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平成30年度 消費者庁作成教材「社会への扉」を活用した授業実践報告会 

議事次第 
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〇司会 定刻となりましたので、ただいまから、消費者庁が作成をいたしました、「消費

者教育教材「社会への扉」を活用した授業実践報告会」を開催いたします。 

 本日の司会は、消費者行政新未来創造オフィスの小熊が務めさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 開催に先立ちまして、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

 上から順番に、次第、「愛媛県立松山南高校 德本先生の資料」、「成年年齢引下げに

向けた消費者教育の推進」、「子どもサポート情報」が２枚ございます。「成年年齢引下

げを見据えた奈良県消費生活センターの取組」、「『社会への扉』」、「『社会への扉』

教師用解説書」、「TOKUSHIMA 新次元の消費者行政・消費者教育取組紹介冊子」、「平成

29年度TOKUSHIMA 消費者教育活性化事業実践報告集」、「平成29年度『GO！GO！エシカル』

わくわく徳島プロジェクト実践報告集」、「啓発パンフレット『Attention』」若者が消費

者被害に遭う心理的な要因です。 

 だまされやすさをはかる「『リスキーな心理傾向』を測るチェックシート」、「消費者

志向自主宣言・フォローアップ活動」、最後に「アンケート」を入れさせていただいてお

ります。 

 不足する資料などはございませんでしょうか。不足する場合は、挙手にてお知らせくだ

さい。係の者が伺わせていただきます。 

 また、事前の御案内では、沖縄県教育庁から、花城勝代指導主事が意見交換会に御登壇

される予定でございましたが、急遽、所用により御欠席の連絡をいただいております。 

 入り口を入って左側、後ろにございますけれども、お水を御用意させていただいており

ますので、よろしければ、お召し上がりいただければと思います。 

 最後に、アンケートですが、お帰りの際に、受付に回収箱を御用意しておりますので、

そちらへ御提出ください。 

 本日、会場の後方から、ビデオ録画を行っておりますので、どうぞ御了承ください。 

 会場にお車で御来場の方、駐車場の御利用の方は、お帰りの際までに、駐車券を受付に

置いてある機械にお通しいただいて、お帰りいただければと思います。 

 それでは、開会に当たりまして、消費者庁審議官の高島竜佑が御挨拶を申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

○高島消費者庁審議官 御紹介いただきました、消費者庁の高島でございます。 

 本日は、平成30年度の「社会への扉」を使った授業実践報告会を開催したところ、御参

集いただきまして、大変ありがとうございます。 

 消費者庁では、成年年齢の引き下げに向けた動きを踏まえまして、消費者が社会の１人

として行動できるような自立した消費者を育成することを目指しまして、平成29年３月に

「社会への扉」を作成いたしました。 

 これは主に高校生を対象とした教材ということでございますけれども、消費生活を送る
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上で、最低限必要な知識を取得し、消費者被害に遭ってしまうとき、あるいは遭いそうな

ときに、消費生活センターへ相談できるように、適切な行動に結びつけられる、そういう

実践的な能力を身につけることを目的としています。 

 また、全国の高校生に対する実践的な消費者教育の実施のために、文部科学省さん、法

務省さん、金融庁さん、私ども消費者庁の省庁で連携をして、昨年２月に若年者への消費

者教育の推進に関するアクションプログラムを作成いたしました。 

 「社会への扉」の活用に当たりまして、徳島県を初め、本日、御登壇いただきます奈良

県、沖縄県、愛媛県、高知県など、全国の高校で、ひとかたならぬ御尽力をいただいてお

ります。厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 今日、第１部では「社会への扉」を活用して、具体的にどのような授業を行われたのか、

奈良県、沖縄県、愛媛県、徳島県の先生方に御報告をいただきます。 

 第２部では、成年年齢引き下げを見据えた実践的な消費者教育の推進に向けてと題しま

して、奈良県、高知県、徳島県での取組、課題などにつきまして、文科省の方にも御参加

をいただきまして、意見交換を実施する予定にしております。 

 この報告会を開催するに当たりまして、御登壇の方々におかれましては、遠方からお越

しいただきまして、ありがとうございます。また、徳島県、徳島県教育委員会には、終始

一貫、大変な御尽力をいただいておりまして、改めて感謝を申し上げます。この報告会が、

今後の消費者教育の一層の推進につながることを祈念いたしまして、最初の御挨拶といた

します。本日は、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○司会 続きまして、徳島県を代表いたしまして、徳島県危機管理部長、朝日隆之が御挨

拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○朝日徳島県危機管理部長 皆さん、こんにちは。徳島県庁の危機管理部長の朝日でござ

います。 

 本日は、年度末の大変お忙しい中をお集まりいただきまして、本当にありがとうござい

ます。 

 今日は、消費者庁作成の「社会への扉」を活用した授業実践報告会ということで、文部

科学省の田中課長補佐もお招きいたしまして、そして、県内外からたくさんの皆様に御参

加をいただいて、開催できることにつきまして、皆様に厚く御礼を申し上げる次第でござ

います。 

 日ごろは、徳島県の消費者行政、そして、消費者教育に御理解と御支援を賜っています

ことを、改めて皆様に感謝を申し上げる次第でございます。 

 平成29年の７月、まだ１年８カ月ほど前なのですけれども、消費者庁の消費者行政新未

来創造オフィスが県庁の10階に開設をされまして、そこで、消費者教育でありますとか、

エシカル消費、子供の事故防止など、新しい取組で、10を超えるプロジェクトが現在進行

しているところでございまして、私ども徳島県として、できる限りの支援、あるいは連携

するということで、徳島県内の市町村、団体、県民の皆様と連携いたしまして、一緒にプ
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ロジェクトを展開しているところでございます。 

 中でも、今日、お話しになります、若年者の消費者教育につきましては、先ほど徳島県

内の高校という話が出ましたけれども、全ての高等学校、高等専門学校、特別支援学校、

公立、私立問わず、全ての学校で平成29年から、これを使った授業が行われているところ

でございます。 

 このあたり、国にも御評価をいただきまして、先ほど高島審議官からもお話しがござい

ましたけれども、消費者庁や文部科学省など、４省庁から成るアクションプログラムが策

定されて、国の施策として全国展開が進められているところでございます。今日は、それ

に向けて、非常に大きな意味を持つところだと考えておるところでございます。 

 もう一つは、去年の６月に民法が改正されました。これは先ほどもお話しに触れていま

すが、成年年齢の引き下げで20歳から18歳になるのですけれども、2022年４月、あと３年

しかありませんが、２歳下がるということで、今、被害がたくさん出ていますので、若年

者への消費者教育が大変大事になってくるということで、先ほどの全国展開とあわせて、

中身をちゃんと理解ができるように協力していくことが、大事になってくるということで

ございます。 

 今日は、関西地区、あるいは四国の中、九州・沖縄から御参加をいただいておりますが、

現在、授業を行っておられる生の声、あるいは教育委員会の皆様方、消費者行政を担当さ

れている皆様方、消費生活センターの方々、たくさんお越しでございますが、その辺の事

情を踏まえて、よりよい消費者教育、消費者行政につながっていくということを、今日の

会議でこれができればという期待を申し上げているところでございます。 

 最後になりますけれども、私どもは、消費者庁とともに、消費者行政、消費者教育につ

いては、これからも精いっぱい頑張っていこうと思っておりますので、今までと変わらぬ

御支援、御協力をいただきたいということをお願い申し上げますとともに、本日、御参加

をいただいております、皆様方の御健勝と御多幸を御祈念申し上げまして、私の御挨拶と

させていただきます。本日は、どうかよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

 続きまして、授業報告に入ります。 

 授業報告では「社会への扉」を活用した授業をどのように行ったのか、５つの学校の先

生方に15分ずつお話しをいただきます。 

 また、各先生のそれぞれの御発表の後に質問をお受けいたします。時間の関係でたくさ

んの質問をお受けすることはできないかもしれませんが、せっかくの機会ですので、是非

御活用ください。 

 まずは、奈良県立法隆寺国際高等学校、中川直代先生より御報告をいただきます。 

 それでは、中川先生、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○中川奈良県立法隆寺国際高等学校教諭 奈良県立の法隆寺国際高等学校の中川でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 最初に、法隆寺国際高校の概要をお話しします。学校の名前から、皆さんが想像される

とおり、本校は、法隆寺の南東１キロメートル余りのところにあります。 

 平成17年４月に斑鳩高校と片桐高校が統合して、法隆寺国際高校となりました。各学年

歴史文化科が１クラス、総合英語科が３クラス、普通科が４クラスで、全校生徒数は940

名です。 

 国際高校ということで、オーストラリアやドイツの姉妹校と相互に生徒派遣をしたり、

留学生の受け入れを行ったり、国際交流に取り組んでおり、ユネスコスクールの指定を受

けています。 

 のどかな地域に高校が立地していることもあって、生徒は全体的にのんびりした高校生

活を送っていますが、最寄りのJR法隆寺駅から電車に乗れば、大阪の繁華街まで25分ほど

で行くことができます。高校入学後、行動範囲の広がりとともに、キャッチセールスなど

による消費者トラブルに巻き込まれる可能性が高まると考えられますので、そういったこ

とも念頭に置きながら、授業をしています。 

 それでは、ここから「社会への扉」を活用した授業の報告に移ります。本校の生徒は、

家庭科の必修科目として、家庭基礎２単位を履修しています。その中で「社会への扉」を

活用しました。単元は「現代の消費生活」です。なお、新年度の授業が始まるまでに、年

間指導計画を作成しておかねばなりませんので、単元ごとの授業時間の配分や、そこで使

用する教材は、今年度も４月の初めには決定済みとなっていました。 

 この単元では、消費者庁でつくられた「もしあなたが消費者トラブルにあったら… 消

費者センスを高めよう！」という映像教材やワークブック資料を、教科書とともに活用す

ることになっており、授業の組み立ても既にでき上がっている状態でした。 

 そんな中、４月の終わりに「社会への扉」の案内が届きましたので、プラスアルファと

して「社会への扉」を活用する形をとりました。今日は、授業のどのような場面で「社会

への扉」を活用したかを報告させていただきます。 

 この単元の主な学習内容は、契約に関する基本的な考え方やそれに伴う責任について理

解する、消費者保護のための制度を知る、消費者信用の仕組みを理解し、その利用に伴う

問題点や注意点について考える、消費者問題の移り変わりと現在の消費者行政について知

る、消費者の権利と責任を理解するとともに、消費者としての在り方を考える、の５点で

す。 

 単元の導入として「社会への扉」を配付し、１ページ目、２ページ目のクイズ12問を生

徒に出しました。単元の学習内容の全体像を示すことと、こういう問題が身近な暮らしの

中に存在することに気付かせるのが目的です。生徒は、皆、熱心に解いていましたが、当

然ながら、答えには自信がなさそうな様子でした。 

 冊子では、１ページ目の下の部分に、小さく解答のページの紹介が載っています。私は、

この時点では、あえて答え合わせをしませんでした。そのかわりに、生徒に対しては、こ

の単元の学習が終わったら、12問全ての答えがわかるようになるはずだから、しっかりと
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取り組んでいこうという話をしました。 

