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エシカル消費～買い物で社会を変える～

ようこそ情報ライブラリーへようこそ情報ライブラリーへようこそ情報ライブラリーへ

2016年12月に「倫理的消費」に関する意識調査を15歳から65歳までの2,500人を対象調査した。エシカル商品の購入
経験がある人は3割強であり、その購入経験がある人に対し商品別の購入頻度を聞いたものである。食料品が68.8％と多
くなっており更なる拡大を期待したい。
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出所：消費者庁「「倫理的消費」調査研究会取りまとめ～あなたの消費が世界の未来を変える～」（平成29年4月）より財団が作成 

ウィルプラス

※エシカル（ethical）とは、「倫理的」、「道徳的」という意味。「倫理的」については、環境保全や社会貢献という意味合いが強くなっている。
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議会〕認証商品、レインフォレスト・アライアンス認証

商品など）を積極的に消費生活に取り入れることなどが

エシカル消費の一例といえます。

　このように、環境や社会にとって意味のある商品・サー

ビスの購入を心がけるエシカル消費に関心が高まってい

ますが、一方で、「買わない」というエシカル消費があ

ることも知っておく必要があります。例えば、環境や社

会に不安をもたらすような企業が生産した商品をボイ

コットしたり、過剰包装商品や毛皮製品などを買い控え

るなどの消費行動も、「買わない」エシカル消費といえ

ます。

� �エシカル消費と男女共同参画 ��
　エシカル消費には、男女共同参画を支援するという側

面もみられます。例えば、フェアトレードの製品の多く

は、開発途上国の女性たちの手によって生産され、女性

の雇用機会の創出や経済的自立の支援に貢献していま

す。WFTO（World Fair Trade Organization：世界フェ

アトレード機関）の「フェアトレードの10原則」の6番

������ はじめに ������
　「エシカル消費」という言葉を聞いたことがあります

か。「エシカル（ethical）」とは、「道徳的、倫理的」と

いう意味で、「エシカル消費」は、「倫理的消費」と訳さ

れています。

　2015年9月に国連で採択された、2030年までの達

成を目指す17の国際的な目標「SDGs（Sustainable 

Development Goals）： 持 続 可 能 な 開 発 目 標 」 の

12番 目 に「 つ く る 責 任 つ か う 責 任（Responsible 

Consumption and Product）」が掲げられていること

から、近年、エシカル消費への関心が高まっています。

���� エシカル消費とは ����
　エシカル消費については、消費者基本計画（2015年）

のなかで「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」と説明されています。また、

消費者庁「倫理的消費」調査研究会取りまとめ（2017年）

では、「消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解

決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援

しながら消費活動を行うこと」とされています。エシカ

ル消費は、「応援消費」とも呼ばれ、商品やサービスの購

入を通して、支援が必要な生産者や環境問題や社会問題

の解決に取り組む事業者を応援することを意味します。

　エシカル消費で配慮（応援）の対象となるのは、人、

社会、環境、地域、動物福祉などです（図表１）。例え

ば、障がい者の自立を支援する共同作業所などでつくら

れた商品を購入したり、開発途上国の生産者に適正な賃

金や安全な労働環境を保証する仕組みをもった「フェア

トレード」の商品を買ったり、環境負荷の少ないエコ商

品や自然環境の保全に貢献する商品（FSC〔森林管理協

近年、エシカル消費という言葉を耳にするようになりました。環境や社会に配慮した商品・サービス
の購入を心がけるエシカル消費について、詳しいお話を椙山女学園大学の東 珠実教授に伺いました。

図表１　エシカル消費の種類－配慮の対象とその具体例－

注: 消費者庁「『倫理的消費』調査研究会取りまとめ」(2017)の表に 
一部加筆修正

エシカル消費～買い物で社会を変える～

配慮の対象 具体例（一例）

人 障がい者支援につながる商品

社会 フェアトレード商品
寄付付きの商品

環境
エコ商品
リサイクル商品
資源保護に関する認証がある商品　

地域 地産地消の商品
被災地産品

動物福祉 動物実験をしない商品
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目には「男女平等や女性の経済的エンパワーメントの推

