
広げよう！
学ぼう！

フェアトレード
ぼくたち・私たちの
消費行動が世界を変える！

　フェアトレードを通して、私たちの身の回りの製品がどこ
でどのように生産されているのか、また私たちの日々の買
い物にどんな意味があるのか、理解できましたか？　ここ
では、もっとたくさんのフェアトレードのこと、そして消費生
活のことを学べるインターネットのホームページを紹介し
ます。ぜひ訪れて、もっとたくさんのことを知ってください。

知りたい！ フェアトレードのこともっと

この冊子は環境に配慮し、古紙配合率100％の
再生紙及び植物油インキを使用しています。
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平成２６年１２月　浜松市市民生活課　くらしのセンター
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053-457-2814
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kurashi/

横浜国立大学　教授　西村　隆男

フェアトレードについて学び、
豊かな消費者市民社会を

目指すのじゃ！

はままつeライフ

しょうかい

フェアトレードに関すること
●フェアトレード･ラベル･ジャパン

国際フェアトレード認証ラベルのライセンス業務、フェアトレードの普及啓発活動を行うNPO法人です。

http://www.fairtrade-jp.org/

●日本フェアトレード･フォーラム
「フェアトレードタウン運動」の国内での普及を目指す市民団体です。

http://www.fairtrade-town-japan.com/

児童労働に関すること
●世界の子どもを児童労働から守るNGO ACE（エース）

1997年に学生有志が設立した、児童労働の撤廃と予防に取り組む国際協力NGOです。

http://acejapan.org/

●児童労働ネットワーク （CL-Net）
児童労働に問題意識を持ち、日本からこの問題の解決に貢献することを目指すＮＧＯ、労働組合などが加盟するネットワークです。

http://cl-net.org/

消費者教育に関すること

ふ  きゅう けいはつ

ふ  きゅう

てっ  ぱい

こう  けん

●消費者教育ポータルサイト（消費者庁）
さまざまな消費者教育の教材を見ることができます。

●知るぽると（金融広報中央委員会）
くらしに役立つお金の情報を紹介しています。

●消費者教育支援センター
消費者教育についての総合的な情報を入手できます。

http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

http://www.shiruporuto.jp/

http://www.consumer-education.jp/

きん ゆう
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私たちの消費行動が
社会を変える!02

Chapter

消費者の「権利」と「責任」

消費者の８つの権利

安全が確保される権利 必要な情報が
提供される権利

消費者の５つの責任

商品や価格などの情報に
疑問や関心をもつ責任

消費者として団結し、
連帯する責任

消費者が主役の社会「消費者市民社会」へ
消費行動は社会に影響を与える

中学生もみんな消費者 !

消費者教育の機会が
提供される権利

消費者の意見が
消費者政策に反映される権利

消費の背景で起きている問題を知ろう 公正な取引が実現される
ように主張し、行動する責任

自分の消費行動が社会（特に弱者）に
与える影響を自覚する責任

　消費者は個人で、企業は組織です。商品やサービスに問題があって消費者が企業に不満を伝えても、個人の消
費者が弱い立場になってしまいます。そこで消費者を支援し、消費者の権利を尊重するよう企業や国の責任を定
めた法律が「消費者基本法」で、消費者の８つの権利が認められています。また私たち消費者も、自ら学び行動す
る、「自立した消費者」を目指すことが求められています。それが消費者の５つの責任です。

き  ぎょう

し   えん

き  ぎょう そ   しき

き  ぎょう

消費生活における
基本的な需要が満たされる権利

じゅ　よう
健全な生活環境が
確保される権利

かん きょう

選択の機会が
確保される権利

せん  たく

自分の消費行動が環境に
与える影響を自覚する責任

かん  きょう

あた

あた

えい  きょう

えい  きょう

被害者が適切かつ
迅速に救済される権利
じん  そく

ひ　がい　しゃ

　私たち消費者に求められる役割や、消費者教育の進め方を考える際
に目標となるのが、「消費者市民社会」の実現です。消費者市民社会と
は、消費者一人ひとりが社会の一員としての自覚を持ち、よりよい社会
を実現するために、自分の消費行動について考え、商品やサービスを適
切に選択できる社会のことです。
　自分のことだけでなく、社会全体のこと、そして未来の地球のことま
で考えて行動することが、今、私たち消費者一人ひとりに求められてい
ます。

