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第３４回２０１８年ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」   入選 

 

消費生活センター発 ACTION！SDGsプロジェクト NEXT 

  

木更津市消費生活センター（木更津市役所市民部市民活動支援課）（千葉県在住） 

松木 貴史 

 

１ はじめに 

 木更津市消費生活センター（以下、本センター）では、平成 29 年度から「消費生活センター発

ACTION！SDGs プロジェクト1」（以下、本プロジェクト）を進めている。本プロジェクトは、国連の提唱する

SDGs2（持続可能な開発目標）と本市が独自に行っている、人と自然が調和した持続可能な都市を構築し

次世代につなぐ「オーガニックなまちづくり3」の方向性が同じであることに着目し、両者を融合することによ

ってタテ割りのないスムーズな社会を目指す取組のことである。 

 奇しくも消費者庁が設定した今年度の消費者月間テーマが「ともに築こう 豊かな消費生活 ～誰一人取

り残さない～」という、SDGs 推進を基本理念としたものであった。また、来年度が設置 10 周年となることか

ら、消費者庁は平成 31年度予算の概算要求4の中で、国際的な消費者被害の未然・拡大防止を図るべく、

G20等の関係機関が出席する機会をとらえた「消費者サミット」を日本で開催する意向があることを表明して

いる。国際的にも SDGs 推進の重要性が広く認識されてきていることに加え、本国においても各中央省庁

が積極的に SDGs 推進に関する政策を打ち出している現状に鑑み、本センターでは地方自治体レベルで

何ができるかといった視点で独自の取組を進めてきたところである。 

 本稿では、これまで本センターが行ってきた SDGs 推進の取組事例について紹介し、今後、消費者庁が

推進している消費者市民社会の実現に向けて消費生活センターとして何をなすべきかについて提言を行

いたい。 

 

２ 経緯 

まず、日々の消費生活相談業務を行う中で、消費生活センターのみでは解決できない相談事例の増加や他

部局との連携体制構築の必要性について、本センター内で課題が共有されていたことが本プロジェクト立ち上

げのきっかけとなった。以前から言われてきたことではあるが、行政内部におけるタテ割り構造により組織の硬直

化が進み、他部署との連携がうまく進まないという傾向が見られる5。消費者行政においては、特に教育部局（消

費者教育）及び福祉部局（高齢者見守りネットワーク構築）との密な連携が必要となるが、従来のようなタテ割り

                                              
1 木更津市ＨＰ http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,66100,24,157.html 
2 SDGs とは、Sustainable Development Goals の頭文字をとった略称。2015 年に国連サミットで加盟 193 カ国

の合意で採択された「持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ」の中核を成す 17 のゴール（目標）とその下に設

定される 169 のターゲットで構成される国際目標のこと。 
3 木更津市ＨＰ http://www.city.kisarazu.lg.jp/14,59606,58,475.html 
4 消費者庁ＨＰ http://www.caa.go.jp/policies/budget/ 
5 菊地彰「地方行政組織の変革すべき要因と現状を維持すべき要因の抽出に関する第一次的アプローチ」 

『大阪経大論集』第 61 巻 第 3 号，pp179-180，2014 

http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,66100,24,157.html
http://www.city.kisarazu.lg.jp/14,59606,58,475.html
http://www.caa.go.jp/policies/budget/
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行政システムのままでは効果的に政策を進めることが困難となりがちだ。この点に着目し、本センターでは地域

包括支援センターと共催で高齢者の消費者被害を防ぐことを目的とした市民向け講座を行うことで、同じ課題を

共有する他部署との連携体制構築への足掛かりを築くべく、全国的に見てもほとんど前例のない施策にチャレ

ンジすることとなった。 

これらの経験を踏まえ、タテ割り行政から生じる問題を SDGs によって前進させるというアイデアを含む、本セ

ンターに在籍する消費生活相談員の執筆した論文6が、公益社団法人 消費者関連専門家会議（ACAP）主催

の第 33 回「ACAP 消費者問題に関する『わたしの提言』論文募集」において、最優秀賞「内閣府特命担当大臣

賞」を受賞した。この受賞により、本プロジェクトの方向性が改めて明確になったことから、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課題を共有する他の部署や機関と連携を行おうという、

以上３点を柱とする本プロジェクトが本格的にスタートした。 

 

３ これまでの取組 

ここでは、本センターがこれまで行ってきた取組について、本プロジェクトの柱をなす３つの項目に沿って記述

する。 

①まずは SDGsを知ってもらおう 

◆SDGsアイコンの「見える化」 

講演会や消費生活講座等、本センター主催事業を実施する際のチラシやポスターに、関連する SDGs アイコ

ンを掲載している。これにより、当該事業が SDGs のどの目標達成に寄与するかを「見える化」する取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 SDGsアイコンの「見える化」説明チラシ 