進」に関する項目が掲げられています。このように、フェ

アトレード商品の購入は、「男女共同参画応援消費」と

しても意義があり、日本でも、このような商品を取り扱

う店舗やインターネットショッピングサイトが増えてき

ています。

　さらに、我が国では、東日本大震災のあと、女性たち

の手仕事による製品の販売によって、経済的・精神的な

自立をサポートしようとする動きがみられました。最小

限の道具と材料で、一人一人のペースで取り組むことの

できる編み物などが商品化され、社会的企業や各種団体

等により、現在も継続的に販売されています。

�� エシカル消費に関する実態 ��
　このように、これからの環境や社会にとって、また

男女共同参画の推進にとって意味のあるエシカル消費

ですが、我が国における認知度は高いとはいえません。

2017年度消費者庁委託調査の結果では、エシカル消費

を全く知らない人が全体の7割程度みられ、男性よりも

女性の、年代別では40代の認知度が低い傾向にありま

す（図表２）。

　一方、同調査からエシカルな行動を実践している人を

みると、地産地消60.8％、環境に配慮した商品の購入

37.8％、障がい者の支援につながる商品やサービスの

購入・利用22.6％、寄付付き商品の購入19.6％、動物

福祉につながる消費19.4％、フェアトレード商品の購

入16.0％となっており、地産地消や環境配慮商品の購

入などを実践している人は比較的多いことが分かりま

す。また、その他のエシカル消費を推進する人も一定数

みられることから、今後、その増大が期待されます。

��� 買い物で社会を変える ���
　私たちの日々の買い物は、市場における商品に対する

「投票行動」であると言われています。多くの票が集まる

商品、すなわち、売れる商品によって市場は形成される

ことから、私たちが、エシカル消費の対象となる商品を

積極的に購入することにより、エシカル商品をつくろう

とする生産者が増え、市場にそのような商品が増えてい

きます。消費者一人一人の力は小さなものですが、多く

の消費者が同じ理念に共感し、同じような消費行動をと

ることによって、市場や経済に影響を及ぼすことができ

ます。女性の権利の向上や労働市場への参画にも寄与す

るエシカル消費の一層の推進に期待したいと思います。

　　東
あずま

　珠
た ま み

実 さん
椙山女学園大学

現代マネジメント学部  教授

専門分野は、消費者教育、生活経営学。

博士（商学）。日本消費者教育学会会長、

消費者庁消費者教育推進会議会長、あ

いち男女共同参画財団評議員などを務

め、個人と家族の生活のマネジメント

について研究している。

図表2　エシカル消費の認知度

注: 平成29年度消費者庁委託調査「徳島県における『倫理的消費（エシカル消
費）』に関する消費者意識調査」報告書（2019）から
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1　設立の経緯

