
「倫理的消費」調蚕研究会の開催について

よムA畳

平成27年5月

消費者庁

より良い社会に向けて、人や社会・環境に配慮した消費行動（倫理的消費）へ

の関心が高まっている。こうした消費行動の変化は、消費者市民社会の形成に向

けたものとして位置づけられるものであり、日本の経済社会の高品質化をもた

らす大きな可能性を秘めている。

しかしながら、こうした動きは緒に就いたばかりであり、社会的な仕組みも整

備されていない。消費行動の進化と事業者サイドの取組が相乗的に加速してい

くことが重要である。

以上を踏まえ、消費者庁において、倫理的消費の内容やその必要性等について

検討し、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調査研究を行う『「倫理的消費」諦査研究会』を梼催する。

2. 主な検討事項

( 1）倫理的消費の必要性とその効果

－倫理的消費の歴史

・倫理的商品（エシカルプロダクツ）の事例

( 2）倫理的消費の定義・範囲

( 3）倫理的消費の度合い（エシカル度）を計る基準、指標

(4）我が国における倫理的消費の実態調査

( 5）海外における倫理的消費の実態調査

( 6）倫理的消費を広く普及させていく上での課題と対応

併せて、啓発活動の具体化を図る。

3.構成及び運営

( 1）研究会は、消費者庁長官が開催する。

( 2）研究会の構成員は、 jjlj紙のとおりとする。

( 3）研究会に座長を置く。

( 4）研究会は公開とし、配布資料、議事要旨は、研究会終了後速やかに消費

者庁ウェブサイトに掲載する。

( 5）座長は、上記のほか、研究会の運営に関し必要な事項を定める。

4回開催スケジュール

平成 27年 5月から、 2か月に 1回程度開催（平成 27年度は、 5月、 6月、

8月、 10月、 12月、平成 28年2月の開催を予定）
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回
「倫理的消費」調査研究会構成員名簿