せん　たく

　私たちのまわりにはものがあふれていて、お金を払えば好きなものを買うこと
ができます。それは便利なことですが、一方で、私たちは自分の持ち物や口にする
食べ物が、どこでどのようにつくられているのか、よく分からなくなっています。
　こうした消費者にとっての情報の不足が、消費者トラブルや食品偽装など、消費
者問題を引き起こす要因となっています。また、私たちが好きなものを好きなだけ
手に入れられる一方で、世界を見回すと水や食べ物が十分ではない人がいること
も忘れてはいけません。こうした現状から、安全、安心で豊かな消費生活を営むと
ともに公正な社会を実現するために、消費者の自立を支援することを目指した教
育が重要となっています。

はら

し　えん

ぎ　そう

げんじょう

　お金を支払って商品やサービス
を購入し、使用する人のことを「消
費者」と言います。レストランでご
飯を食べる、コンビニエンススト
アでお菓子を買う、運賃を支払っ
てバスや電車に乗る……これらは
全て「消費」であり、中学生もまた
「消費者」の一人です。

し   はら

し   はら

こう にゅう

か     し

　消費は個人の欲求を満たすだけの行動ではありません。商品を「選ぶ」「使
う」「捨てる、またはリサイクルする」という各場面で、社会に影響を与えます。
　たとえば、私たち消費者がただ「安いもの」を求めれば、「少し高くてもよい
もの」は売れず、その商品をつくる人はいなくなってしまいます。一方で、私た
ちが安全に配慮されたよい商品を選択すれば、よい商品が市場に増えること
になります。
　自分のことだけでなく、社会にどんな影響を与えるのか考えながら商品を
選べるといいですね。

せん　たく

えい　きょう

えい　きょう あた

あた

はい　りょ
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チョコレートのこと、
どのくらい知ってる?

　甘くておいしいチョコレートは、今やスーパーやコンビニで簡単に買
えるとても身近な食べ物です。しかしチョコレートがどこでどのように
してつくられ、私たちの手元に届くか知っていますか?　実はチョコレー
トの原料であるカカオは、日本から遠く離れた国でつくられているもの
なのです。

チョコレートが
手元に届くまで

　チョコレートの原料は「カカオ」という植物の実の中にあ
る種子、「カカオ豆」です。カカオは熱帯植物で、主に赤道を
はさみ南緯・北緯20度の範囲、年間平均気温２７度以上の高
温・多湿地帯という条件の、ごくせまい地域で栽培されてい
ます。主な産地は西アフリカ、東南アジア、中南米です。

消費者消費者

児童労働 環境破壊
　カカオ農園は小規模な家
族経営であることが多く、子
どもが重要な労働力となって
いる場合があります。児童労
働は子どもの勉強の機会を
奪うだけではなく、農薬の散
布や刃物の使用などにより
子どもの身体に危険をもたら
すことも問題です。

　先進国でカカオ豆の消費
量が急激に増えると、生産国
ではカカオを増産するために
森を切り開くので、多くの森
林が破壊されます。また多量
の農薬をまくことで土壌や水
が汚染され、その土地で働く
労働者の健康を害する恐れ
があります。

チェック! チェック!
背後にある問題 背後にある問題

貧困
チェック! 背後にある問題

　カカオ農家の多くは、カカオの生産だけで収
入を得て生活しているため、天候不順やカカオ
の病気により生産量が落ちると、すぐに貧困に
陥ってしまいます。またカカオ豆は、生産地から