　日本女医会に触発され、愛知県内有志の女性医師

が、会員の親睦と地域への医療啓発を旨とする会を立

ち上げたのが日本女医会愛知県支部の始まりである。

1962年当時の名古屋市医師会長であった葛谷清会員

が、名古屋市女医懇話会を名古屋市医師会設立のわず

か３年目の時点で立ち上げた。これが母体となり日本

女医会愛知県支部に発展し、1964年をもって愛知県

医師会館内に事務局が設置された。初代支部長の森川

みどり会員は1964年創立時より8期24年間支部長を

務め、現在７代目となる。1965年より愛知県医師会

の健康教育事業の一環として「婦人と子供の健康を相

談する会」を愛知県医師会館において当会が実施して

いたが、愛知県医師会との密接な連携は、2002年当

時の大輪次郎愛知県医師会長の下、当会に理事のポス

トが創設されたことに始まる。

2　活動状況について

　支部長がその任を負うこの医師会理事の他にも各種

委員会（広報委員会・調査室委員会・男女共同参画委

員会・健康教育委員会）にポストを頂き、医学講習会（健

康教育講習会・救急講習会）の開催も委託されており、

毎年着実に開催している。

　また、行政（愛知県と名古屋市）においては、公害

健康被害認定委員会・男女共同参画審議会・子供子育

て会議・環境審議会・防災会議等各種会議に委員を派

遣している。

　また、これらと両輪をなすのが会独自の活動である。

地域への医療啓発としては、先に述べた愛知県医師会

から補助金をいただく「女性と子供の健康相談」があ

る。これは現在あいち県民健康祭での「女性医師によ

る健康相談会」となり、形は変わったが連綿と活動を

継続している。

　なお、会員親睦として「立春会」や「秋の懇親会」

などがあり、会員同士の交流に役立っている。

　また、「会報」年1回発行、「支部便り」年3回発行、「会

員名簿」2年に1回作成、「記念誌」10年ごとの発刊を

行っている。

3　今後の課題

　女性医師を取り巻く環境は、昨年の医学部入試問題

に限らず大変厳しいものがある。妊娠・出産という特

有の課題を背負う女性にとって、男性と同じように医

師としてのキャリアを積み重ねながら、これらのライ

フイベントを乗り越えることは容易ではない。ジェン

ダーの壁を乗り越え、男女ともにワークライフバラン

スを考慮した働き方や生き方が可能となるために、当

会として何をなすべきか、会員全員で切磋琢磨しなが

ら、現状に対応すべく努力を続けたい。

❖ 日本女医会愛知県支部 ❖

このコーナーでは、県内で活躍する団体にスポットを当て、その活動をご紹介しています。
今回は、「日本女医会愛知県支部」をご紹介します。

団体
紹介

平成30年9月16日「あいち県民健康祭」での健康相談
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　社員及びお客様の約半数が女性である当社に不可欠な女性活躍を、専門部署を据えて推進しています。女性管理職比率は、
2013年度の15.5％から現在は20.1％まで向上しました。今後も誰もが活躍できる環境づくりに取り組みます。

・日　時：令和2年3月19日（木）14:30～16:30
・講　師：守屋　智敬（株式会社モリヤコンサルティング代表取締役、一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所代表理事）
・対　象：どなたでも　　・受講料：600円
・定　員：100名（先着順）　　・申込締切：令和2年3月5日（木）必着

　公益財団法人あいち男女共同参画財団では、2019年度後期男女共同参画セミナーの参加者を募集しています。
　参加を希望される方は、財団ホームページの講座・イベント案内から専用フォームで申込みいただくか、下記問合せ先まで
ご連絡ください。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

・日　時：令和2年2月29日（土）10：00～12：30
・講　師：香川　貴江（株式会社Table for）
・対　象：小学生の子供と保護者　　・受講料：各組600円
・定　員：8組16名（先着順）　　・申込締切：令和2年2月14日（金）必着

・日　時：令和2年3月7日（土）14：00～16：00
・講　師：寺田　陽子（ワンネスサポート代表）
・対　象：どなたでも　　・受講料：600円
・定　員：30名（先着順）　　・申込締切：令和2年2月21日（金）必着

・日　時：令和2年2月29日（土）《第1部》10：30～12：30【基礎編】クリティカル・シンキングの姿勢とプロセス
　　　　　　　　　　　　　　　 《第2部》13：30～15：30【実践編】クリティカル・シンキングで使うフレームとツール
・講　師：三宅　光頼（名古屋商科大学ビジネススクール教授）
・対　象：働く女性又は就業を目指す女性　　・受講料：2,000円　※片方のみの受講は原則不可
・定　員：30名（先着順）　　・申込締切：令和2年2月14日（金）必着

男女共同参画セミナーの開催案内

女性の活躍促進　わが社の女性管理職紹介コーナー

リゾートトラスト株式会社

1【公開講座：女性の活躍促進のための「あいち女性連携フォーラム事業」】
　　 今、話題のアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）～知る・気づく・対処する～

2【親子セミナー】「ローリングストック法」で「もしも」に備える！家族で学ぶ「災害時のごはん」

4【セミナー】ハラスメントを防ぐコミュニケーション術

３【セミナー】思考力を磨こう！働く女性のためのクリティカル・シンキング

　中途入社して３年目で出産しました。ずっと当社で働き続けたい気持ちがあったので、周囲に
助けてもらっている恩返しの気持ちで、仕事もプライベートも全力で頑張ってきました。育児両
立に関しては「完璧を求めないこと」に尽きると思います。子育ては思いどおりにいかないこと
が多いため、「できないことはできない」と割り切ることも肝心です。今の職場に異動して半年
後に管理職へ登用され、「チーム力」や「相互協力」をより意識するようになりました。新任管
理職として新設した組織を任され、大きな責任感やプレッシャーはありましたが、これもチャン
スと捉え、上司から多くのことを学びながら成長できる環境だと感じています。また、課員と対
話を重ねながら信頼関係を築くことも大切にしています。これからも、周囲への感謝を忘れず、
今置かれた場所でできることを全力で取り組んでいきます。

