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自分たちがどんな
ことができるか
話し合ってみよう。

消費者市民社会へ旅立つために

環境のことを優先に考えて、商品やサービスを購入する消費者を“グリーンコン
シューマー”といいます。快適な暮らしをするには、大量のエネルギー・水・その
他の資源を消費しています。消費者が環境に配慮した商品を選択することで、生
産者やメーカーを動かし環境にやさしい商品などの市場が作られます。

地球の生態系や貧困問題などに配慮して、生産・製造した商品を消費者が選び、意見を伝えることで、
持続可能な社会が実現します。

広告などの情報をうのみに
せず、情報を集めてよく考
えて商品を選択する。

商品に問題があった場合や
商品の要望・意見は企業に
伝える。

環境に配慮した生活をする。

グリーンコンシューマー

環境を守る消費行動とは？

消費者市民社会を実現するために行動しよう。

消費生活センターにも情報提供しよう!

①環境、人、地域に
　配慮した商品を選ぶ。

地元の人が作る。有機野菜。

②必要のないサービス
　は断る。

③買い過ぎない。 ④使い捨てでない、
　リサイクルシステム
　のあるものを選ぶ。

不必要な包装がなくなれば、
ゴミが減る。 資源のムダがなくなる。

その地域で作られた農作物水産物をそ
の地域で消費しようとする考えです。

食料輸送距離が短ければエネルギーの無駄使い
による環境負荷を減らすことができるだけでな
く、食料自給率のアップにもつながります。
生産者の見える化、地域の食料への愛着、生産
者への応援にもなります。

地産地消 食品ロス

＜消費者市民社会＞のPoint

それ、
本当かな？

よく見て、考えて買い物をし、
安心・安全な生活を送ろう！

有名人の
書きこみを
信じても
いいの？

マイ
ボトル
イ
トル

日本では、本来食べられるにも関わらず捨てられてしま
う食品が約 646 万トン＊i であったと推計されました。
これは国連 WFP が全世界で実施する食料支援 380 万ト
ン＊ii の 1.7 倍にあたります。国連で採択されたＳＤＧｓ
のターゲットのひとつに、2030 年までに世界全体の一人
当たりの食料の廃棄を半減させることが盛り込まれるな
ど関心が集まっています。 
＊i 農林水産省及び環境省 2015 年度推計
＊ii 2017 年度ＷＦＰ発表

自分たちでできる
ことを考えてみよう。

きみだったら、
どんなポイントで
選ぶかな？

商品についている様々な
マークにはどんな意味が
あるか調べてみよう。

消費者市民社会へ旅立つために

商品の選び方で世界は変えられる

持続可能な社会をめざして

消費者市民社会とは　

商品を選ぶ時のポイントは？

商品の背景を知ろう

私たちの商品の選び方によって、売られている商品や生産者・製造者の暮らしが変わっていきます。
安心安全に配慮した「いい商品」をつくっても、それを買う消費者がいなければ、「いい商品」を作り続ける
ことはできません。しっかり選ぶことがとても大切です。

国際フェアトレード認証ラベル
原料が生産、加工、製造を経て商品と
なるまでの全過程で、国際フェアト
レード認証基準が守られている事を
証明するラベルです。

フェアトレード認証団体の認証ラベルの付いた商品を選ぶことで、発展途上国の人たちの自立や環境保護
などを支援することにつながります。

どういう選び方をすればいいの？

一人一人の消費行動が、持続可能な社会の実現につながります。

デザイン♪
タレントが持ってる。
品質のよいもの。

安い商品！
テレビCMでやってる。
たくさん入ってる。

けいちゃん やっくん

・賞味期限、消費期限
・産地、メーカー
・サイズ
・色　　　　　など

〈マークの一例〉

フェアトレード(fair trade)　公平な貿易…適正な価格で商品を売買する仕組み

14

消費者が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です。それは消費者一人一人が、
自分のことだけでなく、社会全体のことや次の世代のために消費行動について考え行動する社会の
ことです。
私たちの商品の選び方や生活の仕方がよりよい社会の実現につながる大きな力を持っています。