 その後は、教科書を用いながら、契約に関する基本的な考え方と、様々な消費者保護制

度について、学習しました。クーリング・オフについて、生徒は、名前だけを知っている

ものの、それ以上知らない者が多いので、クーリング・オフの通知書を書くことを授業に

取り入れています。教科書に載っている見本をもとにして、書き終わってから、生徒たち

に感想を聞くと、通知書を書くのは意外と簡単だった、自分にも手続ができそうな気がす

るという答えが返ってきます。 

 しかし、ここで私が、将来、この通知書を書くことがないようにしないといけないと言

うと、生徒たちは驚いて、せっかく書けるようになったのに、どうしてなのかと尋ねてき

ますので、クーリング・オフをするような契約をしないことが一番大切であるということ、

また、全ての契約がクーリング・オフできるわけではないことなどを伝えています。 

 「社会への扉」の５ページと６ページを用いて、クーリング・オフ期間やクーリング・

オフをできない取引などについて、確認をしました。イラストを用いながら、わかりやす

くまとめられていますので、生徒にも理解しやすかったです。 

 また、３ページと４ページに書かれている契約や未成年者取消権についても、再確認を

しました。 

 消費者信用の学習においても、まず一旦概要を学習した後、「社会への扉」で確認する

方法をとりました。 

 次に、消費者問題の学習では、先ほどもお示しした「もしあなたが消費者トラブルにあ

ったら… 消費者センスを高めよう！」というDVDを用いて、連鎖販売取引やネットショッ

ピングにまつわる映像を視聴しました。映像を見終わってから、それぞれどこが問題だっ

たのかを考えさせると、大抵の生徒は、問題点をきちんと把握できていました。 

 相談窓口である消費生活センターについては「社会への扉」の10ページを用いて、説明

しました。消費者ホットラインの188番に「いやや」と振り仮名がついているのがおもしろ

いので、記憶に残った生徒が多かったようです。この188番を知らない大人もまだ多いこと

を話すと、生徒たちは、家族にも教えてあげようと言っていました。 

 「消費者の権利と責任」の学習では、消費者には権利だけでなく、責任もあることをき

ちんと認識させたいと考え、責任の部分に重点を置いて授業をしました。その上で、消費

者としての在り方を考えさせました。 

 まず「もしあなたが消費者トラブルにあったら… 消費者センスを高めよう！」の生徒

用冊子に載っているグラフを活用しました。このグラフには、１年の間に商品やサービス

に対して、不満や被害があった人の割合と、その人たちがどのような対応をしたかがあら

わされています。 

 最初に、グラフを見てわかることを発表させました。本校の生徒は、グラフを読み取る

ことが余り得意ではありませんので、グラフを見る観点を助言する必要があります。 

 その結果、大抵の生徒が挙げているのは、このスライドのような内容でした。 
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 これを踏まえ、もし自分が消費者トラブルに遭ったら、どういった対応をするのか、グ

ループに分かれて話し合いました。 

 最初は、その商品を買ったお店で交換してもらう、心配だから家族に相談する、諦めて

我慢する、面倒だから何もしない、といった個人の視点からの意見が大半でした。 

 そこで、どのような対応をすれば、消費者の個人的な問題解決だけでなく、社会全体の

問題解決につながるだろうかということを考えさせました。この問いかけは、高校生にと

ってはなかなか難しいようで、ある程度の誘導というか、ヒントのようなものを提示しな

いと、話し合いが進まないグループが出てきます。 

 今年度は「社会への扉」の11ページを活用することにしました。11ページでは、消費者

トラブルに遭ったとき、行動するケースとしないケースに分けて、それぞれがどういう結

果をもたらすのか示されています。各グループで11ページの矢印をたどっていくことで、

社会全体の問題解決とはどのようなことを指すのかを含めて、意見を交換することができ

ました。そして、今までは自分が我慢したら済むことだと思っていたケースも、そうでは

ないことがわかったといった感想もたくさん出ました。 

 授業の最後に、将来、消費者トラブルに遭ってしまった場合、あなたはどのように対応

しようと思いますかという質問を設け、プリントに記入させました。たくさんの生徒が、

まず家族などの身近な人に相談してから、事業者や消費生活センターにも伝えると記入し

ていました。 

 理由としては、家族に相談すると、精神的に落ちつくし、事業者や消費生活センターに

伝えることによって、同じ被害に遭う人をなくしたいからという趣旨が多かったです。自

分たち消費者が声を上げ、その声を企業や消費生活センターに届けることが、社会を変え

る第一歩であるということに気づくことができたのではないかと思いました。 

 さらに消費者市民社会についての理解を深めさせたいと考え、奈良県消費生活センター

に、学校向けの消費者教育講座を開いていただきました。事前に内容を相談させていただ

き、「買い物で世界が変わる？消費者市民社会について考えよう！」というテーマで授業

をしていただきました。 

 消費者被害に遭ったときだけでなく、私たちが日常の買い物で何を選ぶか、どんな消費

行動をとるかが、社会に大きな影響を与えていることがよくわかる講座でした。生徒が実

際に手にとることができるように、関連する商品の実物をたくさん持ってきていただいた

り、フェアトレードのチョコレートとそうではないチョコレートを食べ比べてみたり、た

くさん工夫もしていただきました。日々消費者問題と向き合っていらっしゃる相談員の

方々のお話は大変説得力があり、消費者の選択は大きな力を持っていて、社会を変える力

があること、自分にできることから行動に移すことが大切であることを、生徒は実感でき

ました。 

 また、今回、私が消費生活相談員の方に授業をしていただいてよかったと思っているこ

とは、もう一点あります。先ほどのグラフで、消費生活センターなどの行政の窓口に相談
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した人は、1.5％であるという結果が載っていました。なぜこんなに少ないのかと生徒に尋

ねてみたところ、窓口の存在を知らない人が多いのではないかという答え以外に、消費生

活センターに電話するのは勇気が要るからではないかという答えが返ってきたのです。 

 消費生活センターという相談窓口があり、188番に電話すればよいとわかっていても、対

応してくれるのはどんな人たちなのかわからないという不安があって、躊躇してしまうよ

うな気がするというのです。しかし、今回、授業で消費生活相談員の方と接することがで

きたことによって、消費生活センターが少し身近に感じられて、不安が取り除かれたので

はないかと感じています。 

 テレビドラマで「科捜研の女」という番組があるのを御存じの方も多いと思います。そ

れと同じように、「消費生活センターの女」という番組を作って、消費者問題をてきぱき

と解決していくという内容にすれば、もっと広く消費生活センターのことを知ってもらえ

るのに、と生徒たちと話しました。 

 今年度は「社会への扉」をどのように授業に取り入れるか、試行錯誤の年でした。もっ

と効果的な活用方法を研究し、授業を通して、生徒一人一人が消費生活に関する問題を自

分だけでなく、社会の問題であると認識すること。そして、消費者市民社会の実現に向け

て、社会への影響を考えて行動することが消費者の責任であり、権利の行使にもつながる

ことを生徒に自覚してもらえるように取り組んでいきたいと思っています。 

 私の報告は以上です。どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 中川先生、ありがとうございました。 

 今の御報告につきまして、中川先生に御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。

いらっしゃったら、挙手をお願いいたします。最後にお時間を設けます。 

 中川先生、ありがとうございました。（拍手） 

 続きまして、沖縄県立浦添高等学校、仲宗根順子先生より御報告をいただきたいと思い

ます。 

 それでは、仲宗根先生、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○仲宗根沖縄県立浦添高等学校教諭 皆様、こんにちは。沖縄県立浦添高等学校家庭科か

ら参りました、仲宗根順子と申します。本日は、よろしくお願いいたします。 

 浦添高校は、沖縄県の南部、那覇市に隣接した浦添市内に位置し、那覇空港から車で15

分ほどの場所にございます。 

 創立53年目を迎える本校は、全日制普通科、各学年10クラスで、今年度の在籍は、1,197

名です。部活動が盛んで、特に空手部や女子ハンドボール部は、全国での優勝など、多く

の実績を残しております。 

 また、本校家庭クラブでは、今年度、SDGsの達成に向けて、エシカル消費について学習

しまして、使い捨てプラスチックや食品ロスの削減、子供の貧困問題を考えるきっかけと

して、地域の子ども食堂のお手伝いなどを行いました。 

 12月８日に行われた、沖縄県家庭クラブ研究発表大会におきまして、１位に当たる県教
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育長賞を受賞することができました。沖縄ではほとんど浸透していないエシカルを広める

きっかけになればと思い、徳島県実践をお手本に、今後も活動を継続していきたいと考え

ております。 

 「社会への扉」活用研究授業で、10月に徳島商業高校にお伺いした際にいただいたヒマ

ワリの種は、家庭クラブにて、大切に育てているところです。 

 それでは、授業実践報告に移ります。成年年齢の引き下げが決定し、今後、18歳、19歳

の若者が未成年者取消権を行使して、契約解除を解決することができなくなります。20歳

から22歳の相談件数は、18歳、19歳と比較し、マルチ取引で約12倍、ローン・サラ金で約

11倍に上るというデータもあり、成年になって間もない若者が狙われる現状から、今後の

消費者被害の拡大が懸念され、消費者教育の充実が求められています。 

 今回、本校では「社会への扉」を２年生全員分いただき、消費生活の内容の８時間のう

ち、家計やリスク管理について学習後の３時間目から活用させていただきました。本校の

生徒の場合、冊子を配布すると、それぞれが自分のペースで進めることが予想されるため、

検討した結果、１時間でグループ対抗のクイズ大会を実施し、全問に挑戦してみたいと考

えました。 

 そこで、消費者庁さんからのホームページからデータをいただきまして、パワーポイン

トでスライドを作成し、１問ずつ提示することにしました。 

 生徒は、８グループに分かれて着席し、まず個人の回答をプリントに記入後、グループ

の回答をまとめる話し合いを行いました。普段から心がけてはおりますが、個人での回答

は、どうしても間違ったら恥ずかしいという意識が生じ、活発な学習にならないことが多

いため、グループワークを行いました。 

 グループの回答では、製作したプレートを使用しました。 

 個人の回答では30秒、グループでは１分程度確保した後に、正解のスライドを表示しま

した。 

 回答のたびに白板にマグネットをつけて、正解したグループの得点表示を行いました。 

 生徒たちは、クイズが大好きなので、積極的に参加してくれました。一番正解の多かっ

たグループには、プレゼントも準備しました。 

 正解発表後、設問ごとに説明が必要と思われる部分は、資料集やインターネットを用い、

スライドを作成しました。 

 問10では「社会への扉」の９ページに掲載されている、消費者庁リコール情報サイトを

紹介しました。 

 問11では、イメージキャラクターのイヤヤンをあわせて紹介することで、生徒の関心を

集めることができました。 

 冊子は、クイズ大会の次の授業に配付し、再確認をしました。その後は、各自のファイ

ルにつづり、関連する内容で活用しました。 

 クイズ大会の個人正解率をまとめた結果、特に問１、問２、問３の正解率が低かったた
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め「社会への扉」の回答解説を柱に、生徒の理解を深めるような資料を加えながら、授業

を進めることにしました。 

 問１、問２では、普段の生活で契約を交わすという意識が弱く、契約成立後でも消費者

の都合で取り消しが可能であると考えている生徒が多いことがわかりました。返品の経験

が多い生徒も多かったため、応じてくれたのは、お店側のサービスの一環であり、一旦成

立した契約は、一方的に解約できないことを伝えることができ、契約について学ぶよいき

っかけになりました。 

 また、問３の未成年者取消権については、制度自体を知らない生徒が多く、未成年の間

は保護されていることを学ぶことができました。うそをついた場合など、取り消しができ

ない場合についても確認し、取り消しができなくなったばかりの成年を狙う業者も多いた

め、卒業後は、十分注意すること、成年年齢引き下げにより、18歳、19歳の取り消しがで

きなくなることを伝えました。 

 問４のクーリング・オフについての認知度は高い一方、問５のように、ネットショッピ

ングでも適用されると考える生徒が多いことがわかり「社会への扉」の５ページで、クー

リング・オフ制度についての確認をしました。 

 問５に関連して、沖縄県は、ネットショッピングでのスマホ利用率が全国一高いという

ことで、６ページのネットショッピングで起こりやすいトラブルや、架空請求への対処法

を確認しました。また、スマホ向けフリーマーケットアプリ、メルカリの利用率について

も、沖縄県が全国一高いということがあり、２クラスで確認しただけでも、半数以上の生

徒が利用し、生徒にとって身近な取引であることがわかりました。 

 便利なメルカリですが、以前、現金が額面以上で出品、落札される事例があり、問題の

ある取引が発生したこともあるということから、適切な利用を呼びかけました。 

 また、問４のキャッチセールスに関連し、毎年３月に実施される修学旅行先での事例を

挙げ、うまく断るセリフの発表や練習をしました。今回は、先週８日に帰ってきましたが、

しっかり断れたという報告を受けることができました。 

 過去には、コピー商品を進んで購入したという生徒もいたことから、６ページのように、

コピー商品を扱うショップのホームページや特許庁の動画を実際に見せて、コピー商品の

購入は、犯罪者との契約であり、その活動に加担している行為であると強調し、批判的思

考で意思決定を行うことが重要であることを伝えました。 

 問９や５ページに掲載されているマルチ商法に関しては、消費者庁のDVDも視聴して学び

ました。 

 こちらに関連して、2017年、沖縄県内で起こった名義貸し事件がありまして、多くの若

者の被害が出ているという話をしました。知人の誘いを毅然と断る難しさから、被害が拡

大したこと、簡単にもうかる、必ずもうかるはあり得ないことを伝えました。 

 ほぼ全員が正解できた問12に関連して、私が経験した事例についても紹介しました。昨

年、私が購入したお菓子の包装に破れを発見しまして、外箱に記載されているお客様相談
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室に電話で問い合わせることにしたという話をしますと、生徒たちから、やり過ぎという