経営企画部カスタマー
ロイヤリティ課　課長

山岡由香さん

詳細は、財団ホームページをご覧ください。　ＨＰ　https://www.aichi-dks.or.jp

【問合せ先】　公益財団法人あいち男女共同参画財団　企画協働課
　　　　　　電話　０５２－９６２－２５１２　※全セミナー託児付き（要申込み・無料・各日先着６名）
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情報ライブラリーBook Cafe
ライブラリーの本の虫　おすすめメニュー

「世界の目標S
エス・ディー・ジーズ

DGs　未来のためにできること」

■ 紹介した図書等はすべて情報ライブ 
　 ラリーで貸し出しています。

　みなさんご存知ですか？情報ライブラリーには、本の虫たちが住んでいて、毎日たくさん
の本を読んでいます。このコーナーでは、そんな本の虫たちからのおすすめメニューを紹介
していきます。
　今回は「ハテ・ナ」さんが、「SDGs」をテーマに本を紹介します。2030年達成に向け、
国連で採択された17の持続可能な開発目標（SDGs）で、私たちが未来のためにできること
を探してみませんか。

『誰も置き去りにしない社会へ　貧困・格差の現場から』
平松知子ほか／著　（新日本出版社）
日本の貧困の問題度　★★★★☆

　SDGs目標1の「貧困をなくそう」
は、日本でも深刻な課題となってい
ます。自己責任論が浸透する日本社
会で、貧困に困っている大人や子ど
もが助けを求める声をあげやすくす
るために、国、地域、市民団体がど
のような支援をすればよいのか、活
動事例をあげながら子どもの貧困支
援を中心に解説します。

『未来を変える目標SDGsアイデアブック』　
Think the Earth ／編著（Think the Earth）
世界のアイデアに驚く度　★★★★★

　お笑い芸人と国連がパートナー
シップ、自由に好きなだけ採って食
べていい畑、日本から世界に広まっ
た母子手帳、女の子向け理系おも
ちゃの開発…他にもSDGsの17個の
ゴールにつながる、世界のすばらし
いアイデアが満載です。

『身近でできるSDGsエシカル消費　全３巻』
三輪昭子／著（さ・え・ら書房）
今日からできる国際協力度　★★★★☆

　子どももエシカル消費に取り組
むことができるようになる、おす
すめの本。なぜエシカル消費が世
界の不法労働や環境破壊問題の解
決につながり、SDGs目標１２「つ
くる責任つかう責任」に深くかか
わっているのかが分かります。フェ
アトレードタウンの認定を受けた
名古屋市の取り組みも紹介されて
います。

『男女平等はどこまで進んだか  女性差別撤廃条約から考える』
山下泰子、矢澤澄子／監修（岩波書店）
日本女性のエンパワーメント度　★★★☆☆

　日本が女性差別撤廃条約に批准し
てから、様々な法整備が進められて
きましたが、政治、学校、家庭、仕
事などで女性活躍推進への壁がまだ
まだ立ちはだかっています。SDGs
目標5「ジェンダー平等を実現しよ
う」を達成するためにも、女性差別
撤廃条約から男女平等の国際基準を
考えてみませんか。

問合せ先／ウィルあいち情報ライブラリー
電話　052-962-2510

〈「ハテ・ナ」はこんな虫〉
古典ミステリーが好き。予想した犯人は大抵はずれる。
リアル謎解きにもくじけずに挑戦している。
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・子ども（乳幼児〜小学生）とその保護者（中学生以上）２人〜５人程度で利用できます。
・先に絵本や子どもの本の棚から読みたい本を選んで、カウンターへお申し出ください。
・声を出して読んでいただけますが、隣接の視聴覚ブースではＤＶＤを見ている方がいますので、
　声量は小さめでお願いします。
・終わったら本をカウンターへお返しください。

　小さな子どもと一緒に絵本を読み聞かせできるコーナー「パパ＋キッズ×ブックス」で、ライブラリーにある絵本
をもっともっと楽しみましょう！

　男女共同参画の様々なテーマを取り上げた啓発パネルを情報ライブラリーで作成し、無料で貸出しを行っています。
主なパネルをいくつか紹介します。

◆ 働き方の国際比較−日本と世界　ジェンダーの視点から（A2判　10枚）
　女性や男性の働き方をジェンダーの視点でみると、今の日本は？働く女性の数が
増えても残る男女の格差と、女性が働き続けるにはまだ大きな壁がある現状から、
人生100年時代にどうしたら誰もが多様なかたちで働き続けられる社会にできるか
を考えます。