（敬称略、五十音順）

足立直樹 株式会社レスポンスアピリティ代表取締役

阿部治 立教大学教授

飯泉 嘉門 徳島県知事

生駒 芳子 ファッションジャーナリスト

伊藤和良 川崎市経済労働局長

小倉 寿子 一般社団法人全国消費者団体連絡会

柿里子 成美 公益財団法人消費者教育支援センター総括主任研究員

金丸 治子 イオン株式会社グループ環境・社会貢献部部長

河口真理子 株式会社大和総研調査本部主席研究員

佐野真理子 主婦連合会参与、特定非営利活動法人グリーンコンシューマー東

京ネット理事

潮谷 義子 日本社会事業大学理事長、環境福祉学会副会長

島田 広 弁護士

嶋田 行輝 損保ジャパン日本興Eホ｝／レディングス株式会社 CSR部長

清水きよみ 公益社団法人消費者関連専門家会議事務局長

末吉 里花 フリーアナウンサー、エシカ／レ協会代表

高山 靖子 株式会社資生堂常勤監査役

竹内 光男 東京サラヤ株式会社管理本部総務部産学官連携事業部長

長崎達夫 パナソニック株式会社環境・品質センタ一環境経営推進部部長

中原秀樹 東京都市大学教授、国際グリーン購入ネットワーク会長

商村隆男 横浜国立大学教授、日本消費者教育学会会長

平井 伸治 鳥取県知事

福田伸也 京都府消費生活安全センター長

松本 英明 日本生活協同組合連合会ブランド戦略本部政策基準担当

宮崎喜久代 公益社団法人経済同友会政策調査部マネジャー

山 本明 東京都生活文化局消費生活部長

山本良一 東京都市大学特任教授、東京大学名誉教授

霞内ありさ お茶の水女子大学附属高等学校教諭

渡辺龍也 東京経済大学教授、一般社団法人日本フェアトレード・フォーラ

ム監事
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（参考）

消費者基本計画（平成 27年3月278閣議決定）より抜粋

第4章 5年間で取り組むべき施策の内容

4 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

( 2）消費者教育の推進

また、消費者が、自らの消費行動が環境、社会、文化等の幅広い分野にお

いて他者に影響を及ぼし得ることへ理解を深めていくことが必要である。リ

サイクルの推進、適正な廃棄及び食品ロスの削減に向けた取組のほか、被災

地の復興に対する理解を深めることなどにも貢献する ES D (Education 

for Sus ta i nab I e Deve I opment；持続可能な開発のための教育）の普及啓

発に努める。また、地域の活性化や腫用なども含む、人や社会・爆墳に配慮

した消費行動（倫理的消費）や、開発途上国の生産者と先進国の消費者を結

び付けることで、より公正な取引を促進し、開発途上国の労働者の生活改善

を目指す「フェアトレード」の取組にも関心が高まっている。こうした持続

可能なライフスタイルへの理解を促進するため、消費者庁において、倫理的

消費等に関する調査研究を実施する。

消費者基本計画工程表（平成 27年3月24日消費者政策会議決定）より抜粋

消費者が主役となって選択”行動できる社会の形成4 

KP! 31年度30年度29年度28年度27年度施策名

研究会の
開催状況

倫理的消費等に調す
る競査研究を実施
【消費者庁】

（

2
）
消
費
者
教
育
の
推
進

⑩持続可能な開
発のための教
育の推進
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00 YOU KYOTO？とは IDO YOU KYOTO? 1/2ページ

!t:i..と三立Z 盗団金主主 • i:i.鍋市地蜂温圃イ~封筒司首 ．東舗市m-.i..~ーヲ

.. ・I・E・I・E司－
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ホーム DO YOU KYOTO 7 と＇~ 。oYOU KYOTO? 
フロジェクト 活動紹介 イベント情” リンク鎗
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司令冬の節'iiI＜＂つい τ

DO YOU KYOTO？とは

皆さん， roo YOU KYOTO ? Jという宮東をご存知ですか？

ごれは， 皇盟盟主宣 （平成9年に国立京書官国阪会館で開催されたCOP3

で銀択された組定・）にちなんで，京錫から世界に向けて発信する

rIJU.lにいいことしていますか7Jという憲味の合雷裏です．

’ M 畑町剛抽出ヨ伽同 4
’”，....・，、ε・ー・・”‘a・・”’..，、” a司F

‘’・凪t・・＂＂・........,. 

京書ll•定・優生のまちとして， f東郷似YOTO)Jの名は，環境の薗でち園内外に広く知られています．

そして，”KYOTO勺ま都市の名前を超えて， 「環境にいいととをする」という代名問，動開として，

世界では使われるようになりました．

私たちはそのことを，平成19年lこCOP3の10周年記念行事で京都に来られたドイツのメルケル首相からお聞きしました．こ

のことは京都にとって大変名筆なことです．その一方で，京郵が率先して地域環境を守っていかなければならないとの使命

感を強く感じています．

「DOYOU KYOTO？」を合言葉に，

京都から世界ヘエコの輸を広げていきましょう！

DO YOU KYOTO？.デー

京書官市では，京flll•定・が発効した2005年2月16日にちなみ，
毎月16日を rooYOU KYOTO 7デーj （環測に良いことをする日）

としています．

http://doyou-kyoto.com/dyk/index.html 
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DO YOU KYOTO？とは IDO YOU KYOTO? 2/2ページ

『DOYOU KYOTO 7デーJには，京鶴市金織で，屋外照明えよどの消灯を呼びかける 「ライトダウンJ，市内のレストラン

などでろうそくやランプの灯りでディナーを獲しむ 「京灯ディナーj，通勤などにマイカーを使用しない 『ノーマイカー

zニよなどの取組を，市民や，a医者の皆織とー繍に実施しています．

京飾帯では，取組にご惨加いただける司E銀所，団体を房集しています 1

鮮しくは，よ主主

DO YOU KYOTO？ 酒場にいいことしていますか7

京g市珊境監策用地取温周化対願望

守604・8571京師市中京区曹町週・池上る上本傭帯前町4目白書地 TEL: 075・222-4555ファックス.075-211・9286

c。pyrlghtI{) c打YOF KYOTO 2012 All Rights Reserved. 

http://doyou-kyoto.corrildyk/index.html 

·~ニ之IQf今

 
18


	14~15
	16~18



