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本日はお集まりいただきありがとう
ございます。
本日のテーマは「SDGs（持続可能な開発目

標）」です。2015年の国連サミットにおいて
「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が
採択されました。
日本では、2016年６月に「SDGs推進本部」
の下に「SDGs円卓会議」が設置され、12月
に「SDGs実施指針」が採択されています。こ
の指針では、国だけではなくて、自治体の積
極的な活動や貢献が期待されているというこ
とも記されております。
しかしながら、SDGsはまだ生活の中では
馴染みのある言葉ではありませんし、私ども
企業の中でも浸透しているとはまだ言えない
状況です。昨年2017年に経済広報センターが

行ったインターネット調査では、「SDGsの内
容を知っている」あるいは「ある程度知って
いる」と回答した人は全体の19％（男性25％、
女性15％）であったという状況で、まだまだ
知られていないのが実態だと思います。
SDGsの一つ一つの目標をわかりやすい言
葉にしてみると、決して難しいことでも新し
いことでもなくて、「子どもたちが将来安心し
て大人になる社会にするために」「企業も消費
者も共存できる社会をつくるために」「人だけ
ではなくて、動物・植物などにも良い環境を
保とう」という、生活に身近で重要な目標ば
かりです。
これからは、SDGsの視点で、人々が生活

の身近な場面で活動することが増えていくと
考えます。本日は、そういうお話を伺いたい
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と思っております。

ACAP「わたしの提言」について

まず橋口様の木更津市の活動を伺う
前に、きっかけとなったACAPの「わたしの
提言」について、説明をさせていただきます。
これは本年度の論文「わたしの提言」募集
チラシです。公益社団法人消費者関連専門
家会議（ACAP）では、毎年、消費者問題に
関する論文「わたしの提言」を募集していま
す。消費者問題は常に私たちの身近にあると
いう、各世代を通じて共通の課題です。これ
は、私たちが消費者である限りは尽きない課
題です。この論文では、私たちの将来を見据
えた幅広い視点から多様な提言を消費者に求
めています。
2017年度、第33回は82作品の応募がありま

した。橋口様は「消費生活センター発　
ACTION！SDGsプロジェクト～消費生活相
談現場からの提言～」と題して、見事に最優
秀賞である内閣府特命担当大臣賞を受賞され
ました。
私は、このACAPで一次審査、二次審査と
授賞式に携わり、橋口様が相談員としてこの
論文で示されたSDGs視点を行政に取り入れ
た先見性と実行力を皆様にお伝えしたい思い
から、この企画をしました。
また、本センターレポートで2015年９月に
137号を出した際に、SDGsの前身であります
2001年から2015年までの「ミレニアム開発目
標（MDGs）」の視点を、消費者教育に具体的
にどう展開していくかということで、有識者
の方に集まっていただいてご意見をいただい
たという経緯もありました。

熊谷
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途上国の目標として掲げられたMDGsの８
つの目標から、SDGsはさらに視点を広げ、世
界のすべての国の目標として17の目標、169の
課題となっています。私たちの取り組む目標
が、より世界的にとらえられるようになった
のが、今回のSDGsの位置づけだと思います。

増田様は「わたしの提言」の審査委
員でいらっしゃいましたが、この論文を読ん
でどのような感想を持たれたでしょうか。

消費生活行政にとどまらない発想に感銘

消費生活相談員が書く論文というの
は過去にもありましたが、多くは消費生活相
談という枠組みの中のものであり、若干広げ
るとしても、消費生活行政という中での提言
にとどまっていたのではないかと思います。
私はこれまで「行政を変えるのは消費生活
相談員だ」という考えのもと、「横と連携する
ように頑張ってください」と会員に言ってき
ましたが、橋口さんのこの提言を読ませてい
ただいて、消費生活行政だけにとどまらない
という発想にすごく感銘を受けました。
相談員というのは、消費生活相談だけでな
く、本当の意味で行政を動かす力があればさ
らに、市民に対する発信力も出てくることが
すごくよくわかりました。

ありがとうございます。
では、ご本人から詳しく伺います。SDGsを
消費生活センターで発議して展開しようと考
えたきっかけは、どんなことだったでしょう
か、またどんなことから始めたのでしょうか。

SDGsを知ったきっかけは新聞記事

まず木更津市の消費生活センターの
紹介をさせてください。現在一日３人体制で

相談を受けていますが、当センターが安定し
て相談員を確保できるようになったのは最近
のことです。持続可能な消費生活センターの
体制づくりに奔走してくれた職員と大先輩の
おかげで、相談員と行政の職員とが自由に意
見が交わせる間柄があり、センター内には自
分の意見を発信できる土壌が根づいています。
このため、踏み込んだ企画を発案していくこ
とが可能な恵まれた職場環境があります。
私がSDGsを知ったきっかけは、『朝日新
聞』の2017年１月31日の記事でした。この記
事で初めて17の目標を知り、カラフルでポッ
プなアイコンに心ひかれました。じっと見て
いるうちに、「相談員の仕事は素晴らしい仕事
だな」という気持ちになったのです。そのア
イコンにコミットしていく感覚というか、自
分の業務に絡んでいる目標がたくさんあるこ
とに気づきました。
それから、SDGsの連載を楽しみにするよ
うになりました。様々なトピックの記事があ
った中に、消費生活に関わる記事もあり、と
ても多くの刺激を受けました。
最初は愛読者として読んでいるだけでした
が、ある時「私は発信できる立場にあるのだ」
ということに気づいたのです。幸せなことに
消費生活相談員として行動を起こせるポジシ
ョンにいて、SDGsを伝えることができる環
境を得ている、そのことに気づいたのだから
何か行動を起こさなければと思ったわけです。
当センターでは消費生活に関連する記事が
新聞に載っていたら持参し、相談員の中で回
覧して知識の共有を図ったり、怪しいチラシ
を持ち寄って「これは気をつけようね」と声
かけあったりということを日常的にやってい
ます。コミュニケーションがよくとれていて、

司会

増田

司会

橋口
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「こういうことをやりたいね」「じゃあ、それ
をするにはどうしたらいいのかな？」という
ような意見交換も活発にしています。「それい
いね。やってみようよ」という会話の中から、
SDGsの方向性に根差した企画が生まれたの
です。「SDGsに取り組もう」というよりは、セ
ンターの流れとして自然発生的に、「これは
SDGsの視点を持った企画だよね」という紐
づけの形でSDGsが展開していきました。
センターから行政に対してSDGsを発議し
ようというきっかけ、大きな要素の一つとし
て、“タイミングがうまく合致したこと”が挙
げられます。私たち相談員がある程度経験を
重ね、相談や役所の体制を俯瞰できる立場に
成長したこと、「相談以外の他のものにも積極
的に取り組んでいこう」という気持ちの余裕
や、例えば「成年年齢が引き下げられるのに
消費者教育は足りてないよね。今やらなくて
はこの先困るでしょ」という危機意識が共有
されていたことに加え、培ってきた人脈、職
員の得意分野、「センターが必要なんだ」とい
う意識を強く持ってくれる職員の配属など、
いろいろなタイミングがよかったと感じてい
ます。

市職員との連携で SDGsアワードへ
の応募を発議

今回、市職員の“ものさしの共有”を進め
るため庁内にSDGsのアイコンを掲示し、そ
れを踏まえた内容での“ジャパンSDGsアワ
ードへの応募”も発議しました。
実は、私には発議という発想はありません
でした。担当職員とのやりとりの中で「“発
議”という方法ならできるかもしれない」と
助言をもらいました。

SDGsアワードの募集締め切りまで時間が
なかったため、職員からは「昼までに企画書
をあげて」と言われ、昼食後に屋上で一気に
企画書を書き上げました。内容を相談員の間
で回覧して「これでいいね」と了解を得たも
のを担当職員に出しました。
私たち相談員は、残念ながら行政の仕組み
をよく知りません。発議が何たるか、発議に
はどういう書式が必要なのか、どういう順番
で手続きが必要なのかが全くわからない。こ
こは職員との連携する力が必要だと思います。
時間がなくても役所の業務は下から順番に
上げていき、最終的には市長の許可がなけれ
ば企画は実行できません。
担当職員がすごく頑張ってくれて、私の書
いた企画書から本当に見事な行政文書をつく
ってくれました。センター長、市民部長、企
画部長も私の知らないところで打ち合わせを
重ね、実現に向けて調整を進めてくれました。
このような流れですから、私だけではなく

「木更津市の消費生活センターとしてやったん
だよ」というところに注目していただけると

増田　悦子氏
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元NHKキャスター国谷裕子さんを招
いての講演会も大きなきっかけ

もう一つの大きなきっかけは、SDGsの特
集記事にナビゲーターとして載っていた元
NHKキャスターの国谷裕子さんを消費生活講
演会にお呼びしよう、という企画でした。
アプローチ先がわからなかったので、イン
ターネットで以前に講演会を開催した自治体
を調べて問い合わせたところ、たまたま最初
に連絡した行政の方が連絡先を教えてくれる
という幸運にも恵まれました。「じゃあ、オフ
ァーしてみよう」となったわけです。
最初は職員が別の講演を考えていました。
しかし「言い出したら聞かないんだから好き
にやっていいけど、そのかわり最後まで責任
もってやってね」と任せていただけて、昨年
12月に国谷さんを講師にお招きして市民向け
の講演会を開催することができました。
認知度の高い方ということもあり、市民に
とってはものすごくインパクトのある講演会
になりました。参加者の7割以上の人が「私は
SDGsを知らなかったけど、講演会を聞いて
私ができることは何かを考えた」とアンケー
トにぎっしりとコメントを書いてくれました。
女性の参加者が多かったので、消費者とし
て、主婦としての目線で食品ロスやエシカル
消費に対応するような感想を数多くいただき、
市民に対してのSDGsの周知という点では、非
常に効果的な講演会となりました。
講演会の開催に当たって「センターとして
取り組みを何もしていない状態ではいけない」
という思いから、準備期間中に「木更津市の
SDGsの取り組みを少しずつ充実させていこ
う」という意識でいろいろな企画をSDGsに

