
福島県生活環境部長

尾形 淳一 氏
実行委員長
細谷 寿江

福島大学経済経営学類教授
小山 良太氏

東京都市大学名誉教授
国際グリーン購入ネットワーク会長

中原 秀樹氏

フリップディスカッションの様子

アイリスオーヤマ（株）品質管理部
製品リスク委員会委員

大西 二郎 氏

消費から持続可能な社会をつくる
市民ネットワーク共同代表

山岡 万里子 氏

消費者市民社会をつくる会代表理事
阿南 久氏

パネルディスカッションの様子

【テーマ】
つながりひろげて、おたがいさまの社会づくり

～エシカル消費で、わたしたちの世界は変わる！～

平成29年11月21日、福島市のホテル福島グリーンパレ
スで「地方消費者フォーラム～東北ブロック～」が、地方消
費者フォーラム（東北ブロック）実行委員会、消費者庁の
主催で開催されました。開催８年目となる今年度は、「つな
がりひろげて、おたがいさまの社会づくり～エシカル消費
で、わたしたちの世界は変わる！～」をテーマに、活発な
意見交換が行われました。当日は、東北各地から169名が
参加し、パネルディスカッションや講演、フリップディスカッ
ションが行われました。

【日 時】 平成29年11月21日（火）10：30～15：30
【会 場】 ホテル福島グリーンパレス（福島市太田町13-53）

消費者庁審議官
橋本 次郎

パネル展示の様子

平成29年度地方消費者フォーラム～東北ブロック～開催報告（速報）
東北
ブロック

時間 内容

10:30 開会挨拶
実行委員長 細谷 寿江

10:33 開催県挨拶
福島県生活環境部長 尾形 淳一 氏

10:36 消費者庁挨拶
消費者庁審議官 橋本 次郎

10:40 パネルディスカッション
『エシカル消費で、わたしたちの世界は変わる！』

＜モデレーター＞
東京都市大学名誉教授
国際グリーン購入ネットワーク会長 中原 秀樹 氏

＜パネリスト＞
消費者市民社会をつくる会代表理事 阿南 久 氏

アイリスオーヤマ株式会社
品質管理部製品リスク委員会委員 大西 二郎 氏

消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク共同代表
ノット・フォー・セール・ジャパン代表 山岡 万里子 氏

消費者庁審議官 橋本 次郎

12:30 休憩

13:10 講演
『福島発！責任ある消費と生産

～エシカル消費が解決する～』
福島大学経済経営学類教授 小山 良太 氏

13:30 フリップディズカッション
『参加者全員が発言しよう！

考えや意見をフリップにまとめよう！』

15:20 3グループから報告
『こんなことを話したよ！』

15:26 閉会挨拶
山形県生活協同組合連合会常務理事 安部 芳晴 氏

山形県生活協同組合連合会常務理事
安部 芳晴氏
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平成 29 年度「地方消費者フォーラム（東北ブロック）＜アンケート＞ 

 

本日は「地方消費者フォーラム（東北ブロック）」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、「アンケート回収トレイ」にご投函をお願いいたします。 

 

 

（問１）消費者庁主催「地方消費者フォーラム」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、「地方消費者フォーラム（東北ブロック）」にご参加いただきまして、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．パネルディスカッション ２．小山教授による講演 ３．分散会（フリップディスカッション） 

４．分散会報告 

（問５）本日のフォーラムには 満足 されましたか。また、次回の地方消費者フォーラムにも 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 

フォーラムには全体的に満足した ５ ４ ３ ２ １ 

次回のフォーラムにも参加したい ５ ４ ３ ２ １ 

 

（問６）今後、フォーラムに取り入れたいテーマについて、興味をお持ちの項目を選び、〇をつけて下さ

い（複数回答可）。 

１.消費者教育 ２.高齢者の見守り ３.消費者被害 ４.消費者市民社会 ５.食の安全  

６.適格消費者団体  

７.その他（                                  ） 

 

 

※裏面に続きます。 
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（問７）今回のフォーラムで 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。 

団 体 名 理       由 

  

  

（問８）フォーラムに参加して、明日からあなた自身が取組もうと思うことがあれば、具体的にご記入下

さい。 

 

 

 

 

 

 

（問９）消費者問題を取組んでいくにあたり、国や地方自治体に期待することを自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

◆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     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。 
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169 名

