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第３３回２０１７年ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」   最優秀賞 「内閣府特命担当大臣賞」 

 

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～ 

 

木更津市消費生活センター消費生活相談員(千葉県在住) 

橋口 京子 

 

はじめに 

2015 年 9 月、国連において全加盟国の賛成を得て「持続可能な開発目標（以下 SDGs）」が採択された。

SDGs（注１）は「誰一人取り残さない」を基本理念に「世界を変えるための 17 の目標」と「169 のターゲット」が掲

げられている。 

 

 

採択から 2年を過ぎ、日本でも SDGsを推進する取り組みの“土壌作り”が、始まった。総理大臣を本部長

とする「SDGs 推進本部」が設置され、今年 7 月には当時の外務大臣が国連のハイレベルフォーラムにおい

て、SDGs の達成に向けた日本の取り組みについて決意表明をした。シンガーソングライターのピコ太郎氏

が SDGs 版の「PPAP」（注２）を披露したことは記憶に新しい。 

しかし、市民社会における SDGs の認知度は、まだまだ低いと言わざるを得ない。 

本稿では、SDGs の 17 の目標と消費生活センターに課せられた役割の一致点が数多いことに着目し、①

「SDGs」という“新しいものさし”の導入を消費生活相談の現場から発議し、市民社会において最も身近な

“地域行政の業務”に導入すること、②さらに行政から SDGs を市民社会に発信することを目指し、「消費生

活センター発 ACTION！SDGs プロジェクト」を提言したい。 

 

世界共通、SDGs の掲げる 17 の目標 

SDGs は 2001 年から 2015 年までのミレニアム開発目標（MDGs）（注３）の後継として、2016 年にスタートし

た。 

“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、“世界の全ての

国の目標”として 17 の目標を掲げた。“途上国の問題はその国だけの問題でなく、すべての国と繋がってい
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る問題であり、先進国を切り離しては考えられない”という発想だ。 

つまり、SDGs は先進国に住む私たちの目標であり、今、私たちは目標を達成するための行動を求められ

ている。 

 

消費生活センターと SDGs 

私は人口 13.5 万人規模の地域行政で、消費生活センターの相談員として勤務する。 

消費生活センターには様々な内容の相談が寄せられるが、“相談者の問題は、相談者だけの問題ではな

い”と強く感じることが多くある。相談は、社会の問題と不可分なのである。 

相談者は複数の問題を同時に抱えていることも多く、一つの課題を解決しても全体の問題の解決にはな

らない。このため悪循環から抜け出すためには包括的なアプローチが必要になる。相談者が置かれている

状況を好転させ、好循環が持続するような解決を図ることが相談員の重要な役割であろう。 

持続可能な世界を目指す SDGs の発想は、消費生活相談と根本の考え方が一致する。 

 

17 の目標と消費生活センターの業務 

まずは、SDGs の目標と消費生活センターの業務との共通点を確認する。 

 

目標 12 つくる責任、つかう責任 

消費生活センターは、商品に関する苦情や製品事故の相談窓口である。企業は安全な商品を販売する

責任があり、消費者は正しい消費や使用をしなければならない。 

消費者市民社会においては、環境や社会、途上国に配慮した「エシカル消費」が消費者に求められ、企

業も原料生産者に配慮した商品開発や販売が求められている。 

この目標 12 のターゲットを確認すると、“持続可能な生産消費形態”を確保するために食品廃棄の半減、

リサイクルやリユースによる廃棄物の排出量の削減等、私たちの生活に密着した内容が掲げられている。 

 

目標 1 貧困をなくそう 

目標 2 飢餓をゼロに 

目標 3 すべての人に健康と福祉を 

目標 8 働きがいも、経済成長も 

目標 10 人や国の不平等をなくそう 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

平成 28 年の国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、平成 27 年度の子供の貧困率は 13.9％である。

24 年度の数値 16.3％からは改善が見られたが、経済的に厳しい環境におかれている子供が依然として多

いことが分かる。貧困は、発展途上国だけの問題ではないのだ。 

この結果を裏付けるように、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
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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）。 

 