か、そこまでするのといった反応があって、クレーマーみたいな感じになってしまいまし

た。私もびっくりして、みんなが同じ状況だったらどうするのと尋ねますと、食べると即

答されてしまいました。問12で、相談するという正解を選ぶことができたにもかかわらず、

実際には、自分で解決してしまいがちな生徒の様子がうかがえました。 

 お客様相談室の対応は非常に丁寧で、商品を着払いで郵送することになったのですが、

到着後には、これから調査しますという内容の文書もいただきました。２週間ほどたって、

詳しい調査結果の報告書と商品の代替として、500円分のクオカードが届きました。このよ

うに誠意を感じられる対応を得られ、今でもこの商品を購入していると生徒に伝えました。 

 「社会への扉」の最後のページを開き、消費者トラブルに遭ったときに相談する意味に

ついて、みんなで考えました。このくらいのことで相談するなんてという生徒も多かった

のですが、どんなに小さなことでも、一人一人が声を上げることは、お互いにとって大切

なのだということを伝えました。 

 そして、教科書を開き、商品を選ぶということは、投票と捉えることができ、よい商品

の選択は、それをつくる事業者を応援すること、消費構造には、社会を変える大きな影響

力と可能性があり、安全・安心、公正な社会をつくることにつながっていること、できる

ことから行動する心がけが消費者市民社会を実現するための大きな一歩になると伝え、授

業を締めくくりました。 

 授業後に調査した結果、全ての設問において、ほとんどの生徒が正解することができま

した。 

 成年年齢の引き下げについては、心配が大きい一方、生徒が危機感を持って捉え、教育

によっては、これまでより被害が抑えられる可能性もあるのではないかとも考えています。 

 現１年生は、多くの生徒が19歳で成年に達する学年ですので、来月から始まる家庭基礎

の学習において「社会への扉」及び教師用解説書の活用、そして、研修への参加などを通

して、指導力の向上を図り、充実した学習を進めていきたいと考えております。 

 沖縄県でも教材が広く活用されるよう、先生方へ呼びかけていきたいと思います。この

たびは、すばらしい教材を作成してくださいまして、ありがとうございました。 

 以上で発表を終わります。（拍手） 

○司会 仲宗根先生、ありがとうございました。 

 ただいまの御報告に関しまして、仲宗根先生に御質問のある方はいらっしゃいますでし

ょうか。挙手にてお願いいたします。ございませんでしょうか。 

 先生、ありがとうございました。（拍手） 

 続きまして、愛媛県立松山南高等学校、德本みはる先生より御報告をいただきます。 

 それでは、德本先生、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○德本愛媛県立松山南高等学校教諭 御紹介いただきました、愛媛県立松山南高校の家庭

科を担当しております、德本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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 失礼いたします。まず本校の概要です。松山南高校は、松山市中心部に位置しておりま

して、全日制課程と定時制課程、分校を有する、創立 127 年目の歴史と伝統を誇る進学校

です。全日制課程では「自らを律せよ」の校訓のもと、高いレベルの文武両道を目指して

います。 

 生徒の多くが国公立大学に進学しており、在学中から向学心も強く、真面目で素直な反

面、実生活での生活経験は少なく、知識偏重傾向にあります。そこで、受験に偏重しない

カリキュラムとして、２年生では、芸術と家庭基礎を１単位選択できるようになっていま

す。家庭クラブ活動には、１～２年生全員が取り組み、なるべく多くの体験活動やボラン

ティア活動に参加ができるよう、活動しています。 

 また、スーパーサイエンスハイスクールに４期連続指定されており、全校体制で取り組

んでいます。こちらは SSH 第１期からの概要です。現在の第４期は、持続可能な発展のた

めの科学教育をテーマとして、研究を進めています。 

 「２ 授業実践」です。対象生徒は１年生、普通科８クラス、理数科１クラスの合計 358

名で、家庭基礎の授業で実施いたしました。 

 消費生活分野の目標は、消費生活の現状の課題や消費者の権利と責任について理解し、

自立した消費者として、適切な意思決定に基づいて行動できるようにするとしました。 

 こちらは使用教材です。「社会への扉」のほか、教科書、副教材として、家庭科ノート、

これは愛媛県が独自に製作しておりますワークブックになっています。そして、全国銀行

協会の「シリーズ教材お金のキホン」を活用しました。 

 「実践内容」は、契約とはが１時間、消費者トラブルへの対策が 1.5 時間、カード利用

と多重債務が 1.5 時間として計画し、実践しました。消費生活分野は、家庭経済の内容も

含まれますので、合計５時間の実施となりました。 

 まず契約についてです。こちらは「社会への扉」のクイズの１～３を使用して、授業を

展開してきました。この写真は、クイズの答えについて、意見交換をしている様子です。

１分間で自分の考える答えと、その根拠となる考えをまとめて発表させましたが、自分の

意見に責任を持って話し合う姿が見られました。 

 「社会への扉」で確認した契約に関する内容は、家庭科ノートのワークシートを併用し、

契約の重要性、消費者の権利と責任、未成年者取り消しの仕組みなどを考えました。この

家庭科ノートのワークシートは、授業内容の確認用として、毎回、使用しています。この

時間の評価については、このワークシートの記入状況を確認しました。 

 次に、消費者トラブルへの対策です。こちらは愛媛県消費生活センターの消費生活相談

員に御協力をいただき、２クラスで授業を実施していただきました。事前に打ち合わせを

行い、本校生徒が消費者教育に関して、興味・関心が低く、自分のこととして学ぶことが

難しいという現状と、若い世代の方の相談内容やその対処方法、相談したらどのようにな

るのかということを教えていただきたいとお伝えしました。また、授業をしていただくこ

とができるのは、１日２クラス限定でしたので、残りのクラスでは、録音を利用したいこ
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とをお願いしたところ、快く御了承いただきました。 

 これは実際の授業で使用していただいたスライド画面です。消費者教育推進専門員の原

田妙子先生からは、先ほどお話しした契約についての内容も含めて、消費者が主役の社会

となるために、自立した消費者になろうをテーマに「社会への扉」を使いながら、契約の

仕組みや消費生活センターについて、消費者トラブルの現状と対策等について、お話しし

ていただきました。 

 右下のイラストは、愛媛県消費生活センターのイメージキャラクターの pipi です。愛媛

県の鳥、コマドリからとっており、困ったことを取り除くということで、コマドリの pipi

といいますと教えていただき、生徒の心に残ったようです。 

 山本相談員からは、事例をお話ししていただきました。授業未実施のクラスでは、この

録音を使いました。主役は、20 歳のピピ子で、SNS で知り合ったＡ男による、デート商法

からのアポイントメントセールスの被害に遭ったという内容です。少し録音をお聞きいた

だきます。 

（音声が流れる） 

○德本愛媛県立松山南高等学校教諭 山本さんの優しい声、そして、標準語ではなくて、

聞きなれた地元の方言による語りかけというのが、生徒には大変親近感が湧いて、困った

ことがあったら相談できる場がある、相談しようと安心感を持たせることができたと思い

ます。 

 授業の最後には、相談窓口や消費者ホットラインの 188 についても、再度、確認してい

ただきました。 

 相談についてイメージしやすいように、愛媛県消費生活センターの玄関や受付、そして、

相談の様子の写真も提供していただきました。 

 授業後の感想については、「中学校で習って分かっているつもりだったが、知らないこと

が多かった」「契約トラブルについて、自分は巻き込まれないだろうと思い込んでいた。巻

き込まれないようにしっかりと注意し、何かあったら１人で悩まず、迷わず相談したい」

「ネット社会では、被害の内容が次々変わってくると思うので、敏感でいるようにしたい」

「契約をするときは、責任を持ってしっかりと行いたい」などがありました。この授業の

評価については、感想内容を対象としました。 

 次に、カード利用と多重債務についてです。ここでは多重債務問題を例に、意思決定に

基づいて行動できるようになることを目標として、授業を実施することを最初に確認しま

した。全国銀行協会のホームページには、高校生向けの教材として「シリーズ教材お金の

キホン」があります。その中の動画、多重債務を視聴させました。この動画には、クレジ

ットカードの利用について、多重債務に陥る原因を４つ、無計画な利用、思わぬ収入減少、

予期せぬ急な出費、詐欺被害の４つのストーリーから選ぶことができます。 

 本校では、アルバイト先の急な閉店により、収入が減少した省吾というストーリーを選

びました。10 分ほど動画を視聴して、省吾君が多重債務に陥った原因について、グループ
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討議を行い、発表させました。また「社会への扉」の８ページを参照しまして、どのよう

な状況で多重債務に陥っているかを確認しました。 

 その後、動画の省吾君の例から学んだことなどを生かして、グループで多重債務の注意

喚起ポスターを作成しました。ポスターは、ATM のイラストがついたものと無地のものを

用意しました。 

 こちらができ上がった作品です。踏みとどめるためのキャッチフレーズとイラスト、理

由も含めて、活動時間は 10 分間でしたが、工夫した作品ができ上がりました。でき上がっ

た作品は、その場でパソコンに取り込み、スクリーンに映しながら、全体発表会を行いま

した。生徒は、他の班の発表を聞き、特に印象に残ったものを１つ記録するようにしまし

た。 

 これはあるクラスで得票数の多かったキャッチフレーズです。第１位は「借金しても、

かまんですかね」でした。地元の言葉で語りかけるフレーズが印象に残りやすいようで、

そのような問いかけが記憶に残りやすい」「もう一度、最後に自問することが大事だ」とい

う意見が出ました。 

 授業の最後の振り返りの感想では、「クレジットカードは、借金であることを忘れない」

「本当に必要かどうか考え、ちゃんと管理できるようにする」「自立した消費者であるため

に、何が大事で、何がだめなのか、自分で判断できる力をつけたい」という意見がありま

した。この時間の評価については、キャッチフレーズの自己評価、振り返りの感想を対象

としました。 

 最後に、適切な判断をするときに根拠となる知識の定着は欠かせません。そこで、定期

考査にも「社会への扉」の内容や授業実践の内容を加えて行いました。生徒たちにとって、

消費者市民社会を実現していく力になることを願って、実施いたしました。 

 次に、授業実施後の生徒の変容です。消費者庁から提供していただいたアンケートを活

用しました。 

 表面の消費者クイズにつきましては、このような結果になりました。事前回答では、12

点満点中、緑色、紫色の５点以下の生徒は、合わせて 64％もいました。事後回答では、水

色の９～11 点の生徒が 50％、赤色の 12 満点の生徒も 40％に達し、授業の内容をおおむね

理解しており、意識の習得を確認することができました。 

 次に、アンケートの裏面についてです。ここでは、自信を持ってできると答えることが

できるようになることが目標ですので、必ずできると答えた生徒の割合を示しました。黄

色が必ずできる、緑色がそれ以外の回答です。事前回答では、27％の回答率でしたが、事

後回答で、50％に到達しました。自立した消費者を意識できる生徒が増加していることを

確認することができました。今後も忘れない知識として定着させるために、定期的に話題

にしていかなければならないと感じています。 

 「まとめと今後の課題」です。授業実践のまとめは、生徒は消費生活の現状と課題を確

認し、自立した消費者として適切な行動とは何かを考えることができました。 
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 教師は「社会への扉」を授業の目的に合わせて、適所で活用することで、自立した消費

者の育成を図ることができました。また、今回、初めて消費生活センターや消費生活相談

員を活用しましたが、興味・関心が低かった消費者問題とその解決について、身近な話題

として意識することができるようになりました。 

 今後の課題は、生徒については、今回、学んだことを忘れない知識として意識し、自ら

学び続ける姿勢を持ち続けるためにどうしたらよいか。また、私たち教師は、次期学習指

導要領の柱となる、主体的・対話的で深い学びを実現する観点から、扱う教材や他教科と

の連携をどのように進めるか、今後も研究し続けなければならないと考えています。 

 以上で発表を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○司会 德本先生、ありがとうございました。 

 今の御報告に関しまして、德本先生に御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。

ある方は、挙手にてお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 德本先生、ありがとうございました。（拍手） 

