
 

第4章 事例調査 
1. ヒアリング調査概要 
アンケート回答のうち、自治体（教育委員会、消費者行政部局）の好事例に対してヒアリン

グ調査を行った。 

ヒアリング先の選定基準は、以下のとおり。 

●自治体（教育委員会、消費者行政部局） 

・教育委員会と消費者行政部局、消費者生活センター等が連携している事例 

・成年年齢の引下げに伴い実施されている消費者教育の事例 

・地域と連携した消費者教育に関する事例 

本節では、その結果として以下の自治体の事例を紹介する。 

 

Ⅰ. 自治体 

（1） 栃木県 

（2） 狭山市 

（3） 富士市 

（4） 野々市市 

（5） 飛騨市 

（6） 江南市 

（7） 近江八幡市 

（8） たつの市 

（9） 徳島県 

（10） 愛媛県 

（11） 福岡県 

 

I. 自治体 

栃木県 

 

■栃木県の取組 

 ゲームを通してお金の使い方を実践的に学ぶ「おこづかいゲーム」 



 

 親子で消費について楽しく学ぶ「消費者親子教室」 

 

a) とちぎ子どもの未来創造大学 

栃木県では平成 26 年度より「とちぎ子どもの未来創造大学」の取組を開始し、今年で 6

年目となる。それまでは大学や企業、県内の研究機関等でそれぞれ講座を実施していたが、

広く子供たちに学習の機会を提供するために、「とちぎ子どもの未来創造大学」として一つ

に集約した。 

小学校４年生から中学校３年生までを対象に、子供たちの学力向上や、将来の夢を考える

きっかけになることを目的にこの事業を実施している。今年度については、72 約 70 の実施

機関で、延べ 170 講座を実施している。その中で、消費者教育に関するものを今年度は二

つ実施している（後述の「おこづかいゲーム」及び「消費者親子教室」）。 

 

b) 「おこづかいゲーム」 

「おこづかいゲーム」は金融広報委員会が５年ほど前から実施する取組である。とちぎ子

どもの未来創造大学で提供する講座の他にも、金融アドバイザーを講師として派遣し、小学

校などで取組を実施している。金融広報委員会には金融広報アドバイザー９名が所属して

いる。 

各小学校や、放課後児童クラブ、公民館の集会など小学生の集まる場所を対象としている。

基本的には、学校から講師の派遣申請があり、そこで対象の人数などをみてアドバイザーを

派遣する。小学校では授業の一環として行う場合もあれば、休日に地区の育成会等の主催で

実施する場合もある。平成 30 年度の実績は、県内小学校９校、対象延べ人数は 274 名であ

った。それ以外に、13 か所で講座を実施した。 

内容は、金融広報委員会が作成した教材を用いて、１年生から６年生までの小学生にゲー

ムを通じておこづかい帳をつけてもらうのが基本である。まず、お買いものリストの中から

欲しいものを選び、ゲームの目標を設定。2,000 円を手元に持ってもらいゲームを開始する。

さいころを振り、出たカード（お金がもらえる、お金をなくしてしまう、など）によって金

額をおこづかい帳に記入していく。約５人で一つのグループとなり、５人で一回りしたら、

一か月がそこで終わるとし、その時点で手持ちのお金を買い物に使っても良いし、銀行に預



 

金しても良い。それを数か月分行い、最終的に、今持っているお金、預金したお金、買った

ものをおこづかい帳に記載し、各自のポイントを集計する。 

 おこづかいゲームを開始した当初は、一年に数回依頼がある程度だったが、保護者等の口

コミで広まり、依頼がかなり多くなっている。 

 
おこづかいゲーム 

c) 消費者親子教室 

消費者親子教室は、「とちぎ子どもの未来創造大学」の講座の一つで、小学校 4 年生～6 年

生とその保護者を対象とした取組である。今年度は、エシカル消費をテーマに実施した。 

夏休みの自由研究や工作のタイミングに合わせて、県庁内の大きな会議室で午前と午後に

分けて 1 回ずつ実施し、合計 57 名の児童が参加した。工作代は県が負担し、参加費は無料

であった。 

当日のプログラムは、「エシカル消費についての講座」のほか、家庭にある照明（ランプ）

の種類や仕組みを通してエコや省エネについて学ぶ「エコ・省エネについての講座」、LED

ランプを使ってオリジナルのランプシェードを作る「LED ランプシェード工作教室」、子供

たちが巻き込まれやすいトラブルについて学ぶ保護者向けの「子育て世代の消費者教室」と

なっていた。 

講師については、「エシカル消費についての講座」は栃木県の職員 1 名が、「エコ・省エネ

についての講座」と「LED ランプシェード工作教室」はパナソニック・ライフソリューシ

ョンズ社の 2 名が、「子育て世代の消費者教室」は栃木県の職員１名と消費生活相談員１名

が対応した。 

講座では、「エシカル消費とは何か」、「自分にできることは何だろう」という観点からエシ

カル消費への意識付けを行うとともに、環境に配慮した商品を選ぶことについてクローズ



 

アップし、LED ランプが環境に配慮した商品であることを説明した。その後、LED ランプ

を使った工作を実施した。工作がやや難しかったため、職員等がサポートに入ることで、全

体がスムーズに進行するよう配慮した。参加児童からは、一部「工作が難しかった」という

声もあったが、「楽しかった」、「エシカル消費についてもっと調べてみたい」という好感触

な感想が多く聞かれた。 

 
LED ランプシェード工作教室 

a) 金融広報アドバイザーの活用 

教育、金融、ファイナンシャル・プランナーなどの分野で経験がある金融広報アドバイザ

ー９名は、学校等からの依頼が多いおこづかいゲームのために月に半数以上は集まってい

る。一か月に一度、必ずアドバイザー全員が集まる学習会を設けている。小学校１年生から

６年生までが対象のおこづかいゲームでは、一回の講座につき５、６人のアドバイザーを派

遣し、取組が円滑に進むよう工夫して配置している。 

 

b) 現代のおこづかい事情に沿った取組 

子供におこづかいとして決まった額をあげていないという保護者が増え、小さいときにお

金の管理を経験することがない子供が多いため、「おこづかいゲーム」の講座が大変ありが

たいという保護者からの感想が多い。最近の保護者は、子供に欲しいものがあったらその都

度買ってあげることが多いので、おこづかいをもらって自分で管理している子供が少ない。 

通常の講座のあとには参加者にアンケートを実施している。おこづかいゲームは、ゲーム

の終了後に、5 人程度に感想を発表してもらい、その場で先生方と振り返りを行う。 

 



 

c) 児童と保護者で会場を分けて実施 

 消費者親子教室では、児童が工作教室に参加している間、保護者には「子育て世代の消費

者教室」に参加してもらった。保護者からは、「保護者向けの講座だけだったら自ら出向い

ていくことはなかったと思うので、良い機会だった」という感想が聞かれた。また、講師を

務めた消費生活相談員からも、啓発や注意喚起の機会が少ない保護者に対して、このような

機会を設けることができてよかったという声があがった。 

  



 

狭山市 

 

■狭山市の取組 

 地域の大学・市町村・企業・団体が連携する「子ども大学さやま」 

 「学ぼう お金の世界」で子どもの知的好奇心を刺激 

 

a) 開講の経緯・概要 

埼玉県では、地域・大学・企業・子ども会・青少年育成団体等地域の教育力を結集して、

子どもたちに地域教育を推進する取組みを行っていた。また、ドイツに端を発する「子ども

大学」が、「子ども大学かわごえ」として埼玉県川越市に 2009 年に誕生した。埼玉県や川

越市の影響を受け、狭山市においても「子ども大学さやま」を開始した。 

「子ども大学さやま」は 2013 年よりスタートし、今年で 7 年目の活動になる。地域の

大学や市町村、企業・団体が連携して、子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を提供す

ることを目的としている。埼玉県が、大学を中心とした地域の教育力を高めることを推奨し

ており、これを受けて狭山市でも市内にある武蔵野学院大学と連携しての取組みを始めた。

武蔵野学院大学と飯能信用金庫と狭山市教育委員会の三者連携のもと「子ども大学さやま」

の運営を行っている。 

埼玉県から大まかな方向性として以下の３つの視点が提示されており、当市の取組みで

も、この視点に従って行っている。 

 

ものごとの原理やしくみを追求する はてな学 

地域を知り郷土を愛する心を育てる ふるさと学 

自分を見つめ人生や将来について考える 生き方学 

 

b) 講座「学ぼう お金の世界」 

「子ども大学さやま」の取組の１つとして、飯能信用金庫協力のもと、毎年１回は「お

金」にまつわる講座を実施している。 

今年度の講座では、前半は「学ぼう お金の世界」と題し、「OKANE QUEST」という、



 