122 枚

72 ％

男性 27

女性 94

未回答 1

２０代未満 0

２０代 0

３０代 1

４０代 10

５０代 23

６０代 43

７０代 33

８０歳以上 8

未回答 4

消費者団体関係者 75

高齢者・障害者
（団体）関係者

1

教育（団体）関係者 6

弁護士・司法書士等
の専門家

0

消費生活相談員 0

事業者（団体）関係者 11

地方自治体 2

学生 0

一般 8

その他 12

未回答 7

開催地の市 39

開催地の都道府県 25

開催地の都道府県以外 49

未解答 9

◆性別◆

◆年代◆

◆所属◆

◆居住地◆

総参加者数（資料総配付数）

アンケート回収枚数

アンケート回収率

男性
22%

女性
77%

未回答
1%

３０代
1%

４０代
8%

５０代
19%

６０代
35%

７０代
27%

８０歳以上
7%

未回答
3%

開催地の市
32%

開催地の都

道府県
21%

開催地の都

道府県以外
40%

未解答
7%

消費者団体関係者
61%

高齢者・障害者

（団体）関係者
1%

教育（団体）

関係者
5%

事業者（団

体）関係者
9%

地方自治体
2%

一般
6%

その他
10%

未回答
6%



169 名

122 枚

72 ％

今回初めて
参加した

69 57%

今回で
2回目の

参加
17 14%

3回目以上 36 30%

未回答 0 0%

122 ###

結びついた 29 55%

結びつか
なかった

4 8%

どちらとも
いえない

17 32%

新しい活動や
連携した取組み

を実施する
予定である

2 4%

未回答 1 2%

53 ###

消費者庁からの
報告

73 38%

各県団体からの
活動報告

44 23%

展示見学 57 29%

分散会 12 6%

未回答 8 4%

194 ###

総参加者数（資料総配付数）

アンケート回収枚数

アンケート回収率

　（問2）問1で「２．」「３．」と回答した方にお聞きします。
　過去、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？

（問1）「地方消費者フォーラムのご参加は、初めてですか？

（問4）本日、「地方消費者フォーラム（東北ブロック）」にご参加いただき
　　　　まして、特に満足が高かったプログラム

今回初めて

参加した, 
57%

今回で

2回目の

参加, 14%

3回目以上, 
30%

未回答, 0%

結びついた, 
55%

結びつか

なかった, 8%

どちらとも

いえない, 
32%

新しい活動や

連携した取組み

を実施する

予定である, 4%

未回答, 2%

消費者庁からの

報告, 38%

各県団体からの

活動報告, 23%

展示見学, 
29%

分散会, 6%
未回答, 4%



5 45

4 65

3 11

2 0

1 0

未回答 1

5 37

4 40

3 28

2 5

1 3

未回答 9

消費者教育 56 24%

高齢者の
見守り

25 11%

消費者被害 29 13%

消費者
市民社会

29 13%

食の安全 56 24%

適格
消費者団体

22 10%

その他 5 2%

未回答 9 4%

231 ###

（問5）本日のフォーラムには満足されましたか

（問5）次回のフォーラムにも参加したいですか

（問6）今後、フォーラムに取り入れたいテーマについて
　　　　興味をお持ちの項目は

5 4 3 2 1 未回答

45

65

11

0 0 1

そう思う

そうは

思わない

そう思う そうは思わない

5 4 3 2 1 未回答

37
40

28

5
3

9

そう思う

そうは

思わない

そう思う そうは思わない

消費者教育, 
24%

高齢者の

見守り, 11%

消費者被害, 
13%消費者

市民社会, 
13%

食の安全, 
24%

適格

消費者団体, 
10%

その他, 2%
未回答, 4%



＊教えて頂いた事を会に報告しようと思います。
＊意識が高まりました→相応の活動に取り組みしたい。
＊・認識を新しくしました。・今後の活動に生かします。
＊取り組みは特にありませんがエシカル消費みんなで勉強していきたいと思います。
＊数多くのエシカル消費商品の情報提供を日本生協連に要望し、全国生協への更なる広がりを作りたいと思いました
＊「エシカル消費」についての学習会を催す。
＊企業論理については以前より知っていたが、消費者側からの提起については初めて知った。
＊各団体からの色々な意見が聞けて良かった。自分達の活動に取り組んで行き、長く続けて、広めていけるようにしたい
＊考慮中です
＊生協活動において、安さ、便利さだけでない、第四の尺度としてのエシカル消費の視点の共有化を図りたい。
＊買い物の工夫　生産者の努力に感謝し　大切に扱う。(エシカル商品を求める)子供たちや友だちに「エシカル」を伝える
＊学習会の講師依頼
＊研修会等で盛り込みたい。
＊私は農業をやっていますので、生産者側から、エシカル消費を考え、買い手の事を思い、地産地消でやっていけたらと思います。
＊所属する団体に宣伝し、エシカル消費を先ず認知してもらい、さらに一般の人にも啓発していきたい。

＊家に帰り今日勉強した事をもう一度よく見て今後の取り組を考えます。
＊コープ商品の促進(フェアトレード、つめかえ、産直品、環境配慮商品…)利用。
＊エシカル消費はこれからも学習していきたい
＊情報公開は基本ですね。

＊消費者被害を減らすための「百サギ一蹴カルタ」(立正大学・西田教授)のデータ協力をしました。
＊エシカルについて友達に少しづつ広めていきたい。
＊高齢者との取組。
＊消費者団体で共通に認識が深まった。
＊まずは、身近な買い物から意識をもってとりくむ
＊消費者契約事例検討委員会が立ち上がりました。
＊所属する市民団体で行っている被災地支援のための海産物の仕入販売を継続する。
＊地産地消を利用する。
＊連けい　一緒に調査活動する
＊地域のふれあい会で再利用（リボン包装紙、袋）をできるように具体的に活用した。
＊とても参考になった。行政と消費者と企業の結びつきが、大切だとあらためて思った。
＊身近で出来ることから始めたい。
＊勉強会、仲間づくり、出前講座
＊いまの所は、分かりませんが、何かをやりたいと思いました。自分に出来る事からまずは声かけからですね
＊日々の生活において、エシカル消費の事を思い返し生きてみたい。
＊学習会にさらに参加し学ぶ
＊エシカル消費の認知度が低いことがわかった。消費者団体として学習会開催を考えていく。