 

 

                                              
6 橋口京子「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～」2017 

 消費者関連専門家会議 HP https://www.acap.or.jp/kyoiku/sakuhin/2017teigen1.pdf 

https://www.acap.or.jp/kyoiku/sakuhin/2017teigen1.pdf
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◆SDGsをテーマにした講演会の開催 

平成 29年 12月に消費生活講演会「持続可能な社会とは～私たち

の消費生活が社会を変える～」を開催した。23年間の長きにわたり、

NHK総合「クローズアップ現代」のメインキャスターを務められた国谷

裕子氏を講師に招き、消費者からの視点での SDGsについてお話し

いただいた。本講演会には市民 235名の参加があり、終了後に実施

したアンケート7では 174件の有効回答数を得ることができた。SDGsを

知っていたかという項目では、10％が「知っていた」、24％が「聞いたこ

とがある」、66％が「知らなかった」という回答を得たが、依然として認知

度が低いことが明らかとなった。 

 

◆きさらづ消費生活通信「ライフデザインプラス」の創刊 

平成 30年度の消費者月間啓発事業のひとつとして、きさらづ消費生活通信「ライフデザインプラス8」を創刊し

た。近年、新聞を購読していない若年者世帯が増加していることに着目し、「誰一人取り残さない」ことを理念と

する SDGs に沿って、誰でも無料で見ることができるホームページ上での電子版公開を基本とした。また、インタ

ーネットを利用できない層にも配慮し、窓口に紙媒体のものも用意している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 「ライフデザインプラス」表紙 及び SDGs推進についての記事 

 

 

                                              
7 木更津市 HP http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,63886,24,157.html 
8 木更津市 HP http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,67354,24,157.html 

図 2 アンケート結果（SDGs認知） 

http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,63886,24,157.html
http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,67354,24,157.html
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②市職員で「新しいものさし」を共有しよう 

◆本センターの発議によるジャパン SDGsアワード応募及び SDGsアイコン掲示 

平成 29年 10月に、本センターから市長あてに「ジャパン

SDGsアワード」の応募及び市役所各課窓口への関連 SDGs

アイコン掲示を提案した。この発議に基づき、企画課主導によ

るアワード応募が行われ、平成 30年４月に庁内各課窓口に

SDGsアイコンが掲示された9。 

 

 

③課題を共有する他の部署や機関と連携を行おう 

◆地域包括支援センターとの共催講座の開催 

多様な主体との有機的連携をテーマに、市内４つの地域包括支援センターと共催で市民向け講座「めざ

せ！スマイル生活」を平成 29 年度は市内公民館で４回、平成 30 年度はイオンタウン木更津朝日にて１回開催

した（年内にあと１回開催予定）。 

本講座は、地域包括支援センターを広く周知し、消費生活センターとの連携を強化することによって高齢者

の消費者トラブル防止を図ることを主な目的としている。講座の内容については、ボランティア団体「空とぶくじら」

メンバー及び消費者教育を推進する「消費者教育サポーター」が企画・運営に深く携わり、紙芝居やクイズ、人

形劇など、参加者が楽しみながら学べるような工夫をしている。なお、独立行政法人 国民生活センター広報誌

『ウェブ版 国民生活』平成 30年 10月号10に、本講座についての記事が掲載された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 共催講座の様子（参加者は５回合計で１６８名） 

 

                                              
9木更津市 HP 報道発表資料「持続可能な開発目標（SDG）の達成に向けた本市の取り組みについて」 

http://www.city.kisarazu.lg.jp/resources/content/66100/20180514-120004.pdf 
10松木貴史「パートナーシップでヨコとつながる！－コラボ講座で高齢者の消費者被害を防ごう－」2018 

 国民生活センターHP http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201810_09.pdf 

図 4 庁内窓口に掲示された SDGsアイコン 

http://www.city.kisarazu.lg.jp/resources/content/66100/20180514-120004.pdf
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201810_09.pdf
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◆小中学生向け教材「わたしたちの消費生活と SDGs」作成 

本センターの企画により、小中学生を対象とした学習教材「わたしたちの消費生活と SDGs」を作成した。本教

材は、公益財団法人 消費者教育支援センター主催「消費者教育教材資料表彰 2018」において優秀賞を受賞

している11。小中学校だけでなく、民間企業の職員研修等での活用も可能であることから、教材（電子データ）提

供の希望があった場合には無償で教材の提供も行っている。平成 30 年度は、日立コンシューマ・マーケティン

グ（株）、（株）富士通パブリックソリューションズ、山梨県県民生活センター、愛知県立中川商業高等学校に教材

の提供を行った12。 

図 6 教材紙面のイメージ 

 