講師の方が作成した RPG ゲーム形式の PowerPoint を活用し、お金の歴史、つかい方、銀

行について学んだ。後半は、「世界のお金のひみつを見てみよう！」として、海外のお金の

特徴を虫眼鏡で観察し、細かい国ごとの特徴や、お札のデザイン・色づかい、偽造を防止す

るための高い技術が活かされた工夫を発見した。 

 

 
「OKANE QUEST」 

 
   「世界のお金のひみつを見てみよう！」

 

c) 実施体制 

武蔵野学院大学と飯能信用金庫と狭山市教育委員会の三者で、実行委員会を組織し、運

営している。委員会の構成員は、武蔵野学院大学 5 名、飯能信用金庫 2 名程度、狭山市教育

委員会 3 名程度の計 10 名程度で、大学からは、学長・地域貢献関係担当教員・事務職員な

どの担当者が参加する。 

例年 5 月中旬に委員会を立ち上げて、講座の内容を決定する。その前の事前準備として、

大学で出来る講座の候補案をいただいている。 

今年度は、5 講座 3 パターンの案をいただき、委員会での検討を経て講座が決定した。

業務分担は、講座の準備・事務手続き・保険・学生スタッフの人員確保等事業の運営面を、

武蔵野学院大学が、参加者募集・事務連絡を狭山市教育委員会が行っている。 

 

d) 参加者 

対象者は、狭山市内に住む小学校 4～6 年生で、教育委員会から各学校へ案内チラシを一

人 1 枚行きわたるように配布している。原則として、年度で行う全ての講座に参加できる

ことが条件で、今年度は 10 月～12 月にかけて全 5 回実施し、参加費は 1,000 円である。



 

実施回数は、定められたものではないため開催する講座数に規定はないが、現在は年度で 5

回をベースにしている。例年 50 名の募集をかけ 30～40 名の参加者となっている。 

保護者は見学というかたちで参加が可能であり、教育に対する意識が高く、また、子ど

もに参加を促すケースが多い。教育委員会が子どもを対象に行っている他の事業にも参加

しているケースもある。兄弟での参加もある。 

 

a) 講座内容の工夫 

実行委員会ではリピーターも考慮し、３年以内に同じような講座は行わないように意識

をしている。例えば、お金に関する講座は、昨年度は日本円についてのみ学習したが、今年

度は海外のお金について学習をした。飯能信用金庫によるお金の講座は、地元企業への理解

も深まる講座として定着している。 

 

b) 事業全体の工夫 

開催場所は、全て武蔵野学院大学のキャンパスを使用している。武蔵野学院大学の学生

がスタッフとして参加し、子どもたちのサポートを行っている。また、講座終了後に、参加

者へアンケートを実施し、次回の開催に活かしている。 

また、入学式と修了式を開催しており、武蔵野学院大学の学長から卒業式のように「修

了書」が渡されるので達成感があり、子どもが嬉しいポイントとなっている。 

年度当初に、埼玉県下の子ども大学に携わる方が集う意見交換会があり、そこでは各子

ども大学が実施している取組みについて話を聞くことが出来る。 

 

子ども達は、自分で発見したり答えを見つけることに喜びを感じているので、自発的に

考え行動に移すことが身に付く。小学校４～６年生が参加可能となっているため、毎年参加

される方もいる。初めて会った子ども同士が講座の取組を通じてコミュニケーションを取

っており、学習意欲向上の効果が感じられる。 

 

電子マネーがごく当たり前になりつつある時代であり、現代の子どもは現金で購入する



 

感覚が薄い。電子マネーに伴うお金のしくみを学ぶ事業を今後取り入れていけたら良いと

考えている。その上で、お金という教材を通して社会経済の仕組みへの理解やキャリア意識

の形成、家族への感謝など学びが広がるよう工夫していきたい。 

また、今後は「持続可能な社会を意識したライフスタイルに関すること」について、子ど

もの頃から感覚として身につけられるよう講座に取り組めていけたら良いと考えている。 

  



 

富士市 

 

■富士市の取組 

 「市政いきいき講座」における高齢者対象の出前消費者啓発講座 

 

a) 内容等 

静岡県富士市で平成 14 年度から実施している「いきいき講座」は、市の業務内容や専門

知識の紹介を講座という形で市民向けに開催しており、現在 96 の講座がある。その講座と

して、富士市役所市民部市民安全課において消費者啓発を目的とした講座を設けている。例

えば、以下のような講座がある。 

 ・地区まちづくりセンター高齢者講座における出前消費者啓発講座 

・生きがいデイサービスにおける出前消費者啓発講座 

・ふれあい・いきいきサロン、悠容クラブにおける出前消費者啓発講座 

内容は、「悪質商法とその対処法」「振り込め詐欺とその対処法」「携帯電話・スマートフ

ォン、インターネット回線契約に関するトラブルとその対処法」などで、事前に依頼先と打

ち合わせを行い、依頼先の希望を聞きながら、直近で多く発生している事例などを取り入れ

て実施している。 

富士市の消費生活相談の特徴として、高齢者からの相談の割合が高いことが挙げられる。

このため、高齢者本人に直接注意を呼び掛けることができ、双方向のコミュニケーションを

図ることができる出前講座を重点的に実施している。特に、日頃見守りの目が届きにくい福

祉サービスを利用していない高齢者の集まる場での啓発に力を入れている。 

 

b) 体制 

「いきいき講座」は市民団体等が、出前講座の開催を希望する場合、直接その担当課（消

費者啓発講座の場合は、市民安全課）に申し込みを行うシステムとなっている。 

市民安全課では、講座利用促進のため、民生委員や地域包括支援センター、障害者支援事

業所等の会合に赴き、講座の紹介を行っている。 

 



 

a) 教材・カリキュラムの工夫 

パワーポイント等の視聴覚資料は独自に作成したものを使用している。配布資料は市販

の消費者啓発用パンフレット等を使用する。 

資料の作成にあたっては、消費生活センターに寄せられる実際の相談事例をもとに構成

するなど常に最新の情報を伝えることに努めている。 

講義が一方通行とならないよう、講座の始めまたは途中で寸劇や簡単なクイズ、最後に替

え歌などを取り入れて受講者参加型になるようにしている。 

 

b) 出前消費者啓発講座について 

高齢者への出前消費者啓発講座は、基本的に各講座とも高齢者が被害に遭いやすい事例

を、パワーポイントを使いながら、寸劇やクイズなども取り入れて、被害に遭わないことを

前提に、万が一被害に遭った際の対応方法を紹介している。DVD を視聴する・寸劇を行う

等の内容は、会場の都合や団体の意向によって調整する。各講座とも団体の依頼により随時

実施する。 

地区まちづくりセンター（市内 26 か所）では年間で高齢者学級を設けており、その中の

1 回として依頼を受けている。 

デイサービスからは介護施設等の催しの一つとして依頼が入る。サロンも同様で、定期的

に開催されているうちの 1 回として講座を利用している。 

 

ここ 2 年の開催実績は、下記の通り。 

・平成 30 年度 開催回数・人数：8 回・396 人、開催場所：地区公会堂など 

・令和元年度  開催回数・人数：18 回・542 人、開催場所：地区公会堂など 

講座の参加者は女性が約 2/3 を占める。 

 

講座においても、被害に遭った際の対応方法だけでなく、不審な勧誘やダイレクトメール

の送付があった際には消費生活センターへ情報提供を呼び掛けているため、高齢者からの

相談件数は増加している。また、高齢者と一緒に講座を聞いていた民生委員や施設の関係者

など「高齢者を見守る」立場の方々から、講座の依頼があるなどつながりが出ている。 



 

野々市市 

 