＊友人知人に消費の問題について話すことが出来た。
＊エシカルの学習会(交流会での分科会で学習)
＊仲間を増やす。
＊まだわかりません
＊うちの団体でも今後継続して学習会を開いていこうと思います。
＊今回のエシカルを取組したい。
＊グループの皆さんに紹介したい
＊リーダー研修会等で新らためて勉強したい。
＊エシカル消費という言葉の普及について。
＊地域の活動にとり入りたいと思っています。
＊・エシカル消費を今日勉強したので。地元に帰り　当の会にお伝えしていきたいです
＊フォーラム参加者とのつながりができ、一緒に行動する機会を得た。
＊今後のサークル活動で話題にしてみたい。
＊自分自身や家庭そして所属する会の取組みにおいて本日、取得したことを活かしていきたいと思います。

＊エシカル消費について、「またの勉強する時間」を見つけ、参加させて頂き、消費者として「正しい、商品の選び方」学んで、自分
なりのものさし(マニュアル)を作って、行動できれば幸いです。

＊岩手のフォーラムでエシカル消費に触発させられ、サークルでさっそくエシカル消費の学習をしました。一年ではムリ、続けなが
ら消費市民のひとりとして社会に参加できるようなにができるかみんなと話し合うようにするつもりです

＊所属団体内で「エシカル消費をテーマ」としてセミナーを来春開催致します。CSR普及活動に「エシカル消費」の言葉を取り入れ
を活動致します。

（問3）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



1

4

10

4

8

14

1

2

1 ・国の方針がよく分った！！

・各分野からわかりやすく良かった。
・各パネリストの報告各方面からエシカル消費についてわかりやすい報告

・企業サイドから考えたエシカル消費。
・企業者社会的責任自覚
・企業活動の理念「三方よし」の話がよかった。
・企業としての取組方が分かった。

・わかりやすかった。
・分かりやすい説明
・お元気にご活躍の様子、勇気がでます
・「仲間づくり」の一言は心に響いた。
・消費者としての責任、有様を提起され新鮮だった
・活動が、やっぱっで、すばらしいと思った。
・山岡万里子氏の内容、説明が単適でわかりやすかった。

・消費から持続可能な社会をつくるということで責極的な活動をしている方々に驚きました
・エシカル消費について理解しやすかった
・「エシカル通信簿」など分からなかったことを教えてもらった。
・例をあげて話をしてくれた。
・何もかも初めて聞く事ばかり「エシカル通信簿」など
・企業の通信簿をつけ公開しているぐりちょ
・企業のエシカル通信簿というのを初めてききました。
・身近な例を出して話されわかりやすかった。(卯)
・宮城県の消ヒ者団体がメンバーになってなくて残念
・山岡万里子氏の内容、説明が単適でわかりやすかった。
・色々な角度からのエシカルを広げているように思えました。
・エシカル通信簿協力してくれた企画はすばらしい。
・企業についても通信簿調査していることに興味がゆきました。

ASCON

（問7）今回のフォーラムで参考になった団体等の報告

・科学者委員会の評価基準は大事

ノット・フォー・セール・ジャパン

パネリストの皆様

パネルディスカッション

SSRC

アイリスオーヤマ

アイリスオーヤマ　大西二郎

阿南久氏

橋本氏

・企業評価に取組み、着実に進めていること
・企業のエシカル通信簿(企業の全体が把握可能)
・「ぐりちょ」の取り組みが全国に拡がれば良いと思った。
・企業のエシカル通信簿の話。それが重要であると

・企業努力をして、消費者の目線で頑張っているところ
・企業側の取り組み問題が聞けたこと
・物づくりの責任。パックライスのリコールの話
・企業の役割を考えさせられた。
・企業側からの係わりを知ることが出来ました。
・企業の消費者志向への姿勢の一端が理解出来た
・三方よし　エシカルの基本として分かりやすかった。
・なるほどと思うことがいっぱい。
・消費者から批判の声をどんどん上げてほしいという姿勢
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・消費者市民社会への取組み姿勢と情熱に感銘致しました。

・大へんわかりやすく方向性がわかった。
・消費者市民力はこれから大切
・短時間でポイントをつかんでの活動報告(消費者の5つの責任)
・市民社会
・もっと頑張ってほしい期待してます。
・消費者を昇る取り組みをしている。