◆ 男女共同参画 新時代（A2判　13枚）
　動物たちがみつけた、男女共同参画に関わる「よくある」ギモン。統計データや
関連情報も交えてきつねのさんかく先生がこたえてくれます。大学生と協働で作成
したパネルもあります。

◆ 暮らし方の国際比較−日本と世界　ジェンダーの視点から（A2判　10枚）
　人口や家族、教育や生活について世界の国々と比べると、何が見えてくるでしょ
うか。日本にまだ残る男女の格差と、現状を変えるために世界中が目指している国
連の「持続可能な開発目標（SDGs）」について紹介します。

◆ これって、性暴力？（A2判　10枚）
　被害者たちが声を上げ始めたことから、性暴力についての関心が高まっています。
何が性暴力にあたるのか、若い世代に目立つ被害にはどんなものがあるのかを、統計
データや関連情報も交えて分かりやすく紹介します。

　このほか、DV、働き方改革、LGBTを取り上げたパネルや、裏表紙の4コマまんが
「ウィルおじさん」をパネル化したものもあります。
　これらのパネルは県内の市町村や男女共同参画センター、図書館等に貸し出し、男
女共同参画関連のイベントやセミナーなどで活用されています。あなたの近くでも展
示されているかも？機会があったら、是非ご覧くださいね。

啓発パネルの貸出についての詳しい情報は、ホームページに掲載しています。
http://www.will.pref.aichi.jp/jyoholibrary/keihatsupanel.html 

 読み聞かせコーナー「パパ＋キッズ×ブックス」をご利用ください

男女共同参画をテーマにした啓発パネルを貸し出しています

問合せ先／ウィルあいち情報ライブラリー　　電話　052-962-2510

利用のご案内

ようこそ情報ライブラリーへ
情報ライブラリーは、本を借りたり読んだりするところ？

それだけじゃありません。こんなこともしています。
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ウィルあいち（愛知県女性総合センター）のご案内

ウィルプラス No.96 2020
編集・発行 公益財団法人あいち男女共同参画財団
住　　　所 〒461-0016　名古屋市東区上竪杉町1番地
 （愛知県女性総合センター内）
電　　　話 052-962-2512（企画協働課）
Ｆ　Ａ　Ｘ 052-962-2477
財 団 Ｈ Ｐ https://www.aichi-dks.or.jp
発　　　行 令和2年1月（年2回／次号：令和2年7月発行予定）

開館時間　9：00 ～ 21：00
　　　　　■情報ライブラリー利用時間　9：00 〜 19：00

休 館 日　年末年始（12月29日～ 1月3日）、施設点検日（年10回程度）
　　　　　■情報ライブラリー休業日　
　　　　　　上記のほか、毎週月曜日（祝日の場合は、翌日も休業）、
　　　　　　祝日（土日は除く）、整理期間

所 在 地　〒461-0016　名古屋市東区上竪杉町1番地

問合せ先　http：//www.will.pref.aichi.jp/
　　　　　■施設利用受付　指定管理者 コングレ・愛知グループ
　　　　　　（ホール・会議室・宿泊室）
　　　　　　電　話　052-962-2511
　　　　　■情報ライブラリー
　　　　　　電　話　052-962-2510

［交通のご案内］
　▪地下鉄名城線「市役所」駅2番出口から東へ徒歩約10分
　▪名鉄瀬戸線「東大手」駅から南へ徒歩約8分
　▪基幹バス、名鉄バス「市役所」下車、東へ徒歩約10分
　▪市バス幹名駅1「市政資料館南」下車、北へ徒歩約5分
　▪駐車台数に限りがありますので、公共交通機関の利用にご協力ください。

（駐車場有料）

　今回の「ウィルプラス」はいかが
でしたか？あなたのご意見・ご感想
を（公財）あいち男女共同参画財団
企画協働課までお寄せください。
　「ウィルプラス」は、県内の図書
館や女性センター等で配布していま
す。ホームページからもご覧いただ
けます。また、定期読者も募集して
います。詳しくは、電話でお問い合
わせください。

編 集 後 記

地
下
鉄
名
城
線

名
鉄
瀬
戸
線

大
津
通

愛知県
東大手
庁舎

国立
病院
機構

県立
明和高校

出来町通

国
道
41
号

県　庁

外堀通
市バス
市政資料館南

市政
資料館

市役所

地下鉄
2番出口

市
役
所

東
大
手

ウィルあいち