大変うれしいです。たまたま私はそれを論文
に書いたから、ちょっと名前が出てしまった
だけで、センターという立ち位置からの取り
組みだと考えていただけるとうれしいなと思
っています。
SDGsアワードの件もそうですが、大事だ
なと思うことは、いろいろなところにアンテ
ナを張っておくことです。例えば外務省ウェ
ブサイトのSDGsページに「取組事例」とし
て、推進団体のリンク先一覧が掲載されてい
ます。木更津市消費生活センターは、全国の
自治体の中で２番目に掲載されました。木更
津市も載っているのですが、推進団体として、
市と消費生活センターの両方のリンク先が載
るのは全国初のケースです。
リンク先を掲載するときにも、職員が快く
手続きをサポートしてくれました。相談員で
はできないことを職員が検討してくれるとい
う、とても良い環境です。
発議に関しては、最初はハードルの高さを
感じました。ただ、考えているだけでは結局
やっていないことと一緒。「とりあえずやって
みよう」とスタートしたことが今、実を結ん
でいます。「やってみると、意外とできるもの
だね」というのが職員との共通の感想になっ
ています。
担当職員はもちろん兼務ですのですごく忙

しいし、課も多くの業務を所管しているので大
変です。課長（センター長）に「本当に忙し
いときにお仕事を増やして申しわけありません
でした」と言ったところ、「いいじゃないです
か、橋口さん。アワードのことは誰も知らなか
ったよ」と、本当に気持ち良く言っていただけ
ました。このような関係にあることは、とても
幸せなことだなと思っています。
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絡めていくことができました。このような流
れで木更津市消費生活センターのSDGsの推
進が始まりました。

今はどんなことをメインにやられて
いますか？

消費生活センターが取り組んできたこと

先に昨年度取り組んできたことをお
話しさせていただきます。
まず消費生活センターからの発議が実現し、
市庁舎の各課窓口に関連するSDGsアイコン
が貼られました。
それから消費生活講演会を行い、国谷さん
をお呼びしました。235名の市民の方に参加い
ただき、「SDGs」という言葉とその理念をお
伝えすることができました。
地域包括支援センター（以下、「地域包括」
と称する）との連携が必要だということで、市
内に４つある地域包括と各々１回ずつ共催講
座も行いました。消費生活センターの相談員
が１人ずつ担当制で交渉窓口となり、担当し
た地域包括と仲良くなる、顔の見える関係を
つくるという狙いもありました。
地域包括が進めている見守りキーホルダー
の告知と消費者被害防止の啓発をあわせたプ
ログラムを考え、木更津市消費生活センター
の消費者教育サポーターさんたちのスキルを
活かして人形劇や紙芝居など、楽しく高齢者
にわかりやすい講座にすることを意識しまし
た。
この共催講座のおかげで、地域包括の職員
と気軽に挨拶を交わせるような間柄になり、お
互い相談もしやすくなっています。地域包括
の職員は高齢者の消費者トラブルを知ってい
ても、なかなか窓口につなげられなかったん

司会

橋口

だな、どのタイミングでつないでいいのかわ
からなかったんだな、という問題も見えてき
ているので、今後その部分を改善する余地が
あると思っています。
消費者教育サポーターのスキルを活用して、
プロモチャンネルというＰＲ動画も作成して
います。木更津市の公式ウェブサイトのトッ
プに登場する半月ごとにＰＲ内容が変わる動
画なのですが、その担当が前の消費生活担当
職員だったことから、枠が空いたときに「消
費生活センターで使わない？」と声をかけて
もらい、センターのＰＲ動画配信が実現して
います。

子どもたち向けのSDGsの教材も作成

最近では、消費者月間に合わせて「５月は
消費者月間」という題の動画を作成しました。
SDGsの告知もその中で行っています。
“SDGsを子どもたちにも知ってほしい”と
いう思いでSDGsの教材も作成しました。「自
分で考える。考えた結果を自分の生活の中に
落とし込んで行動する。その行動が世界とつ

阿部　美雪氏
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木更津市消費生活センター作成の「SDGs」教材より

SDGs 教材紹介ページQRコード
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ながっているんだよ」という流れでアクティ
ブラーニングが可能な教材を作ってみました。
この教材は消費者教育支援センターの消費
者教育教材資料表彰2018で優秀賞をいただき
ました。教材の中にパッチワークのキッチン
の写真があるのですが、これは同僚の相談員
が作ってくれた手づくりのパッチワーク作品
で、出前講座に持っていって使える形になっ
ています。
教材の作成にも予算の制約があり、思った
ことがなかなかできないのが行政の悩みです
が、そこを解決するために、職員の発案で「人
権施策とコラボ」も行い、人権担当部局の予
算でアクティブラーニング用のアイコンシー
ルを作成しました。SDGsは消費生活だけで
はなくて、人権問題にもアイコンが設置され
ているので、人権の施策も紹介しながらSDGs
の周知を行えるという相乗効果が期待できま
す。
その他、職員が若者向けの啓発手段として
インターネット版の「ライフデザイン＋」と
いう情報誌を創刊して、その中でもSDGsの
周知を行ってくれています。
消費生活センターが行うイベントのチラシ
には、必ずSDGsのアイコンを入れることに
よってSDGsの「見える化」を進めています。
消費生活センターのウェブサイトの更新は
職員が全部やってくれているのですが、その
中でもSDGsの取り組みの「見える化」を充
実させていますし、市のホームページにも木
更津市としてのSDGsの取り組みが掲載され
ています。
ACAPの提言論文で賞をいただいてから、
もともとあった「オーガニックなまちづくり」
という木更津市独自の施策とSDGsが同じ方

向性を持っているものだ、ということを明確
に示していただき、両者の紐づけができたと
いうことは、私たちにとってはすごくありが
たいことでした。
消費者カレッジでもSDGsの単元をつくっ
て取り上げましたし、私たちが行っている出
前講座でもSDGsの理念や考え方を伝えてい
ます。例えば、家庭教育学級で「洗濯表示の
講座を」と依頼を受けると、「洋服のタグから
見えること」からSDGsを考えます。「外国製
が多い。なぜ安いの？」「きちんと環境に配慮
した生産を経ていますか？」「児童労働が行わ
れてないですか？」と問いかけをしてSDGs
を伝え、「私たちの生活は世界とつながってい
るんだよ」「子どもたちが幸せであるためには、
世界が幸せでなくてはいけないんだよ」とい
うアプローチで、お母さんたちにもSDGsを
広める活動をしています。
昨年度はこのような形で様々な試みを行い
ました。
今年度は、地域包括との共催講座を５月の
消費者月間に合わせて開催しました。
また、県のフォーラムで取り組み事例を発
表する場をいただいたおかげで、外部の方か
ら「一緒にやりませんか？」というお声がけ
を頂戴し、現在コラボ企画の準備を進めてい
るところです。
学校教育部局との連携も、少しずつアプロ
ーチをかけています。せっかく文部科学省が
後援になっている消費者教育教材資料表彰を
受賞したので、消費生活センターが所属する
市民部の部長に、「表彰式に教育部長と一緒に
同席していただけませんか」とお願いしたと
ころ、両部長が揃って表彰式と消費者教育シ
ンポジウムに参加してくださいました。
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シンポジウムでの成年年齢引き下げに関す
る講演も最後まで聞いていただいて、消費者
教育の必要性を認知してもらえたことは非常
にありがたいなと感じています。今後の活動
につなげていきたいです。
また、７月24日・25日・26日には３日間連
続の夏休み親子講座で「SDGsと地産地消を
広める」という計画がありまして、今その準
備に大忙しです。
そのほか、SDGsの教材を小中学校の校長会
で紹介し、「この授業をやらせてください」と
お願いもしました。市内の中学校で１校だけ、
消費者教育を各学年それぞれ１回ずつ８年く
らい続けてやらせてもらっている中学校があり、
その学校には「SDGsの教材を作ったので、出
前授業をやらせてもらえませんか？　何年生
でもいいです」とお願いに行きました。
教務の先生が教材を見て、「いろいろな知識
が入り、先を見て視野が広がっている状態の
子どもたちに伝えるほうが効果的では」と、３
年生の社会の先生にお話をしてくださいまし
た。

社会の教科書の中に「SDGs」という言葉は
ないのですが、「持続可能な開発目標」という
言葉は入っているということで、中学３年生
４クラスで社会科の授業枠を利用して、教材
を使ったSDGsの出前授業の依頼をいただき、
今後打ち合わせに入ります。