・エシカル消費について、フォーラムのまとめ的な発言でした。

・消費者庁の考え、思いをきくことができた。

・エシカル通信簿はとても意味があると思う
・企業のエシカル通信簿制度
・調査内容がみんなが共有出来ればいいな～

・福島の事実がわかりやすかった
・時間が足りず消化不良で残ったのではないか
・わかり安くて、他県の方々にも好評ばんでした。
・わかりやすいお話で、よかったです。
・エシカル消費と福島がむすびつかなかったが理解できた気がする
・もう少し講演をもう少し聞きたかったです。
・くわしく説明
・福島の今が良くわかった
・具体的事例でわかりやすく、話も上手だったので。
・とっても聞きやすく分かりやすいお話でした。
・福島の現状がわかった。応援したいと思った
・福島米のことを学べてよかった。
・福島県産の課題について知ることができた。もの少し時間(1時間ぐらい)あれば良かっ
た。
・福島の取組みを知りました

・エシカル通信簿をはじめて知ったが良い取り組みだと思った。

・企業のエシカル通信導をもっと広めて欲しいと思った
・私がこれからやっていけそうなことをわかりやすく話されていた。
・エシカル通信ボとの企業も活用してほしい
・消費者目線がすばらしい
・知らない事を初めて、聞いたので、非常にためになった。
・エシカル消費の範囲が広いことを学ばせていただいたため
・若い目線で、どんどん広げて下さい。
・「良いところをほめていく」のお話、大事な事だと思った。
・企業のエシカル通信簿がおもしろいと思った

・安全・安心、品質、価格プラスエシカル消費の視点
・エシカル消費についても理解ができました。
・エシカル消費についてわかりやすくお藩士して下さった所
・エシカルについて理解を深めた

消費から持続可能な～ネットワー
ク共同代表　山岡万里子氏

消費者市民社会をつくる会

国際グリーン購入ネットワーク

消費から持続可能な社会をつくる
市民ネットワーク(SSRC)山本万
里子

消費者市民ネットとうほく中里先
生

消費～持続可能な社会をつくる

山岡万里子氏

・企業への通信簿とは斬新だった。

小山良太氏

消費者市民社会的な会代表

消費者庁審議官

市民ネットワーク
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・勉強になりました。

・とてもわかりやすく、大変良い勉強になりました。

・エシカルな何となく分かっていたが、根本的な所について、より理解が深まった。
・エシカル消費へ至るまでの背景がよく分った。
・消費とは？エシカルとは？の元々のところがわかったから。
・エシカルに対する企業の姿勢に厳しそうだからもっと詳しく知りたかった。
・エシカル消費の理解を深められたので
・エシカルの一歩がわかりました。
・→と中原先生の進行がよかった。
・説明に共感できる。

・橋本氏のエシカルの説明がわかりやすかった。

・サークル学習の一つとして。

消費者庁

愉快な仲間

中原秀樹氏

中原先生　阿南さん大西さん　山
岡さん　橋本さん

福島県婦人団体



＊今日お習いしたことを知人・友人に伝えたいと思います。又、町の研究会でも話し合い、広めたいと思います。
＊きょう勉強した事を生協に戻りみなさんに広げていきたいと思います。

＊初めての参加　自分の勉強不足がとても恥ずかしいかったです

＊商品の詳細情報をよみとりながら商品を選ぶ、めんどうになって買わないようになれば地球にやさしくなるかも。

＊安い物をという意識を変える。無駄な物の購入はさける。
＊社会的な消費について考えてみたい
＊店舗で商品を購入する場合、エシカル標記を確認して購入するようにしたい。
＊エシカルを意識した生活を進め　仲間にも伝えたい
＊今まで取り組んでいたエシカル消費も多いので、今までより、ちょっとアンテナを高くして、無理なく、長く続けられたら、良いと思う。
＊地産地消。
＊エシカル消費とは…こういうものであるとわかりやすく説明して活発していきたい

＊エコマークにもつながると聞いたので、まずはそこから～
＊身近な人に伝えていきたいと思います。
＊エシカル消費を意識しながら買い物をしたいと思います。

＊若い方、これからの健康寿命をのばしてほしいです。学びを大切にしたいしてほしい。

＊商品ラベルの確認。
＊なるべく、自分の所に止めないで、他の組合員さんにも伝えたいです。
＊・身近なところから、自分でできることを始めたい。・環境・食について、エシカル消費生活をしたい。
＊友達にもエシカルについて伝えて行きたいと思ます
＊エシカルを知った事、有意義
＊やれる事から楽しくというヒントを頂きました。日常の生活で考えながら、行きたいと思います
＊環境にやさしい商品の購入をすらめるとともにどんな企業理念が背景にあるのか考えてみたい
＊エフマークなどに意識して購入しようと思いました。
＊商品を求めるときはなるべく自分でなっとくした物を求めることにしたい。
＊・「安さ」に目を奪れない消費行動強くします。
＊エシカル消費に論理的消費という言葉のとおり、価値のある行動、考えを持って行動したい。
＊無理せずエシカル消費をする
＊商品についてもっと興味をもって購入したい。
＊エシカル消費
＊「エシカル」とは？始めて広めます。
＊・購入する商品の情報をよく調べて考える　・買ったものは使い切る。
＊・資源の無駄づかいをしない。(電気・石油など)　・買い物をする時、その商品が作られた背景を知るように努力する
＊地産地消をこころかけ。
＊ゴミの減量
＊エシカル消費身近な所にあるエシカル商品を見つけて購入したい
＊エシカルの内容を知らせていく事と新しい情報を常にとり入れていく。