■野々市市消費生活センターの取組 

 小学生を対象とした体験型消費者教育事業「こどものまち Bom Bom Town」 

 

a) 経緯 

野々市市消費生活センターでは、平成29年度より「消費生活に関する知識や情報を育児

世代が学び、学んだ知識を次世代の子どもたちや地域へ伝えるという、循環型消費者教育

の推進を図る」ことを目的として、市内の育児世代向けに消費者教育推進情報誌『ChoCo 

チョコ）』を発行している（年2回、各1万部）。企画・編集は、現役育児世代からなる市

民団体「ののいちはぐドットネット運営委員会（令和元年10月1日より一般社団法人はぐ

ネットへ移行）」へ委託している。読者からは「とても分かりやすくて良い」「ちょっと

の時間に気軽に読めるのでいい」などと好評であり、当情報誌の啓発効果をさらに高める

ことができないかと検討していた。当情報誌は「親から子へ」伝えてもらうこと目的とし

ているが、新たに「子から親へ」のベクトルが発生すれば、家庭内での消費者教育の循環

がより円滑になるのではないかと考え、その手段として、児童向けの消費者教育イベント

を企画することとなった。 

企画するからには面白いイベントにしたいと案を練っていたところ、日本各地で開催さ

れている「こどものまち」事業の存在を知り、視察した結果、消費者教育の切り口でも有

意義なイベントとなると感じ、体験型消費者教育「こどものまちBom Bom Town」の取組

を開始することとした。 

 

b) 内容等 

疑似通貨を使用した体験型消費者教育事業「こどものまち Bom Bom Town」は、商品や

サービスについて勧誘や広告をうのみにせず、主体的に情報を集め、様々な観点から評価し

た上で選択する力（＝消費トラブル被害者になるのを防ぐ力）や、自らの消費行動や意思決

定が社会・経済・環境へ及ぼす影響について体感し、影響を考慮した上で行動する力（＝消

費者トラブル加害者になるのを防ぐ力）を育むことにより、消費者トラブルを生みにくい消



 

費者市民社会形成の推進を図ることを目的とした、小学生 100 名規模の体験型イベントで

ある。 

本取組はドイツの「ミニミュンヘン」という活動をモデルにしており、“こどものまち”と

呼ばれているものは、全国 200 カ所ほどあるが、野々市市では初開催となる。こどものま

ち Bom Bom Town は疑似通貨：BOMQ（ボンク）が流通し、消費者体験を軸として、選挙

や納税といった市民体験や起業体験ができるところが大きな特徴である。 

プレイベントとして 2 回のこども会議（こども会議＃1：「まち」について学び、自分たち

で「まち」をつくる体験をする。こども会議＃2：起業について学び、自分たちでお店をつ

くる体験をする。）を経て、こどものまち Bom Bom Town を開催した。子どもたちが体験

できる仕事は 16 種類で、時間帯によってはプロと触れ合える職業（新聞記者、映像ディレ

クター、ラジオパーソナリティ、起業家、助産師、水引職人、消費生活相談員）も設けた。 

 

c) 体制 

下記の体制で実施している。 

主催：野々市市消費生活センター 

企画運営（市から業務委託）：ののいちはぐドットネット運営委員会 

後援：野々市市教育委員会 

運営協力：金沢大学 丸谷研究室（まちづくり全般）、金沢星稜大学 連研究室（衣装制

作・こどもとの関わり・安心安全の環境設定）、株式会社ガクトラボ（学生ボ

ランティア募集協力・起業家育成） 

 

スタッフ定例会・リーダー定例会等を定期的に開催するほか、メールや電話でのやり取

りを頻繁に行うなど、委託団体との打合せは綿密に行った。 

また、委託団体のメンバーに助産師がおり、企画に携わるほか、イベント当日の助産師の

職業体験および傷病者の対応を行っている。 

 

a) 参加企業・講師の選定 

 参加企業や講師の選定は、基本的には、子ども向けイベントの経験値が高い、委託団体

が行った。委託団体が選定する際に重視したのは、①当事業の趣旨をしっかり理解し賛同



 

してくれること、②（子どものために何かをしたいという）子どもへの想いが強いことの

2点である。 

 

b) イベント周知方法 

市公式ホームページでの発信や市内小学校へのチラシ配布のほか、委託団体が育児世代

向けに運営するブログで定期的に発信し、日程や内容、イベント詳細やチケット販売等につ

いて戦略的に広報を行った。 

 

こどものまち Bom Bom Town は、市内小学生児童 120 名が参加した。 

 

 

Bom Bom Townの様子 

 

 

  



 

飛騨市 

 

■飛騨市の取組 

 「身近な消費生活と環境」をテーマに米生産農家と連携した米づくり体験 

 

a) 内容等 

岐阜県では県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校各 1 校を「暮らしの安全モデ

ル校」に指定し、学校全体で暮らしの安全に関する項目に取り組んでいる。 

今年度実施の飛騨市立古川西小学校では、「身近な消費生活と環境」というテーマにおい

て、米づくりを通して、生産・加工・流通の仕組みを学習し、身近な消費生活や環境をより

よくしようと工夫する能力を育成した。 

本取組は、5 年生で行っている総合的な学習の時間において実施した。「米作り」は、私

たちの生活に欠かせない主食に関わることである。このことを素材とし、これまでの「作る」

ことに重きを置いた内容に加えて、生産後、どのように自分たちの消費生活や環境に関わる

のか、視野を広げながらより実践的な日常生活と関わらせた学習内容となるようにした。 

 

b) 体制 

実施体制は以下の通り。 

体制図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

学  校 

 総合的な学習の時間検討委員会 研究推進委員会  5 学年部 

飛騨市教育委員会 

地 域（米づくり指導） 

農事組合法人 

「みのりのさと中野」 

保護者・地域協力者 

（米を使った加工） 

 花餠づくり指導 

学校給食センター 

（食の安全指導） 

 栄養職員 



 

 

a) 米生産農家との連携 

本取組は外部講師に米生産農家を迎えている。年度当初に来校していただき、年間計画に

ついて確認をした。その後は、イネの生育状況を見ながら、電話や SNS で連絡をとりあっ

た。 

 

b) 学習過程の工夫 

生産者と消費者の関わりに目を向け、消費生活や環境をよりよくしようと工夫する能力

と実践的な態度を育むと同時に、仲間との協力、地域の方との関わり、自分たちの暮らしが

多くの方と関わっていることを学びながら、自己を見つめ、他者を思いやる心の育成にもつ

なげた。 

 

米作りを終え、米を使った料理（おにぎり）を保護者とともに食した。米について、様々

な加工があることを知り、保護者・地域の方の指導のもと、伝統的な「花餠づくり」を体験

した。また、米についての課題追究（個人による課題設定）を行い、学年での発表を行った。 

児童にとっては、自分たちが米作りを体験することで、「その後どうなるのか」という疑

問をもち、知りたいという意欲喚起につながるとともに、おいしい米（食べ物）や安全な食

に目を向けるきっかけとなった。 

  

授業の風景  



 

江南市 

 

■江南市の取組 

 小学校 5 年生を対象とした「消費者生活出前講座」 

 

a) 経緯 

 江南市役所市民サービス課に、市民の消費生活相談として多重債務の相談があった。相談

者から話を聞くと、家計簿をつけていないことが分かった。相談者は、小学生の頃もお小遣

い帳を付けたりせず、しっかりとお金の管理をしていなかった。相談者の話を聞き、小学生

の時点でお金の管理、大切さに関する消費者教育の必要性を感じ、小学校での出前講座の実

施について教育委員会と相談の上、行うこととした。 

市で初となる子ども向けの消費生活講座開催に向けて、講師となる消費生活相談員は、国

民生活センターの子ども向け講座のための習を受講し、2018 年度に小学校 1 校での講座開

催に至った。 

 

b) 内容等 

 小学 5 年生を対象とした消費者生活出前講座を、江南市市民サービス課が主催で行った。

6 年生で行く修学旅行のお土産を購入するという活動を仮定して実施したが、その際、予算

内で誰に何を買うのか、お土産リストを作成し、クラスで意見交換を行った。また、啓発フ

ァイル、チラシを用い、消費者生活に関する情報や契約についての知識、消費者トラブルの

予防・対応策などを説明した。 

本取組のテーマの選定理由としては、限られた金額の中で計画的にお金を使うことと、お

土産の購入を通して渡す相手のことを考えながら（食物アレルギーなど）学ぶことができる

良い機会であると考えたためである。 

 

 



 

a) 講座内容や教材の工夫 

小学生が対象であり、かつ、児童があまり聞きなれない話なので、退屈しない話し方や、

分かりやすい教材を用意した。 

 啓発ファイルに、「お金を大切に」「安全な食品を選ぼう」といった内容が記載されている

ので、そのことについての説明と、江南市消費生活センターのチラシを配布し、センターの

周知をした。 

 

2018 年度の講座では、5 年生 113 人が参加した。講座を行ったクラスの反応が良く、初

めて分かったことに対して「そうなんだ！」などの反応が返ってきたので、講座内容を理解

してもらっていることを実感できた。 

 

