
消費者教育の推進について



民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）

１ 成年年齢の引下げ（民法第４条）

３ 施行までの周知期間

① 一人で有効な契約をすることができる年齢
② 親権に服することがなくなる年齢

（現行法） 男性 １８歳 女性 １６歳

法 律 の 要 点

平成21年10月 法制審議会の答申
○ 選挙権年齢が18歳に引き下げられるのであれば，環境整備をした上で，成年年齢も18歳に引き下げる
○ 成年年齢を18歳に引き下げるのであれば，女性の婚姻開始年齢は18歳に引き上げるのが相当

平成27年6月 公職選挙法の改正
○ 選挙権年齢を18歳へ引き下げ，民法についても法制上の措置を要請

平成19年5月 国民投票法の制定
○ 憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳と定め，民法についても法制上の措置を要請

いずれも20歳から18歳に引き下げ
「成年」と規定する他の法律も１８歳に変更

女性の婚姻開始年齢を１８歳に引き上げ
婚姻開始年齢は男女とも１８歳に統一

平成28年7月 参議院議員通常選挙
○ 国政選挙において，初めて18歳選挙権を実施

２ 女性の婚姻開始年齢の引上げ（民法第７３１条）

令和４年４月１日から施行
若者のみならず，親権者等の国民全体に影響

消費者被害の防止等の観点から，周知徹底が必要

従 前 の 経 緯
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高等学校等における消費者教育の推進
①学習指導要領の徹底【文部科学省】
・学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図り、社会科や家庭科を中心に各教科等におい
て充実した消費者教育を推進する。

②消費者教育教材の開発、手法の高度化【消費者庁・金融
庁・法務省・文部科学省】

・実践的な能力を身に付ける消費者教育教材を活用した授業
の実施を推進する。実施に当たっては、消費者庁で平成28
年度に作成した高校生向け消費者教育教材「社会への扉」
を全国の学校に提供し、活用を促す。

など

③実務経験者の学校教育現場での活用【消費者庁・金融庁・文部科学省】
・実務経験者（消費生活相談員、弁護士、司法書士、金融経済教育の実務者等）の有
する知識や経験を活用するため、学校での外部講師としての効果的な活用を推進する。
(活用の推進のため、独立行政法人国民生活センター等で研修を行うなどして、消費
者教育コーディネーターを育成し、都道府県等への配置を促進する。）

④教員の養成・研修【消費者庁・文部科学省】
・若年者の消費者教育分科会による、大学の教員養成課程、現職教員研修、教員免許
更新講習等における消費者教育に関する取組についての取りまとめ（平成30年６月
29 日）を受けた消費者教育推進会議における審議（平成30年７月９日開催）を踏ま
え、教員による消費者教育の指導力向上のための取組を推進する。

◆消費者基本法（平成16年制定）や
消費者基本計画（平成17年決定）
を踏まえ、平成20・21年改訂の学
習指導要領及び平成29年・30年改
訂の学習指導要領においては、消
費者教育の内容が充実されている
ことから、その趣旨を理解し、引
き続き学習指導要領に基づき、適
切に消費者教育を実施することが
重要。

※平成29年、30年に公示した新学
習指導要領においては、例えば、
小学校家庭科で「売買契約の基礎
について触れること」、中学校技
術・家庭科（家庭分野）で「クレ
ジットなどの三者間契約について
も扱うこと」、高等学校家庭科家
庭基礎で「契約の重要性、消費者
保護の仕組みについて理解する」
ことなどを規定するなど、更なる
充実を図った。

成年年齢引下げを踏まえた、学校教育における消費者教育の推進について
○文部科学省では、「消費者教育の推進に関する法律」（平成24年８月制定）及び「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平成25年6月28日閣議

決定、平成30年3月20日変更）等に基づき、消費者庁をはじめとする関係省庁と連携しながら学校教育、社会教育を通じて消費者教育の推進に努めて
いるところ。

○平成30 年６月の民法の改正により令和4年４月１日から成年年齢が18歳に引き下げられ、18 歳から一人で有効な契約をすることができるようになる一
方、保護者の同意を得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が18 歳未満までとなることから、自主的かつ合理的に社会の一員として行動する
自立した消費者の育成のため、また、若年者の消費者被害の防止・救済のため、消費者教育の充実を図ることが求められている。

○このことを受け、消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁の関係４省庁が連携し、平成30年度からの3年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教
育の推進に関するアクションプログラム」を決定し、以下の取組を推進する。

若年者への消費者教育の推進に関するアクション
プログラム（平成３０年２月２０日決定）（抜粋）
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【目的】 成年年齢の引下げが議論されていることも踏まえ、高等学校段階まで

に、契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任を理解するとともに、身近な
契約等を通じて、社会において消費者として主体的に判断し責任を持って行動で
きるような能力を育む。

社会への扉

契約や消費者トラブル等が身近な暮らし
の中に存在することに気付かせる。

Ｐ.１～２
導入

契約について理解しよう！

消費者が主役の社会へ
お金について理解しよう！

暮らしの安全について理解しよう！

－12のクイズで学ぶ自立した消費者－

グループ学
習にも活用
できるワーク
を掲載

ワーク３ なぜ、法律では上のよ
うな取引に関してクーリング・オフ
制度を定めているのだろうか。

高校生にも
身近なイン
ターネット
ショッピング
の注意事項
を具体的に
掲載

消費生活センターについて知ろう！

あなたの行動が社会を変える！

・クレジットカードの仕組み、多重債務、将来の詐欺的投資
被害を防ぐための注意を掲載

・暮らしに潜む危険の例を紹介し、安全に配慮した行動、
再発防止のための行動がとれる消費者になることを促進

・「高校生が消費生活センターに相談したら」という設定の
マンガで紹介

・消費者トラブルにあった際に行動することが、消費者市
民社会の実現につながることを紹介

消費生活に関する１２のクイズを掲載

Ｐ．３～１１

キャッチセールスのイメージ

社会への扉については、学校の授業及び教員研修等での活用に限って、
生徒用教材及び教師用解説書の必要部数を消費者庁から学校に直送させて
いただきます。社会への扉活用希望の方は、以下URLの申込みフォームに
必要部数などをご入力ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/
public_awareness/teaching_material/material_010/form/