 続きまして、徳島県立徳島商業高等学校、金本真由美先生から御報告をいただきます。 

 それでは、金本先生、よろしくお願いいたします。（拍手） 

○金本徳島県立徳島商業高等学校教諭 徳島商業高校の金本です。よろしくお願いします。 

 声帯を痛めているため、こんな声で申し訳ございません。 

 徳島商業高等学校の紹介をいたします。1909年の創立で、今年で110周年になります。伝

統のある商業高校です。著名人としては、三木元首相、板東英二さん、最近では、米津玄

師さんも本校の卒業生です。３つの科に分かれて、各学年８クラスになっています。男子

と女子は、１対２で女子の割合が高い学校ですが、男子も活発に頑張っております。部活

動も非常に盛んな学校です。 

 消費者教育の研究授業について、発表させていただきます。始めは、私自身、10年前に

消費者情報センターで研修させていただいていましたので、消費者教育に関しては多少の

知識はあると安易に考えていました。 

 ところが、文科省の方に指導案を見ていただきましたところ、目からウロコのコメント

が返ってきて、いろいろ御指摘を受けました。適当に考えていた自分が恥ずかしくて、全

面的に変えようかとも思ったほどでした。ご指摘の内容は公民科の視点に立ち、家庭科と

のすみ分けを考えてはどうかということでした。 

 そこで、授業の目標を２つに絞ることにしました。一つは「消費者問題に対する対処法」

もう一つは「消費者の権利と責任を認識し，よりよい社会の構築の一端を担う自立した消

費者を育成する」ということです。 

 消費者教育には４時間を費やしました。通常は１時間が精一杯です。消費者としての知

識や消費者行政、悪徳商法の事例や対策について学習した後、最終の４時間目に研究授業

となりました。 

 導入は「社会への扉」を用いて、契約等についてグループに分かれて確認テストをしま
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した。どのグループも全問正解でした。このときには「社会への扉」の１ページから６ペ

ージを活用させていただき、契約について復習しました。 

 消費者行政については、政治経済の教科書等を活用して、消費者基本法、消費者契約法

など消費者が主体となる法律の制定、新たに消費者庁の新設により縦割り行政から消費者

の観点という視点での機関が生まれたということも復習しました。 

 これは国民生活センターからの資料です。徳島県消費者情報センターで研修されている

公民科の先生から資料を提供していただきました。ご覧のように消費者トラブルは、20歳

のときにピークになって、それから下がっています。これはなぜかということを考えさせ、

ちょっとわかってきたら、回答を見せました。 

 トラブルの内容を見ると「アダルトサイト」が多いのですが、よく見ると、脱毛とか、

美顔とか、エステは分けて書いてあるのですが、美容関係でまとめると「アダルトサイト」

に迫る勢いです。女子に多いですが、最近は男子も美容に関心があるようなので、これか

らトラブルに巻き込まれるかもしれないということで、消費者情報センターから、エステ

関係の教材を提供してもらい、それを基本として、各班に分かれてロールプレイングをし

ました。 

 緊張感を持たすためにどの班が前にでてくるかを決めずに進めました。その人の立場に

なって考えるのは難しいこともありますが、その役になりきって、自分自身で考える。他

のグループの演技を客観的に見て、どこがいけなかったのかというところを考えるという

ことで、その役になりきり体験することでより現実的なものとして捉えることができる。

また、他のグループの演技を観ることによって客観的な視点からものごとを考えるという

ことで、ロールプレイングは有効なのだと説明し、グループに分かれて練習し、発表して

もらいました。 

 「エステをしようとした理由」や「契約に至った状況」「販売員の説明はどうだったか」

「ほかの人がどうしてこうしたか」「それを見てどう思ったか」「あなただったらどうす

るか」「これはどういうふうにして解決できるのか」ということについてそれぞれグルー

プで話し合いました。消費者契約法、クーリング・オフ、中途解約などのワードが出てき

たらオーケーだと思っていたのですけれども、生徒たちは発言できていて、それなりに知

識が定着できたと考えました。 

 まとめとして、被害に遭わないためにまず相談が大切であるということで、消費者庁か

ら提供していただいた徳島県の消費生活センターの設置率を見せました。以前はセンター

は少ししかなく、相談に行くにも遠かったところもありましたが、消費者行政も進んでい

って徳島県を網羅できるようになっていることを説明しました。 

 消費者行政の振り返りということで確認もしました。今まで被害などいろいろあります

が、徳島県には森永ヒ素ミルク事件がありました。これについても説明したのですが、1955

年、昭和30年です。私の子供の一番上は25歳ですが、当時においても母乳で育てることが

大切であるとされていました。70年前においても同様に考えたと思います。消費者の立場
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を考えて企業を訴える以前に、当時の母親たちには母乳が出ない自分が悪いからというお

母さんもいました。今は、企業や行政の責任を追及することが普通になっていますが、こ

の道のりは容易なものではありませんでした。これは消費者行政が非常に進んできたから、

また、訴えるというか、自分の意見を言うことの大切さを理解させました。 

 「社会への扉」の 11 ページにあるお店側の視点ですが、本校では 10 月に学校祭があり、

私のクラスはフライドポテトを販売しました。すごい行列で繁盛していましたが、クラス

の生徒がフライドポテトを持って来て見たら、フライドポテトは油を吸収しすぎてグニャ

グニャになっていました。私は、「他の客は大丈夫なのか」「行列が途切れるのではない

か」と心配になりました。原因は、ちょうどメンバーの交代があり、まだ慣れていない生

徒がポテトを揚げていたからです。私自身販売側に立つのは初めてであり、お店側も売上

を上げようと思ったら、きちんと意見を言ってくれることが大切で、自分で声を上げるこ

との大切さを話しました。 

 これは徳島県消費者情報センターです。今後相談するにあたって、少しでも記憶にあっ

たら相談しやすいと思い、夏休みに訪問し、ビデオを撮らせていただきました。 

 授業中、消費者情報センターに実際に電話による相談をしたかったのですが、センター

は水曜日が定休日です。授業は水曜日と決まっていたので、電話相談をすることはできま

せんでした。そこで生徒に「188」に電話をしてもらいました。そうすることによって今後

「188」に電話をするという行動が容易にできるようになると考えました。 

 どうしようかと思ったときは、誰かに相談するということ、自身においても利口な消費

者、賢い消費者を意識することが大切であることをまとめています。 

 最後に、あえて３年生の選択授業である「政治経済」で研究授業を行った理由は、１つ

は本校の「政治経済」は３単位ありますが、「現代社会」は２単位なので、「政治経済」

で行いました。また、専門高校であるので、２学期等は、進学校に比べて、比較的柔軟に

対応できるということです。もう１つは成年年齢の引き下げを踏まえ、３年生で取り上げ

させていただきました。 

 今後の課題ですが、週２時間か３時間では、教科書の内容を網羅できません。先ほどの

家庭科の先生の発表をお聞きして、私が今まで家庭科でどのような内容を扱っているか把

握できていなかったことがわかりました。これからは他教科やホームルームなどと連携を

図っていきたいと思います。 

 最後になりましたが、文科省の方に指導案を見ていただいて、たいへん勉強になりまし

た。研究授業という機会をいただいたことに感謝しています。どうもありがとうございま

した。（拍手） 

○司会 金本先生、ありがとうございました。 

 ただいまの御報告に関しまして、金本先生に御質問のある方はいらっしゃいますでしょ

うか。挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 続きまして、徳島県立脇町高等学校、角由香先生より御報告をいただきます。 
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 それでは、角先生、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○角徳島県立脇町高等学校教諭 脇町高校で家庭科を担当しております、角と申します。

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、発表を始めます。 

 まずはじめに、本校の概要について、説明いたします。本校は、徳島県西部の美馬市脇

町にある普通科高校です。明治29年に徳島県尋常中学校第一分校として開校し、今年で創

立123年になります。生徒数は600名足らずの中規模校ですが、生徒たちは、校訓・質実剛

健のもと、それぞれの目標に向かって、生き生きと生活しています。 

 平成22年度からは、スーパーサイエンスハイスクール（SSH）に指定され、現在、第２期

の４年目を終えようとしています。２期目からは、文系、理系全ての生徒を対象に、様々

な取組を行い、協働的問題解決学習を通して、科学的思考力の育成を目指しています。 

 また、部活動も盛んで、女子ソフトテニス部は毎年、全国大会に出場したり、ラグビー

部をはじめとする、他の運動部や、吹奏楽部、文芸部などの文化部も県内外で活躍するな

ど、生徒たちは文武両道を目指し、日々頑張っています。 

 これはコース編成です。２年生からは、文系Ｂコースの２クラスと、理系Ｃコース２ク

ラス、さらにSSHの理系Ｓコースに分かれます。大学進学に適したコースを中心に、生徒一

人一人の進路に応じて、最適なコースを選択することができます。 

 教育課程です。今回、授業を行った家庭基礎２単位は、普通科高校では、１年生で履修

することが一般的です。しかし、本校では、SSHの特別措置で、１年生、２年生で１単位ず

つを分割履修しています。 

 「社会への扉」は、２年生の家庭基礎、「経済生活を営む」という単元で活用しました。

今回、報告いたします授業は、消費者の権利と責任のところです。 

 本校では、毎年秋に、スーパーサイエンスハイスクール生徒発表及び授業研究会を実施

しています。今回は、その研究会で研究授業を行いました。実施クラスは、文系の22ホー

ムルーム、40名です。 

 今回、この授業を考えたのは、次のようなことがきっかけでした。消費者の権利と責任

は、教科書や資料集では、このように記載されていますが、生徒はテスト前にただ単に暗

記するだけで終わっています。それは消費者の権利と責任が抽象的で、生徒にとってわか

りにくく、イメージしにくい。また、生徒の日常生活とリンクしにくく、自分のこととし

て捉えられていないのではないかと考えました。 

 そこで、協働的に活動しながら消費者の権利と責任を自分事として捉え直すことができ

ないか、さらに「社会への扉」を活用して、それができないかということを考えたのが始

まりでした。また今回、教材開発・教材研究に取り組む中で「社会への扉教師用解説書」

が大変役に立ちました。詳しい解説と補足的な情報が多く掲載されており、自分自身の勉

強にも役に立ちました。 

 それでは、研究授業までの流れを説明します。 
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 第一次は、「身の回りの契約」と「ライフステージと契約」について、学びました。契

約とライフステージの関連を考える際に「社会への扉」３ページの資料を使いました。消

費生活は生涯続くもので、意思決定と契約の連続であるということ、また、ライフステー

ジが進んでいくと、契約内容が複雑化、高額化し、契約の重要度も増していくことを実感

してほしいと思います。この段階では、まだ冊子は配付せず、このページをワークシート

に入れて活用しました。第一次の終わりには、次時から取り組む、ジクソー法による活動

について、生徒に予告をしました。 

 「次の時間から、いつもやっているグループ活動と趣向を変えて、皆さんには、２つの

違ったグループでの活動を体験してもらいます。この活動で、最終的に皆さんに共通して

考えてもらいたいことは、次のようなことです。」と伝え、このような課題を提示しまし

た。 

 私がジグソー法を初めて知ったのは、昨年度、県内のある高校で行われたアクティブラ

ーニングの研修会で、同じ家庭科の先生が授業で実践されたのを見たときでした。ジグソ

ー法では、生徒は２つのグループを経験します。ホームグループでは、属する生徒一人一

人が提示された違う課題に取り組みます。次に、各ホームグループで同じ課題に取り組ん

だメンバーが集まり、エキスパートグループを形成します。エキスパートグループでは、

同じ課題に取り組んだ者同士が議論し、さらに課題に対する知識等を深めていきます。エ

キスパートグループで話し合ったことは、再び自分のホームグループに持ち帰り、その成

果を報告し合います。これらの活動を通して、最終的に１つの共通テーマについて、全員

で考えていくという流れです。 

 第二次は、５人ずつのホームグループで、自分が担当するクイズを決定します。クイズ

は「社会への扉」の１ページ、２ページのクエスチョン１からクエスチョン５を使いまし

た。ここでも冊子はまだ配らず、このようにクイズと選択肢を入れたワークシートを作成

して使いました。生徒は、自分が担当になったクイズの答えを考えます。 

 その際、その答えを導き出す根拠となったデータや、自分、家族を含めた体験談を、付

箋に書いていきます。情報収集には、教科書と資料集を使いました。集めた情報は、「付

箋１枚につき、１つだけ書く。付箋は贅沢に使おう。」と生徒たちに話しました。また、

生徒には、「自分が担当したクイズについては、何を聞かれても答えることができるとい

うぐらいのエキスパートになろう。」とつけ加えました。 

 第三次は、エキスパートグループの活動です。前時に情報収集した付箋をそれぞれのエ

キスパートグループに持参し、同じクイズを担当したメンバーで情報を共有し、解答につ

いて協議します。そして、最終的に各エキスパートグループで解答を１つにまとめ、成果

物を作成します。これが生徒の作成した成果物の一部です。その後、自分のホームグルー

プに戻り、エキスパートグループでの活動の成果をそれぞれ報告しました。 

 ここからが第四次、「消費者の権利と責任」についての授業です。本授業の目標は、こ

のように設定しました。まずクイズの解答からスタートしました。生徒は、ホームグルー
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プごとに着席しているので、各クイズのエキスパートが答えのカードを上げるという形式