遠く離れたロンドンとニューヨークで取引さ
れ、価格が決まります。産地の天候や作柄に
よって価格が変動するのはある程度仕方あり
ませんが、先進国のチョコレート消費状況な
ど、産地とは関係ないことでも価格が大きく変
動し、生産者の生活を脅かしています。

※主に赤く表示された国でカカオが栽培されています。

あま

はな

うば

は　　もの

は　かい

ど　じょう

おそ

お せん

さい  ばいた　しつ

さい 　ばい

さい 　ばい

栽培栽培

　カカオは栽培を始めてから実がなるま
で約３～６年かかります。そのうえカカオ
が結実するのはわずか３％程度と、栽培
は難しく手間がかかります。

むずか

さい 　ばい

収穫収穫

　カカオの収穫はほとんどが農家の人の
手作業で行われます。収穫したカカオの実
から中の果肉と種を取り出し、次の発酵作
業へと進みます。それもまた手作業です。

しゅう　かく

はっ　こう

出荷出荷

　乾燥が終わったカカオ豆は、まず地域
の集荷センターに集められ、品質で等級
分けされた後、厳しい基準に基づいて検
査し、合格したものが輸出されます。

かん　そう

おちい

はな

おびや

じょうきょう

さく がら

製菓メーカー・専門店

　チョコレート生地を菓子などに加工し
ます。

か　　し

加工加工

　日本に輸入されたカカオ豆は、検疫を
経てチョコレート工場に運ばれ、ばい煎
（加熱して水分を飛ばす加工）されます。
ばい煎後の豆を砕いて皮を取り除き、
ペースト状のカカオマスにして、そこに砂
糖、ココアバター、粉乳などを加えて、
やっとチョコレート生地の完成です。

けん　えき

せん

せん くだ

発酵･乾燥発酵･乾燥

　種は数日間発酵させることで、私たち
の知っているチョコレートの香りや味の
基礎がつくられます。発酵後のカカオの
種は、さらに数日間かけて乾燥され、出
荷できるカカオ豆になります。

はっ　こう

はっ　こう

かん　そう

き　　そ

はん　いなん　い　    ほく    い

はっ　 こう かん　そう

さい      ばい

しゅう  かく

せい      か

しゅう　かく



フェアトレードってなんだろう？04
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fair trade
貿易公平な

フェアトレード団体
（輸入業者）

フェアトレード団体
（輸入業者）

生産者

農
産
物
・
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品
を
売
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世界に広がる
フェアトレード

日本のフェアトレード
認証製品市場は？

ヨーロッパを中心にフェアトレードが広がっています！

世界のフェアトレード
認証製品市場規模 

2009～2013年の5年間で
約1.6倍に拡大しています！

２００9年

34億ユーロ
約4760億円

２０13年

55億ユーロ
約7700億円

世界ではそんなに
フェアトレードが
広がっているんだね！

チェック!

ところで

消費者消費者
日本でも

これからもっと
広げていかなきゃ
いけないね。

　フェアトレード運動は、1946年、アメリカのグループがプエルトリコの
女性がつくった手芸品を購入したのが初めといわれ、1950年代にヨー
ロッパにも広がりました。初期は手工芸品が中心でしたが、1973年にオ
ランダの団体がグアテマラからコーヒーを輸入したことをきっかけに、そ
の後、紅茶や砂糖などの食品へと商品の幅が広がっていきます。
　日本に入ってきたのは1980年代で、1986年に第３世界ショップが最初
にフェアトレード事業をスタートしました。

フェアトレードの歴史

こうにゅう

はば

生産者に仕事の機会を提供する1
事業の透明性を保つ2
公正な取引を実践する3
生産者に公正な対価を支払う4
児童労働および強制労働を排除する5
性別に関わりなく平等な機会を提供する6
安全で健康的な労働条件を守る7
生産者の資質の向上を目指す8
フェアトレードを推進する9
環境に配慮する10