目標４ 質の高い教育をみんなに 

目標７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

目標 13 気候変動に具体的な対策を 

目標 14 海の豊かさを守ろう 

目標 15 陸の豊かさも守ろう 

目標 16 平和と公正をすべての人に 

消費生活センターは複雑化する様々な消費生活相談に対応する一方で、2012 年に施行された消費者

教育推進法においては、消費者市民社会の構築を目指す消費者教育の担い手としての役割を期待されて

いる。（目標 4） 

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。相談現場では、消費者教育の重要性を切実に感じる場面が多くある。 

消費者教育推進法においては、“消費者被害に遭わないための教育にとどまらず、個々の消費者が、互

いの特性や多様性を尊重しつつ、自らの消費行動が現在及び将来の世代にわたって社会経済情勢や地

球環境に影響を及ぼすことを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に消費者自身が積極的に参画で

きるための消費者教育の推進”が求められている。（2 条 2 項）。 

まさに消費者教育推進法は SDGs と同じ目標を掲げている（目標 7,13,14,15,16）、と言える。 

 

目標 17 パートナーシップで目標を達成しよう 

改正消費者安全法（平成 28年 4月 1日施行）では、消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の

関係者が連携した消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を組織することが規定されている。問

題解決のためにはパートナーシップが必要である（目標 17）、という考え方は、消費者安全法も SDGsも共通

なのだ。 

実際、高齢者の消費者被害の回復には、消費生活センターと包括支援センター、民生委員等とのパート

ナーシップ、横の連携が欠かせない。行政内の“縦割り”を横に繋げること、加えて行政と外部機関が充実し

たパートナーシップを構築することが急務である。 

 

以上のように、SDGsの 17の目標は、消費生活センターの業務全体を網羅する内容となっており、方向性

を同じくするものであることが分かる。 

 

SDGs 知ってもらうことから始めよう 

“新しいものさし”としてSDGsを発信すること、そして、市民に広く SDGsを広めることが、“持続可能な消費
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者市民社会の形成”には必要だ。消費生活センターはその役割を果たす機能をすでに備えている。行政に

おいて、消費者市民により分かりやすく SDGs を発信できるのは、消費者問題の専門家であり、消費者教育

の推進を担う消費生活センターの相談員だ。 

消費生活センターからの SDGsの発信が、消費者被害を防ぎ、安心して暮らすことのできる持続可能な街

づくりに繋がり、いずれは全世界の目標達成となる。まずは「SDGs を知ってもらうこと」への取り組みをスター

トすることが必要だ。 

 

さらなる行動へ！ 行政全体での取り組み 

企業の SDGs への取り組みは、ESG 投資（注４）や CSR 活動（注５）と共に、様々なメディアで目にするようにな

った。しかし市民に一番身近な地域行政の取り組みは、残念ながら決して進んでいるとは言えない状況だ。 

世界や国の取り組み、企業の取り組みは、日常生活を送る中で消費者市民にとって身近なものではない。

ともすれば全く関心のない話になってしまう。しかし、2030 年の SDGs の目標達成には、消費者市民自身が

SDGs を知り、目標を意識した生活を送る必要がある。 

SDGs を広く消費者市民社会に浸透させるためには、生活に身近な地域行政からのアプローチが最も影

響力を発揮するのではないか。地域行政による SDGs への取り組みが全国で広がれば、大きなうねりを作る

原動力になり得る。 

そのためには、まず行政内での SDGs への理解を高める必要がある。 

 

消費生活センターからの発議 

そこで、「庁舎内全ての課に、業務に関係する SDGs の目標アイコンを掲げる」という取り組みを行うことに

つき、消費生活センターから行政に働きかけを行うことにした。 

“目に見える形”を作りながら、行政職員の SDGsへの理解を深め、市民の目にアイコンが触れる機会を増

やすことが狙いだ。 

発議の要点として以下の 3 点を主張した。 

１．「新しいものさし」の導入 

・市職員が「同じものさし」で課題を共有する。 

・世界の課題は、市の課題であるという認識を持つ。 

・全世界レベルの目標（SDGs）と市の業務をリンクさせることで持続可能な街づくりへの第一歩とする。 

２．SDGs 17 の目標への業務の当てはめ 

・各課の業務や事業を SDGs のアイコンで「見える化」する。 

・共通のアイコンを掲げる課との横の繋がりの確保と連携強化を図る。 

３．「誰も取り残さない」という基本理念 

・市民誰もが、安心して暮らせる街づくりにつなげる。 
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また、以下 2 点を消費生活センターからの発議に至った動機とした。 