江南市では、消費生活に関する情報や契約についての知識、消費者トラブルの予防・対応

策などを分かりやすくお話しする「消費生活出前講座」を行っている。 

具体的な事例としては、消費生活相談員を講師として、10～20 名程度の市内の集会等に

出向き、60 分の講座を行っている。内容としては、さまざまな消費者トラブルの事例を分

かりやすく紹介した「消費生活カルタ」を使って参加者と楽しみながら消費者トラブルの防

止を学んだり、消費者啓発の DVD を流して啓発を行ったりしている。サロンや老人会など

での活動に無料で講師を派遣している。 

  



 

近江八幡市 

 

■近江八幡市の取組 

 消費者教育に関わる多様なメンバーによる消費者教育のあり方検討会の開催 

 児童が消費者被害の見守りを担う「SDGｓこども見守り隊」 

 授業に消費者教育を取り入れる「消費者教育推進ワークショップ」 

 

a) 消費者教育のあり方検討会 

近江八幡市では、平成 28 年度に近江八幡市消費生活センターが「近江八幡市消費者教育

のあり方検討会」を開催した。市の関係部署や関係団体、地域住民、NPO・民間企業等が参

加し、さらに教育委員会の協力もあり小中学校の教員も参加した。消費者教育に関わる多様

なメンバーが集まり、様々な視点から消費者教育の進め方についてアイデアを出し合った。 

話し合いの結果から「SDGｓこども見守り隊」「消費者教育体験型プログラム『SDGｓこ

ども特派員』」「学校教育による推進（ワークショップの開催等）」といった取り組みを平成

29 年度から実施することとなった。 

なお、あり方検討会の委員は、平成 29 年度以降の事業の各実行委員会のメンバーとして

残っている方も多い。 

 

b) SDGｓこども見守り隊 

消費者教育のあり方検討会での提案をもとに、平成 29 年度に市内１学区をモデル地区と

しワークショップを開催した。そこで、地域の見守りについて「見守る人と見守られる人に

違いはなく、みんながみんなで見守るべきではないか」という意見があり、子どもにも見守

りを担ってもらうというアイデアが生まれた。このアイデアを具現化した取り組みとして

「SDGｓこども見守り隊」を平成 29 年度より開始した。 

SDGｓこども見守り隊の取り組みは、次のような流れとなっている。 

①まず、学区ごとに民生委員やまちづくり協議会や福祉協議会、少年補導員、学校長等から

なる見守りプロジェクト・メンバーを立ち上げる。このプロジェクト・メンバーに対し、

市の消費生活センターが消費者被害に関する研修やワークショップを行う。 



 

②次に、研修等を経たプロジェクト・メンバーが主体となり、学区の小学校の総合的な学習

の時間や家庭科の時間に「SDGｓ こども見守り隊 出前講座」を開催する。出前講座で

は、プロジェクト・メンバーによる消費者被害実例に関する寸劇を行う。 

③その劇を見た児童は、「見守りカード（高齢者へのメッセージカード）」を書く。児童から

の手書きのメッセージ入りのカードは、地区の一人暮らしの高齢者に配布される。 

④振り返りとして、児童は「見守り宣言」を書く。内容は、１．内容を誰に伝えたいか、２．

実際に伝えることができたか、３．メッセージカードを身近な高齢者に渡せるか、４．自

分は何ができるか など児童の行動を促す項目になっている。 

 

平成 29 年度にモデル地区として 1 学区（子ども食堂）で実施したのち、平成 30 年度は

2 学区、令和元年度では４学区（小学校 5 校）で実施している。 

普通に生活していれば、子どもたちは、高齢者の消費者被害について意識が行かないが、

授業で消費者被害についての活動を行うことで、高齢者を見守るという意識も子どもたち

に生まれる。また、子ども達を通じて親にも高齢者の見守りの必要性が伝わるように意識し

て取り組みが行われている。 

 

c) 消費者教育体験型プログラム「SDGｓこども特派員」 

平成 29 年度より小学生の親子での消費者教育体験型プログラム「SDGｓこども特派員ワ



 

ークショップ」を行っている。体験をとおして、消費行動の影響を考え、他者へ広げること

を目的としている。平成 30 年度は、「親子で探る体験ツアー 近江八幡の食のヒミツ２」と

し、20 組 40 名の親子を対象として実施された。 

寿司屋、農園、牧場などに行き、調理人や生産者の食に対する思い・こだわり・未来への

願いについての講話や、畑や牧場の見学などを行った。ランチタイムには、見学した寿司屋

によるお弁当も提供された。 

上記体験後、子どもたちは、こども特派員として体験した内容を新聞記事にする。その新

聞は、後日、市全部の小学校に配布された。 

 

d) 消費者教育推進ワークショップ 

消費者教育のあり方検討会でのワークショップにおいて、「消費者であることの自覚」に

関する教育は家庭だけでは難しく、また、家庭科以外の教科でもその視点が散りばめられて

いること、学校現場での教育の重要性が確認された。そこで、日々の授業において、消費者

教育の要素を取り入れるための取り組みとして、小中学校教員を対象とした消費者教育ワ

ークショップを行うこととした。 

平成 30 年度には小・中学校計 8 名の教員と、校長、教育委員会担当者が参加したワーク

ショップを 8 月に 2 回、翌年 2 月に 1 回開催した。最初の 2 回では通常の授業に、どのよ

うにして消費者教育の内容を盛り込んでいくかを話し合った。その結果を踏まえて、各教員

は実践シートを作成し、その後の授業で実践。3 回目のワークショップでは、授業で実践し

た結果を共有しあった。 

さらに、ワークショップの結果は、参加していない教員にも共有できるように、成果をリ

ーフレットに取りまとめ配布した。 



 

 
e) 体制 

いずれのプロジェクトも、消費者教育のあり方検討会の結果を踏まえ、市の消費生活セン

ターが企画立案している。プロジェクトごとに関係者や有志からなるプロジェクト・メンバ

ーを立ち上げて運営を行う。 

特に、学校が関わる場合については、教育委員会を通じて学校の連携体制を構築している。 

 

a) 学校現場との協力関係を築く工夫 

消費生活センターが消費者教育を推進する際には、学校との協力関係の構築が課題とな

る。そこで、教育委員会の協力を仰ぎながら、消費生活センターは学校現場での理解を得て

いった。 

教育委員会と連携し、学校・教員のスケジュールなどを考慮した依頼内容を検討した。さ

らに、校長会で、プロジェクトの実施に関する連絡を行ったうえで、個別の協力依頼なども

行うようにした。 

さらに、消費生活センターから学校現場への情報提供として、年 2 回程度「KODOMO 消

費者教育新聞」を発行するなど、定期的な情報発信も行っている。 



 

 

b) 消費者教育の重要性への共感を得る 

消費者教育に関わる様々な関係者と協力関係を築くには、消費者教育の重要性について

共感してもらうことが重要といえる。子どもたちの将来のために消費者教育は必要という、

未来に向かった前向きな教育であることについて共感してもらえると、学校現場も含め

色々な方に協力してもらえる。 

  



 

たつの市教育委員会 

 

■たつの市の取組 

 市内の小学 4 年生全員を対象とした「海に学ぶ体験学習事業」 

 

a) 内容等 

兵庫県たつの市では、海辺での体験活動を通して、水産業や働く人の思いを学ぶとともに、

豊かな感性、好奇心、思考力、表現力の基礎を培うことをねらいとし、「海に学ぶ体験学習

事業」を実施している。 

「海に学ぶ体験学習事業」は、市内の小学校 4 年生を対象に平成 22 年度から開始した。

内容は、たつの市にある漁港にて、漁船の乗船体験や、漁業関係者から話を聞くことを通し

て、季節によってとれる魚の違いや、価格の変動などについて学んでいる。また、道の駅「み

つ」体験学習室にて、市内食育推進グループの指導で魚介類を調理し、カレーのトッピング

を作っている。 

 本取組は、小学校全 17 校の 4 年生に対して 5 月から 9 月にかけてクラスごとに、室津漁

港と道の駅「みつ」にて実施している。 

 

b) 体制 

 本取組は、室津漁業協同組合、道の駅「みつ」、市内食育推進グループ（5 団体、11 グル

ープ）、市役所（農林水産課、健康課、契約課）と連携し実施している。 

また、漁協関係者を外部講師にしていることから、連携の際には日程調整や役割分担等を綿

密に行うように心掛けている。 

 

c) 体験の具体例 

本取組では、海辺の自然についての学習や地域とのかかわりのある活動を行っている。実

施状況は以下の通りである。 

（１）道の駅「みつ」の体験コーナーで海の生き物に触れる体験をする。 

（２）潮の香りを感じながら浜辺で貝を拾ったり、海の生き物に触れたりして遊ぶ。 



 