知
って

おこう！ フェアトレードの基準
（世界フェアトレード機関（WFTO）による）

とう　めい

じっ　せん

し    はら

はい　じょ

かん　きょう はい　  りょ

　発展途上国でつくられた作物や製品を、「適正な価格」で「継続
的に取引」することによって、立場の弱い発展途上国の生産者や
労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」です。

と　じょうこく

と　じょうこく

けい ぞく

品物の代金とは別に支払わ
れるお金で、生産者の人たちが
用途を決めて使います。機器の
購入や整備、また学校や病院の
建設などに使われます。

フェアトレードプレミアム
し 　はら

よう

こう　にゅう

と

　生産品を適正な価格で販売し、収入を得ること
ができるため、子どもの教育や地域の環境を自分
たちの力で改善することができます。環境保護やよ
り良いものをつくるための知識・技術を学べます。

はんばい

かんきょう

かんきょう

消費者が
フェアトレード製品を
購入することで、

世界をより良い方向に
変えることができます！

消費者が
フェアトレード製品を
購入することで、

世界をより良い方向に
変えることができます！

こうにゅう

　フェアトレード団体（輸入業者）は生
産者と一緒に商品開発し、技術指導を
行い、できあがった商品を輸入して販
売します。その売り上げを、再び生産
者への支援活動や商品の仕入れ資金
として使うことで、継続的に生産者の
自立を支援しています。

いっ しょ

はん

ばい

し  えん

けいぞくてき

し  えん

　「より良い製品」を「適正な価格」で、
「継続的に買う」ことができます。

けいぞくてき

　激しい国際競争の世界では、企業の利益を増やすために生産にかかる費用をできるだけ低くし
ようとすると、働いている人たちに支払われる賃金が非常に少なくなる、という問題が起きます。
　そうした問題を解決するために始まったのが「フェアトレード」という世界的な運動です。

し   はら

き  ぎょう

これは、世界の
フェアトレード市場の
わずか1.2%にしか

なりません！
経済全体の規模と
比べると、あまりにも
少ないのが現状です！

５年間で約6倍

２００9年
約14.7億円

２０13年
約90億円

し    

は
ら

農産物生産者のほ
か、衣類や手工芸
品などをつくる職
人もいます。

「環境や社会に配慮した
工程・流通で製造された商品
を選択して購入する」消費者
のことを「倫理的消費者」（エシ
カルコンシューマー）といい
ます。

かん　きょう はい　  りょ

こう  にゅうせん    たく

りん     り      てき

※1ユーロ140円換算
かんさん

てき

（フェアトレード・ラベル・ジャパンHPより）

げんじょう
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　日本国内でフェアトレードに取り組んでいる団体は、どんな活動をしているのでしょうか？
私たちにより身近なアジアで主に活動する２つの団体を紹介します。

フェアトレード商品の種類 フェアトレード・ラベル・ジャパン

クラフトリンク
　クラフトリンクは主にネパールやバングラデシュの手工芸品をフェアトレードで販売して
います。運営母体は「シャプラニール」という国際協力NGOで、主に南アジアの貧しい人々
の生活上の問題解決に向けた活動を４０年以上も続けています。

　まだフェアトレードという言葉が一般的ではなかった1974年、洪水に
見舞われたバングラデシュの農村で、仕事がなかった女性たちにジュー
ト（黄麻）製品をつくってもらい、日本で販売したことがスタートです。家族
のそばで働け、安定した現金収入の機会になったこの取り組みは、現地
の人々の生活向上につながりました。

Qなぜフェアトレードを始めたの？

　商品の納期が守られなかったり、指示と違う製品が届いたりというこ
とは多々あります。そんな場合でも、発注を止めるのではなく、なぜ納期
が守れなかったのか、どうすれば満足いく商品がつくれるのかを一緒に
考えます。生産者の生活向上のためには、継続して仕事を発注すること
が大切です。

Qフェアトレード活動で大変なことは？

シャプラニール （特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の会）
〒169-8611 東京都新宿区西早稲田2-3-1早稲田奉仕園内
http://www.shaplaneer.org/