◆その他の取組 

平成 30 年度は、情報発信の強化が重点目標であったことから、消費者行政に関連する団体へのこまめな情

報提供を行ってきた。その成果として、平成 30年５月には千葉県主催「平成 30年度 消費者フォーラム in千葉

13」において本センターの消費生活相談員が「ACTION！SDGs プロジェクト～木更津市消費生活センターの取

組み～」というタイトルで取組報告を行った。このことがきっかけとなって、同年 10 月に開催された「エコメッセ in

ちば14」における SDGs特別企画への参加オファーがあり、本センターとして出展を行った。 

消費者関連団体からのオファーもあり、前述の（独）国民生活センター『ウェブ版 国民生活』だけでなく、同年

９月発行の（公社）消費者関連専門家会議の機関誌『FORUM』241 号15及び日立コンシューマ・マーケティング

（株）機関誌『センター・レポート』143号にも掲載記事の寄稿を行った。 

 

 

 

                                              
11消費者教育支援センターHP 

 https://www.consumer-education.jp/contest/contest_result_2018.html 
12木更津市 HP http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,66116,24,157.html 
13千葉県 HP http://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/event/2018/h30forum-kekka.html 
14エコメッセ in ちば（平成 30 年 10 月 8 日開催） http://www.ecomesse.com/ 
15消費者関連専門家会議 HP https://www.acap.or.jp/taigaikatsudo/forumindex/forumindex.html 

https://www.consumer-education.jp/contest/contest_result_2018.html
http://www.city.kisarazu.lg.jp/12,66116,24,157.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/event/2018/h30forum-kekka.html
http://www.ecomesse.com/
https://www.acap.or.jp/taigaikatsudo/forumindex/forumindex.html
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 このほか、消費者月間の取組として、本市の YouTube チャンネル「きさらづプロモチャンネル」内において、消

費者月間及び SDGs周知に関する動画16を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 人形劇による消費者月間紹介動画「5月は消費者月間の巻」 

 

４ 今後の展望 

これまでの取組をさらに進めるため、今後予定している事業について記述する。 

 

◆庁外における SDGsアイコンの掲示 

すでに庁内において実施した SDGsアイコンの窓口掲示についてであるが、これを外部の機関と連携すること

で市内全域に展開していくことを計画している。この事業は、SDGs 目標 17「パートナーシップで目標を達成しよ

う」をその根拠としており、本市が掲げる「オーガニックなまちづくり」を実現していくための対外的な決意表明と

いった意味合いを持っている。 

本事業では民間セクターを対象とすることから、対象となる団体を選定しなくてはならないが、当該事業では

税金を投入することを考慮に入れ、特に公共性の高い医療、福祉、教育部門を優先的に選定することとした。少

子高齢化が進むわが国において、この３部門への投資こそが不可欠であり、教育現場における消費者教育の

重要性や医療保険制度・介護保険制度が持続可能であることの重要性を当事者が共有することが必要である。

本市においては、木更津商工会議所に医療・福祉・教育部会（以下、福祉部会）が設置されており、平成 29 年

度の地域包括支援センターとの共催講座を開催する際に連携体制の構築に成功した。今後は、福祉部会と密

な連携をとりながら対象となる企業等との連絡・調整を行い、平成 30年度内の実施を予定している。 

 

 

                                              
16オーガニックシティきさらづ#26 https://www.youtube.com/watch?v=u_ViFz1G5_0 

https://www.youtube.com/watch?v=u_ViFz1G5_0
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◆他の機関とのコラボ事業の実施 

千葉県による「千葉県市町村消費者団体ネットワーク強化・活性化事業17」を活用し、県内の大学及び弁護士

を主要メンバーとする消費者団体とのコラボ事業を実施する。前者においては、現役大学生の視点を取り入れ、

若者の消費者被害防止を目的とする「ライフデザインプラス」増刊号を作成し、県内の大学生を対象に配布を行

うほか、エシカル消費の啓発及び推進を目的としたフェアトレード料理教室の開催を平成 31 年１月に予定して

いる。 

後者においては、見守りネットワークの構築を目的としたシンポジウムを平成 31 年度に開催することを視野に

入れ、その前段としてネットワーク構成団体の職員が何をすべきかについて分かりやすく解説したテキストを作

成する。このテキストを活用し、消費者安全確保地域協議会と消費者教育推進地域協議会の両機能を持たせ

た「きさらづ見守りネットワーク」（仮称）の設置に向け、関係者を対象としたセミナーや勉強会の開催を計画して

いる。 

 