をとりました。そして、各クイズ１グループずつに解答を導き出した根拠を説明してもら

いました。解答が分かれたクイズもあったので、それについては、それぞれの意見を発表

してもらいました。 

 生徒の発表の後、このようにプレゼンテーションで答えを出していきました。誤答であ

ったり、グループによって解答が分かれたのは、クエスチョン２とクエスチョン５の２つ

でした。 

 クエスチョン２では、全ての班が②と答え、レシートを持っていって、返品してもらっ

たことがあるという経験を話してくれました。 

 クエスチョン５では、答えが①と③に分かれました。プレゼンテーションで正解を提示

すると、生徒たちからは、驚きの声が上がる場面もありました。 

 そこで「社会への扉」を使って、みんなで答えとそれぞれの内容について、確認をしま

した。このタイミングで、初めて生徒に冊子を配付し、開いてもらいました。 

 クエスチョン２は、①の「解約できない」が正解ですが、生徒の中には、レシートを持

参し、返品や交換に快く応じてもらった経験がある者もおり、答えを意外だと感じている

ようでした。契約には法的拘束力があり、一度、交わした契約は、守らなければなりませ

ん。経験者もいた返品や交換は、顧客サービスの１つで、決して当たり前ではなく、応じ

てくれない店舗もあることを理解しておく必要があります。また、それに応じてくれない

ことへのクレームなどは、消費者側の契約違反であるということもつけ加えました。 

 次に、解答が分かれたクエスチョン５です。ネットショッピングは、クーリング・オフ

の対象ではありません。高校生は、ネットで買い物をする機会が多く、返品経験がある者

もいましたが、それをクーリング・オフと勘違いしていた生徒が多くいました。ネットシ

ョッピングでは、商品について提供されている情報を消費者がじっくりと確認し、自発的

に申し込みをしているため、不意打ち性ということを説明し、ネットショッピングを利用

する際の注意点も「社会への扉」で確認しました。 

 クイズの確認の後、本授業のメーンとなるホームグループでの活動に入りました。まず

初めに、第一次で全員に提示していた課題の確認です。 

 ホームグループでの活動の手順です。まず自分が担当したクイズには、どんな消費者の

権利や責任を伴っているかを、個人で考えます。そして、それをグループで共有し、次は、

担当クイズの枠を超えて、クエスチョン１からクエスチョン５の全体について、考えます。

その際、クイズ間で同じ権利や責任が存在していないかなどの関連性にも着目し、各グル

ープで成果物を作成するときに、工夫をするよう生徒に伝えました。 

 権利と責任の区別ができるように、権利は赤、責任は青というように、付箋の色を変え

ました。そして、私がこだわったのはこの「脇高生版」という部分です。さきにも述べま

したが、ただ単に既存する権利と責任を覚えるのではなく、自分たちが考える「消費者の

権利と責任」をつくり上げてほしいという気持ちを込めました。 
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 活動をスムーズに進めるため、このように例を一つだけ示しました。 

 これは生徒の活動の様子です。付箋を使ったグループワークは、あらゆる教科で日常的

に行われているため、生徒たちは慣れた様子で、積極的に活動していました。 

 これは発表の様子です。時間の関係上、２つのグループのみの発表となりましたが、残

りのグループについても、次の家庭科の授業の時間に発表してもらいました。生徒たちの

発表では、責任と権利を比較すると、責任の方を数多く出していたように感じました。生

徒の発表からは、権利と責任の間にある関連性や消費生活を営む上で保障されている権利

とともに、自分たちにも果たすべき責任がたくさんあることへの気づきが感じられました。 

 生徒の発表の後、ケネディー大統領の４つの権利や、国際消費者機構が提唱した８つの

権利と５つの責任についても触れました。そして、特に2004年の消費者保護基本法が、消

費者基本法と改正になったことに着目しました。なぜ「保護」という言葉が使われなくな

ったのか、消費者は守られる立場だけではなく、自ら学び、行動する、つまり自立した消

費者として、消費者市民社会の実現を目指していくことが、今後、重要になってくるとい

うことを説明しました。 

 それでは、消費者の権利が守られなかった場合は、どうすればよいのか。これについて

も「社会への扉」の10ページを活用しました。 

 トラブルに遭った場合のキーワードとして、消費者ホットライン188の「いやや」を、全

員で声をそろえて言いました。また、徳島県消費者情報センターについても触れ、センタ

ーに直接連絡、相談することも有効であるということを伝えました。 

 最後に授業のまとめとして「社会への扉」の11ページを活用しました。トラブルに遭遇

したとき、行動を起こした場合と起こさなかった場合で、どういう違いが生じるのかを比

較しました。行動を起こさず、泣き寝入りをすれば、トラブルや被害はどんどん広がりま

す。しかし、思い切って行動を起こせば、トラブルや被害を最小限に食いとめることがで

きます。このように積極的に行動を起こすことが、消費者市民社会実現の第一歩となり、

自立した消費者による安全・安心な消費生活につながるということを最後に伝えました。 

 授業後の生徒の意見や感想です。この学習が生徒の意識や消費行動を変えるきっかけに

なればと思っています。生徒には、「３年生になって家庭科の授業がなくなっても、また、

大学に行って、ひとり暮らしをすることになったときも、家庭科の教科書や資料集を手元

に置いておくと、役に立つときがある。」と、毎年伝えています。それに加え「社会への

扉」も大切に持っておいてほしいと、先日、話をしました。 

 家庭科という教科は、全ての分野が私たちの日常生活、または、人生と密接にかかわっ

ています。そういう教科に携われていることを誇りに、これからも生徒とともに学び続け

ていきたいと思います。 

 これで発表を終わります。御清聴をありがとうございました。（拍手） 

○司会 角先生、ありがとうございました。 

 今の御報告に関しまして、角先生に御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。ま
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た、今までの５名の先生方の発表の中でお聞きしたいことなど、改めてございませんでし

ょうか。 

 先生、ありがとうございました。（拍手） 

 中川先生、仲宗根先生、德本先生、金本先生、角先生、本当にどうもありがとうござい

ました。皆様、大きな拍手を、いま一度、お願いできますでしょうか。（拍手） 

 第１部の授業報告は、以上となります。 

 それでは、ここで、一度、10分間の休憩をとらせていただきたいと思います。 

 次の意見交換会は、15時10分からの開始となりますので、皆様、15時10分には、お席に

お戻りいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（休  憩） 

 

〇司会 お待たせいたしました。これより、第２部意見交換会を始めます。 

最初に、意見交換会の司会者を紹介いたします。 

司会者は、消費者庁 参事官の金子 浩之 です。 

ここからの進行は、金子が行います。 

 

〇金子消費者庁参事官 消費者庁金子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

第２部では、「成年年齢引下げを見据えた実践的な消費者教育の推進に向けて」という

テーマで、皆様とともに、これからの消費者教育について考えて参りたいと思います。 

 本日のテーマであります成年年齢引下げについては、昨年６月13日に、成年年齢を20歳

から18歳に引下げる改正民法が成立し、2022年４月１日から施行されることとなりました。 

このことは、「18歳で大人になる」ということで、18歳、19歳の若者が、一人で契約を

結び、高額な商品などを購入することができることとなり、経済や消費に対する意識の高

まりが期待されますが、これまでのように未成年者であることを理由に、契約の取消しが

できなくなります。 

 

 休憩前の第１部では、消費者庁で作成をいたしました「社会への扉」を活用した授業ケ

ースの報告をいただきましたけれども、今後、そういった成年年齢の引き下げを見据えた

教育をさらに進めていくためには、学校の中で何をどのように教えていただくか、そうい

うことはもちろん大事なわけなのですが、それに加えて、我々国で行政を行っている者、

県の方、消費者教育推進委員会、消費生活センター、そういった関係する人たちがしっか

りと学校の教育をサポートできるように体制を作っていかなければならない、そういうこ

となのかということで、我々どもは、この企画を考えた次第でございます。 

 本日は、様々なお立場で消費者教育に取り組まれている皆様をお迎えしております。 

 最初に、御発言いただく皆様から、私が御紹介するというよりも、それぞれ皆さんでど
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ういったことをされているかということで、御自身の言葉で語っていただいたほうが、よ

り伝わるような気もいたしましたものですから、自己紹介とともに、最近、どういうこと

を考えているかということをお話しいただきたいと思います。 

 まず当庁の米山室長からお願いできればと思います。 

○米山消費者庁消費者教育推進室長 皆さん、こんにちは。消費者庁消費者教育推進室の

米山です。座ったままで失礼いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 お手元に資料を配らせていただいておりますが「成年年齢引下げに向けた消費者教育の

推進」こちらも使いながら、今、画面にも写していただきながら、話をしたいと思います。 

 もちろん「社会への扉」と成年年齢引き下げというのは、今日のメーンテーマではござ

いますけれども、そもそも消費者教育を受ける権利は、消費者の権利の１つであります。

消費者教育の施策としましては、消費者教育の体系イメージマップにも示しておりますよ

うに、幼児期から成人期の高齢者に至るまで、全世代に対して、消費者市民社会の構築、

商品やサービスの安全、生活の管理と契約、情報とメディアというように、今、読み上げ

ましたのは、左端の縦ですけれども、私たちの消費生活に関するあらゆる領域について、

消費者は教育を受ける権利があって、その機会を提供することが我々のところに求められ

ております。 

 国が消費者教育の推進に関する基本的な方針を立てて、各都道府県や市町村がこれを踏

まえて、地域ごとの消費者教育推進計画を立てて、消費者教育を推進すること、これが法

律上、消費者教育推進法によって求められている内容であります。 

 今日のテーマは、それとの関係でいうと、成年年齢引き下げに向けた消費者教育の推進、

赤く丸くしている高校生期というところが着目されているポイントということになります。 

 今、司会の金子参事官からお話しがありましたように、おさらいになりますけれども、

次のページです。昨年の６月に民法が改正されまして、18歳が成人となります。これまで

だったら、一般的には、多くの方が高校を卒業されますから、高校を出てからすぐには成

人とはならない助走期間のようなものがあった。それが18歳、高校生のうちに成人になっ

てしまう。すなわち、18歳で契約の主体になることが民法の改正によって決まったという

ことです。 

 次のページにありますように、今年度、中２になる方が高３になる2022年には、同じク

ラスでも、４月２日以降、誕生日を迎えた子が順番に成人になることが起こります。今日、

お集まりの皆さんは、知っていることだろうと思うのですけれども、改めてこういうもの

を見ると、うちの子も対象だ、思われる方がいらっしゃるかもしれません。 

 次のページです。そのために、消費者庁としては、若年者の消費者被害の防止や救済の

ために、また、自立した消費者の育成のために、若年者への実践的な消費者教育の推進が

喫緊の課題だと考えております。消費者教育の充実、制度の整備、相談窓口の充実・周知

という３本柱が成年年齢引き下げのための重点施策であると考えております。 

 この下にありますように、消費者教育の推進に関する基本的な方針の中でも、若年者へ



25 

 

の消費者教育は、当面の重点事項の１つですし、また、先ほど来、御挨拶でもありました、

消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁の４つの省庁による、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、昨年２月に決定いたしました。 

 これに基づきまして、今年度、2018年度から2020年度までを集中強化期間として、４省

庁が緊密に連携して、消費者教育を推進することとしています。こういった中で、今、消

費者庁の消費者教育推進室として動いているということなのですが、具体的なところは、

後ほど御説明させていただきます。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 続きまして、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課の課長補佐