　生産者の一人であるシャジェダさんは、夫と息子の3
人暮らしです。彼女は一度も学校に行けず読み書きがで
きませんでしたが、この仕事を始めてからアーロンのス
タッフに名前の書き方を教わり、給料を受け取る際に自
分でサインを書けるようになりました。収入は自分と子
どものために使います。女性の社会的地位がまだまだ低
いバングラデシュですが、この仕事を始めてから、夫が
家庭の意思決定に関して彼女の意見を聞いてくれるよ
うになりました。シャジェダさんは「仕事をしながら、他の
生産者たちとおしゃべりをする時間が一番楽しい。月末
にお給料をもらえるときは幸せ」と言います。

　ネパールの農村に生まれたドゥルガさん（写
真中央）は、17歳で同じ村の若者と恋愛結婚
しました。すぐ妊娠しましたが、5か月後に夫
が行方不明に。夫からの送金は一切なく、農
業の手伝いと家政婦をして生計を立てていま
した。2001年に1万2,000ルピー（約1万
5,000円）を借り入れて石けん工房を立ち上
げ、2011年からシャプラニールと共同で石け

平澤 志保さん  
この人にお話を聞きました

きい
てみよう！

国際フェアトレード認証
ラベルがついている商品
　具体的に設定された
フェアトレード基準を
守った製品だけが認証
ラベルを貼ることができ
ます。フェアトレード商品
を専門に扱う店だけで

世界フェアトレード機関（WFTO）
マークを取得した団体の商品
　国際的なフェアトレード
団 体 ネ ット ワ ー ク
「WFTO」に基準を満た
していると認められた団
体が取得。また2014年か
ら、WFTOは製品につけ
る「製品ラベル認証」も始
めました。

団体や企業独自の基準による
フェアトレード商品
　認証ラベルはありませんが、団体や企業の独
自の基準により「フェアトレード」として販売して
いる商品です。多くの場合、団体や企業が生産
者と直接取引をしたり、生産者コミュニティを直
接支援したりしています。

 「フェアトレード商品」とひとことで言っても、いくつかの
種類があります。日本では、主に３種類に分けられます。

バングラデシュの伝統刺しゅう「ノクシカタ」
生産者団体「アーロン」（バングラデシュ）

手作りアーユルヴェーダ石けん「She with Shapla Neer」
生産者団体「マハグティ」（ネパール）

ピープル・ツリー フェアトレードカンパニー株式会社
〒158-0083　東京都世田谷区奥沢5-1-16-3F
http://www.peopletree.co.jp/index.html

　インド南端のタミルナドゥ州で、インド産
のオーガニックコットンを使用して衣類を
生産しています。同団体は1994年に耳や
口の不自由な女性たちに職業訓練と雇用
の場を提供するために設立され、現在は
100名ほどの身体的・経済的に困難な状
況にある女性が雇用されています。女性
たちは公正な賃金を受け取り、3～5年間
働いた後はボーナスを受け取り自宅で縫
製の仕事を始める人もいます。

　プレダ基金は虐待を受けた子どもや麻
薬依存に陥った若者を支援するため、
1974年に設立された団体です。児童労働
や児童買春の原因となる貧困をなくすた
め、小規模農家から適正な価格でマン
ゴーを買い取り、加工して輸出。その収益
で、性産業で虐待されている少女やスト
リートチルドレンを保護し、安心して暮らせ
る場所を提供する活動などをしています。
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オーガニックコットンＴシャツ
生産者団体「アシシ・ガーメンツ」（インド）

ドライマンゴー　
生産者団体「プレダ基金」（フィリピン）
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　東京･自由が丘にあるショップは、一見、普通のセレクトショップですが、商品タグに
は、商品をつくった人々や商品がどのように生まれたかが書かれています。運営する
フェアトレードカンパニー株式会社は、日本で唯一の世界フェアトレード機関（WFTO）
の認証を受けた企業です。胤森 なお子さん  