ありがとうございました。
では、今のお話を聞いてのご感想をお願い
します。

自信に満ち溢れる活動にパワーを授受

今日は本当にありがとうございまし
た。ACAPの「わたしの提言」の受賞以降、ど
のように地域でSDGsの活動をなさっている
のか興味深く思っていました。今回はご本人
から直接お話を伺えまして、本当に参考にな
りました。今なさっていることが自信に満ち
溢れていらっしゃって、パワーもあって私も
そのパワーを受けました。皆さんに発信して
いただけたら素晴らしいと、ひしひしと感じ
ました。
消費生活相談員は、SDGsに限らず、学校
における消費者教育が必要であることを百も
承知しております。当協会のアンケートにお
いても、「もっと積極的に進めたい」が約３割
強ですが、「進めていく必要はあるが難しい」
が６割になっております。「では、何をしたら
いい？」「どこから手をつけたら？」というと
ころを、今日すべてを橋口さんからお答えし
ていただきました。やはり、やる気なんだと
思います。
先ほどタイミングが非常によかったとおっ
しゃっていましたけれど、やはり橋口さん自
身がそのタイミングを作られています。そも
そも、ご自身が行政職員とコミュニケーショ

司会

阿部
橋口　京子氏
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ンを取っていて、１人体制だった相談受付体
制が現在は３人になっていると伺いました。
木更津市には職員と相談員が話し合いながら
「センターの充実が必要だ」という強い意志で
相談体制を整えてきたという動きが根底にあ
ったと思います。
そしてこのSDGsがきっかけとなり、自分
たちは何が発信できるかをみんなで決めて、実
際、底力で成し遂げられました。どこのセン
ターも同様に、相談員の気持ちさえあればで
きるということを本当に感じました。
「消費生活センター」は従来の消費者相談の
みならず、消費者教育の推進や、担い手教育
の「拠点」となることを期待されていますが、
実際はまだできていない現状があります。ま
た、「消費者市民社会」についても、今まで全
相協や各消費生活センターにおいて脈々と消
費者教育、消費者啓発をやってきた中で、「自
立した消費者」「自分たちが自主的に選択する
消費者」とお伝えしていますが、５年たって
もあまり広まっていません。
そこにSDGsの視点を取り入れて、その目
標のアイコンをフルに活用されていることに
感嘆しました。こういうものが貼ってあるだ
けで、「この行政は、こういうことを理念に置
いて動いている」と市民も感じると思います
し、2030年に向けて、これをうまく活用して
行政を動かしていることを今日は本当に感じ
入ったところです。
さらに、SDGsの教材をつくられて消費者

教育を進めていくというのは、一歩も二歩も
先を行く取り組みなので、ぜひこういったこ
とで行政を引っ張っていただき、そして、千
葉県を引っ張って「千葉県、すごいね」とな
るよう頑張っていただきたいと思います。

国谷さんの講演会後のアンケートでは、主
婦の方から「できることを考えたい」という
回答が多かったということですが、こういっ
た教材を使って「自分ができるところから何
かやりましょう」というSDGsを学んだ小学
生、中学生の子どもたちは「何をしよう」と
発言されますか。

この教材を使った講座は７月末の親
子講座が最初になるので、実際の回答はお伝
えできないのですが、木更津市は環境省のモ
デル事業で給食における食品ロスについて、取
り組みの授業をやっています。その結果を調
べてみますと、給食のロスがほとんどなくな
ったという実績が出ています。適切なアプロ
ーチをして問題を提起してあげると、子ども
たちも自主的に考え、行動して、結果につな
がるということです。子どもは素直だと思い
ます。その目線をきちんと育ててあげること
を大事にしたいです。SDGsは自分ができる
ことをすればいい、ということですので、顔
を洗う水を半分にして節約するでも構わない
し、ごみを分別するでも構わない。「できるこ
とを見つけてみよう」というアプローチをす
ると、きっと彼らの心に響くと思っています。

では、熊田さんからもお願いします。

橋口さんのエネルギッシュなパワーと木
更津市の行政全体への取り組みはすごい

私も引きずり込まれるように話をお
聞きし、ものすごくパワーを感じました。
最初に「アイコンを見ていたら、自分の仕
事がすごい仕事だなと思った」と言われまし
たが、アイコンを見ているだけで、自分の仕
事がSDGsに重なっていることに気づいたと
いうことに驚きました。我々はなかなかそう

橋口

司会

熊田
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いうふうにはならないので、その発想の柔軟
性というのか、感度が高いことをすごいなと
思いました。
それと、今日お話しいただいた中で、タイ
ミングとか、自分の周りの人の立場とか、そ
ういうことが非常に影響したと謙虚に言われ
ましたが、確かにそういうところもあるので
しょうけど、橋口さん個人のエネルギッシュ
なパワーがあるからこそできたんだなという
ことが、お話を聞いていて伝わってきました。
もう一つ、これは木更津市がすごいのかも
しれないのですが、市の行政全体としていろ
いろなことに水平展開をしていることを知り、
素晴らしいと思いました。通常、こういうこ
とを始めても、あるところで終わって、水平
展開はそんなに簡単にはいかないのですが、い
ろんな市民活動も含めて、多分これは市の行
政だけではなくて、市民の個人的な協力も得
ながらやっているのではないかと思います。木
更津市は、市全体としての取り組みというか
活力がすごいところなんだなと、改めて思い
ました。

木更津市公式ウェブサイトの中で、
木更津市も「SDGsを推進します」というこ
とでページを作成してくれていますし、消費
生活センターも「こういう事業をやっていま
す」ということを、情報発信しています。や
っていることを理解してもらおうという取り
組みも、職員が本当に一生懸命やっています。

木更津市は、こういう事業をされる
と、スピーディに取り組むような土壌がある
のでしょうか。

そんなことはないかな（笑い）。
そうすると、橋口さんのパワーがか

なりあるということですね。

市長が掲げる理念とSDGsが一致

いえいえ。ただ、従来から市長が掲
げている「オーガニックなまちづくり」には
「持続可能なまちづくり」、「次の世代に持続す
る市をつくりましょう」という理念があった
ので、それがSDGsと一致しているというこ
とで受け入れやすい土壌があったのだと思い
ます。国谷さんの講演会のときも市長から挨
拶をいただきましたし、お忙しい中、次の公
務へのギリギリの時間まで会場で講演を聞い
てくださいました。ご自身の施策と重なる部
分が多いことが、活動への理解に繋がってい
るのだと思います。
最終的に市長が「いいですよ」と言ってく
れなければ動かなかった。年度途中の予算が
ない中で多くの職員の力を借りた結果、発議
の実現に至ることができました。

本当に横の広がりがすごいですよね。
「オーガニックなまちづくり」がベー

スにあって、そこにSDGsの方向性が一致し
たということで、SDGsの視点が行政に取り

橋口

阿部

橋口

熊田

橋口

熊田

熊谷

熊田　　修
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入れられたという流れはわかりました。オー
ガニックなまちづくり」というのを木更津で
始めたきっかけは何なのでしょうか。

私自身はSDGsの取り組みを始めてか
ら、木更津市が「オーガニックなまちづくり」
に取り組んでいることを知りましたので、きっ
かけはわかりません。発議を行ったときに職員
から「方向性が一緒だから、受け入れてもら
えるんじゃないか」と教えてもらいました。

オーガニックシティ推進室というの
があるんですね。

そうなんです。企画部の中に「オー
ガニックなまちづくり」を推進するという係
があります。オーガニック推進室から「市全
体のことだから、うちでやるよ」と言ってい
ただき、市庁舎へのSDGsのアイコンの掲示
と窓口カウンターにSDGs推進を説明するチ
ラシの設置が完了しました。

ここまでのお話を聞いて、“発議”と
いう手続きは、行政の中で何かを徹底するに
は重要なプロセスであることがわかりました。

正式にやる、ということですよね。
庁内の設備にアイコンという掲示物

を貼るわけなので、管財の許可も必要になっ
てくるし、アイコン作成の予算を取るにも、本
来なら議会を通さないといけないような役所
の仕組みがあって、今回のケースはイレギュ
ラーなものになっているので、“発議”という
案だったのかなと。

その「発議をしましょう」と言って
いただいた職員も、「一番の近道はここ」とい
うのがわかって、そういうことを言われて、実
際に発議を通されたということですね。

行政を動かす方法を相談員は知らな
いので、それを実現させるには職員の協力が

ないと絶対に無理です。そこを知らず知らず
して活用されていたわけですね。行政の方と
相談員の方、相談員同士がとても親密な関係
にあるからこそ、「こうやりたい」と相談員が
言ったとき、賛同してくれたと思います。
新聞一つ持ってきて、みんなでわいわい言
いながら話し合うことも、楽しくないと毎日
続かないことですね。みんなが楽しく仕事に
取り組んでいるという、木更津市の消費生活
センターのいい雰囲気がベースになっている
ことを感じました。

やはり「やらされている感」じゃな
くて、「自分でやっている感」が伝わってきま
すね。

ともすれば、「自分の仕事は相談業務
に専念すればそれでよい」という考え方にな
りがちですが、そうではないですよね。

最初の原点というか、『朝日新聞』の
特集を見て、そこに相談業務が結びつくとい
う発想も違いますよね。

やはり仕事に誇りを持っていらっし
ゃるなと。

誇りというか、大好き（笑い）。
誇りまでのレベルにはまだまだ達してない
です（笑い）。

そうかもしれない。「誇り」よりは
「大好き」ですね（笑い）。わかる。

こういう姿勢が、消費生活センター
が核となって「やり方によっては、このよう
にできる」という本当にいい事例だと思いま
す。こういうことで、見守りなどのコーディ
ネーター的な仕事にも発展していくと思いま
す。参考にしていただけたらと思います。

これは職員ではできないことです。
職員だと、ルーチンワークしなければなりま
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増田
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熊谷
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せんし、異動になります。一方、これは大好
きな仕事を専門職としてやっていく中で派生
することだと思うので、消費生活相談員だか
らこそできる仕事です。