＊・その商品の背景を考え、価格の安さではなく、モノを手に入れる豊かさではなく、心の豊かさを手に入れたい！(だれがつくっ
た、どんな思いでできた。なぜできた…)

＊生協活動そのものがエシカル消費に含まれるという事なので、今後更に広げていきたいし、情報提供をさかんにしてい  きた
い。エシカル消費という言葉を皆さまにお伝えしていきます。

＊消費材を購入するため。十分ゆとりを持って、考えたいと思いました。(ゴミとなるまで責任を持って)食品については、計画性を
有先したいと思いました。

＊・フェアトレード、MFC、FSC　などにも関心をもってゆきたい。・消費者庁、NFS Japan／市民ネットワーク、市民社会をつくる会
の活動にも関心をもって、福島での取り組みに参画したい。

＊毎日の消費から、商品えらびから実践していきたい。また、どこがエシカルなのかと気にとめながら思いやりの心を持ち活動し
たいと考えております。

＊今まで何気なくやっていたことも「エシカル消費」だとわかった。明日からは「エシカル」を意識して取組んでいきたいと思う。特に
環境に配慮した商品を選ぼうと思う。児童労働の問題は衝撃的だった。働いている人のことも考えて消費しようと思う。

（問8）フォーラムに参加して、明日からあなた自身が取り組もうと思うこと

＊1、生活上のエシカルは肝に命じで実践　2、消費者市民社会づくりは、グループの中で(団体で)共通理解をはかり、一歩一歩近
づけていきたいと思います。



＊エシカル消費をまわりの人に説明しながら一緒に学習しようと思います。
＊エシカルを身近に感じました。
＊エシカル消費をもっと勉強して普段の生活に取りいれていこうと思っています
＊・過剰な冷暖房をしない。・生ゴミを極力減らす　・電源は小まめに消す
＊エシカルを言葉に出して見たい考えて思う(安全、安心。)
＊より意識をして、実行したいと思いました。又、仲間作りをして活動するなど、活動に励みたいと思いました。
＊エシカル消費を知り、自分が取り組んでいた事を気付きましたが、今後は更に日々の生活の中で取り組んで参ります。
＊友人知人にエシカルを説明し、品物選びもよく考えて消費する
＊本日学んだことをいろんな人へ伝える。
＊エシカル商品をさがしてみようと思います。
＊地産地消を心がけ常日頃からむだのない生活をしようと思った。
＊身近な所から出来ることからエシカルに取り組んで行く。エシカルについて広げて行く場所作りを展開して行きたい。

＊「エシカル消費」への取値みとして、改めて一層環境にやさしい商品選びに関心を示して行きたい。
＊エシカル消費を自分自身意識することを友人知人により広めたい。
＊これまで実践してきたことをより深めたい。
＊買い物の際に、値段以外のこと(産地、原材料など)にも気をつける。
＊「エシカル消費」を見近かな人から広めたい
＊無駄をなくす、地産地消、勉強をする。
＊より一層、商品を選ぶとき、産地や生産方法などに気をつけて考えて選びたい。スーパーにも表示方法の改善を要望したい。
＊エシカル消費の一歩を築くこと。
＊・買い物をする時、何でもすぐ買わず必要なものだけを買う。・安易なものに飛びつかない。
＊地産地消
＊いつも無駄使いしないよう気をつけます。
＊エシカル商品の発見。エシカル消費　リサイクル出来る物はする。
＊店頭の品物を良く見る。エシカルを頭に入れて、友達に話す。
＊地産地消に積極的に進めていきたいと思います。また一昌でもエシカル商品を手にとってみたいと思っています
＊消費する時にエシカル消費の意識を持つ。エシカル消費を周りにすすめていく。

＊食品ロスをしない　考えるかしこい消費者になる
＊深く考えて判断する人にになりたいな～
＊・もう少しエシカルな生活をしなければと再認できた。・エシカルについて意識を深めることができた。

＊店や会社の体制も考えて商品選択をしていきたいと思いました。
＊“エシカル”という言葉の意味を生活の中で意識したいと思う。
＊エシカル消費を意識する
＊倫理的消費についてその認識を得、これからの人生について思考していきたいと思う。

＊健康(運動)(日常の運動歩く事)についてもエシカルにつながる事がわかった。又食品も値段に関係なし買いたいと思います(む
だ使いました)

＊商品を送ぶのに、少し時間をかけたいと思う(表示)今までも地元産のものを買っていましたが。今度は、前に並んでいるものか
ら買います。

＊・エシカル消費に心かけて、購入して、無駄使ぜす、まめに電器を消すようにして、体をつねにうごかして、心身ともにもエシカル
していきたいと思います。



＊このような勉強をもっと多くの人々にさせて頂ければと思います。
＊弱体化経済、人員削減の中でかなりやっていると思います。
＊老人介護のサービスを民官に任せる事なく福祉事業として国が責任をもってやって欲しいです。
＊消費者だけでなく企業も責任が大いにあるので、国や自治体も指導力を発揮してほしい。