（３）海や海の生き物に関する絵本を読んだり、興味をもった生き物や事象について図鑑で

調べたりする。 

（４）漁船に乗ったり、魚を調理したりして、海から学ぶ食育・環境教育を行う。 

 

 

 

体験の様子 

 

a) カリキュラム・マネジメント 

消費者教育推進に向けては、社会科、家庭科などのカリキュラムを見直し、教科で連携す

ることが重要である。教科等横断的な視点を含め、学校教育目標を達成するためのカリキュ

ラム・マネジメントが必要といえる。 

さらには、「関係機関との綿密な連携」、「児童の発達段階にあった事業内容」、「ゆとりの

ある時間設定」などが、取組の成功につながったといえる。 
 

本取組の参加児童数は 2018 年度 645 名、2019 年度 657 名である。海辺での体験活動を

通して、自然や人、産業等から学ぶとともに、ふるさとを愛し、豊かな感性、好奇心、思考

力、表現等を培うことができた。 

  



 

徳島県 

 

■徳島県の取組 

 「TOKUSHIMA 消費者教育」ステップアップ事業 

 「Go! Go! エシカル」わくわく徳島プロジェクト 

 

徳島県の消費者教育の取組として、新次元の消費者教育推進事業である「TOKUSHIMA

消費者教育」ステップアップ事業と、「Go! Go! エシカル」わくわく徳島プロジェクトにつ

いて紹介する。 

 

A．「TOKUSHIMA 消費者教育」ステップアップ事業 

取組の概要 

a) 経緯 

 学校における発達段階に応じた消費者教育の推進を図るために、平成 25 年度に、

「TOKUSHIMA 消費者教育」ステップアップ事業を立ち上げた。幼・小・中・高等学校に

おいて、各教科をはじめ複数の教科間連携による取組や、総合的な学習の時間を活用した体

験的な学習活動、環境教育、食育、金融教育、国際理解教育、キャリア教育等と連携した取

組を通じて調査研究を行い、その成果等を普及する。 

取組に応じて、地域や大学、関係機関等と連携して実施している。 

 

b) 内容等 

 「TOKUSHIMA 消費者教育」の内容は 3 つに分けられる。 

○研究指定校における発達段階に応じた消費者教育の研究（幼小中高） 

地域とのつながりを意識した実践を中心に、消費者自身が消費生活に関する知識を習

得し、これを適切な行動に結び付けることができる力の育成を目指した消費者教育が展

開されている。令和元年度の指定校は、幼稚園 1 園、小学校 1 校、中学校 1 校、高等学

校 3 校である。 

○とくしま「消費者教育人材バンク」を活用した「講演・出前授業』 

消費者情報センターや徳島弁護士会と連携し、県内小中高校において、消費者教育を支



 

援するための「講演・出前授業」を展開している。 

○教職員に対する消費者教育指導力向上に向けた取組 

消費者教育を推進する上で必要な知識の習得や指導力の向上を図るため、国民生活セ

ンター主催の消費者教育講座等への派遣を行っている。平成 29 年度からは、鳴門教育大

学、消費者庁、県行政と連携した校種別「消費者教育指導者養成講座」を開催している。 

 

実施ポイント等 

a) 成果の積極的な普及 

研究指定校における発達段階に応じた消費者教育の研究（幼小中高）では成果を実践報告

集としてまとめ、県内に広く普及・発信をしている。とくしま「消費者教育人材バンク」を

活用した「講演・出前授業」では、ネットトラブルに関する内容へのニーズが高い。 

 

B．「Go! Go! エシカル」わくわく徳島プロジェクト 

a) 経緯 

現在、人や社会・環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」への関心が高まってい

る。徳島県においても、平成 27 年度に「エシカル消費」推進プロジェクトを立ち上げ、研

究指定校において学校教育における「エシカル消費」の取組を進めてきた。 

これらの成果をもとに、｢エシカル消費｣の普及・啓発を図るとともに、持続可能な社会の

実現に向けて、主体的に行動することができる消費者力の育成を目指して「Go! Go! エシカ

ル」わくわく徳島プロジェクトを開始した。 

 

b) 内容等 

エシカル消費の普及・拡大を図るため、エシカル消費教育で県内の高校を牽引する学校を

リーディングスクールとして指定し、伝統技法や地元食材を活用した安心安全な「エシカル

商品」などを開発するとともにその成果を県内外に発信する。 

県内すべての公立高等学校で「エシカル消費」の機運を高めるために、「エシカル消費」

を研究・実践する組織として県内全ての公立高校に学校の特色に応じた「エシカルクラブ」

を結成し、学校の特色に応じた啓発・実践活動を行う。 

さらに、これらに成果を発信する「エシカルフェス」を開催し、「エシカル消費」に関す



 

る研修会やパネル展を行った。 

 

a) 学校の状況にあわせた活動の実施 

「エシカルクラブ」は、2018 年度の 27 校から、2019 年度には 40 校（県内全公立高校）

に設置できた。全校展開できた要因としては、クラブ員の構成等について各校の実情に応じ

たものとしたことがあげられる。 

 

b) 活動結果の積極的な発信 

エシカルクラブの各校の取組については年度末に実践報告集にまとめ配布することで、

今後の取組の参考としてもらっている。 

また「エシカル消費」については、これまで各校が取り組んできた活動と合致するものも

多い。これまでの活動が「エシカル消費」の取組であることや、少しアプローチを変えるこ

とで「エシカル消費」の取組となることなどを折に触れ発信したり助言したりしている。 

  



 

愛媛県 

 

■愛媛県の取組 

 成年年齢の引下げに向け、高校での「主権者・消費者教育推進事業」の実施 

 

a) 同事業の目的 

 平成 27 年 6 月の公職選挙法改正により、選挙権年齢が満 18 歳以上に引き下げられた

が、若年層の投票率は他の世代より低く、若者の政治参加が重要な課題となっている。

また、平成 30 年 6 月の民法改正により、令和 4年 4 月 1日から成年年齢が 18 歳に引き

下げられることとなり、社会参画に向けた意識の高揚が求められる一方、消費者被害が

これまで以上に若者に拡大することが懸念されている。 

 そこで、高校在学中に 18 歳という節目を迎える高校生に、政治や選挙、消費者問題

に対する関心を持たせ、適切に判断し行動する力を育むための教育プログラムを開発し

て県内に普及するとともに、それらに基づいた体験活動等を各校において実施すること

を通して、本県の主権者教育及び消費者教育の充実に資することを目的として同事業を

実施している。 

 

b) 研究指定校における取組 

 同事業では、県立高校等（全日制）のうち、東予地区、中予地区、南予地区にそれぞ

れ 1 校ずつを指定し、2校が主権者教育（政治・選挙分野）を、１校が消費者教育を研

究している。 

研究指定校及び中心的に研究する分野は次のとおりである。 

地区名 指定校名 分野 

東予地区 今治南高等学校 主権者教育（政治・選挙分野） 

中予地区 松山南高等学校 消費者教育 

南予地区 宇和島南中等教育学校 主権者教育（政治・選挙分野） 

 研究指定校の研究内容としては、全ての生徒を対象に、市町、選挙管理委員会、議会

事務局、消費者生活センター、NPO 法人関係者等と連携したワークショップや講演等の



 

体験学習等を必ず一度は実施し、3 年間を見通した系統的カリキュラムの開発（教科、

特別活動、総合的な学習（探究の時間等）を行うほか、新たに有権者・成人となる若者

の政治や選挙、消費者問題への関心を高め、政治的教養や成人としての適切な判断力を

育むための教育プログラムの開発等を行うことを想定している。 

 松山南高等学校では、消費者教育として以下のような取組をしている。 

 〇設定した目標 

・消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ、自立した消費者

として主体的で責任ある行動を取とる消費者力の向上を目指す。 

・地産地消、食品ロスの削減、フェアトレード等、人・社会・環境に配慮したエシ

カル消費を身近なこととして捉え、実践するエシカルコンシューマーを目指す。 

〇実施内容等 

昨年度から実施している、「家庭基礎」における、消費者教育教材「社会への扉」

の活用をはじめとし、次の内容を実施している。 
実施内容 消費生活センターの活用（家庭科（家庭基礎））（10 月） 
 「『消費者が主役の社会へ』～消費者をめぐる問題―若者が狙われやすい悪質商法