相談員と職員は車の両輪、一緒に走る

職員がいなくてもできないので、そ
こが難しい。職員は２～３年で変わってしま
います。最初は消費者行政を全く知らない状
態で入ってきます。車の両輪と同じように相
談員と職員は一緒になって前に走らないと、
センターはずっとそこに停滞してしまいます。
走る状態にするには、消費者行政を知っても
らったり好きになってもらわなくてはいけな
いと思います。そこで、私は「消費者行政は
こんなに楽しい」、「こんなことがあるのよ」
など、わかっていただくような声かけを心が
けています。
職員から質問をされると答えだけではなく
全体の話もして、「こうだったから今こうなっ
ていて、将来的にはこうなる。それが理想の
形」などと更に理解を深めてもらうように働
きかけています。

先ほど地域包括と共催で、すごく親
密な連携がとれているという話がありました
が、これは自治体がめざしている方向ですか？

今、地域包括との連携というのは、

橋口

熊谷

増田

SDGs 教材で使用するシール〈人権担当部局とのコラボ企画〉

各自治体でめざしているところで、それぞれ
一生懸命やっているのですが、双方の情報共
有ができていない状況です。だから、まず「お
互いが何をやっているかを知りましょう」と
いうところから、研修を始めている自治体が
多いと思います。

ところで、共催ができたそのきっか
けは何だったのでしょうか？

「一緒にやりませんか？」で押しまし
た（笑い）。「連携が必要だよね」とか「顔が
見える関係もつくりたい」という意識はずっ
とありましたが、「地域包括は見守りキーホル
ダーを周知している」という情報があって、
「じゃあ、地域包括と一緒に講座をやってみよ
う」というところまではスッといきました。
高齢者福祉課で、４つの地域包括が毎月１
回集まって会議を行っているという情報を聞
き、「その会議に行って、共催講座をやらせて
ほしいと地域包括に頼みたい」とまず担当の
職員に了解をもらい、会議で打診を行いまし
た。
地域包括に対しては「なるべく負担がない
ように、開催場所の予約、チラシ作成や申込
受付などはすべてこちらでセッティングしま
す。各地域包括ごとに年１回の共催講座を行
うので、開催日には参加者へ説明のためにス
タッフを２～３人出してください」という形
でお願いをしましたら、市内４つの地域包括
全てから快諾をいただきました。

参加されている方は、地域包括の職
員さんの他にもヘルパーさんとかいらっしゃ
るのですか。

ヘルパーさんは入っていませんが、民
生委員の方の参加がありました。
実際に共催を行ってみると課題がいろいろ

熊谷

橋口

増田

橋口



《特集・SDGs》

‒ 14 ‒

見えてくるので、それをクリアするために今
年度は消費者月間のイベントとして市庁舎が
入っているショッピングモールの広場で、４
地域包括同時に不特定多数の参加者をターゲ
ットに開催しました。11月も同じように実施
する予定です。
一緒にイベントをやることで、お互いにス
ムーズに話ができる関係が築けたと感じてい
ます。

これも本当に持続させることですよ
ね。地域包括と連携してやっているところで
も一巡してしまうとそれで終わり、というと
ころがすごく多いという話を聞きます。年１
回ずつでもそういう形でつなげていくという、
やはり持続が大切ですよね。

そうですね。消費者安全確保地域協
議会も作る方向ではいるのですが、なかなか
……。被害は毎日発生しているので、自分た
ちができることは早めにやっていくという姿
勢でいます。地域包括だけではなくて、今後
は社会福祉協議会とか成年後見センターにも
声をかけてみようか、という話をしていると
ころです。

そうやって声をかけていくうちに中
核となってという、本当に理想的な見守りの
スタイルになっていきそうですよね。

そうですね。現場が動くというのは
強いですよね。

相談窓口がキーマンとなって、そこ
の関係者を巻き込んで協働することで、それ
ぞれの主体が担っている業務を地域の見守り
のネットワークにつなげることができること
がわかりました。具体的な例として非常に貴
重な体験談ですね。

SDGsは、世の中ではまだ認知度が

阿部

橋口

阿部

増田

熊谷

司会

低いという現状です。全相協として、消費者
にSDGsを認知してもらうためにどのような
活動をしようとお考えでしょうか。

消費者啓発の延長線上にSDGsも

「SDGsを認知してもらう」という目
的ではないのですが、今までいろいろな相談
を受けていて、それをもとに消費者啓発をや
ってきました。しかし、それは「こういうと
きには、こういう問題があるから気をつけま
しょう」という対症療法的なことが多かった
と思います。
加えて、根本的に「契約というのはこうい
うこと」「適切な選択をすることが世の中をよ
くする」ということをベースに消費者教育も
行ってきました。そして、この何年かは、め
ざすところは「消費者市民社会の形成」とい
う視点で消費者教育に取り組んできました。
悪質商法だけではなく、最近は商品が高度
複雑化していて、それと消費者側の知識との
乖離によってトラブルになっていることが多
くなっています。そこで、事業者には「もっ

増田
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と情報提供してください」、消費者には「もっ
と理解するように努めましょう」、「自分にと
って適切なものは何ですか？」というのが消
費者教育だと思います。
そう考えると、今までやってきた消費者啓
発の延長線上に消費者市民社会があると考え
ています。そのためには適切な商品選択をす
る、環境に配慮するなど、いろいろな考え方
が必要であって、それがSDGsの視点につな
がっていくのではないかと。協会としては、そ
ういうとらえ方をしています。

消費者教育を進めることが、SDGs達
成になるということでしょうか。

そうですね。めざすところは一つで
しょう。皆さんがいろんな分野でそれぞれ活
動されていたことが、一つの言葉になったと
いうことかなと思っています。

ありがとうございます。
では、これから企業の例として、日立の家
電部門の活動をご紹介させていただきます。

日立グループとしてのSDGsの取り組み

我々は、日立アプライアンスと日立
コンシューマ・マーケティングという２つの
会社が一緒になって日立の家電事業をやって
います。具体的には、冷蔵庫、洗濯機、掃除
機、調理家電、LED照明などを製造・販売し
ています。我々は日立グループの一員として
活動していますので、まず日立グループとし
てのSDGsの取り組みがどのようなものかを
ご説明したいと思います。
日立グループは、2015年のCOP21で採択さ

れた「パリ協定」と、今日の議題でもある「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」の採
択の動きをとらえて、気候変動や資源の枯渇、

生態系の破壊などの環境問題にどう対応する
かということで、2050年をターゲットにして、
環境の長期目標をつくっています。我々は
「日立環境イノベーション2050」と呼んでいる
のですが、この長期目標を2016年に制定しま
した。
日立グループでは、この目標に沿って３つ
の社会をつくりたいと考えています。CO2を
大幅に削減する低炭素社会、資源を有効に活
用する高度循環社会、生態系の保全といった
自然共生社会を構築していこう、というのが
長期的な環境面での目標です。
一方、去年４月に、日立製作所の東原社長
自らが議長となり「サステナビリティ戦略会
議」を立ち上げました。我々日立アプライア
ンスと日立コンシューマ・マーケティングも
そこに参加しており、いわゆる日立の社会イ
ノベーション事業を通して、SDGsにどうい
う貢献ができるかという、サステナビリティ
に関する施策を経営レベルで、議論を始めて
います。
その中で我々も、日立の家電事業がどのよ
うにSDGsに関連づけられて、どんな貢献が
できるかということを、積極的に検討してい
るところです。
SDGsは、最近は企業をはかるものさしに
もなってきているのですが、その一方、企業
はSDGsの達成に絶対に必要な事業主体であ
ると位置づけられています。我々企業も、社
会を構成している一員ですので、これからも
積極的にSDGsに貢献していかなければいけ
ない、という考え方で取り組んでいるところ
です。
次に、我々日立アプライアンスと日立コン
シューマ・マーケティングが具体的にどうい
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うことに取り組んでいるかをお話しします。
我々は家電製品をつくっている会社ですの
で、従来からエネルギー効率の高い省エネ商
品を提供することに力を入れてきています。
同時に、LCA（ライフ・サイクル・アセスメ
ント）というのですが、製品をつくるときの
部品の調達から製造、販売、使っていただい
て廃棄するまで、そのライフサイクル全体で
CO2をどのくらい排出するか、ということを
製品の開発段階から試算して評価しています。
また、家電品のリサイクルにも力を入れて
います。設計時に環境配慮設計アセスメント
を実施して、リサイクルしやすい製品に仕上
げることで廃棄物を減らし、環境への影響を
軽減するといった活動をしています。
こういったことを、今回のSDGsの17の目
標と169のターゲットに当てはめて落とし込む
と、例えば、省エネ製品をつくるのは、目標
７「エネルギーをみんなに　そしてクリーン
に」につながっていくだろうと思いますし、廃
棄物を減らすといったことは、目標11「住み
続けられるまちづくりを」につながって貢献
できるだろうと考えています。
そういうことで、今の目標７と11を企業経
営の事業戦略で貢献できる内容ととらえて、
事業戦略の中に取り組んでいくことにしてい
ます。まだまだやり始めたところなので、こ
れからというところはあるのですが、基本的
な考え方は今お話しした通りです。
もともとSDGsは、社会、経済、環境面に
おいて、地球規模の課題を解決する目標なの
で、環境面だけに偏るのはどうかなというの
はあるのですが、我々の事業としては、まず
は環境面の貢献から進めていきたいと考えて
います。