＊エシカル消費を進めていくような取り組みや情報を提供して欲しい
＊各市町村単位でも、住民教育に取り組んでほしい。
＊消費者視点を第一義に考えていってほしい。
＊市民、県民への消費生活についての指導・広報を推進して欲しい
＊エシカル消費を広めること。
＊人的、金銭的応援を。

＊様々な情報が飛びかっている中で、「より良い、より役立つ」情報が消費者に届く様なシステムを作ってほしいです。
＊エシカル消費について、情報を広げていってほしい。
＊地方の消費者団体を今まで以上に指導してもらいたい。

＊消費者と企業が直に話をすることはなかなか難しいと思う。国々地方自治体は公平な仲立ちをしてくれるよう期待する。
＊事業者さんとのお話し合う場をもうけて頂きたいと思います。

＊・CM等でエシカルをもっと広める。PR強化。・お年寄りにも広く伝れる広報情報提供。
＊エシカル消費の言葉がもっと広がるようにCMなどを使って宣伝してほしい
＊情報公開をして下さっていることに感謝致します。

＊気軽に参加出来る様に。
＊・いろいろな問題をわかりやすく情報公開してほしい　・正しい情報を(いい事と、悪い事も)
＊行政が事業者、消ヒ者を継ぐ努力足りない。
＊企業と消費者と共に検討する場を多くつくれるとよいと思う。
＊ある程度方向性性は示していただければと思います。

＊だれにでもわかるような表示がすべての物にわかれば幸です。

＊もう少しエシカルについて消費者に分かる様に宣伝、ピーアルをお願いしたいと思います。
＊消費者保護の事例発表。トラブルの事例など　その対策
＊もと「エシカル」を知ってほしい。学校や地域で参加できるように考えてほしい

＊“インターネットをひらいてください”だけでなくわかりやすいチラシがほしい
＊行政での普及推進活動PRをパンフレットを幅広く
＊消費者庁として自治体の役割、活動について指導してほしい。

＊「エシカル消費」について、消費者庁のCM等で、楽しく広報してほしい。
＊勉強会の開催。
＊もっとTVなどで宣伝して欲しい。
＊国の予算を取り「消費者教育」にあて、消費者として、思いやりの心で、地球も人をもお互いに大切にしたい
＊正しい情報を広く発信して頂きたい。わかりやすいフォーラムを多く開催してほしい。
＊エシカル企業・商品名を消費者に積極的に発信してほしい
＊かしこい消費者とは…エシカルの言葉を広めよう。

＊情報発信を広くして頂きたい。
＊エシカルの言葉をピーアールしてほしい。

＊・問題対応の前提として平和の存在、次に私たちが人間らしく暮らせ、こうした取り組みを可能する労働時間の短縮、及び十分
な給与が不可欠と改めて思う。

（問9）消費者問題を取組んでいくにあたり、国や地方自治体に期待すること

＊消費者に努力しろとか、頑張れというばかりでなく、圧倒的な情報をもつ企業に情報を開示させるなど。国や地方自治体がしな
いとすすまないと思う。又、企業という形をとってくれれば、対話が可能だがネット社会になると対話することも通信簿をつけるとと
も無理なのでは？国と地方自治体には、消費者を重視する視点でいつも考えてほしい。

＊行政がバックアップして地域毎の(中央のみではダメ)講演。話し合い、懇談会を開催し、わかってもらう。公民館、学習センター
などと連携いに人をあつめる

＊“エシカル消費”内容も確認でき、できることから今後も行っていきますがエシカルを日本語でわかりやすい表現にしていただくこ
とで多くの方々広めていけるように思います。

＊・原発施策については、P.11の経済が右の図になっているのではないかと思う。国の施策自体が、エシカル消費との整合性をと
るべき。・子ども向けの教材があればと思う。・エシカルのマークをつけるとか、TVコマーシャル(いろんなエシカル消費を紹介)も有
効では？

＊マークがたくさんありますが、もっと統一して、わかりやすくできないかと思います。情報公開について、Web等インターネットで…
というのが多いですが、利用できない人も、多いはずです。もっと身近な(簡単な)ところでの公開を求めます。

＊エシカル消費や消費者志向経営の推進のみでは、公正な社会の形成はできません。寡占化により消費者が選択できる状況は
相当制限されており。市場原理主義的な対応は見直すべきと考えています。

＊・消費者フォーラムは今後も続けて下さい。・消費者行政は、格差社会を無くす事と表裏一体。消費者へ5つの責任は、経済的、
時間的な余裕が無いと行動に移す事はむずかしい　またこうした集りを民間や法人の取り組には限界がある。予算を付けて、継

＊消費者に問題定義をしていくだけでなく、いっしょに考えすすんでくようなフォーラムの開催、消費者教育を望む。パンフやリーフ
レットの製作だけにとどまらずいろいろな場面に役所からきてもらってお話したり、困っていることを聞いたりして、消費者問題を地
域の目線で取り汲んで欲しい。