常務取締役／広報ディレクター

んの開発を行いました。ドゥルガさんは「石けんをつくり始める前は、毎日が悲しい日々
だったけど、今は石けんづくりが生きがいになっている。新しい家を建てて車も買いたい
し、いつか日本にも行きたい」と言い、2011年12月に、研修のため来日が実現しました。

http://www.fairtrade-jp.org/

　フェアトレード・ラベル・ジャパン（FLJ）は、日本における国際フェアトレー
ド認証の製品認証や、フェアトレードの啓発活動などを行っています。国際
フェアトレード認証ラベルは、その原料が生産されてから、輸出入、加工、
製造工程を経て「国際フェアトレード認証製品」として完成品となるまでの
全過程で、国際フェアトレードラベル機構が定めた国際フェアトレード基準
が守られていることを証明しています。現在、認証製品にはコーヒー、紅
茶、カカオ製品、スパイス・ハーブ、果物、ワインなどの食品のほか、切り花
やサッカーボールなどもあります。なく、スーパーやデパートなど身近なお店

にも並んでいます。

この人にお話を聞きました
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　ピープル・ツリーだけ見ても、この20年で約25倍に売り上げが拡大していま
す。お客様の声からも、フェアトレードの認知度が格段に高まっていると実感し
ます。今後は私たちの考えに共感してくれるお店をもっと増やし、誰もが気軽に
フェアトレード商品を手にできるような環境をつくっていきたいですね。

Q日本のフェアトレード市場は広がっているの？

だれ

かんきょう

　農家の人たちも、皆、安全に綿花を育てたいと思っています。しかしオーガ
ニックで栽培するのは非常に手間がかかり、高く売らなければ採算がとれない
ため、売れるか分からない状態では栽培できません。そこで私たちが、事前に
「必ず○○トンを買います」と約束し、手間に見合った価格で買い取ることで、農
家は安心してオーガニック栽培を始められるのです。私たちはインドで15年以
上オーガニックコットンを調達しており、現地では徐々にオーガニック栽培に切
り替える農家が増えています。

Qなぜオーガニックコットンは増えないの？
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　私たちはファッションから雑貨、食品まで幅広い商品を扱っていますが、特に
衣料品に力を入れています。私たちが販売する衣類の多くは「オーガニックコッ
トン」を使っています。実は世界中で大量に消費されるコットンを大量に生産す
るために、大量の農薬が使われています。まず土を消毒し、種も消毒、栽培中に
も農薬を散布。収穫時も、不要な青い葉を枯らすために枯葉剤をまいて刈り取
るという、まさに薬漬けの状態です。環境破壊はもちろん、農家の人々の健康
にもよくありません。残念なことに、今、世界に流通しているコットンの中で、
オーガニックコットンはわずか０．５～１％だといわれています。

Qピープル・ツリーのフェアトレードの特徴は？
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　現在はバングラデシュ･ネパールの11の生産者団体をパートナーとして
商品開発などを行っています。パートナー団体は寡婦や障がいのある人な
ど、社会的に弱い立場の人に積極的に仕事をお願いしており、生産者へ
適正な賃金を支払うことはもちろん、医療費や教育費の補助、小規模融資
などもしています。
　私も年に２回は現地へ行き、生産者の声を聞きます。生産者の話からこ
の仕事が安定した収入を得るというだけではなく、自分でお金を稼ぐこと
により自尊心が芽生えることにもつながっていることが分かります。

Q今、どこの国でどんな活動をしているの？
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アジア初、日本初のフェアトレードタウン 熊本市