をされています、田中勉さんよりお願いいたします。 

○田中文部科学省男女共同参画共生社会学習・安全課課長補佐 文部科学省総合教育政策

局の田中と申します。よろしくお願いいたします。 

 文部科学省における、成年年齢への対応としては皆様から御説明がありましたとおり、

関係4省庁において、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が決定し

ており、各種取組が進められております。特に重要な点として３点ございますが、まず１

つ目は、学習指導要領の周知徹底です。これは既に平成20年、平成21年に改正された学習

指導要領をベースとしたものがメインとなります。 

 中でも高等学校の家庭科の中の契約の重要性及び消費者保護の仕組みに関する部分につ

きましては、2019年度より加えて指導することとなりました。 

 また、確実に消費者教育に関する内容を18歳を迎える前までに行っていただけることが

できるように、家庭科の消費者教育に関する内容を、第一学年及び第二学年に履修させる

ことというような改正を行う方向で、現在手続きが進められております。 

 ２つ目のポイントは、「社会への扉」の全国的な周知でございます。正しく第１部で、

先進的な事案を発表していただきましたが、このような実践的な授業モデルと合わせて全

国へ展開していきたいと考えております。 

 ３点目は、実務経験者を学校教育現場の中でどのように活用していくかという点でござ

います。ここについては、従前のノウハウがあまり蓄積されていない部分ですので、来年

度の概算要求におきまして、必要な予算を確保した上で、速やかに実証研究を展開してい

きたいと考えています。 

 以上でございます。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 続きまして、徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課長の勝間基彦さ

んより、お願いいたします。 

○勝間徳島県消費者くらし政策課長 皆さん、こんにちは。徳島県の消費者くらし政策課

長の勝間でございます。 

 徳島県におきます現在の取組ということでございますけれども、お手元の分厚い資料、
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Tokushimaと書かれている資料の９ページを御覧いただければと思います。 

 概要につきましては、前にパワーポイントを移させていただいておりますけれども、徳

島県では、平成29年度から、消費者庁さんの消費者行政新未来創造オフィスと連携をさせ

ていただきながら、県内にあります全ての高校、これには公立、私立と書かれております

が、さらにその上に、特別支援学校、高等専門学校、全て56校になりますけれども「社会

への扉」を活用した授業を実施させていただいております。 

 私自身は、昨年度の平成29年度、まさにそのスタートの年に、今の担当課長を拝命した

わけですけれども、この話を進めるに当たりまして、モデル的に一部の高校で授業するの

だというのであればと思ったのですが、全ての高校でこういった授業を行っていただく、

これはなかなか大変だと感じたところもございました。結果として、全ての高校で授業が

できたというのは、教育委員会さんとしっかりと連携がとれたと、今回の話の準備をする

中で、改めて思ったところでございます。 

 そういう点では、１つ、私としましては、教育委員会との連携という観点からは、私の

部下に現職の教員を２名つけさせていただいております。資料の10ページのところに写真

も出ているのですけれども、左に男女の写真があると思いますが、課に１名、県の消費者

情報センターに、もう１名、配置をしていただいております。これらの先生が調整窓口と

して活躍していただいたことは、課長としては、非常にありがたかったと思っているとこ

ろでございます。 

 今年度、平成30年度も、これらの授業を継続的に実施いただいて、非常に感謝をしてお

ります。 

 また、本県の事例集につきましても、昨年６月、消費者庁と一緒に作成をしたところで

ございます。 

 国におきましては、本県の取組を評価いただいた中で、アクションプログラムを立案し

ていただきまして、非常に光栄なことだと思っているところでございます。 

 これに加えまして「社会への扉」は、高校生向けの教材になりますけれども、今年度、

平成30年度ですが、高校生だけではなくて、もう一つ下の中学生にもっと消費者教育を進

めるべきではないかという徳島県消費生活審議会等の御意見がございました。 

 そういった中、今日、お配りできていませんが、こういう中学生向けの教材を、今日も

出席いただいていますけれども、鳴門教育大学の坂本先生に検討会の会長をしていただい

て、作成いたしました。これも新しい学習指導要領に準拠するような形、現場で使ってい

ただけるものという意図で作成をしたところではございます。現在、最終の製本作業中で

ございますので、でき上がりましたら、皆さんに情報提供をさせていただきたいと思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 続きまして、徳島県教育委員会学校教育課キャリア・消費者教育担当室長の湊雅邦さん
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より、お願いいたします。 

○湊キャリア・消費者教育担当室長 徳島県教育委員会学校教育課で、キャリア・消費者

教育の担当室長をしております、湊と申します。よろしくお願いいたします。 

 消費者教育につきましては、皆さん、御存じのように、これまでも小中高の社会科や家

庭科で行ってきているわけですが、本県では、消費者情報センター等の関係機関と連携し

て、出前授業等による消費者トラブルの未然防止、解決のための法律や制度、相談機関に

ついての学習を進めるなど、学校における消費者教育を推進してまいりました。 

 現在、成年年齢引き下げに向けて、これまでより一層実践的な内容の消費者教育が求め

られている状況にございます。本年度は、アクションプログラムの推進の一環といたしま

して「社会への扉」を活用した実践的な消費者教育の取組を、参考としていただくことを

目的に、家庭科と公民科の授業におきまして「社会への扉」を活用した公開研究授業を、

昨年の10月と11月の２回開催いたしました。当日は、県内外から多くの教員、消費者情報

センターの職員を初め、消費者庁からは審議官、文部科学省は教科書調査官にお越しいた

だきまして、授業参観はもちろんのこと、研究協議にも参加していただき、御指導、御助

言をいただいたところでございます。 

 教員の指導力向上を目的に、消費者庁、県内大学、県の部局と連携いたしまして、消費

者教育指導者養成講座を、昨年度は高校教員及び特別支援学校教員、本年度は中学校教員

を対象に開催いたしました。 

 お手元に「平成29年度TOKUSHIMA 消費者教育活性化事業実践報告集」という、このよう

な冊子があると思うのですが、その最後の10ページを御覧いただけましたら、そこにその

様子を記載してございます。資料は、昨年度の高等学校及び特別支援学校教員を対象とし

たものでございますが、プログラムは、中学校の場合も同様のものとなっております。 

 午前中は、県及び県教育委員会からの取組説明を行うとともに、消費者庁から、若年者

層の消費者被害と対策と題して、講義をいただきました。午後からは、今日もお越しにな

っていただいております、鳴門教育大学の坂本先生から、消費者教育に関する授業づくり

について、講義と演習をしていただきました。ワークショップ形式で、実際のワークシー

トなどを作成するなど、現場ですぐ活用できる内容で実施しております。 

 来年度は、小学校教員を対象に開催をする予定でございます。 

 以上でございます。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 続きまして、奈良県消費生活センター消費生活相談員の神澤佳子さんよりお願いいたし

ます。 

○神澤奈良県消費生活センター消費生活相談員 奈良県消費生活センターの消費生活相談

員の神澤佳子と申します。よろしくお願いいたします。 

 皆様のお手元に、スライドをきれいに印刷した資料がありますので、こちらにも投映し

ていただきますが、御参照いただけたらと思います。 
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 奈良県では、県内の高等学校に「社会への扉」を配付しまして、消費者教育を推進して

おります。消費生活センターの主な取組としては、教材の作成と講座の実施があります。 

 まず教材の作成ですが、中学校の家庭科の先生と共同で平成29年度に「消費生活ワーク

ブック」を作成しました。このワークブックは、中学の消費生活分野の内容を５～６時間

で学習するもので、書き込み式となっております。そのうち１時間分を消費生活センター

が担当し、消費者トラブルに関する授業を行っております。 

 本年度「社会への扉」に対応した映像教材を作成しましたので、これから講座で活用し

ていきたいと予定しております。 

 次に、講座の実施ですが、中学校、高校、大学で出張授業を行っており、現在、年間60

回程度行っております。消費生活相談員が講師となり、実際の事例を紹介するなど、現場

力を生かす授業を行うようにしています。 

 特別授業で１回きりというものもありますが、先ほど法隆寺国際高校の中川先生から御

発表がありましたとおり、家庭科や公民の教科の中に組み入れてもらって、そのうちの１

時間を担当するものが多くなっております。クラス数分の授業となり講座の数は多くなり

ますが、事前に先生とよく打ち合わせをして、授業を行うようにしております。 

 次に、消費生活センター主催で、教員対象講座を毎年、３回程度実施しております。先

生方に最新の情報や手法を紹介することで、消費生活について、関心を持っていただいて、

授業に取り上げてもらうことを目的としております。 

 さらにこれから教員となる教員養成課程の学生対象の授業もしております。具体的には、

奈良教育大学の家庭科専攻の家庭経営学や家庭科教育法で１時間分担当させてもらってお

ります。 

 こちらのグラフは（スライド投影）、学校及び教員対象の講座の実施団体数、回数の推

移です。初めは少なかったのですけれども、次第に増えておりまして、中学、高校、大学

と対象が多様化しております。 

 若年者対象講座の消費者教育講座の目的は、消費者トラブルを自分事として捉え、問題

解決のために行動できることです。 

 内容としましては、実際のトラブル事例の紹介、消費生活センター、消費者ホットライ

ン188を伝える、消費者ホットラインについては、実際に授業中に188を押して、どのよう

な音声が流れてくるか聞いてもらい、実感を持ってもらうことにしております。契約の基

本知識を必ず入れておりまして、トラブル事例の対応を契約の基本から考えるようにして

おります。 

 授業の方法ですけれども、パワーポイントやDVDを使ったり、ロールプレイ、クイズなど

を取り入れています。 

 これから実際に授業で使用しているスライドの一例を御紹介します。具体的に相談で受

けた実際の架空請求メールを見てもらいます。 

 これは、ワンクリック請求の画面なのですけれども、こういうものが出てしまった時に、
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どうしたらいいのか、連絡した人はどういうふうになったのかというお話しをしますと、

興味や関心を持って生徒が話を聞いてくれます。 

 これは、契約の基本についてのスライドなのですけれども、アニメーションを動かしな

がら説明をしております。この説明をした後で、不当請求の対応は、連絡をしない、払わ

ないというのが基本になるのですけれども、なぜそうするのかを考えてもらいます。申し

込みと承諾で契約が成立するので、このように急に請求画面が表示された場合は申し込み

をしていないので、契約が成立していない。だから、払わなくていいのですということで、

契約の基本から対応の理由を考えてもらうようにしています。 

 契約についてはクイズなども行っております。こちらのスライドは、その一例です。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 どうもありがとうございます。 

 続きまして、高知県立消費生活センター消費者教育推進担当の松﨑周さんよりお願いい

たします。 

○松﨑高知県立消費生活センター消費者教育推進担当 高知県立消費生活センターで、私

は消費者教育推進担当をしております、昨年度からこういう仕事をするようになりまして、

それ以前は、ずっと高校の社会科の教員でしたので、全くのゼロの状態からこういったと

ころを担当するようになっております。 

 私からは、学校、教育委員会との連携に関してということで、まとめなどを少し御紹介

します。資料はありません。 

 １つ目は、私どもは、現在、昨年度からなのですが、県が学校の先生方に委嘱という形

をとりまして、消費者教育の教材を作成しております。家庭科の小中それぞれの学校の先

生方に委嘱をして、現在、進めております。大学の先生などにもオブザーバーとして入っ

ていただいて、進んでいるところですが、こういった教材も学習指導要領に基づいた作成

が基本になります。また、教育委員会との連携も念頭に進めているところです。 

 ２つ目としましては、学校の先生方へのいわゆる研修なのですが、これも昨年度からは

予算を確保して、力を入れてやっています。高校の先生方なのですけれども、国民生活セ

ンターの相模原、あるいは徳島県のこの間の研修に、合計で４名が参加できました。そう

いったことにも力を入れております。 

 ３つ目としましては、今年度、成年年齢引き下げということが大きな話題になったよう

で、高知県のPTAの連合会の研修会がございました。その会で成年年齢引き下げについての

ことを少し話してほしいということで、教育委員会と私どもから、それぞれの立場で説明

をさせてもらいました。そういった関心もかなり強まっていることも感じたところでした。 

 最後に「社会への扉」のことなのですけれども、これも途中から学校現場に私が、高知

県の学校数は少ないのですが、それでも五十余りの高等学校、特別支援学校等があります。

ほとんど回りまして、是非使ってくださいとお願いに上がりまして、今年は、大体７割程

度に使っていただいたということで、報告をいただいています。 
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 残念ながら、特別支援学校は「社会への扉」をそのまま使うことは、なかなか難しいと