◆小中学生を対象とした SDGs啓発カードの配布 

これからのわが国の将来を担う小中学生を対象に、SDGs アイコンを印刷したハガキサイズの啓発カードを作

成し、市内の全児童及び生徒に配布を行う。本事業においては、緑の募金を原資とする緑化推進の予算を活

用し、緑化事業が SDGs の目標 15「陸の豊かさも守ろう」の達成に寄与することを伝えながら、SDGs 及び「オー

ガニックなまちづくり」について知ってもらうことをその目的としている。 

前述の学習教材「わたしたちの消費生活と SDGs」を作成した際にも、人権部局の予算を活用し、アクティブラ

ーニングが可能となる SDGs アイコンシールを作成した。きちんとした理由づけがあれば他部局の予算であって

もコラボ企画が可能であることを示した一例であるが、この発想を生かせばタテ割り行政の弱点をカバーすること

も可能となり得る。こういった手法が生まれたのも、本プロジェクトの掲げている理念の反映であり、「アイデアとは

既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない18」という言葉どおり「今ここにあるもの」同士をうまく結び

つけることで、新たな付加価値を生み出すきっかけを作れるのではないかと考えている。 

 

５ 全国の消費生活センターへ 

私は行政職員として消費生活センターの事務に従事していることから、消費生活相談員が日頃からどれだけ

相談者のことを考えて真摯に仕事を行っているかよく知っている。慢性的な人員不足に悩まされながら、今でき

ることに一生懸命取り組んでいるセンターがほとんどであろうし、そんな状況下においてもなお優れた啓発資料

を作り出していることに対して尊敬の念を抱かずにはいられない。とは言うものの、センター単体では人員的にも

予算的にも限界があることは確かで、せっかくの努力が報わ 

れないこともきっとあるのではないだろうか。 

そこで、ひとつの提案を行いたい。ひとりではできないことでも、他との協力を進めることで１＋１を３以上にす

ることが可能であると考えてみてはどうだろうか。この例として、陸上競技の 400 メートルリレー走では各ランナー

                                              
17千葉県 HP 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/fund/h30/h30dantai-network-gaiyou.html 
18ジェームス.W.ヤング『アイデアのつくり方』1988，p28，CCC メディアハウス 

https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/fund/h30/h30dantai-network-gaiyou.html
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のベストを積算したタイムよりも早くなることがよくあり、理論上あり得ないことが日常的に起こっている。三人寄れ

ば文殊の知恵ということわざのように、他者同士が協力することによって思ってもみなかった「何か」が生まれるこ

とは多い。現に IT の世界では、オープンソース19という考え方のもと非常に優秀なソフトウェアが数多く開発され

ている。 

このオープンソースという考え方を採り入れれば、啓発資料や事業スキームの共有を公共・民間の別なく無償

で行うことにより、新たな発想や着想を得ることが可能となるだろうし、人員的な弱点を有するセンターでも優秀

な啓発資料を活用することができる。本センターでは、作成した教材のデータを編集可能なパワーポイント形式

で無償提供しているが、こういった流れが広がっていけば、いずれ必ず面白い「何か」が起こるようになるだろう。 

 

６ おわりに 

本プロジェクトの最終目標は、タテ割りのないスムーズな社会である。蜘蛛の巣もタテ糸だけでは機能せず、ヨ

コ糸があって初めて意味のあるものとなる。これまでタテ割りが当たり前のものとして動いてきた今の社会に、ヨコ

のつながりを強く持たせることができれば、様々な課題の解決へとつながる糸口がきっと見つかるはずだ。 

ヨコのつながりを作り出すという点においては、ある程度の独立性を保つことが許されている消費生活センタ

ーこそがまさに適任である。消費者市民社会は SDGs そのものであり、その中でも「パートナーシップ」の構築は

最重要な目標のひとつである。SDGs の考え方に基づき、多種多様な主体と連携しながら「消費生活センター発

ACTION！SDGs プロジェクト」への参加を全国に向けて発信し、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて今

できることを今後も行っていきたい。 

 

 

 

審査委員長からのコメント 

 

                                              
19 ソフトウェアのソースコード（プログラミング言語で記述された文字列）を無償で公開することにより、誰でも自由

に改良及び再配布ができるようにしたソフトウェアのこと。代表的な例として OS の Linux、データベース管理システ

ムの MySQL、プログラミング言語の Java、Web ブラウザの Firefox などがある。 

昨年度からの取り組みを継続して実践しており、SDGsの普及を目指す諸活動は具体的で興味深い。活動

報告、計画に終始しているので、他につなげるための具体策があると良かった。 