フェアトレードタウンを目指す 名古屋市
　名古屋市では、2013年に市民有志が「フェアトレード名古屋ネットワーク（FTNN）」を立ち
上げ、積極的に推進活動をしています。代表の土井ゆきこさんは「市内で長くフェアトレード活
動に取り組んできた４つの市民団体が一丸となり、自治体や企業、学校、市民団体なども巻き
込んで活動しています」と話します。
　名古屋市では、2005年「愛･地球博」、2010年「生物多様性条約第10回締約国会議
(COP10)」、そして2014年11月に開催された「持続可能な開発のための教育（ESD）に関す
るユネスコ世界会議」と国際的なイベントが続き、フェアトレードへの理解が進む土壌が形成さ
れました。土井さん自身もこれまでに80回以上のワークショップを開催。毎年５月には「世界
フェアトレード・デー・なごや」と題した大規模なお祭りも開催し、ライブやマルシェなどのイベ
ントで市民を集めフェアトレードの輪を広げています。「ここ数年でフェアトレードのことがよく
知られるようになり、時は満ちていると感じています」と話す土井さん。熊本市に続く新たな
フェアトレードタウンが日本に誕生するのがとても楽しみですね。

知ってる?フェアトレードタウン運動

フェアトレードタウン国際会議で行われた、フェアト
レードファッションショー（2014年3月）

ケニアのフェアトレード生産者団体のマーシャ・アウィ
ノさんが、幸山政史市長（当時）を表敬訪問。右から二
人目が明石さん

フェアトレードをテーマにした国際理解教育を、小・中・
高・大学や生涯教育センター、社会人向けに実施。
2009年からスタートして、現在までに80回以上開催
している

　始まりは1993年にオープンした１軒のお店でした。熊本市初のフェアトレードショップのオー
ナーで、「フェアトレードシティくまもと推進委員会」の代表である明石祥子さんは「オープン当時
はほとんどの市民がフェアトレードを知りませんでした」と振り返ります。そこから明石さんは、
ファッションショーやワークショップなどを積極的に実施し、地道に広めていきました。
　そして2003年、熊本市のフェアトレードタウン運動が始まりました。「市民にフェアトレード
について説明し理解してもらいながら、一年半かけて１万人の署名を集めました」とのことで、
その志はやがて行政・議会をも動かす力となり、2011年に世界で１０００番目のフェアトレード
タウン（熊本市では、市議会で決定したため「フェアトレードシティ」と呼ぶ）に認定されました。
　今、熊本市内でフェアトレード商品を扱う店は約１００軒まで拡大。2014年3月には熊本市
で「第８回フェアトレードタウン国際会議」が開催されました。明石さんは「今はまだ、日本に
フェアトレードの種を植えたくらいの段階。今後は熊本市だけでなく、日本全国にフェアトレー
ドを広げ、フェアトレードタウンが増えていくのを応援していきます」と話します。｠

　「フェアトレードタウン運動」とは、「まちぐるみ」、つまり、まちの行政、企業・
商店、市民団体などが一体となってフェアトレードの輪を広げる運動のことで、
2000年にイギリスで始まり、現在、世界23か国、1500以上の都市に広がって
います。日本では、2011年6月に熊本市がフェアトレードタウンに認定されま
した。また現在も日本各地で運動が進んでいます。

～ 静岡文化芸術大学 学生サークル「りとるあーす」の活動 ～

浜松からフェアトレードの輪を広げたい！

　「りとるあーす」が発足したのは2012年。国際協力NGO「シャプラ
ニール」の事務局長を務めていた下澤嶽教授(文化政策学部・国際文化
学科)のゼミ生が中心となって立ち上げました。最初は大学祭でのフェア
トレード商品の販売から出発しました。自分たちがフェアトレードについ
て学び、また、大学生や地域の人たちにもフェアトレードのことを知って
もらうため、フェアトレード商品を扱うお店のレポートや、新入生にフェア
トレードを紹介する講義なども行っています。
　「りとるあーす」とは小さな地球のこと。「世界で起きているさまざまな
問題は、遠い世界の知らないどこかで起きているのではなく、小さな地
球の中で起きている。だから、知ってみよう、考えてみよう」というメッ
セージが込められています。

　ここ浜松市でも、フェアトレードを広げるために活動しているさまざまな団体があります。その中から、静岡文化
芸術大学のフェアトレード推進サークル「りとるあーす」の活動を紹介します。