それを事業として展開していくと、今度は
企業活動全体の中で、それ以外の目標にも間
接的に貢献できると思います。例えば、工場
で使う水を減らせば、水をクリーンにすると
いう目標に対応できますし、海外工場の従業
員の教育も含めて、「質の高い教育をみんな
に」という目標にも対応できますから、そう
いったことで、企業活動全体でさらに貢献し
ていこうという考え方です。
いずれにしても、去年からこういう取り組
みを始めており、これから引き続いてどうい
うふうに貢献できるか、ということを具体化
しようとしている段階です。

ありがとうございました。
企業も取り組み始めたところで、今の橋口
様の思想・思考と同じで、「今から一つ一つ取
り組んでいきます」ということですね。

ただ、今、我々が課題だと思ってい
るのは、先ほどの橋口さんのお話で、SDGsを
個々の仕事にまで関連させて落としこんでい
る点です。我々の場合、SDGsとの関係が大
枠では決まっていますが、個々の仕事の細か

司会
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いところまで落とし込まれていませんので、活
動を具体的に展開するには、まだまだ課題を
持っているなと思います。

橋口様からも、ご感想をお願いしま
す。

今、「まだまだ」とおっしゃいました
が、やはり企業の力はすごいと思っています。
一般の市民が頑張って取り組んでも少ししか
動かないものが、企業が動くとものすごい力
を発揮すると思いますので、ぜひ取り組みを
充実させていっていただきたいと思います。
今、気候変動で大きな被害が出ていますが、
やはり環境問題は一番大事なところでもある
かなと思います。また、取り組みを消費者の
皆さんに周知していくことも、とても大事な
ことだと思います。

情報発信の一つとして環境報告書に
SDGsの取り組みを織り込む計画

一般の消費者の方に取り組みについ
て情報発信することは、とても大事なことだ
と思っています。
その情報発信の一つとして、毎年、環境報
告書を出しています。その環境報告書に、今
年はSDGsの取り組みを織り込んで外への発
信をしようと計画しています。

消費者は、見かけの省エネ、年間で
幾ら安くなるとかで選択することが多いと思
います。だから、部品のつくり方から省エネ
を考えて努力されていることを発信していた
だきたいですね。消費者は企業努力をもっと
知るべきだし、事業者は情報発信していただ
きたいです。

まだまだ我々の情報発信が足りない
ところがあるんですね。

おっしゃるとおり、自分の仕事のレ
ベルにSDGsの考え方を落とし込むことはす
ごく重要ですよね。だから、今回、橋口さん
のお話を聞いて、自分の一番小さい単位の仕
事が「これは何に当たるの？」と落とし込ん
でいくことは、それぞれ自分もできるし、各
家庭でできるし、職場でもできると思います。
それが本当の意味でのSDGsなんだろうなと
思いました。

いままで各社がやってきたことを今
回は「世界共通のアイコン」があるので、こ
れを使わない手はないと思います。
マークが載っている会社だと、注目も浴び
ていくと思います。
例えば、何かトラブルがあったとき、消費
者が「こういうことをやっている会社なんだ」
と分かると、その業者に対する対応も違いが
でるかもしれません。

お話をうかがうと、橋口様の発信を、
いい意味で消費生活センターや行政がスムー
ズに吸収・実行していたと思います。ただ、そ
れでも「こんな苦労があった」というエピソ
ードはございませんでしたか。

消費生活センターが行政を動かした

苦労という苦労は、時間がないこと
だけです。やはり相談は優先です。相談を受
けてはじめて木更津市が取り組まなければい
けない課題がわかるのだと思っています。や
はり相談は疎かにはできない。相談を受け、
PIO-NETの入力をし、事業者の交渉をやって、
となると一日はあっという間です。付属して
発生するもの、家に持ち帰りできるものは持
ち帰りになってしまうこともあります。
うまく回り始めると皆さんからお声がけい
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ただけるので、仕事はどんどん増えてくる。
「うれしい悲鳴だね」ということで受け止めて
います。
「相談員が行政を動かした」ということを言
われますが、私は「相談員が動かした」とい
う考え方はあまりしていません。やはり「消費
生活センターが動かした」という位置づけで
はないかと思います。相談員と職員が一緒に
いてセンターが成り立ち、職員なくしては様々
な企画は実現できなかったと思っています。
センターの職員と相談員は勤務形態が違い
ますが、同じ消費者行政に携わっていて、私
たちはそこに専門家としている以上、必要な
施策があるなら、それを発言しないのはおか
しいことだと思っています。
ですから、必要なら相談員は何度もアプロ
ーチをして、職員の理解を得るように、同じ
方向を向いて歩んでくれるような働きかけを
する努力はすべきではないかと思います。
相談員は消費生活センターが消費者安全法
や消費者教育推進法で求められている役割を
常に意識して、広く消費者行政を見ていかな
くてはいけない。そのために外部を知る努力
もしていく必要があるのかなと。今はそう思
っています。

橋口様からいろいろなお話をいただ
きましたが、他の地域で展開できそうだと感
じられたことはありましたか。

橋口さんは「消費生活センターとし
てやっていることだ」とおっしゃったけど、や
はり初めの一歩は相談員なんです。相談員だ
けでは絶対にできないのは当たり前で、だけ
ど、その初めの一歩をやるか・やらないかで
大きな違いがきっとあるのかなと。その初め
の一歩を踏み出してほしい。私は全国の相談

員はできると思うので、まずそれをやってほ
しいです。
今、消費者庁は、基本計画の中にSDGsを
取り入れていますし、消費者教育推進法や消
費者安全法の中で消費生活センターが拠点と
なっていることが示されています。しかし、実
際に何をしたらいいかがわからないのが現状
です。その初めの一歩として、例えば、多重
債務の相談があったら若者の消費者教育につ
なげることや、小さい単位で、一つ一つ具体
的に繋げていくことが必要だと思います。
本当なら全部それをマニュアルにして全国
に配りたい（笑い）。皆さんがすでにやってい
ることだけど、発想の転換というか、SDGsと
いう考え方に基づいた、先ほどおっしゃった
当てはめをすることによって、その目標に動
いているんだということと同時に、足りない
ことは何なのか互いに考えそこを修正・改善
していくことで行政全体と消費生活センター
との連携が自然とでき、結果的につながって
いくのかなと思います。そのような事業がで
きるといいなと思います。

ぜひお願いします。
今、マニュアルを作って配りたいという言
葉もいただきましたが、地域のSDGs活動と
いうのは、どのように始めるとよいと考えて
いらっしゃいますか。

SDGsの考え方を組み込んで消費者教
育、消費生活相談員の質の向上をめざす

今やっていることを継続することで、
新しく何かをするということではないですね。
今、行っている消費者教育、それから消費生
活相談員の質の向上は継続していく。ただ、
それをするに当たって、SDGsという考え方
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を組み込んでいくということかなと思います。
それを組み込んだ消費者教育、消費生活相談
員自身が質の向上をめざすということだと思
っています。

阿部さんはいかがでしょうか。
これまでやってきたことと同じだと

いうところはありますが、SDGsという国際
基準を踏まえた形で、これから私たちが本当
に力を入れたいと思っている消費者教育を、
どのような形で展開していくかというところ
だと思っています。まずは、各地域で展開し
ていきたいと思っています。
また各地域の相談員から、「どういう形で
やっていけばよいか？」という相談を受けた
場合には、今回お話しいただいたことをお伝
えしたいと思っています。それには、相談員、
職員のコミュニケーション力も必要不可欠で
あると思いますので、それも全相協としては
後押ししていきたいと思っています。

ありがとうございます。
ぜひ、他の地域の消費生活相談員さんに、
橋口様から一言いただけますか。

消費生活センターの業務はSDGsそのもの

私は新聞の記事からSDGsの種を受
け取りました。私が書いた文章を読んでいた
だいたり、話を聞いていただいたりすること
で、その種を皆さんにお分けしています。お
渡しした種を受け取ってくださった方がどの
ように育てるかは自由…。プランターに植え
てもいいし、地植えでもいい。お水だけあげ
る、肥料をあげる…育て方はそれぞれでいい
と思っていますが、一緒に種を育ててみませ
んか。消費生活センターならそれほどハード

ル高くなくSDGsを育てることができるので
はないかと、そんな気持ちでいます。
消費生活センターの業務は、SDGsそのも
のと言っても過言ではありません。特別なこ
とをやるのではなく、今までのものをアイコ
ンに当てはめていくというアプローチの方法
でいいと思います。問題の解決を、該当する
SDGsのアイコンを目標に取り組むことから
スタートできます。
さらに少し踏み出すこと。SDGsという同
じものさしを共有する人と協働して問題を解
決していけることを、私は今体感しています。
「一緒に取り組みませんか～ACTION！SDGs 
～」とお伝えしたいと思います。

ありがとうございます。
ぜひ増田様からも相談員さんへの期待や励
ましを一言お願いいたします。

「皆さんが今やっていることが既に
SDGsです。だから、SDGsを意識するだけの
話で、やっていることはそのままでいいです」
ということだと思います。それを意識するだ
けで、センターの中の意識が変わって、行政
全体にそれが伝播していけば、消費生活セン
ターも認知してもらえるし、情報発信がしや
すくなる。「SDGsを意識する」ということで
同じ理解になっていく。そういう効果を生む
言葉だと思います。意識することがとても重
要だと思いました。

今日は、皆様から貴重な楽しいお話
をたくさんいただき、ありがとうございまし
た。これにて座談会は終了とさせていただき
ます。 

 （2018年７月13日開催）
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消費者はSDGs（持続可能な開発目標）とどう関わるか
～新たな“ものさし”で築く消費者主役の社会へ～