＊エシカル消費のパンフレット等があれば、わかりやすく受け入れが可能だとおもいます。(他県の生協の方がパンフレットを持っ
ていました。)



＊消費者団体が活動しやすい環境づくり、支援。

＊品物の適格を表示情報の明記をしてほしい　義務づける。
＊企業等の情報公開が必要ではあるが内容が信頼おけるものかどうかは国や自治体がどのように係わっていくかこれから期待します
＊消費者問題は、横断的つながりによる支援が必要となります。関連部担当のネットワーク的支援をお願いしたい。
＊消費者教育をもっと広めて欲しい。
＊政府広報等で情報提供を多くしてほしい。
＊エシカル消費に関心のない(知らない)人への働きかけをもっとおこなてほしい。
＊子供から、高齢者にも解りやすい言葉で「エシカル消費」を広めてほしい。又企業も努力していただきたい。
＊団体が高齢者に行っている若い方の加入を進めてほしい
＊消費者教育を学校現場で小学～大学の各世代できめ細かく取り組んでほしい。
＊“消費者被害”の取り組みは評価できる程やられているが、その他の活動が少ないと思える
＊・いろいろな情報を幅広く公開して欲しい。・国は地方にもっと目を向け、考えて欲しい。
＊・タイムリーに情報提供をお願いします。
＊使える予算を多くしてほしい
＊適格消ヒ者団体に行政から支援をして下さい。
＊老人、介護問題のエシカルを。
＊消費者市民社会をつくる会位　国や地方が一生懸命になって欲しいやらされ仕事NG
＊エシカルの言葉のP.Rがとても必要いろいろな団体グループ。講師を逆って説明など
＊情報を多くわかりやすく発進して頂きたいと思います。
＊わかりやすい情報発信。
＊エシカル消費についてもっと消費者に広めていく必要があると思った
＊エシカルという言葉を知らない人が、まだ80%以上だと思います。公民館等で、勉強会を開いて下されば良いと思います。
＊わかりやすい言葉で、だれにでもわかるように国民に情報を提供して欲しい
＊先づは地域づくりへの啓発
＊行政との関わりがキハクである。お互いに迎づいて、よりよい活動を地域のためにしたいものです

＊学校教育に消費者教育をもっととり入れてほしい
＊適格消費者団体に対する支援、特に財政面、消費者団体がやるには限界があると思う。

＊・消費者より当会の会員が高齢化が進んているので　若い人の会員を増し。理解してもらう　消費者の会を継続していてように
これからも消費者問題に取組んでいきたいと思っています。

＊企業のエシカル通信簿、人権、アニマルウェア等、個人消費者で取り組めないことについては国や地方自治体も協力し合って
進めてほしいと思います。

＊それぞれの取り組みについて、学習、交流したりしたい。福島米のように、少しずつ変化していく状況をみんなで共有しながら息
の長いものになって欲しい。



＊初めての参加　自分が勉強不足だった事にとても恥ずかしいと思いました。これを機に次回ありましたら参加したいです。

＊できれば英頭文字に略語だけでなく意味がわかる説明をつけてほしい。

＊お弁当の量が多かったように思います。もったいないとは思いましたが残してしまいました　知った事を行動に移さなければと思いました

＊充実した1日でした。役員の方々のご苦労、工夫に感謝致します

＊実行委員の皆様お疲れまでした。本日は楽しく参加させていただくことができました。

＊初めて聞いた「エシカル」資料を見直して、勉強します。
＊大変、勉強になりました。これからも学んでいきたいと思います。
＊・昼食時間が短くて食べきれませんでした。残念！泣く泣く、食品ロスを気にしながら残してほしいました。

＊・少人数でのフリップディスカッションは、いろんな意見がきけて楽しかったし、参考になった。毎年つづけてほしい。参加した満足感ある。

＊・分散会はゆとりをもって、皆様の活動や考え方を知ることができとても楽しかったです。
＊お昼のお弁当大変美味かったです。デザートの「リンゴ」も美味かったです　ごちそう様でした。
＊誰もが目にする事が出来るような情報公開のあり方を示してほしいです。うやむやにしないでほしいです。
＊パネラーの初めむずかしかった。(ことば)
＊フリップディスカッションはとてもよい方法です。すべての人が意見を伸べられ、なごやかに話し合いが出来た

＊何回かは出席していますがこの度の最後にデスカッシンをしたのは始めてのように思います。

＊今回参加して大変良かった
＊物だけではない人と人とのつながりの構築にエシカルをつかえないかとても考えました。
＊小山教授の講演をもうすこし聞きたかった。
＊とてもよい勉強になりました。また参加したいです。
＊勉強になったし、楽しかった。エシカルへの理解が広がり深まった。みんなに伝えていきたい

