内 25 40.3%

1.開催地の市（山口市） 24 38.7%

3.開催地の都道府県以外 10 16.1%

未回答 3 4.8%

62 100.0%

◆その他、感想・意見等がありましたらご自由にご記入下さい。

エシカル消費について、こんなに県内外で多くの取組があることに驚きました。
今後自らの消費活動を見直すとともに、周囲への普及を積極的に行っていきたいと思いました。

ちょっとだけ、考えさせられた時間を過ごしました。

消費者庁でもっと全国的に、マスコミなどを活用してエシカル消費の認知度を高めてほしいと思います。

基調講演はもう少し時間が必要。

試食のプリンは商品化されたら絶対買いたいと思いました。エシカル消費、今まで思っていたより幅広いことがわかりました。

県立大、宇部高の取組がよかった。

来年度、エシカル甲子園（仮称）を開催予定です。宇部高の皆様もぜひエントリーしてください。

このような活動をもっと広げるために、これからも積極的にアピールしてほしい。

山口県のゴミの話は、山口県に特化したもので、レノファとか、よくわかりませんでした。キャラクターの名前を明記しておいてほしかったです。

まわりの方の私語（うなずき）が講師より声が大きい。

三輪先生の時間が短すぎると思った。先生のこれまでを考えると50分はほしい。

他団体の連携をもっと深め、エシカル消費を広めてゆく必要性を感じます。

フェアトレードでも、プレミアム、付加価値の話も聞けるかなと思ったのですが、既読事項で物足りませんでした。

実践されていて、素晴らしい。

タイムスケジュール管理が途中でできていなかった。遠方からの参加なので予定通り進行していただきたかった。

今一度学びなおそうと思います。

エシカル消費、これからも続けていきたいと思った。又、この活動がたくさんの人たちに伝わり、広げられ、みんなで活動できたらいいと思う。

フェアトレード、言葉は知っていましたが自身の生活になじんでおらず、少し忘れかけていた言葉でした。

カカオ豆がどう使われているのかを知らず、甘いチョコレートの味を知らなかったことを思い出しました。

次回は可能であれば子どもたちと一緒に、エシカル消費を考えられる楽しく学べるワークショップなども実施していただきたいと思います。

知識や出会いをありがとうございました。

2.開催地の都

道府県内

40.3%

1.開催地の市

（山口市）

38.7%

3.開催地の都

道府県以外

16.1%

未回答

4.8%
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消費者庁 

平成 30 年度地方消費者フォーラム/エシカル・ラボ in 山口 

開催報告書 

平成 31 年 3月 

消費者庁 消費者教育・地方協力課 

請負業務者：株式会社オーエムシー 

〒160-0004東京都新宿区四谷 4-34-1 新宿御苑前アネックスビル 8 階 

TEL：03-5362-0117  FAX：03-5362-0121 
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