いうこともあります。 

 私立も公立と比べると、活用の状況は進んでいないのですが、来年度は100％ということ

で、これもお願いしておりまして、前向きにやってくださるということで、進んでいると

ころです。そういうことを取り組んでいます。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 どうもありがとうございます。 

 それぞれにどういったことを取り組まれているかということを、今、お話しいただきま

した。それぞれのお立場で様々に取り組まれている、そういった方々に、本日パネリスト

としてお集まりいただいているということを、皆様にもおわかりいただけたと思います。 

 今回テーマとなっているのは、成年年齢引き下げということで、若い世代の人たちは、

実際にどんなトラブルに遭っているのかとか、あるいは成年年齢引き下げに伴って、どう

いう懸念点があるのだろうか、そういったことを伺おうと思います。 

 神澤さん、先ほどの自己紹介でも、携帯やスマホに架空請求メールがくるとか、そうい

った事例を御紹介いただいたのですけれども、今、ほかに特徴的なものがあればというこ

とで、それと、今後の懸念点といったことについて、お話しいただければと思います。 

○神澤奈良県消費生活センター消費生活相談員 それでは、お話しをさせていただきます。 

 現状、消費者トラブル、消費生活相談は成人後に増えております。若者の消費者トラブ

ルの原因は、大きく２つぐらい考えられます。１つは、悪質な業者が、若者が成人するの

を待って契約させるというものと、もう一つは、若者自身の考え方や行動の仕方が原因と

なっているもの、この２つがあると思います。 

 １つ目の悪質業者がターゲットにするというのは、未成年者取り消しをされないように、

成人して間もない経験や知識の浅い若者を勧誘し、契約させるものです。具体的には、20

歳の誕生日直後や、誕生日当日に呼び出されて、高額なジュエリーなどを契約してしまっ

たというもので、これは昔からあります。また、マルチ商法も、10代の相談はほとんどあ

りませんが、20代で多くなっていますので、成年年齢が18歳になれば、このようなトラブ

ルが18歳まで下がることが心配なところです。 

 具体的に若者の行動の特徴からくるものとしては、スマホ、ネット、SNSがきっかけにな

っているものが多いです。インターネット通販での買い物、もうけ話、副業に関する情報

商材、マルチ商法などの契約です。ここ数年多いのが、もうけ話のトラブルですが、SNS

をきっかけに情報商材と呼ばれている儲け方のマニュアルのようなものを購入したとか、

仮想通貨に投資をするとか、オンラインカジノのアフィリエイトでもうけるといったもの

があります。舌をかみそうなのですけれども、新しいタイプのものに飛びつく傾向がある

と思います。支払いについては、クレジットカードや借金が多いです。 

 オンラインカジノのアフィリエイトでもうかるという事例を紹介しますと、昨年12月に

入った相談なのですが、この方は20代前半の男性で、医療専門職についておられます。と
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いうことは、定収入はあるのですけれども、もっと稼ぎたいと思っていて、飲み屋でたま

たま知り合った人から、「カジノはIR法でこれからもうかる」と説明されて、それをうの

みにして、会員登録料30万円をクレジットカードで決済したということです。契約相手は、

海外の業者でした。 

 なぜもうかるのか、相談員がその仕組みを聞いても、さっぱりわからないのです。仕組

みはよくわからないのですが、差し当たって、人を紹介することでお金が入るということ

なので、マルチ取引のようです。「よくわからないけれども、何かよさそう」とか、目新

しいものに飛びつく、人の話を安易に信じて契約してしまうということは、若い人のトラ

ブルの原因になっていると思います。 

 私も若年者対象の講座に行かせてもらっているのですけれども、受講者には自分たちが

消費者トラブルに遭うかもしれないという危機感は、ほとんど感じられません。人ごとだ

と思っている人が多いです。成年年齢引き下げについても、成人式は一体どうなるのだと

いうことには、非常に関心はあるのですけれども、契約責任が発生することについては、

余り意識していない、そういったところが若年者の特徴と気になるところです。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございました。 

 神澤さんからは、若者のトラブル、懸念として、２つほどお話しがあって、１つは、悪

質な事業者さんが回っているということと、若者自身の行動に安易に乗ってしまうとか、

契約についての理解が十分ではない面があります。そういった特徴であるとか、懸念点に

ついて、お話しいただいたところです。 

 今後では、高校の現場において、成年年齢が18歳に引き下げられる2022年４月以降につ

いては、高校３年生の中に18歳になる成年になる人と未成年が混在するような、そういう

状態になっているということで、高校に在籍中のうちから成年になることは、高校に在籍

している間に契約についてしっかり理解してもらうとか、そういったことが必要になって

きます。消費者教育をどういうふうに進めていくのかということが課題になってくると思

います。 

 一方、先ほど田中さんの自己紹介の中にもあったのですけれども、文部科学省では、学

習指導要領の改訂が行われていて、ここについては、2022年度から新しい学習指導要領が

段階的に実施されるということでございます。 

 田中さんにお伺いしたいのですけれども、今回の改定における消費者教育の内容につい

て、特徴といいますか、それぞれ小中高で段階的に教えていくことになると思うのですが、

それを踏まえてお話しいただければと思います。 

○田中文部科学省男女共同参画共生社会学習・安全課課長補佐  

 全体の改訂内容は、かなり多岐にわたりますので、ポイントを絞ってお話をさせていた

だきますと、今、神澤先生から、若者の活動の中でスマホという話が出ていました。あく

まで例えばですが、今回の改訂の中では、これまでの社会の情勢の変化等に応じて、新た
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に追加された要素として、高等学校の家庭科において、キャッシュレス社会が家計に与え

る利便性と問題点という内容がございます。 

 これは新たに設けられた内容ですが、当然の事ながら小学校、中学校の段階で当該内容

の前提となる積み上げが必要になりますので、小学校段階におきましては、買い物の仕組

みであるとか、売買契約の基礎という部分を学ぶ必要があります。さらに中学校の段階に

おきましては、クレジットなどの三者間契約であるとか、計画的な金銭管理の必要性を学

んでいただいた上で、キャッシュレスのことも学んでいただくという流れを以て、系統的・

段階的な整理をしているところでございます。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 先ほど神澤さんから、支払いでクレジットカードとか、そういうキャッシュレスの部分

が若い世代でも多くなっているという話でしたけれども、そういったものを新たに高校の

家庭科で教えていただくことと、小学校ぐらいから段階的に契約について触れていくとい

うことで、そういった内容の充実が図られたということをお話しいただいたと思います。 

 消費者庁の話に触れていこうかと思うのですけれども、当庁においては、学校における

消費者教育が実践的に進められるようにということで、主に契約について理解を高めるな

ど、そういう内容を盛り込んだ、先ほどの第１部の話で取り上げさせていただいた「社会

への扉」を授業で活用いただくということ、それを全国に広げていきたいということで推

進しているということでございます。現在「社会への扉」の全国展開はどういう状況にあ

るかとか、あるいは今後の課題について、米山室長からお話しいただければと思います。 

○米山消費者庁消費者教育推進室長 この画面ですが、若年者への消費者教育に関するア

クションプログラムは、先ほど田中さんのお話しの中でありましたように、高等学校にお

ける消費者教育の推進、大学等における消費者教育の推進とか、大きな枠組みになってい

て、その中の１つとして、消費者教育教材を開発、手法の高度化というキーワードが書い

てございますけれども「社会への扉」のような実践的な能力を身につけるための副教材を

作って、それを活用していただこうということが、一番、注目していただいている我々の

対策の１つです。 

 今、金子参事官からもありましたように、これは去年から始めているものでございまし

て、パワーポイントの次なのですけれども、先ほどの徳島県さんのほうにもありましたが、

まずは１年目に、徳島の全ての学校で、全ての１年生を中心とした、生徒さんたちにこれ

をやっていただいた、実際にできたというすごいことがありましたので、それをほかの県

でも絶対に無理ということはないでしょうということで、くれぐれも申し上げますと「社

会への扉」が大事だからではなくて「社会への扉」を１つの素材として、実践的な消費者

教育を各学校でやっていただきたいということで、このような形の左側のグラフで、３年

間のうちに47都道府県全てにやっていただこうという意味です。 

 徳島県さんのように、１県がやりますといって、苦労をされたという話をこの後も伺え
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ると思うのですけれども、そういう形かどうかはともかくとして、いろいろな県で、いろ

いろな形で取り組んでいただく。先ほどの奈良県さんも、高知県さんも進めていますとい

うことを言っていただいていますけれども、2018年度の目標は８つの自治体と掲げてござ

いましたが、実際には、それよりたくさんのところで既に手を挙げていただいております。 

 飛ばしていただいて、８ページなのですけれども、第24回消費者教育推進会議の資料３

と書いてございますが、こんな形で、昨年度末ぐらい、11月の調査で、既に30年度から活

用に手をつけましたという都道府県さんがこれだけあります。平成31年度から始めますと

いうのは、これに加えて、右側の10県となっております。 

 実際には「社会への扉」を各県で使っていただくために、2018年度は、欲しいと言われ

たところに、欲しいと言っていただいた数だけ届けるというやり方で進めてきたのですけ

れども、ここにありますように、昨年末、平成30年11月調査で、平成31年度の最初からは、

どこどこ高校で何部要りますということも、調査で御要望いただいていますので、現在、

100万冊以上の「社会への扉」をお送りすることになっております。年度末までに、来年４

月以降から授業が始まることに間に合うように、各高校宛てに必要部数を送ることになっ

ています。 

 ただ、各県が「社会への扉」を使いますと言っていただきましても、最終的には先ほど

のすばらしい先生たちの実践、あるいは一人一人の先生たちが実際の授業をしてくださる

というところにたどり着いてこそでございます。 

 ちなみに、平成30年度から授業でやりますと言われたところも含めまして、実際に平成

30年度にどれぐらいの数の学校で実施していただいたかというのは、この後、各県からの

御報告をいただいて、それを取りまとめていくという手はずになっております。なので、

きれいな形で一斉にばっと実現できるものではないですが、地道にいろいろなところで取

り組んでいただきながら、学校の先生方にも活躍いただいているというのが、現状でござ

います。 

 パワーポイントに戻っていただいて、７ページなのですけれども、実際にやっていただ

いた今日の発表をお伺いしていて、涙が出るほどうれしかったのは「社会への扉」を作っ

てくださってありがとうございましたということで、私が作ったわけでもないのですが、

非常にうれしかったのですけれども、そういう先生方が実際に使っていただくためにも、

これから学校の先生として頑張っておられる先生方へも、指導力の向上とすごいことを書

いていますけれども、実際に消費者教育についてもやっていただいているような研修とい

ったことも、各都道府県にお願いしていきたいと思っていて、このような取りまとめの中

身に書いてあるような内容、これもアクションプログラムの内容の１つになっております。 

 消費者庁としましては、今後「社会への扉」などを中心とした実践的教材を活用して、

取り組んでいただきたいのですけれども、そのための支援として何ができるかということ

は、今、我々の課題です。やります、動きますという方向は、各都道府県の行政部局、教

育委員会の皆様方も、前向きに喫緊の課題としてやっていただいていますので、この後の
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支援の在り方・・・。先ほどの先生方の御報告でも、授業でパワーポイントをすごく使っ

ておられることも伺っています。「社会への扉」をパワーポイントにしたバージョンも、

ホームページにアップいたしました。自由にダウンロードしていただいて、更改できる形

になっております。そういった素材の提供など、新たな材料の提供みたいなこともしなけ

ればいけないと思っております。現在、そのような形で全国展開を進めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 先ほどの話の中にもあったのですけれども「社会への扉」ですが、我々がオフィスを立