サステナビリティ消費者会議 代表

古谷由紀子

１．消費者とSDGs

SDGsは、「我々の世界を変革する：持続可
能な開発のための 2030 アジェンダ」（以下、
「2030アジェンダ」という）の中心ともいうべ
き17の「持続可能な開発目標」を指している。
このアジェンダは、2015年９月に国連で採択さ
れた、人間、地球及び繁栄のための行動計画で
ある。そしてSDGsは、2030年に「誰も取り残
されない世界を実現する」という共通の目標に
向けて、政府や自治体だけではなく、企業や
NGOなど多様な主体の参加を呼び掛けている。
もちろん消費者も重要なSDGs達成の担い
手として年々期待が高まっている。主な動き
として、一つには、消費者教育推進法の成立
（2012年）により、公正で持続可能な消費者市
民社会１に参画する消費者の育成が進み始め
ている。二つには、消費者の行動として「持
続可能な消費」（SDGs目標12）や「エシカル
消費」の考え方が急速に普及し、人、社会、環
境、地域などへの配慮ある消費への促進が活
発化している２。
しかし、これらの動きは消費者の現状を踏
まえた取組みになっているだろうか。たとえ
ば商品・サービス等に伴う多くの消費者被害

や不利益の現状３は持続可能な社会とどう関
わるのか、必ずしも明確にはなっていない。ま
た消費者が行動しようとするときに必要とな
る商品や企業の持続可能性に関わる情報の議
論は十分とはいえない。さらには、すべての
人は消費者であるが、その実態はさまざまで
あることが十分考慮されていないという問題
もある。
本稿では、持続可能な社会において、消費
者がSDGs実現の主役として関わっていくた
めの課題について考えていく。

２．持続可能な社会と消費者

持続可能な社会とは、環境・経済・社会の
持続可能性を指すが、SDGsは世界で起きて
いるこれらの問題を洗い出して、17の目標と
して設定した。それでは消費者はこのような
SDGsをはじめとする持続可能な社会の問題
とどう関わるだろうか。
まずSDGsのなかで直接消費者と関わる目
標は、目標12の「持続可能な消費」である。し
かし、「持続可能な消費」を具体的な行動で見
ると、ほかの目標ともつながっていることが
わかる。食品を例にして考えてみると、目標
12自体として「食品ロスの削減」、ほかには目

１ 消費者市民社会とは「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に
関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを
自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」（消費者教育推進法第2条第2項）

２ 消費者庁（2017）消費者庁「『倫理的消費』調査研究会とりまとめ」では、これらの配慮にあたるさまざまな「倫理
的消費（エシカル消費）の事例を紹介している。

３ 消費者庁「平成30年版消費者白書」によれば、各地の自治体の消費生活センターに寄せられる消費者相談件数は、
2016年は約89.1万件、2017年は約91.1万件にも上る。
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標２の「飢餓を終わらせる」も関係する。食
品を選ぶという視点で考えると、海の資源で
あれば、目標14に、陸の資源であれば、目標
15が関係する。食品を提供する企業を選ぶ視
点で考えると、目標５「ジェンダー平等」、目
標８の「働きがい」などが関係する。つまり、
「持続可能な消費」を消費者の行動から見る
と、SDGsのあらゆる目標につながってくる。
つぎに考える必要があるのは、掲げられて
いる17の目標が課題のすべてではないという
ことだ。国や地域によっても課題は変わるだ
けではなく、社会の変化により課題が変わる
こともある。形式的に17の目標の実現を目指
せばいいわけではない。問題の本質を捉える
ことが必要だ。2030アジェンダは理念として
「誰一人取り残さない」が掲げられている。そ
こで考えたいのが消費者の安全・安心である。
消費者の行動によって環境や社会の課題を解
決することが期待されるが、消費者にとって
の持続可能な社会として安全・安心な社会も
不可欠と言えるだろう。Consumers Inter-
national（国際消費者機構）では、このことを
「消費者保護は持続可能な開発目標への旅の
必須のパートナーである」と表現している。

３．消費者の二つの側面に沿った持続
可能な社会の実現へ

持続可能な社会と消費者の関係は複雑であ
るにもかかわらず、現在の持続可能性と消費
者の議論は、消費者が行動することによる環
境や社会の課題という側面にのみ焦点を当て
ている。消費者が持続可能な社会において力
を発揮していくためには、消費者のもう一つ
の側面である、市場において影響を及ぼす側
面を考慮する必要がある４。
消費者が持つ第一の側面として、消費者が
市場に影響を及ぼす側面がある。これは消費
者の行動が企業の商品やサービスに影響を与
えることによって環境や社会の持続可能性を
実現するものである。ここでは消費者の役割
が中核となる。他方、消費者には市場から影
響を受けるという第二の側面がある。これは
消費者保護制度が不十分あるいは企業の製品
や取引方法の問題などが消費者の被害や不利
益を生むという側面である。ここでは消費者
の権利が尊重されることによる消費者にとっ
ての持続可能な社会を実現するものである。
また、持続可能な社会をめぐる消費者の問
題については、このような消費者の二つの側
面を考慮するだけではなく、これらが相互に
影響しあうことを考慮する必要がある。
たとえば、第一の、消費者による他者の人
権や環境への行動によって持続可能な社会を
構築する側面について、消費者の第二の側面
を考慮すると、消費者が市場から影響を受け、
情報格差による不十分な情報しか持っていな
い実態を踏まえる必要がある。したがって、企

４ 古谷由紀子（2017）『現代の消費者主権―消費者は消費者市民社会の主役となれるか―』芙蓉書房出版、129頁。

図：SDGs ロゴ

（出所：国連広報センター）
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業等の情報開示の問題も議論していく必要が
ある。また第二の、消費者被害や不利益の問
題をもとに消費者にとっての持続可能な社会
を構築する側面について、消費者の第一の側
面を考慮すると、消費者が市場に影響を及ぼ
すという、消費者の行動にも目を向けること
になる。したがって、企業等に影響を及ぼし、
企業や制度を変えていくために積極的な消費
者の権利行使を議論していく必要がある。

４．消費者の実態に沿ったSDGs事例の発信を

現実の消費者は多様である。「消費者教育
の推進に関する基本方針」（2013年、2017年改
定）」においては、求められる消費者像を次の
３つに分けて考えている。
①　被害に遇わない消費者
②　合理的意思決定のできる消費者
③　より良い市場とよりよい社会の発展
のために積極的に関与する消費者

たとえば、高齢者の中には「被害に遇わな
い消費者」であることだけで精一杯のことも
ある。すべての人が社会の発展のために行動
する消費者であることは難しく、むしろそれ
らが可能な人が上記のような状況にある消費
者を支えていくことが持続可能な社会なので
はないか。
しかし、持続可能な社会と消費者をめぐる
問題については消費者の実態をもとにした事
例は十分開発されておらず、消費者のどのよ
うな問題が持続可能性に関わるのかが明確で
はない。そこで、消費者問題の専門家やさま
ざまな社会や環境課題の解決に取り組んでい
る人たちが自ら事例を発信していくことが重

要になるだろう。サステナビリティ消費者会
議でも「持続可能な消費を探そう！」や「持
続可能な社会の実現へ：消費者のより良い選
択のためのアクション・ガイド」を提案して
いる。
消費者の実態をもとにした発信事例として、
注目されるのが、木更津市消費生活センター
の相談員が消費生活センターの相談業務と
SDGsの関連を次のように示す５。
「子供を抱えた若い世代が多重債務相談窓
口でもある消費生活センターに来所する。生
活再建（目標 10）のために、道筋をつけるこ
とが消費生活センターの大きな役割の一つだ。
解決のためには、債務の整理（目標１）、フー
ドバンクの利用（目標２）や社会福祉（目標 
３）、自立支援（目標８）へのつなぎ等が必要
だ。また外部機関との協力、安心して生活し
ていくための見守りサポート等が必須となる
（目標 11）。」と指摘する。
さらに、上記相談員は「前述した若者の多
重債務は、安易な借り入れが原因であること
が多く、消費者教育を受けていれば避けられ
た可能性が高い」として消費者教育の充実を
訴える。これはSDGs目標４「質の高い教育
をみんなに」に関わってくる。
このように、さまざまな主体が消費者の実
態をもとにSDGsを“ものさし”にした事例
を発信することによって、消費者による持続
可能な社会の実現とともに、消費者にとって
の持続可能な社会の実現が可能になっていく
と考える。それはやがて、消費者が持続可能
な社会において主役として行動する礎を築く
ことになるのではないだろうか。

５ 橋口京子（2017）『消費生活センター発 ACTION！SDGs プロジェクト～消費生活相談現場からの提言～』。
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木更津市消費生活センターの紹介

木更津市消費生活センター センター長　

石井　彰一

１．木更津市消費生活センターの概要

木更津市は、昨年 11 月に市制施行 75 周年
を迎えました。東京まで 60 分圏内であるこ
とから定住人口の流入が続いており、現在は
約 13 万５千人の人口を擁しております。全
国トップクラスの生産量を誇るブルーベリー
や春の風物詩となっている潮干狩りなど、豊
かな自然に恵まれていることもあって、人と
自然が調和した持続可能な都市の構築を目指
す「オーガニックなまちづくり」を全市で進
めているところです。
木更津市消費生活センターは 1980 年４月