私たちは安い商品やテレビなどのＣＭで目に触れる商品を選びがちです。しかし
環境に優しい原材料を使っているか、生産や廃棄の際の廃棄物を考慮しているか、
児童労働や不当に安い賃金で生産されたものではないかなど、どこで誰がどうやっ
て製造しているかという背景を考えて商品選択をすることが必要です。
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　アポイントメントセールス・
　キャッチセールス・マルチ商法 

契約
Ｐ1～５

インターネット
Ｐ6～9

◇クレジットカード
◇マネートラブルにならない
　ために
◇上手なお金の管理

◇消費者契約法 
◇民法 
◇特定商取引に関する法律 
　 (特定商取引法) 
◇割賦販売法 
◇電子消費者契約及び電子
　承諾通知に関する民法の
　特例に関する法律(電子契約法)

マネー
Ｐ10～13
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Ｐ16～17

◇商品の選び方で世界は
　変えられる
◇持続可能な社会をめざして

消費者市民社会
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　若者は社会経験が少ないため悪質商法のターゲットになりやすく、消費生活センターへの相談は少
なくありません。社会に出る前に、「契約」についての知識や法律を学び、お金の管理ができるようにな
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してより良い消費行動をすることで社会を変えることができるということです。 
　このパスポートを手に、安全に「オトナ社会」へと旅立ってほしいと願っています。
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消費生活相談員が助言やあっせん、情報提供をして消費者被害の解決のお手伝いをしています。
また、被害にあわないように、悪質商法の情報を伝えるだけではなく、契約する前に注意する
ことや知っておきたい知識などを伝えています。相談は無料で秘密は守られます。
消費生活センターは、行政が法律に基づいて設置しています。（消費者基本法・消費者安全法）

※本冊子は、千葉県の委託により「千葉県消費生活相談員の会」が制作しました。
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ことを考えてみよう。

きみだったら、
どんなポイントで
選ぶかな？

商品についている様々な
マークにはどんな意味が
あるか調べてみよう。

消費者市民社会へ旅立つために

商品の選び方で世界は変えられる

持続可能な社会をめざして

消費者市民社会とは　

商品を選ぶ時のポイントは？

商品の背景を知ろう

私たちの商品の選び方によって、売られている商品や生産者・製造者の暮らしが変わっていきます。
安心安全に配慮した「いい商品」をつくっても、それを買う消費者がいなければ、「いい商品」を作り続ける
ことはできません。しっかり選ぶことがとても大切です。

国際フェアトレード認証ラベル
原料が生産、加工、製造を経て商品と
なるまでの全過程で、国際フェアト
レード認証基準が守られている事を
証明するラベルです。

フェアトレード認証団体の認証ラベルの付いた商品を選ぶことで、発展途上国の人たちの自立や環境保護
などを支援することにつながります。

どういう選び方をすればいいの？

一人一人の消費行動が、持続可能な社会の実現につながります。

デザイン♪
タレントが持ってる。
品質のよいもの。

安い商品！
テレビCMでやってる。
たくさん入ってる。

けいちゃん やっくん

・賞味期限、消費期限
・産地、メーカー
・サイズ
・色　　　　　など

〈マークの一例〉

フェアトレード(fair trade)　公平な貿易…適正な価格で商品を売買する仕組み
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消費者が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です。それは消費者一人一人が、
自分のことだけでなく、社会全体のことや次の世代のために消費行動について考え行動する社会の
ことです。
私たちの商品の選び方や生活の仕方がよりよい社会の実現につながる大きな力を持っています。

私たちは安い商品やテレビなどのＣＭで目に触れる商品を選びがちです。しかし
環境に優しい原材料を使っているか、生産や廃棄の際の廃棄物を考慮しているか、
児童労働や不当に安い賃金で生産されたものではないかなど、どこで誰がどうやっ
て製造しているかという背景を考えて商品選択をすることが必要です。