生徒用教材 教師用解説書
パワーポイント版
（加工可能）
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私立高等学校等を対象とした出前講座事業の概要

（背景）
○2022年４月からの成年年齢の引下げを見据え、若年者の消費者被害防止等のため、
若年者への実践的な消費者教育の推進が重要。
○2018年度からの３年間を集中強化期間として、「若年者への消費者教育の推進に関す
るアクションプログラム（４省庁（※）関係局長連絡会議決定）」の取組を推進（消費者教
育教材「社会への扉」等を活用した全高校での授業の実施 等）。
※４省庁：消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁

○消費者庁の調査では、私立高等学校等における「社会への扉」等の活用が、公立高等
学校に比べ進んでいない。

（「社会への扉」等を活用した授業の実績（2019年度）：国公立 79％、私立 43％）

消費者庁 委託団体

私立高等学校

私立高等学校

私立高等学校

2021年度において、消費者問題に知見を有する団体等に外部委託し、私立高等学校等向
けの出前講座事業を実施（費用は消費者庁が負担）

外
部
講
師
派
遣

全国の私立高等学校等で実施

【本件担当】

消費者庁消費者教育推進課（消費者教育担当）
電話 ０３－３５０７－９１４９
メール g.kyoiku@caa.go.jp ４



２．改正の内容
(1) 令和２・３年度入学生について

現行高等学校学習指導要領（平成21 年告示）の家庭科においては、既に、平成31 年４月１日から新高等学校学習指導要領が適
用されるまでの間、移行措置として、平成30 年度以降入学生について、新高等学校学習指導要領の契約の重要性及び消費者保護
の仕組みに関する規定の事項を加えて指導することとしているところ、令和２・３年度入学生については、これに加え、「家庭基礎」、
「家庭総合」の「２(3)生活における経済の計画と消費」、「生活デザイン」の「２(2)消費や環境に配慮したライフスタイルの確立」を、それ
ぞれ第１学年及び第２学年のうちに履修させることとする。
(2) 令和４年度以降入学生について
新高等学校学習指導要領（平成30 年告示）の家庭科においては、「家庭基礎」、「家庭総合」の「Ｃ持続可能な消費生活・環境」を、
それぞれ第１学年及び第２学年のうちに履修させることとする。

３．施行日
平成３１年３月２８日

１．背景
(1) 成年年齢の引下げについて

平成30 年６月の民法の改正により、令和４年４月１日か
ら成年年齢が18 歳に引き下げられ、18 歳から一人で有
効な契約をすることができるようになる一方、保護者の同
意を得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が
18 歳未満までとなる。

このことを踏まえ、自主的かつ合理的に社会の一員とし
て行動する自立した消費者の育成のため、また、若年者
の消費者被害防止・救済のためにも、これまで以上に消
費者教育の指導の充実が求められる。
(2) 高等学校学習指導要領家庭科の履修学年について

令和２年度以降の入学生は、高等学校第３学年在籍中
に、順次、成年（18 歳）となる。

生徒が成年となる前に消費者教育に関する内容を学習
するよう、第２学年までに、家庭科の消費生活に関わる内
容を履修しておく必要がある。

高等学校学習指導要領家庭科の履修学年に関する改正について（概要）

 高校生 卒業後 

第１学年 第２学年 第３学年 

15歳 

16歳 

16歳 

17歳 

17歳 

18歳 

18歳 

19歳 

19歳 

20歳 

20歳 

21歳 

Ｈ29 年度入学生 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

Ｈ30 年度入学生 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

Ｒ元年度入学生 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

Ｒ２年度入学生 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

Ｒ３年度入学生 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

Ｒ４年度入学生 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 

Ｒ５年度入学生 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 

Ｒ６年度入学生 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 
※令和４年４月１日より、満18歳が成年となる。（成年：黄色塗りつぶし） 
※新高等学校学習指導要領(平成 30 年告示)は、令和４年度入学生から学年進行で実施となる。（対象：斜
体） 
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文部科学省消費者教育アドバイザー
２０２２年の成年年齢引下げを見据え、また学校や地域での消費者教育の取組も

一層進めるため、文部科学省では消費者教育アドバイザーの派遣を行っています。

？地域で・・・
消費者教育の推進の方策が
今一つわからないのですが・・・

？大学で・・・
学生に主体的な判断で
意思決定させるには
どうすれば・・・

？中学・高校で・・・
授業の中で消費者教育を
どのように取り入れ
指導していけば良いのか・・・

そのお悩み、消費者教育アドバイザーが解決します！

【本件担当】文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課消費者教育推進係
電話 ０３－６７３４－２２６０、３４６２
メール consumer@mext.go.jp

派遣の申請等詳細は、文部科学省HPをご覧ください。

消費者教育アドバイザーの派遣

URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1339570.htm文部科学省消費者教育アドバイザーのメリット
！消費者教育の実践者や有識者を派遣します。
！地域の実情を踏まえた消費者教育の実施を丁寧に支援します。
！派遣に要する費用は無料です。
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