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Do you know about Fair Trade (known as FT)? FT is a system to support the sustainable development of agricultural 
producers in developing countries. We, the Overseas Studies Club, got to know about the actual situation of child labor 
when we learned about FT cocoa beans in our textbooks. We decided we wanted to see more smiling children in cocoa 
producing countries. So we have focused on FT chocolate and have launched campaigns to spread the idea across the 
country.

In 2014-2016, we had in-store sales campaigns in Imabari Aeon and Saisaikite-ya (with the Imabari International 
Fair),  and successfully  sold quite  a  lot  of  chocolate.  Our contribution has appeared Þve times in  local  and digital 
newspapers, which was a good appeal to people in Imabari.

 At  the  same time,  we  issue  a  "Imabari  Fair  Trade  Map"  for  each  Þscal  year,  introducing  supermarkets,  cafes, 
restaurants and towel manufacturers in the city which are dealing with FT products,. In particular, Aeon has played a 
major part in, not only selling FT goods, but also producing its own private brand FT food and drinks. Even in the towel 
industry, we are proud to know that several factories produce towels with FT cotton. With this map, we will inform 
people how widely FT is spreading in Imabari in real time.

However, while conducting these activities, we wondered whether we were really helping spread FT in Japan. And 
we concluded that FT in Japan has fallen into a vicious circle; few people know about FT which creates little demand for 
FT products. Therefore, manufacturing companies do not produce them. Since FT products are rarely distributed in local 
stores, people seldom see the goods. Thus, people remain ignorant of FT.

In fact, our survey, carried out during the 2016 Valentine's Day sales campaign, found that the local rate of FT name 
recognition was only 8.6%; 23 women among 269 between the ages of 20-60 years. Compared with a nearly 50% name 
recognition nationally, you will Þnd few people in Imabari to be particularly aware of FT.

In addition, we examined the probability of coming across FT goods among the city's supermarkets, drug stores, and 
convenience stores;  0% at  the convenience stores,  33.3% in the drugstores,  20% of supermarkets (excluding Aeon 
group) and Aeon supermarkets 100%. It is a shame that it is impossible to Þnd any FT food in convenience stores, where 
students often visit.

Thus, we have decided to launch a campaign entitled “Why don’t we make Imabari the third FT Town in Japan?” We 
have concluded that we should spend all our resources on this local campaign.

Fair Trade Town started in England in 2000 and about 2,000 towns have been registered; among which, Kumamoto, 
JapanÕs Þrst FT town, and Nagoya, the second.

We believe Fair Trade represents the important idea of “Three Good Ways”, a well-known principle promoted by 
Ohmi merchants in the Edo period. First,  FT is good for producers.  It  helps improve the standard of living of the 
producer and education of their children. Second, 
it  is  good for  buyers.  We can choose FT goods 
because we know who grows them and how they 
are made. Third, it is good for society. Citizens of 
Imabari make global contributions by choosing to 
buy FT goods. It is important for Imabari children 
to broaden their horizons.

※  This  manuscript  with  the  underlying  research 
was  awarded  the  Excellence  Award  in  the 
"International Public Policy Conference at Osaka 
University 2016".
※ "Imabari Fair Trade Map 2016" is available in 
Imabari West High School ofÞce
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「今治市を日本で３番目のフェアトレードタウンにしませんか」キャンペーン

今治西高等学校　海外研究部　加藤真希

　みなさんは、フェアトレード（以下FT）という仕組みを知っていますか？  FTとは開発途上国の生産者の自立を支援
する制度です。私たち海外研究部は、教科書でFTカカオ豆について学んだ時に児童労働の実態を知り、カカオの国の子
供たちの笑顔が見たいと強く思うようになりました。そこで、私たち海外研究部はF Tのチョコレート（以下、チョ
コ）に焦点化し、全国に広めるために普及活動に取り組むことにしました。
平成26年度、27年度にはイオン今治様、さいさいきて屋様（今治インターナショナルフェア）にてFTチョコ商品の店

頭販売を行い、たくさんのFT商品を買っていただくことができました。また、これらの活動が5回新聞掲載され、今治
市のみなさんにFTのことを少しでも知ってもらうことができたと思いました。
同時に、「今治フェアトレードマップ」を年度ごとに発行し、市内でFT商品を扱っているスーパーやカフェ、タオル

メーカーを知ってもらうことができました。特に、イオンでは自社開発のＰＢでFT商品が充実しており、お得な大袋の
FTチェコも発売されています。地元産業であるタオル業界でも、FTコットンを使った「今治タオル」を製造・販売して
いるメーカーもあることに誇らしい気持ちになります。カフェやベーカリーでもFTチョコを使った製品を提供するとこ
ろもあります。マップの作成・配布を通して、今治市のFTの普及を測り、皆さんにお知らせしたいと思います。
　しかし、これらの活動をしていくうちに、私たちは日本のFTがある悪循環に陥っているのではないかと考えるように
なりました。それは、「多くの人がFTについて知らないので、FTに対する需要がない。需要がないと、チョコレート
製造会社は製品を作らない。製品がないのでお店で商品を見ることがない。よって、消費者はFTを知らないままにな
る。」ということです。
　実際、私たち海外研究部が、バレンタインデーに合わせて実施したFT知名度の調査によると、会場に訪れる20～60代

の女性269人に聞き取ったところ、FTを知っていた人はわずか
23人（8.6％）でした。全国調査では、50％近い知名度がある
とされており、今治市では、特にFTについて知っている人が少
ないことがわかります。
　また、市内のスーパー、ドラッグストア、コンビニを訪問し
て、FTが置いてある確率を調べました。（FTを置いている店
／市内の店）すると、コンビニでは0％、ドラッグストアでは
33.3％、スーパー（イオン系列を除く）は20％、スーパー（イ
オン系列）は100％でした。私たち高校生が頻繁に訪れるコン
ビニにはひとつもなく、今治市内でF T商品を目にする機会は
少ないことがわかりました。
　そこで、私たちは、まず足元を固めるために、「今治市を日

本で３番目のFTタウンにしませんか」キャンペーンと題し、今治市に限定したFT推進活動をすることにしました。FT

タウンとは、街全体でFTを応援する仕組みです。FTタウンは2000年にイギリスで発祥し、世界で約２千の町が登録さ
れています。日本では2011年に熊本市、2015年に名古屋市が認定されています。
　私たちは、フェアトレードには「三方よし」の精神があり、それが私たちと今治市に必要であると考えています。一
つ目は、「生産者によい」、つまり、開発途上国の生産者の生活環境の改善と、特に、子供たちの教育の向上に役立つ
こと。二つ目は、「消費者によい」つまり、私たちが、誰がどのように作った製品か理解して、安心して購入できるこ
と。三つ目は、「社会によい」、つまり、今治市民が世界に目を向けて、日常的に国際貢献に取り組むことができるこ
と。特に、未来を担う子供たちが世界に目を向けることは大切なことではないでしょうか。
※この原稿の元となる研究は、「大阪大学　第２回国際公共政策コンファレンス」で優秀賞を受賞しました。
※「今治フェアトレードマップ２０１６」は、今治西高校事務室にて配布しています。