に設置され、2015 年度末の条例制定を経る
ことによりセンターの位置づけや運営等に関
する基準をより明確にいたしました。設置さ
れた当初は安定した相談体制を敷くことがで
きませんでしたが、約 10 年前の地方消費者
行政活性化基金の創設に伴い、基金を利用し
た消費生活相談補助員制度を導入すること
で、センター内で消費生活相談員を育成する
試みを始めました。現在では、年間 1000 件
ほどの相談が市民から寄せられ、毎日３名体
制の下できめ細やかな相談対応を行っていま
す。

２．本センターの特徴

本センターの特徴として、消費生活相談員
と行政職員の距離が近いことが挙げられま
す。日々の雑談の中から新たなアイディアや

事業が生まれることも珍しくなく、それぞれ
が気づいたことをみんなでシェアする習慣が
根付いています。このような状況の下で熱い
議論が交わされ、自由な発想同士が化学反応
を起こした結果、国連の提唱する SDGs（持
続可能な開発目標）推進をはじめとした様々
な先進的取り組みが生まれました。

３．ACTION！SDGs プロジェクト

本センターでは、持続可能な消費生活セ
ンターを目指す「消費生活センター発
ACTION ！ SDGs プロジェクト」という取
り組みを昨年度から始めました。本プロジェ
クトは、①まずは SDGs を知ってもらおう　
②市職員で「新しいものさし」を共有しよう　
③課題を共有する他部署と連携を行おう　と
いう３つの柱で構成されています。具体的に
は、センター主催事業のチラシ等に SDGs ア
イコンを掲載し、キャスターの国谷裕子さん
を講師に迎えた消費生活講演会を開催した
ほか、SDGs 推進に関する掲示を行うこと等
を通して、まずは市民に知ってもらうことか

SDGs アイコン 庁内掲示
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らスタートいたしました。次に、今年４月に
はセンター発議による市役所各課窓口への
SDGs アイコンの掲示が企画課の手で実現
し、市職員で SDGs を「新しいものさし」に
据えることによって課題を共有いたしまし
た。そして、地域包括支援センターとの共催
講座の開催や教育部局及び人権部局との連
携による SDGs 教材の活用等により、同じ課
題を共有する他の部署とコラボ事業を実施
するところまでプロジェクトは進行してい
ます。

４．今後の展望

今後は、2022 年４月に予定されている成
年年齢 18 歳引き下げを視野に入れ、これま
で手薄となっていた若年層への消費者教育の
充実を図ることを最優先事項としています。
これを実現するためには学校教育部門との密
な連携が不可欠となることから、教育委員会

夏休み親子講座でのSDGs 教材活用

SDGs 推進ページ紹介バナー

とのヨコのつながり構築に全精力を注ぐ所存
です。幸い本市では、市長がタテ割りのない
社会の実現を将来ビジョンとして掲げている
こともあり、すでに土壌はできつつあります
ので、あとは多種多様な主体を巻き込みなが
ら地道にアプローチをしていくだけです。
本センターは、みなさんの知恵や力をお借
りして、それらを編集しながら新しい価値を
創造するような、いわゆるプロデュース型の
組織として発展していけたらと考えておりま
す。これからも面白い提案を行っていきます
ので、新たな価値の創造を目指してぜひ一緒
に消費者行政を盛り上げていきましょう！
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「食品ロス」について考えてみましょう

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）
東日本支部 神奈川分科会 代表

安達　俊明

私たちは、消費生活アドバイザー、コンサ
ルタント、あるいは相談員資格を有する神奈
川県在住または在勤者の集まりです。職業は、
一般企業や地方公共団体で働いていたり、家
庭の主婦であったり、定年を迎えた者だった
り様々です。男女比も約半々です。
毎年自分たちに関わりの深い消費生活に関
するテーマを決めて、月１回話し合いをした
り現地調査に出向いたりしています。過去に
は「福祉の観点から神奈川県のまちづくりを
考える」あるいは「大地震に備える」や「横
浜開港150周年記念イベントへの参画」など、
幅広いテーマに取り組んできました。また「横
浜駅周辺のバリアフリーに関するパブリック
コメント」に応募するなど行政への提言も行
ったりしています。
現在のテーマである「食品ロス」について
取組み始めた経緯は次のとおりです。会議室
での会議が続いていた中、あるメンバーから

「机上の話し合いだけでなく現場に行ってみよ
う」という声があがり、行った所が「横浜市
中央卸売市場」でした。そこで気付いたこと
は、身近であるにもかかわらず「食」ついて
知らないことばかりではないか、ということ
でした。そこで2016年度から「かながわの食」
をメインテーマに、生産から廃棄までを幅広
く調べてみることになりました。そして、県
内で活躍する食品加工の地場産業やショッピ
ングモールを見学した流れから、県の第一次
産品と食品ロスに取り組むことになりました。
食品ロスとは、「本来食べられるのに捨てら
れる食品」のことです。消費者庁によると、日
本全国では年間646万トン（2015年度の推計
値）あると言われています。（2014年度は621
万トンなので増加していますね。）全国民が１
人あたり「お茶碗約１杯分（139ｇ）」の食べ
物を、毎日捨てている計算になります。しか
も、646万トンのうち半分近くの289万トンは、

家庭における「食べ残し」「過剰除
去」「直接廃棄」等によるものです。
残りの約357万トンは事業系食品
廃棄物といわれるもので、「規格外
品」「返品」「売れ残り」「外食での
食べ残し」等によるものです。（こ
ちらはこちらで、３分の１ルール
や返品の商習慣などの問題があり
ますが、ここでは指摘だけにとど
めます。）
このような食品ロスが発生して農林水産省のホームページより
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いる一方で、子どもの貧困率は13 .9％（国民
生活基礎調査2016年：厚労省）で、７人に１
人が十分に食事を摂れていないと言われます。
また世界に目を向ければ、約９人に１人が栄
養不足と言われています（世界食糧機関の報
告書2015年）。さらに、食品に限ったことでは
ありませんが、ごみ処理費用として各自治体
が負担している金額も年間約２兆円（環境省
のデータ2015年）に上っています。
これらの現実を踏まえ、私たちが何故「食
品ロス削減」に取り組むのかを次の４点に整
理しました。①資源は有限であり、次世代に
ツケを回してはいけない②食品ロスはエネル
ギーのロスであり、廃棄のための費用など経
済的な損失でもある③日本の食料自給率が低
い中、食料を廃棄している生活習慣は改めね
ばならない④食べられるものを捨てるのは命
を粗末にすること。大量の食品ロスがある中、
一方で食べられない人々がいることは問題、で
す。そして、食品を残さず食べることがカッ
コイイこと（cool）だとして、「たべクール」
というキャッチフレーズを考案しました。　　
これまでの活動としては、農水省および東
京都の食品ロス担当者に対するヒアリング、
フードバンクや食品リサイクル工場の見学お
よび意見交換等を行ってきました。これらの
活動の中から、私たちがやるべきこととして
「食品ロスの実態について消費者に広く知って
もらう活動を通じて、食品ロスを少しでも削
減していこう」「行政に対して提言していこ
う」の２点に取り組んでいます。
今年３月には、東京都環境局主催の「東京
都食品ロスもったいないフェスタ」に出展し
ました。ここでいただいたアンケートには、社
会で取り組むべきこととして、「小さいうちか

らの教育」「お店に出回らない食材を活かす取
組み」等の提案がありました。また、自分た
ちが実践していることとして「賞味期限が過
ぎても食べられるものは食べきる」「飲食店で
は食べきれる量を注文する」等の取組みが紹
介されました。どれも大事なことだと思いま
す。そして、今年10月には川崎市の消費生活
展に出展することになっています。賞味期限
と消費期限の違い、無駄な買い物の戒め、家
庭は勿論ですが、外食（宴会）でも残さず食
べきること等について一緒に考えていきたい
と思っています。
食べきることはカッコいい（たべクール）。
宴会での食べ残し量はランチ・定食の５倍だ
そうです。宴会では適量を注文し、始めの30
分と最後の10分間は食事を楽しむ時間として
食べ切りを勧めましょう！（30－10運動と言
います）
折しも、国連の「持続可能な開発目標：
SDGs」の12.3では、「2030年までに小売・消
費レベルにおける…食料の廃棄を半減させ
…」が採択されて、国をあげて食品ロスの削
減に取り組むことが求められています。
この記事をお読みになったアナタも、今日
から是非「食品ロス削減」にできることから
取り組んでいただけたら幸いです。

「東京都食品ロスもったいないフェスタ」会場風景
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親子消費者教育サポートセンターの活動

特定非営利活動法人 親子消費者教育サポートセンター 理事長

加藤　絵美

⑴  団体概要 ⑵『子ども消費者』を守り育てる活動

▼紙芝居を使った製品安全教育
『子ども消費者』は、社会経験や消費生活の
経験が少なく、いわゆる「vulnerable consumers」
（脆弱な消費者）と呼ばれています。義務教育
課程での消費者教育は重要ですが、それより
も早い段階で未就学児と保護者への消費者教
育をスタートすることも大切です。

浦安市・小学生向け　運動靴の安全教育

当団体は2014年に発足した非営利活動法人
で、組織名称にあるように、親子を対象とし
た消費者教育を行なっています。メンバーは、
消費者問題に関する専門家（消費生活相談員、
学校の教員、社会教育主事、子どもの製品安
全の専門家）、研究者、大学生／大学院生など、
多岐にわたります。活動場所は、乳幼児が集
まる施設（保育所、子ども園、幼稚園）、小中
高大、図書館、公民館、各地の消費生活セン
ターなどで活動しています。
また当団体の専門分野は、子どもの健康や
命にかかわる消費者問題、食品安全、子ど
もをターゲットにした広告／マーケティン
グ活動に関わる消費者問題、ISO国際規格、
海外消費者団体との連携など多岐にわたり
ます。