　もともと国際協力と経済・貿易の両方に関心があり
ました。貿易(トレード)という経済活動を通じて国際
協力ができるフェアトレードの存在を知り、格差を生
まない経済活動に可能性を感じたのが理由です。浜
松ではフェアトレードはまだあまり知られていないの
で、サークル活動を通じて少しでも多くの人に知って
もらい、みなさんがもっと気軽にフェアトレード商品を
選択できるようになればうれしいです。

Q なぜ「りとるあーす」に
入ろうと思ったのですか？

　遠鉄電車・遠州小林駅から徒歩10分。おしゃれな
お店です。オーガニック野菜を使ったお総菜やお弁
当の販売と、フェアトレード雑貨・食材などを扱って
います。ランチも食べることができます。

　もともとお寺だった建物を使った雑貨ショップ
＆カフェです。フェアトレード雑貨やエコ雑貨を販
売しているほか、自然に囲まれた店内でチャイな
どのドリンクを楽しむこともできる隠れ家的ス
ポットです。

　自然酒やオーガニック食品などのスローフードや、
国内外のフェアトレード食品も扱っています。店主の
加藤さんはフェアトレードや地産地消に熱心に取り
組んでいて、フェアトレードのことを詳しく説明してく
れました。

「りとるあーす」代表

西澤太郎さん

静岡県西部でフェアトレード商品を扱っているお店の一例
「りとるあーす」の

みなさんに聞きました！

すいーとまむ
浜松市浜北区本沢合113-2

酒＆FOODかとう
浜松市西区神ヶ谷町7873-1

village（ヴィレッジ）
掛川市下垂木303-1

2014年の大学祭での様子
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※お店の情報は2014年12月時点のものです。
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広げよう！
学ぼう！

フェアトレード
ぼくたち・私たちの
消費行動が世界を変える！

　フェアトレードを通して、私たちの身の回りの製品がどこ
でどのように生産されているのか、また私たちの日々の買
い物にどんな意味があるのか、理解できましたか？　ここ
では、もっとたくさんのフェアトレードのこと、そして消費生
活のことを学べるインターネットのホームページを紹介し
ます。ぜひ訪れて、もっとたくさんのことを知ってください。

知りたい！ フェアトレードのこともっと

この冊子は環境に配慮し、古紙配合率100％の
再生紙及び植物油インキを使用しています。
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平成２６年１２月　浜松市市民生活課　くらしのセンター
〒430-8652　浜松市中区元城町103-2
053-457-2635
053-457-2814
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kurashi/

横浜国立大学　教授　西村　隆男

フェアトレードについて学び、
豊かな消費者市民社会を

目指すのじゃ！

はままつeライフ
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フェアトレードに関すること
●フェアトレード･ラベル･ジャパン

国際フェアトレード認証ラベルのライセンス業務、フェアトレードの普及啓発活動を行うNPO法人です。

http://www.fairtrade-jp.org/

●日本フェアトレード･フォーラム
「フェアトレードタウン運動」の国内での普及を目指す市民団体です。

http://www.fairtrade-town-japan.com/

児童労働に関すること
●世界の子どもを児童労働から守るNGO ACE（エース）

1997年に学生有志が設立した、児童労働の撤廃と予防に取り組む国際協力NGOです。

http://acejapan.org/

●児童労働ネットワーク （CL-Net）
児童労働に問題意識を持ち、日本からこの問題の解決に貢献することを目指すＮＧＯ、労働組合などが加盟するネットワークです。

http://cl-net.org/

消費者教育に関すること
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●消費者教育ポータルサイト（消費者庁）
さまざまな消費者教育の教材を見ることができます。

●知るぽると（金融広報中央委員会）
くらしに役立つお金の情報を紹介しています。

●消費者教育支援センター
消費者教育についての総合的な情報を入手できます。

http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

http://www.shiruporuto.jp/

http://www.consumer-education.jp/
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