＊エシカル消費について、自分から進んで実行する。
＊エシカル消費というなかなか理解できずにいたことが少しは身近に感じられ、楽しく学べました。ありがとうございました。
＊参加させて頂き有り難うございました。
＊参加者の熱心さに驚きであった。地味なことですがやはり東北ブロック大会を大いに機待をしております
＊頭に入りました。有難とうございました。
＊エシカルについて勉強させていただきました。消費者と企業がエシカルに取り組むには、まだまだ相互理解が必要かなと感じました。
＊参加出来てよかった。実行委員の皆さんありがとうございました。
＊ご苦労様でした。フリップデスカッションが大変よかった。多くの方の考え方が聞けてよかった。

＊お弁当の量が多すぎ、かつ値段が高すぎました。
＊いろいろ勉強になり。グループごとの話し合いも意見が多く出て楽しかったです。新しい事実も勉強になりました。
＊分散会で、いろいろな人とディスカションでき、いろいろな意見に接し、また楽しく会話できた。
＊フィリップディスカッションがとても参考になりました。
＊昼食の時間が短かい。弁当配布→4ヶ所位、配布所つくって、取りに行く方法の方が短時間。
＊今日は青森市内は大雪でした。運んでも明年の開催をお願いしたい。
＊来年も参加したいが、秋田までは行けないかな？でもかんばろう。
＊お弁当が多すぎたのに、食べる時間が少ない。トイレにいく時間がなかった。新しい学びがありました
＊担当、係になられた方々の御苦労に感謝します。
＊本日は、消費者として、大変勉強になるお話を聞けて参加になりました。ありがとうございます。
＊今回はエシカルの学習ができてとても良かったです

＊今回はじめて知った言葉だがこれからも気をつけて情報を知るようにしたい。

＊・今日はパネルデスカションがとても良く理解できました。・他の県の人との分散会がとても情報交換ができまして、楽しかったし、ためにもなり、当
会ても話し合うことができる、和題でためになりました。

＊全体的に量が多く、情報を整理するのが大変でした。一つ一つが興味深い話のため、もっとゆっくり聞きたく、たとえどれか一つになったとしても時
間が長い方が嬉しかったです。

＊福島の安全な食品をもっと皆様が安心して食してほしいと思いました。伝えることの大切さを知りました。弁当の地産地消の品美味しく頂きました。

＊・パネラー、講演者の方はもっとゆっくり話していただいた方が良いと思います。
資料が仕方ないと思いますが、レベルが高すぎます。専門用語等。

＊本日のフォーラムの内容には満足でしたが、参加者リストや受付に自分の名前がなくショックでした。
参加させていただきありがとうございました。

　 ・トイレの場所、わからず、みんな困っていたようです。はじめに地図を配るか、テーブル毎においていただけると良かったかも。
近いところはすごく混んでいました。・グループワークのリーダーの進行がスムーズで、楽しく充実して実施できました。ありがとうございました。
ちょっと資料が多いです…。

＊エシカルの概念を知るだけで精一杯の感じだったので各方面からのパネルディスカッションは知識つめこみ過ぎの感があったかも。福島では、復興
もままならず生活も成り立ってないのにエシカルなの？という少し反感のある人もグループにいらしてなかなか討議がすすまなかった

＊初めて”エシカル”と言葉を知りはずかしかったです。私たち主婦はエシカル消費とりあえず地産地消やマコ商品を始めてみようと思います。
企業の方も通信簿があるので大変ですが少しても良い商品をお願いしたい。私たちも考えて消費することがとても大切だと思いました。

＊13番テーブルで、楽しく話し合いができ、自分ひとりでは気づかなかった事もエシカル消費だったことに気がついた。参加させて頂いて大変勉強に
なりました。ありがとうございました。実行委員の皆さんお疲れさまでした。昼食もおいしかったです。

＊初めての参加でしたのでパネルデイスカッションを聞いていてもわからないことばかりでたいへんでした、午後からのブリップデスカッションでみなさ
ん、なごやかにお話しすることが出来ましてとてもよかったです、本日のフォーラムに参加出来まして最初はたいへんな所に参加したと思いましたがだ
んだん理解することが出来ましてとても参考になりました、ありがとうございました。

◆このフォーラムについての感想・意見

＊福島の産業についての小山先生のお話など、もっと時間と取って聞きたいことが、いくつかありました。
もう少し時間配分を考えるか、パネリストの人数を減らすなど、しても良かったのかなど思います。
(もう少し、時間に余裕がほしかったです。特に前半～小山先生講演　お弁当の時間も含め)

＊消費社会という大きな海の中をただよう。藻のような存在の一消費者の力はとてもとても弱いものですが、みんなで力と知恵をよせ合ってひとりでも
エシカル社会をめざす人を増やしてゆけたらと思います。福島県のみなさんこれからも風評被害にまけずに少しずつ前向きに歩んで下さい。

＊グループ討議で盛り上り、色々な交流ができ楽しくすごすことができました。「エシカル」という言葉に対する評価等話題になった。
企業の情報提供や企業と「エシカル消費」についての交流ができるとより進むのかなと思ったりしました。

＊初めて消費者フォーラムに参加しました。とても勉強になりました。今日の内容は所属団体に報告し。身近な人から「エシカル消費」を広めていきた
いと思います。「ボイコットからバイコットへ」という言葉が心に残りました。実践したいです。
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