～」と題して、県消費生活センターの消費生活相談員による出前授業を実施。「社会

への扉」を活用し、契約に関する事項を確認したほか、同センターへの相談事例につ

いて、相談員にお話いただくことで、消費者問題を自分のこととして捉える姿勢を育

てることができた。 
実施内容 エコクッキング（家庭クラブ活動）（7月） 
使う野菜の廃棄部分を最小限にした上で、調理方法を工夫して加熱時間を短くした

レシピの考案・実践や、手作りのアクリルエコたわしや古布によるウエス等を活用し

た片付けを実施。考案したレシピを県主催のコンテストに応募するなど、環境に配慮

した食生活の実践に主体的に取り組む姿勢を育てることができた。 

実施内容 チョコレートを題材にした消費者教育（3 高校合同家庭クラブ講習会）（11
月） 

有識者による、フェアトレードに関する講演を、市内の高校と合同で開催し、SDGs

達成に向けた取組について考察した。カカオ豆からチョコレートを作る過程を体験さ

せることで、生徒の興味・関心を高め、間接的な支援について考えさせる機会となっ

た。 

実施内容 「ネットショッピング」「不当請求」（情報科「情報の科学」）  
「消費増税について」（SHR） 

関連教科やホームルーム等において、消費者被害を回避する手段や、インターネッ

トによる詐欺被害事例の紹介、タブレットを活用したキャッシュレス決済についての

情報提供等を行うことで、生徒の思考力と意識の向上につながった。 



 

これらのほか、希望者を対象とした「教養アップ講座」における、プラスチックごみ

削減に配慮した「みつろうラップ」の製作や、3年生を対象とした、「消費者セミナー」

の実施など、生徒の興味・関心に応じた、様々な側面から消費者問題を考えさせる取組

を行っている。 

 今治南高等学校、宇和島南中等教育学校では、主権者教育として以下のような取組を

行っている。 
実施内容 外部講師による講演「主権者になるということ」（選挙啓発講座） 
有識者を講師とし、公職選挙法に関する〇×クイズを交えながら学習させること

で、政治に対して積極的に関わろうとする姿勢を育成することができた。 
実施内容 外部講師による講演「観光行政と主権者」 
今治市の出前講座を活用して、同市が取り組む観光行政について取り上げること

で、「選挙」が「行政」に対する意思表示の重要な手段であることについて理解を深

めさせることで、主権者意識の向上が図られた。 

実施内容 「選挙について考えよう～若者の投票率を上げるために～」（現代

社会） 
諸外国の選挙制度について学ばせた後、若者の投票率を上げるための方策について

のグループワークを実施し、発表・共有させることで、選挙制度への理解を深め、主

権者意識を高めさせることができた。 
実施内容 模擬選挙の実施 
宇和島市選挙管理委員会から投票箱や記載台を借用し、生徒会役員選挙の投票及び

模擬選挙を実施。選挙に参加する意義や有権者としてあるべき姿勢について学ばせる

機会となった。 
実施内容 外部講師による講演「これからの、『学び』の話をしよう！」 
NPO 法人協力の下、主権者教育講演会を実施。責任ある主権者に必要な資質や能力

について、より深く考えさせる機会となった。 
 

c) 研究実践校における取組 

 研究指定校以外の全ての県立高校等（本校 48 校（中等教育学校含む）、分校 4校 、

専攻科（1校）、定時制（10 校）、通信制（1校））のべ 64 校を研究実践校と位置づけ、

政治・選挙や、消費者問題、それぞれへの関心を高めるための取組を進めている。 

 研究内容としては、選挙管理委員会関係者、消費生活センター等と連携した講演、講

座やその後の討論、選挙管理委員会、議会事務局等と連携した模擬投票や模擬議会、市

町等と連携した地域の課題現場の見学とその後の報告会等などを想定している。 

 



 

d) 事業の実施体制 

 同事業は、愛媛県教育委員会が主体となり、外部講師となる市町、選挙管理委員会、

議会事務局、消費生活センター、NPO 法人関係者等が中心となって学校と連携し実施し

ている。 

特に消費生活センターについては、同センターが「出前講座」として実施している外

部講師の派遣の具体的な実施内容について、高校教育課が事前に全県立高校等に周知す

ることで、学校における積極的な活用につながっている。他機関等も含めた、プログラ

ム内容や実施回数、実施規模については、学校と該当機関が綿密な打合せを行っている。

決定までの流れについては、6月頃より学校が他機関に申込みを行い、授業や講演等を

10 月～11月に実施するケースが多い。 

 

a) 情報共有における工夫 

 各学校の教科主任等が出席する愛媛県高等学校教育研究大会において、県教育委員会

が研究指定校の取組を好事例として周知するほか、県教育委員会ホームページにおいて

研究指定校による報告書を掲載するなどして、情報共有を図ることとしている。 

また、県教育委員会主催の校長会や教頭会においても、実施について周知しており、

県立高校等のみならず、県内の私立高校等に対しても、実施の趣旨や効果的な実施につ

いての情報共有がなされている。 

 

b) 成果の普及 

 年度末には、事業成果の普及及び次年度事業実施への参考とすることを目的として、

研究指定校の研究報告及び実践校の実践報告をまとめた DVD を作成し、全県立高校等に

配布することとしている。 

 県教育委員会においても、今年度指定校となった 3 校の成果を踏まえ、来年度の実

施に向けて更なる取組の推進を図ることとしている。 

 

  



 

 

福岡県 

 

■福岡県の取組 

 成年年齢引下げに対応するための消費者教育「巣立ち応援事業」 

 

a) 取組開始の経緯 

成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げる民法改正案が成立し、令和 4 年 4 月に施行され

ることに伴い、未成年者取消権で保護された 18・19 歳の若者が消費者トラブルに遭う危険

性が懸念されている。高校生の早い段階から消費者教育を充実させる必要があるが、新学習

指導要領による全面実施は令和 4 年度からであり、現行の取組のさらなる充実をすること

は学校現場だけでは対応が難しい状況にある。 

そこで福岡県では、知事部局と教育委員会が連携し令和 3 年度までの間は、「巣立ち応援

事業（旧：若年者啓発出前講座）」を実施し、高校生の早い段階から実践的な消費者教育を

推進することとした。 

 

b) 内容等 

 「巣立ち応援事業」は、福岡県消費生活センターが学校現場で出前講座を行う方式により

実施している。講座の対象者毎の事業概要は次のとおり。対象者に応じた講座の内容をあら

かじめ設定し、加えて事前に講師が各学校と講座の内容について協議し、より学校のニーズ

に合ったものにしている。 

 

対象者 事業概要 

１ 高校生  高校生向けの実践的学習講座。契約の基本や消費者トラブルについて、

事例等を元に実践的に学び、リスク対応方法を身につける。 

２ 保護者  保護者は家庭における消費者教育の担い手であることを踏まえ、未成年

者取消権による保護がなくなると 18・19 歳の若者が被害に遭いやすいこ

とについて啓発。消費者被害の防止を強化するため、出前講座を実施。出



 

前講座の受講生と高校 2 年生の保護者に啓発チラシを配布。 

３ 特別支

援学校生 

 障がいのある生徒の悪質商法被害の未然防止のため、障がいの種類、程

度に応じ、ロールプレイや寸劇等により実践的に学習する出前講座の実

施。（保護者は同時受講） 

４ 大学生  県内の大学、短大、専門学校等の学生に対し、注意喚起のリーフレット

を作成し、新入生オリエンテーション等で配布。希望する学校には、講師

を派遣し、ミニ啓発講座を行う。 

 

a) 広報における工夫 

広報のポイントとして、県立高校（特別支援学校含む）については、校長会で実施の周知

をした。併せて教育庁より各学校に対し実施案内を送付している。 

私立高校、大学等については、各学校に県消費生活センターから実施案内を送付した。 

 

b) 消費者教育を推進するための体制 

住民に最も身近であり、幅広く住民生活に関わる行政を担っている市町村の消費生活セ

ンター・相談窓口を拠点に、市町村が消費者教育に取り組むことにより、地域の特性にあっ

たきめ細かな取組を実施することができるとの考えから、福岡県では、次のような人材育成

や情報提供等を通じて積極的に市町村の消費者教育を支援することとしている。 

 ア 市町村の消費生活センター・相談窓口との連携・支援 

 イ 市町村に対する消費者被害の最新情報の提供 

 ウ 先進事例の紹介 

 エ 消費生活サポーターの育成・支援 

 オ 消費者教育事業への助成（金融広報委員会） 

 