１．消費生活センターだけでは解決できない相談の増加 

・他の窓口との連携強化の必要性、横の繋がりや既存の社会資源を繋ぐ指標となり得る取り組みが必要

である。 

２．消費者教育の促進のための教育部局との連携体制構築の必要性 

・適正な取引が阻害されることが消費者トラブルの発生となるため、被害の未然防止には取引・契約に関

する消費者教育が必要である。同時に、加害者にならないための教育も必要である。 

・SDGs 目標 12「つくる責任・つかう責任」達成を目指し「私たちの消費生活が社会を変える」という視点を

持つ消費者を育てることが必要である。 

 

発議から、行政としての取り組みへ 

市として“オーガニックなまちづくり”に取り組み、持続可能な街を目指していたという背景もあり、現在、こ

の発議は市長の許可を得て、行政を挙げての取り組みになるべく、準備が行われている。 

行政において、非常勤職である相談員からの発議を行うことは、非常に稀であろう。今回の発議が実現に

至るには、相談員の意見をくみ上げ、強力にサポートしてくれた消費者行政担当職員や、発議を後押しして

関係各課との調整を指示してくれたセンター長、そして関係各課の協力があった。まさに、目標 17 パートナ

ーシップ・目標 5 ジェンダーの実現である。 

取り組みとしては、まだ始まったばかりだが、消費生活センターからの発議が、行政を動かすというモデル

ケースになるのではないか。行政の取り組みとしても、高い評価を得られるものと考える。 

 

消費生活センターとしての今後の取り組み 

行政への発議を通して、「新しいものさし」である SDGs の種を蒔くことができた。今後、水をかけ、花を咲

かせることが、消費生活センターの役割となる。地域社会全体に SGDs を根付かせるために、消費生活セン

ターから発信できる機会を最大限に生かしたい。消費生活講演会の開催や中学校や公民館等で行う出前

講座を通じて、SDGs への理解を深めることが可能であろう。特に学校における消費者教育の充実に向けて、

担当課との連携を強めたい。 

将来的には、行政内だけでなく関連する外部組織や、民間企業にもアイコン掲示を働きかけることも検討

できよう。アイコンを目印に横の繋がりを広げていけば、大きなネットワークが構築されるはずだ。 

29年度版消費者白書にも SDGsについての取り組みが明記された。今後、消費生活相談にも、消費者教

育にも、SDGs の理念を取り入れるべきであると明示されたことに他ならない。消費者市民社会の構築も

SDGsの 17の目標に当てはめてみれば、なぜ必要なのか、どのようなビジョンがあるのか、何をすべきなのか

を明確にできると考える。 

 

最後に 

行政の規模や体制により、消費生活センターの置かれている状況は異なる。しかし、始めなければ、変わ
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らない。消費生活センターとして“可能なこと”を常に模索し、発信していくことが必要ではないか。まさに私

たちの行動が社会を、世界を変える。持続可能な市町村は、持続可能な県を創り 持続可能な国を創る。

そして、持続可能な世界が維持されるようになる。 

全国の消費生活センターが、世界の全ての国の目標である「SDGs」の推進を発信できれば、社会を大き

く変えていくはずだ。 

「消費生活センター発 ACTION！SDGs プロジェクト」への参加を広く提言したい。 

 

（注１）SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS（持続可能な開発目標） 

（注２）Public Private Action for Partnership（官民連携のパートナーシップ） 

（注３）MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS（ミレニアム開発目標） 

（注４）環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮している企業を重視・選別して行う

投資 

（注５）Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任） 
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[審査委員長からのコメント] 

消費生活相談員としてＳＤＧｓという大きな課題に取り組んだことはすばらしい。簡単ではないことを実施して

おり、消費生活センター等の努力も評価できる。また、論文としてのまとめ方も良くできていて評価できる。 