当団体では保
育施設やこども
園などで、音声
付きデジタル紙
芝居「アブナイ
カモがおしえて

くれる あぶな～い!!　カモ!」 を上演し、アル
コールの誤飲、キックスケーターの事故、家
庭内でのケガ、製品安全などを楽しくわかり
やすく説明しています。紙芝居にはプロの声
優さんが吹き込んだ音声が付いていることも
あり、毎回、上演会場は子どもの笑いと歓声
で、楽しいひとときになります。
なお、このデジタル紙芝居は、許可を得て
消費者庁のキャラクターを利用しています。
子どもたちに大人気です。
▼子どもへの広告教育
2016年に発行された「子どもに影響のある

広告およびマーケティングに関するガイドライ
ン」の普及にも力を入れています。このガイド
ライン作成委員会は、国民生活センター理事
長の松本恒雄氏が座長となり、当団体もドラ
フト作成段階から委員として参加しました。
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このガイドラインは、広告が子どもに与え
る影響（プラス・マイナス両面）が一定程度
あることを踏まえ、広告制作において企業側
に求める主な配慮事項を記しています。
①「安全性への配慮」
②「発達特性への配慮」
③「健康的な生活への配慮」
④「多様性への配慮」
⑤「子どもの個人情報への配慮」

（※本ガイドラインはインターネット上に公開されていますのでぜひご覧下さい。）

日本には、子どもへの広告や販促活動を規
制する法律がありません。酒やたばこ等のよ
うに法的な年齢制限が設けられている製品や
サービスについては、業界自主基準がありま
すが、その他の製品群には無いのが現状です。
しかし海外の先進国には、子ども向け広告が
法律で禁止されていたり、子ども向けテレビ
番組の間に広告を流してはいけないルールが
設けられている国もあります。
広告の中には、性的な表現、人種差別の印
象を受ける表現、過食／拒食を助長する表現
などが含まれているケースがあり、保護者や
一般視聴者から苦情があがることもあり、最
近では話題が過熱し「炎上」することも多い
です。また子どもに向けた広告ではなくても、
子どもが真似をすることで安全性に疑義が生

じる表現もあり
ます。例えば、
有名タレントが
洗濯機の中に入
るシーン、傘を
振り回す、勢い
よく口に食べ物
をほおばる、自
転車の二人乗り
など、大人にと
ってはそれほど

印象に残らないシ
ーンでも、子ども
の脳裏に残り、何
かのタイミングで
真似をするという
ことがあります。
しかし現代のマ
ーケティング活動は、従来のテレビや新聞だ
けでなく、インターネットを利用したPC、ス
マホ、ゲーム機器など様々なディバイスに広
がっています。IOTのコンセプトが家庭内に
も広がりつつあります。この流れを止めるこ
とは難しい状況ですから、消費者への広告教
育はこれから大変重要な役割を果たします。
当団体では、広告がもつ意義、意味、戦略
を的確に知り、広告とどのように付き合うか
を考える機会を子どもたちに提供する活動も
行なっています。映像教材「アドバとタイズ
の広告だいぼうけん」（ワークシート付）を制
作し、小学中・高学年に広告教育を行ってい
ます。
成人年齢が18歳になり、これから益々、消
費者教育の充実が求められる時代になります。
当団体では「明るい社会の賢い消費者へ　わ
たしたちがサポートします」というスローガ
ンのもと、長く地道な活動ではありますが、消
費者の課題解決分野のプロフェッショナルと
して、これからも社会のお役に立てるよう前
進していこうと考えております。



‒ 29 ‒

１．消費者関連センターの紹介

日立コンシューマ・マーケティング㈱は日
立グループの一員として日立の家電製品を中
心に、ご家庭からオフィス、ビジネス分野ま
で、販売、保守・メンテナンスサービスを幅
広く展開しております。そして近年は、従来
の家電ビジネスから環境ビジネスへ、国内か
ら海外へ、そのビジネス領域を大きく拡大し
ています。また昨今の省エネ、節電等の社会
的要請に応えるべく「環境価値創造」を企業
ビジョンに掲げ、さまざまなお客様の多様な
ニーズに対し迅速なサービス提供を実施して
おります。

九州支社消費者関連センターは、福岡市の
中心部に位置する博多区にあります。その福
岡市は九州地方の行政・経済・交通の中心地
であり同地方最大の人口を有しています。ま
た、北九州市とともに形成される北九州・福
岡大都市圏は都市単位の経済規模において日
本の４大都市圏に数えられます。
日本の民間研究所が2016年に発表した「世
界の都市総合力ランキング」では、世界36位
と評価され、近年はグローバル創業・雇用創
出特区として、北九州市とともに国家戦略特
別区域にも指定されています。
その地におきまして当支社は、担当エリア
として九州全域７県・沖縄県を管轄し、各
サービス拠点（11拠点）では、コールセン
ターなどで受付した重要案件・苦情・ご不
満を解決すべく、関連部署・サービス部門
と連携し迅速かつ公平な対応に努めており
ます。

２．消費者関連センターの役割

「お客様の生の声」は製品の設計・開発やサ
ービス対応を改善するための重要な情報源で
す。特に重要かつ難解な案件については、消
費者関連センターの対応案件として関係部署
と密に連携し、直接お客様宅へお伺いし対応
をする場合もあります。
また、消費生活センターへご相談された案

件では当該するセンターを訪問させていただ
き、消費者の方と三者面談により早期解決を
図った事例もございます。問題解決には、お
客様のお困りごと・ご意見・ご意向をしっか

日立コンシューマ・マーケティング㈱
九州支社消費者関連センターの活動について

九州支社消費者関連センター長

吉村　雅広 

●北九州
サービスセンター

九州支社●
●福岡サービスセンター

●久留米サービスセンター
佐世保サービスセンター●

長崎サービスセンター●

●佐賀サービスセンター

大分サービスセンター●

●熊本サービスセンター

宮崎サービスセンター●

●鹿児島
サービスセンター

●沖縄サービスセンター

★連携する
　サービスネットワーク★
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り理解することが重要なポイントで、消費者
目線で対応し「CS向上」を図ることが消費
者関連センターの最も重要な役割と考えてい
ます。
なお、主な活動内容は次の４項目です。
１）お客様からのご相談・お問合せ・ご不満
への迅速かつ公平な対応
２）お客様への情報提供などの啓発活動
３）マーケティング活動（顧客ニーズ・商品
改善、開発・法令順守）
４）行政、NITE、消費者団体との連携

３．公的機関の定期巡回と情報交換

情報の共有化を目的として、各地の消費生
活センターへ毎期定期的に巡回訪問を行って
おります。巡回時には、担当地区のサービス
部門の責任者も同行し情報交換と対応力強化
を図っております。
消費者関連委員として参画する日本電気
工業会（JEMA）との活動においては、「社
会的貢献と責任を果たす」ことを目的に◆
福岡市、北九州市を中心に「家電の安全」
「省エネ」をテーマとした消費者啓発出前講
座の提案と開催◆佐賀市、鹿児島市の「消
費生活展」での啓発活動◆製品評価技術基
盤機構（NITE）と製品安全についての情報
交換、その他各市消防局に対し「家電火災
調査研修会」実施などの活動を行っており
ます。

４．消費者啓発講座の提案・推進

JEMAとの消費者啓発出前講座は、福岡市、
北九州市の各行政区へ案内し自治会等からの
希望で開催しております。講座内容は「家電
品の安全」がテーマで、電源コードの取り扱
い不備による発煙・発火・トラッキング現象
から始まり、◆電子レンジ使用時の発煙・発
火・突沸現象◆IHクッキングヒーター使用時
の天ぷら火災◆長期間使用している家電製品
（扇風機）の部品劣化による発煙・発火などの
内容をNITE提供の再現実験ビデオを使用し
説明を行っております。
家電品は正しい使い方をしないと思わぬ事
故を招く場合があります。実際に講師として
説明すると、誤使用などで事故が発生する場
合があることを知らない方が殆どで、啓発推
進の必要性を痛感しました。その後JEMAと
協議の結果、私が消費生活センター巡回時に
出前講座を紹介することになり、エリアは福
岡県隣接の各市まで拡大し、40拠点に案内い
たしました。結果４カ所の消費生活センター
から出前講座のご要望があり、更なる増加を
期待しているところです。
最後に今後も各行政、法人などとの連携を
図り「安全・安心・快適な暮らし」の実現に
向け、消費者に寄り添った対応に心がけて活
動を行ってまいります。一層のご支援とご指
導をよろしくお願い申し上げます。

家電火災調査研修会 消費生活センターでの出前講座



　今回のテーマは「SDGs」です。座談会や
論文から、世界を変えるための17の目標は、
日々の生活の中で取り組まなければならな
いことがわかりました。
　また、木更津市の話をいろいろ伺いまし
たが、行政全体が一体感をもって活発に活
動していることが強く伝わってきました。
一度木更津市に行ってみたくなりました。
　誌面に掲載したSDGsアイコンですが、実
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際はそれぞれ違う色のとても綺麗なデザイ
ンです。ぜひ、カラー版をご覧になってく
ださい。
　SDGsを共有して、消費者と消費者団体、
事業者、行政がそれぞれ行動していくこと
が、お互いの連携にもつながると考えます。
　このアイコンが街のお店や、企業や行政の
オフィスでたくさん見られるようになるこ
とを期待しています。　　　　　　　（小柳）
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