 2018 年度（前身事業である若年者啓発出前講座）は、147 回開催。 

 2019 年度の巣立ち応援事業は、166 回開催（予定を含む）。 

受講後の学校の先生からも「授業だけでは教えられない部分を外部講師にフォローして

もらうことで、生徒の消費者問題に対する理解が深まったと考える。ぜひ次年度も継続して



 

受講したい」といった声が上がっている。 

また、学校で実施し、先生も一緒に受講することにより問題意識が統一される。それによ

り校内での相談体制が構築され、消費生活相談に繋がる効果がある。 

 

【講座の様子】 

 

 

【講座で使用した資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    使用テキスト              パワーポイント版 

 

  



 

 
第5章 おわりに 

 

 

横浜国立大学名誉教授 西村隆男 

 

本調査は全国の自治体教育委員会と大学等を対象に、2010（平

成 22）年以来、3 年ごとに実施してきたもので、消費者教育の

定着状況を把握する極めて重要な基礎データである。この間には、2012 年の消費者教育

推進法の制定および、2018 年の民法改正による成年年齢引下げ（2022 年施行）という

大きな変革があった。 

今回調査で新たに加えた調査項目もある。例えば、教育基本法改正（2006 年）によ

り、自治体において制定を努力規定とされた教育振興基本計画に、消費者教育に関連す

る事項が含まれているか否か、また教育公務員特例法改正（2017）により、自治体に設

置された教員育成協議会で消費者教育に関し検討がなされたか否かなどがある。前者に

ついては 1125 自治体の約２/３が同計画を制定しており、その 1 割にあたる約 80 の自

治体が消費者教育に関する記載があると回答した。実際に、姫路市は同計画に基づき、

幼稚園から高校に至る「学校園消費者教育指導指針」を 2017 年に策定し、現在も全学

校への消費者教育の定着に努力している。9 割の記載がない自治体においても、ＳＤＧ

ｓの推進などにも鑑み、見直しの際には消費者教育を盛り込むべきであろう。 

後者の教員育成協議会については都道府県・政令市のみであるが、2 割の自治体が検

討したか、今後検討予定と回答した。今回の調査をきっかけとして多くの自治体がその

必要性に向け議論を交わして欲しい。 

社会教育分野では、消費者教育関連の取組として、住民対象の講座（出前講座も含む）

が、過去 3 回の調査に比べて着実な増加傾向が見られた。成年年齢引下げに対応し拡充

する取組については、96％が「被害に遭わない、加害者にならない消費者の育成」をあ

げるものの、「合理的意思決定のできる消費者の育成」と「社会の一員としてよりよい

市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する消費者の育成」についても全体の

約 50％が必要と回答したことは注目されてよい。 



 

大学等に関し、教員免許状更新講習を開設する大学のうち消費者教育に関連する内容

の有無を問う項目では、約 2 割が実施していると回答し、これは前回調査に比べ 12 ポ

イントを上回り、成年年齢引下げやＳＤＧｓ等が背景にあると考えられる。 

本調査から、消費者教育定着に向けた各自治体や大学等の努力を窺い知ることができ

るが、2 年後に迫る成年年齢引下げを前に、先行する自治体等の実情把握などにより、

積極的な取組を早急に開始することが肝要である。 

 

  



 

 

東京家政学院大学現代生活学部教授 上村協子 

 

消費者と事業者のエシカルなコミュニケーションで食品ロス削

減 

 

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第 19 号)が成立し、都道府県

市町村も食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないとされています。日

本の食品ロス量は、年間 643 万トン（平成 28 年の数字）。その内訳は事業系 352 万トン

（農林水産省推計）、家庭系 291 万トン（環境庁推計）。食べ残しの持ち帰り、フードシ

ェアリングサービスの利用、すべての人が当事者意識をもち、エシカルなコミュニケー

ションで、食品ロスの削減に取り組むことは、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的

に参画する「消費者市民社会」形成事例となります。食品ロス削減を始め、企業の取組

における環境・社会・ガバナンスの要素を考慮した ESG 金融も注目されています。食

育・金融教育・消費者教育が縦割りでは進みません。エシカルなコミュニケーションで

循環型社会「つながり」づくりが求められています。 

  



 

 

一般財団法人インターネット協会 主幹研究員 大久保 貴世 

 

「あなたの買物の方法は、素敵ですね」 

 

やはりそうでしたか。 

「優先課題が他にもあるので、消費者教育に取り組むことができない」…。今回の調

査の中で、この意見が多いことに目が止まった。 

それでは、『消費者教育』に絞るのではなく、『社会教育の一環』と考えてみるのはど

うだろう。 

 

例えば、2020 年 1 月の話題のニュースを 2つあげて、授業で問題提起してみる。 

あるコンビニでは、恵方巻を予約販売のみにして、売れ残りをなくしました。 

ある旅館では、団体客の予約を受けていたのに、無断キャンセルされたため、用意

していた大量の食事が無駄になりました。 

食品ロスの問題だけではなく、従業員の業務負担や、車の手配変更、観光客減少な

どへ影響が及ぶことがわかる。では、このようなことで困っているお店や旅館はどう

したらよいのか。 

インターネットショッピングでも問題提起ができるだろう。消費者は、口こみ評判

が高いものや、特典付きのものに惹かれるもの。ところが、その評判は違うかもしれ

ないし、お得な特典は長期的には損するかもしれない。では、インターネットの不確

かな情報で困っているお店はどうしたらよいのか。 

 

売る側になって考えると、消費者は何が求められるのか、広くわかってくるのでは

ないだろうか。そうすると、他のいろいろな優先課題にも繋がっていく。 

「あなたの買物の方法は、いろいろな意味で素敵ですね！」と言われると嬉しいです

よね。 

  

  



 

 

公益財団法人消費者教育支援センター 

 専務理事 首席主任研究員 柿野成美 

 

消費者教育は「いつでも どこでも だれでも できる！」こと

を周知徹底すべき 

 

本調査は今回で 4回目となり、消費者教育推進の進捗状況を測る上で非常に貴重な

データとなっている。今回、特に注目すべき点は、教育委員会に「消費者教育の推進

における課題」について質問した項目で、これまでと同様に「他の優先課題があり取

り組めない」が第 1位だが、その割合が過去最高の 52.1％へと大幅に伸びた点である

（報告書 47 ページ）。学習指導要領には消費者教育が重要事項に位置づけられたが、

消費者教育は学校現場では他の優先課題との関係で、十分に実施されていない事実を

突き付けられたといえよう。 

特に、この結果は自治体によって異なっている。主に高等学校を管轄する都道府県

教育委員会では 30.4％であったのに対し、主に小中学校の義務教育を管轄する市区町

村での割合が高い結果となっている。 

文部科学省が平成 28 年に作成した「いつでも どこでも だれでも できる！消費

者教育のヒント＆事例集」でも示しているように、消費者教育は新しい教育課題では

なく、これまでの授業や活動に「消費者の視点」をプラスすれば、様々な場で実践が

可能な教育である。残念ながら、この冊子で提示した内容が学校現場に十分に伝わっ

ていない、と言わざるをえない。今後は、新学習指導要領の内容を踏まえて、冊子の

趣旨を伝えるための一層の工夫が必要である。 

 

  



 

 

香川大学地域連携・生涯学習センター教授 清國祐二 

 

社会教育士と消費者教育の接続 

 

今回の調査結果で注目したのは「コーディネートを行う人材・機関」の項目である。

４分の１強の教育委員会が現在はいないが、必要性を感じているという。また、コーデ

ィネーターがいる場合、それは指導主事や社会教育主事であるという。住民対象の学び

の機会を提供しようとすれば、住民のニーズを熟知し、プログラムの企画・運営ができ

る人が必要である。 

令和２年度より改正「社会教育主事講習等規程」が施行され、「社会教育士」という

新しい称号が付与される。社会教育主事が任用資格（教育委員会で発令されてはじめて

効力をもつ）であるのに対し、同講習を修了し単位認定されれば、誰もが社会教育士を

名乗ることができる。つまり、数年もすれば、各地に社会教育士のネットワークが形成

されるのである。 

社会教育士は地域における住民の学びのコーディネーターである。社会教育の領域は

多岐にわたるため、消費者教育専任のコーディネーターではない。しかし、ここに目を

付ける必要がある。消費者教育の強みはその「視点」であり、さまざまな学習課題との

結びつきである。例えば地域の高齢化に係る課題も消費者教育の視点を入れれば生き生

きとしてくる。ひとりひとりが学びの主体であり、生活者そのものであり、当事者とし

ての消費行動が社会を変える可能性を持つからだ。 

コーディネーターに消費者教育を熟知してもらい、それ以外の学びの際にその視点を

入れ込んでもらう。この発想が消費者教育の裾野を広げることにつながるだろう。 

  

  



 

 

特定非営利活動法人アスクネットアドバイザー 白上昌子 

 

民法の一部改正により、2022 年度より、成年年齢が 18 歳に

引き下げられる。ちょうど今年の 4月に入学する高校一年生が

三年生になる年から引き下げとなる。この制度変更に対して対応の準備がどのように図

られているかとみると、社会教育、学校教育ともに 8割以上が特に変更した取り組みは

ないと回答をしている。しかしながら、一部の自治体では学校への情報・教材の提供や

消費者行政部局との連携強化、教員対象の研修などが実施予定としている。また、目指

す内容として被害に合わない消費者の育成との回答がどちらも 9割以上を示している。

この「被害に合わない消費者」をどう育成していくのか。教育を行っていく側としてこ

こをもっと深く読み解いていく必要がある。日々変化する社会を考えると答えは一つと

は限らない。思考力・判断力・表現力がまさに問われるのではないだろうか。つまり、

どのように学ぶかが大事であり、主体的・対話的で深い学びを日頃から行っていくこと

が「被害に合わない消費者」を育成していくことに繋がるのではないだろうか。高校で

は 2022 年度より年次進行で新しい学習指導要領が導入されていくが、生徒たちに直接

関わりのある消費者教育で実施してみるのも一つの方法である。外部機関を呼んでの取

組や公民と家庭科等部分的な教科連携を試みてもいいかもしれない。これを機に教員自

身がこれまでの授業を見つめ直す機会として役立ててみるとよいのではないだろうか。 

 

  



 

 

学校法人電子学日本電子専門学校 副校長  杉浦敦司 

 

消費者教育を取り巻く状況として、「消費者教育推進法」の

施行、「基本方針」の閣議決定および改訂が行われるなど、時

間を要しながらも前進していることが伺える。しかし、今回の取組状況調査の結果では、

教育委員会調査および大学等調査共に、推進する際の課題としては「他の優先課題があ

り取り組めない」「指導者や講師となる人材がいない」が約 7～8割を占めている。これ

は、平成 28 年度の前回調査と同様の結果となっており、教育現場での状況が変わって

いないことが読み取れる。 

上記の課題を解決するためには、消費者教育の推進という取組みを単独で進めるので

はなく、教育現場で発生している課題を総合的に捉えて解決する必要があると言える。

その中の一つとして、教育現場の働き方改革で求められている、長時間・時間外労働等

の課題解決が存在すると推測する。 

また、令和 4 年度から民法の成年年齢が 18 歳に引き下げられることも踏まえると、

消費者教育の推進に向けた課題解決を、スピードを上げて取り組む必要があると感じて

いる。今後、本報告書に掲載されている好事例が、少しでも課題解決に向けた参考にな

ることを期待する。 

   



 

 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 

消費者教育研究所副所長 須黒真寿美 

 

成年年齢引下げ、新学習指導要領の実施が目前に控えており、

消費者教育は急速に進むと考えていた。しかし、今回の調査では「他に優先すべき課題

がある。重要ととらえていない」といった回答が見受けられ、結果だけを見ると活発に

行われているとは言い難い。一方で、多くの消費生活センターでは消費者啓発講座を行

っている。また、文部科学省が平成 22 度年から開催している消費者教育フェスタや、

国民生活センターのフォーラムなどでは、各地域で有効な消費者啓発・教育を行ってい

る様々な団体の活動が発表される。当報告書のヒアリング調査でも興味深い活動が紹介

されている。活動の中には、消費者教育推進の基盤である小中高そして大学が独自で、

あるいは他団体と連携・協働している事例がある。これらの先例から消費者教育を進め

ていくポイントとして、①消費者教育分野（家庭科、社会科、公民科など）と限定せず、

他の教科の中に消費者教育の視点を取り入れている ②消費者教育の手法および内容

は全国画一ではない（地域性をうまく活用している、身近な題材を取り上げている）③

現場の人同士の情報共有がスムーズに行われている、をあげたい。 

小中高と外部団体との連携・協働を進めるには、学習指導要領というハードルがある。

また、お互いの信頼関係を作るには時間がかかる。しかし、最初の一歩を踏み出したら

継続できるのではないか。関係機関の今後の取組に期待したい。 

 

  



 

 

立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科教授 萩原なつ子 

 

 調査報告について以下の３点についてコメントする。 

１．消費者教育の推進には、教育委員会、消費者センター、消

費者団体、学校、企業など多様な主体による連携・協働が不可欠である。したがっ

て、消費者教育推進地域協議会の存在が重要である。しかしながら、調査結果をみる

と、設置している自治体が１０％と非常に低く、また「設置予定はない」という回答

が７０％を超えている。結果として、消費者教育を実施する際の情報・教材提供や専

門家の派遣などの連携・協働の取組も十分行われていない。また、連携・協働の取組

をスムーズに行うためにはコーディネーターが必要となるが、「コーディネートを行う

人材や機関はなく、必要としていない」の回答が前回とほとんどかわらず５０％とい

う結果から、今後、組織および担当者の意識改革など、なんらかの働きかけが求めら

れる。 

２．消費者教育の中身については、悪質商法や振り込め詐欺とその対処法など、従来

から行われてきたものが多いのは当然だが、SDGｓが世界共通語になる中、持続可能な

社会を意識した消費者教育の一層の取組を期待したい。 

３．消費者教育の取組を充実させるには教職員向けの研修が重要だが、十分に行われ

ていない。消費者教育に関する講座の受講を必修化するなどの抜本的な対応が求めら

れる。 

 

  



 

 

玉川大学教育学部教授   樋口 雅夫  

 

民法改正により、2022 年度からの成年年齢の 18 歳への引

下げが決まった。消費者市民社会の担い手を育むことなどを

目指す消費者教育の重要性への認識は、教育委員会や大学においても高まってきてい

るものと思いたい。しかし、法改正を踏まえて、社会教育分野や学校教育分野で「新

たに、または拡充して実施することとなった取組や、従来の内容から変更した取組は

ない」との回答は社会教育分野で 80％、学校教育分野で 87％にのぼり、3年前の調査

に比べ有意に減少してはいるものの、依然として高い水準にあることが明らかになっ

た。 

その理由の一つとして考えられるのが、「他の優先課題があり消費者教育に取り組め

ない」という点であろう。この結果を受け止めた上で実行可能な施策として、消費者

教育の学習内容等を定めた学習指導要領の円滑かつ系統的・継続的な実施が挙げられ

るのではないだろうか。 

2011 年度から実施されている現行小学校学習指導要領の内容を、初年度に 6 年生と

して学んだ児童は、ようやく今年度 20 歳・成人となった。いよいよこれから教育の成

果が出る、といっても過言ではないだろう。喫緊の課題が山積している時だからこそ、

迂遠なようではあるが、仮に従来の内容を実施する取組であっても、その改善を図りつ

つ、継続していくことの大切さを社会全体で共有したいものである。 

 

  



 

 

全国大学生活協同組合連合会 専務理事 毎田伸一 

 

今回の調査の中で、大学等への調査では「消費者問題について、

学生に対してどのような方法で啓発・情報提供を行っていますか」

に対して「特になし」は 6％台と前回 H28 年度調査とは大きく変わっていない中、「啓

発・情報提供や相談窓口のほかに、学生への消費者教育について行っている取組につい

て、教えてください」に対して「講義やゼミにおいて、消費者問題に関する教育を行っ

ている」が約 8 ポイント増え、「行っていない」がその分減少していることに注目した

い、さらに、科目の種類についても必修科目でおこなっている取組が増えており、その

際のキーワードとして「金融教育」「持続可能な社会（SDGs）」が増えている。私共全国

大学生協連が全国の学生対象に行っている学生生活実態調査（2019 年 10～11 月実施）

においても、 SDGs について「知っている」は 75.6％と前年比 14.5 ポイント増、「内容

も含め知っている」が 45.7％と 15.6 ポイント増、と広く深く認知が進んだことが明ら

かになっており、これは講義等で取り上げられている結果と見ている。消費者教育につ

いては「いつでも、どこでも、だれでも、できる」ものであり、持続可能な社会づくり

（SDGs）とは極めて親和性が高い。SDGs の講義内容にもよると思うが、消費者教育の広

がりにさらに今後期待の持てる結果となったと思う。 

 

 

 