ち上げたのは、平成29年の夏なのですけれども、その１年目の平成29年度から、県内の全

ての高校、特別支援学校、高等専門学校で使っていただいたということで、私は徳島在住

の参事官を拝命しておるのですけれども、私の任務の１つは、ここのオフィスからＰＲす

ることが１つの職務なのですが、いい事例ができていて、いの一番に使わせていただいて

いるというところにまでなっているということでございます。 

 どうしてこういうことが初年度からできるようになったかということで、私なりに考え

てみますと、徳島県さんの消費者行政、消費者教育は、教育委員会さんとの連携が非常に

できています。それが結構肝になっていると思っていて、他県で展開する際もそうだと思

っています。 

 我々は、消費者教育を進めるときに、そういう連携なり、接点を構築しながら進めてい

て、自己紹介の中にも触れていただいたのですけれども、もう少しお話しを伺えればとい

うことを考えております。これまでの連携であるとか、それぞれの役割、今後、どういっ

た連携をしていこうということがあれば、勝間課長、湊室長のお話しをお伺いできればと

思います。 

○勝間徳島県消費者くらし政策課長 徳島県の勝間でございます。 

 「社会への扉」を全国で準拠するという形については、私は知事部局の人間で、学校現

場でそういった授業を行っていただくためには、教育委員会としっかりした連携を考えて

いかなければ、実現はできないと思っております。  

 今、米山室長さんからもお話しがありましたが、全国でこういう事例が増えてきたとい

うことでございます。徳島県だけでやっているということではなくて、そういう事務局と

教育委員会の連携がどんどん広がっているのかと思っております。 

 実際に私自身が連携を進める中の気付きについて、幾つか説明をさせていただきたいと

思います。先ほど厚い資料の10ページにも書かせていただいておりますけれども、１つは、

知事部局と教育委員会のところの意思決定、あるいは時期、そういったものが違うのです。

そもそも仕事のやり方自体が少し違うことを十分意識しておくべきだと思っております。

特に学校におきましては、年度当初に授業計画、あるいは学校行事の予定が決まっている

ということもございますので、できれば前年度から計画を調整していくことが望ましいと
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いうことは、何度も聞かされたところでございます。 

 また、実際にやっていく中で、例えば校長会でありますとか、意思形成のプロセスみた

いなもので、要所でそれぞれのキーマンになっている方にお願いに上がります。その中で、

１つ、正式に依頼をするのだという形で、文書での依頼ということも、結構ポイントにな

るのかと実感をしたところでございます。 

 また、学校からの直接の問い合わせ、これはもちろん教育委員会さんに行くわけなので

すけれども、私どものほうにも来ます。私どもで答えられない部分もあるのですけれども、

それをしっかりと受けとめて、教育委員会と連携しながら、現場に返していくことも重要

なのだということを改めて感じたところでございます。 

 後ろのパワーポイントにはないのですけれども、学校現場で授業が難しいというところ

につきましては、11ページの上段に書かせていただいていますが、こういった制度を設け

まして、例えば弁護士さん、大学、企業、そういったところから講師を派遣して、もちろ

ん私どもの消費生活センターに配属されている教員の出前講座という形で、送り出すこと

もやっているところでございます。 

 それぞれの自治体でやり方が違うのかもしれませんけれども、教育委員会さんとしっか

りと話ができる、それをお互い積み上げていくカウンターパート、これをいかにして作っ

てくのかということは、非常に重要なのだろうと思っています。 

 今後についてなのですけれども、継続的に実施していく。徳島県は、先ほどお話しがあ

りましたとおり、平成29年度に何をやりましたかという話をさせていただきましたが、逆

に言うと、一般論としては、始めることよりも続けるということのほうが難しい、重要だ

ということを何度も思っているところでございます。そういったところについては、これ

からも教育委員会と協力していただきながら、１年目よりも２年目、２年目よりも３年目

と改善を図りながら、継続的に実施できるような環境整備を整えていきたいと思います。 

 先ほど中学生の教材を作っていくという話もさせていただきました。県の教育委員会だ

けではなく、中学校、小学校になると、市町村の教育委員会さんです。そういったところ

との連携が必要になってくると思っているところでございます。 

 以上です。 

○湊キャリア・消費者教育担当室長 失礼いたします。連携状況につきましては、今、勝

間課長さんからお話しがあったとおりでございます。その中で「社会への扉」を活用した

授業の実施について、県教育委員会の役割といたしましては、年度初めの校長会での説明、

各学校に対する周知、教員研修の実施など、各学校で円滑に消費者教育が実施できるよう

に努めてまいりました。 

 学校は、年度当初に年間指導計画を作成しまして、計画に従って授業を実施していくも

のでございます。このような学校現場の実情を部局と共有できた結果、教材の活用につい

ては、学校の特色や生徒の実態に応じて、教員の裁量、自由度を最優先に展開することが

できたと思っております。このことが全高校、特別支援学校、高専も含めてですが、活用
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ができた理由だと考えております。 

 教科としては、前にありますように、家庭科、公民科、ホームルーム活動、総合的な学

習の時間などで行われております。その他とありますのは、特別支援学校の中で実施した

時間でございます。 

 「社会への扉」を活用した授業を実践された先生方からは、まとめでも効果的だと感じ

た、生徒が多く興味を持って取り組んでいた、生徒の実態に合わせて活用できるなどの声

が多く聞かれているところです。 

 今後の連携の在り方といたしましては、新学習指導要領では、社会と共有、連携しなが

ら実践する、社会に開かれた教育課程を理念として掲げておるところでございます。学校

における消費者教育の推進のため、部局や関係機関と一層連携を図っていきたいと考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 ただいまお二人から、県における消費者行政部局と教育委員会の連携について、お話し

いただいたのですけれども、その中で、例えば学校の現場のレベルにおいても、人材の確

保とか、そういったことのお話しがありました。 

 消費者教育を進めていくときに、そういった学校の現場のニーズをうまく行政につない

でいくといいますか、行政がそれを把握して、例えば外部の人材をという形で紹介してい

くとか、いわばコーディネーターの役割の重要性も高まってくると思っているわけでござ

います。 

 実際に消費生活センターでそういったコーディネーターの役割をされているのは、松﨑

さんでございますけれども、松﨑さんにお伺いしたいのですが、消費生活センターも含め

て、学校と消費生活センターが円滑に連携していくためには、どういったところが必要に

なるのか、あるいは連携する上でどういった課題があるか、そういったことがあれば、お

話しいただければと思います。 

○松﨑高知県立消費生活センター消費者教育推進担当 まずお断りしないといけませんけ

れども、学校との連携は、自分自身が数年前まで学校にいた関係もあって、難しいという

のか、学校は学校でやらなければならないことがたくさんあってということで、大きな壁

があります。その中で、どうしたらいいのかということで考えたもので、３点ぐらいお話

ししたいと思います。 

 １点目です。まず学校の先生方からよく聞くのは、例えば消費者教育はどういうふうに

教えたらいいのとか、あるいはやらなければならないのはよくわかる、でも、そういった

消費者教育にそんなに時間はかけられないということは、よく聞くところです。 

 もう一方で、現在、国を挙げて、いわゆる働き方改革ということで、学校現場、あるい

は教育委員会は余分なものはどんどん切り捨てるというのは言い過ぎですが、いろんなこ

とをどんどん入れるのではなくて、精選しなさい。という動きがある。そういう中で、消
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費者教育という一見新しいことを要求するということに見えるのですが、これをいかにそ

うではないと理解してもらうかという、ここが課題だと思っています。 

 私どもは、学校がどういうことを求めているのかということは、しっかり把握するとい

うことで、どんな情報が提供できるのか、そういったことを明らかにして、今、とにかく

利用しやすいセンターとしての役割を求められているのではないかと思いまして、これか

ら後にお話しする言葉は、半分机上の空論みたいなところがあるかもしれませんが、１つ

は、学校の先生方に消費者教育が負担と感じられないような工夫、あるいは捉え方、これ

が大切だと思っています。 

 ここでいう工夫、捉え方というのは、消費者教育とは、学校が新しいことをするのでは

なくて、授業以外にも、学校の先生方の毎日の教育活動の中の様々な場面で、既にそれは

行われています。例えば地球環境の保全とか、あるいは食品ロスの問題、こういったこと

は大きく報じられています。今、話題の持続可能な社会の構築とか、こういったところに、

これまで学校側が随分昔からやってきた食育、あるいは道徳教育、環境教育、国際理解教

育、これらは全て消費者教育との関連性が非常に強いと思います。地産地消、後ろにあり

ますエシカル消費、フェアトレード、ずっと行われてきましたエコ活動とか、随分昔から、

こういったことは、各小中高でいろんな取組をやられています。 

 地域と密着した特色ある学校の取組の中には、消費者教育と重なる視点があります。で

すから、それを発掘することによって、連携ができると思います。そういった面で。学校、

教育委員会との連携を進めたいということが１つです。 

 ２つ目は、消費者教育というのは、単なる被害防止の啓発的、生活安全教育にとどまら

ない、消費者市民を育成するための教育だということを理解していただくということ、こ

れが必要だと思います。消費者市民という言葉自体は、学校ではほとんど定着していませ

んので、わかりにくいと思います。 

 ただ、学校の先生方には、消費者教育イコール啓発、一斉に体育館の中に集めて、こう

いうトラブルに遭わないようにしましょうと、これを消費者教育だと思い込んでいる先生

が非常に多いと思います。そうではなくて、自らを救済するだけではなくて、他者への理

解、共感に結び付けて、被害をなくすためにはどうしたらいいか、また、自分ができるこ

とは何かを考えて、行動できる力を身につける。これが消費者教育なのだということを、

いろんな機会を捉えて理解していただくことが、ますます重要になってくると思っていま

す。 

 最後に、２つ目と関連しますけれども、消費者市民社会の構築と言われていますが、こ

れは学校、教育委員会と連携して、強化していかないといけないと思っています。具体的

には、家庭科とか、あるいは社会、そういった教科はもちろんですけれども、例えば高校

で先行実施されています主権者教育、あるいは法教育、消費者教育は、こういったところ

とかなり重なりますので、例えばタイアップしたものを考えなければいけないと思ってい

ます。 
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 それから、いわゆるSDGs、持続可能な開発目標、あるいはエシカル消費、こういった認

知度は、まだまだ認知度は低いのですけれども、こういった学習を通じて、児童生徒は、

自立した消費者として行動し、より良い社会に向かって寄与する、そういったことが実感

できると思います。先生方も家庭科、社会科といった教科の枠を超えて、様々な切り口で

消費者教育に加わっていくことは可能になるのではないかと思っております。そういった

ことを考えておるところです。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 どうもありがとうございます。 

 松﨑さんのお話しの中でも、学校のニーズを踏まえて、どういったことができるかとか、

そういった活動をされていることであるとか、あるいはこれからしっかりやっていこうと

思われる先生方は、不安感といいますか、新たなことに取り組まなければいけないのでは

ないかという負担感といいますか、そういったものに対して、丁寧にこれまで教えていた

だく、延長線上にあることを伝えていただいているところを、話していただけたと思いま

す。 

 そういったコーディネーターの役割があるわけなのですけれども、米山室長のお話しの

中でも、アクションプログラムの中で、消費者教育コーディネーターの育成・配置も位置

づけている、そういったお話しがあったと思います。そこで、米山室長から、コーディネ

ーターの育成・配置について、今後の目標とか、方向性、そういったことをお話しいただ

ければと思います。 

○米山消費者庁消費者教育推進室長 先ほどの私の資料の６ページの「社会への扉」の右

側にグラフがあります。このように、今、司会からもありましたように、コーディネータ

ーの育成・配置ということも、目標の１つであると掲げてございます。 

 次のページの先ほど紹介しました人材育成といいましょうか、指導力向上の話の下にも、

弁護士や消費生活相談員などの外部人材の活用という意味でも、消費者教育コーディネー

ターが必要であることも書いてございます。 

 さらに９ページなのですけれども、消費者教育の基本的な方針の右下にも、消費者教育

コーディネーターがあります。多様な関係者や場をつなぐため、間に立って調整する役割

を担う消費者教育コーディネーターを置くということを明記してございます。 

 要するにコーディネーターが１人いて、その人が何でもやるスーパーマンということで

はなくて、いろいろな場をつなぐための調整役として、そういった立場の人が必要だろう

ということをうたっているわけでございます。 

 パワーポイントの資料の最後のほうの10ページなのですけれども、先ほど少し紹介しま

した分科会の報告書の中にも、コーディネーターはどういう役割なのかということで、教

育現場と外部の人材をつなぐための調整を行う役割ということで、ここにいろいろ書いて

ございます。 

 次のページ。どんな人材かというと、消費者教育の内容はわかっていて、講座の主体者
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と連携ができて、そして、学校の教育の実情にも精通しているような方と、抽象的に書か

れているのですけれども、こういった外部と教育現場をつなぐ役割という立場ですから、

位置づけとしては、行政の部局の組織の中にいることが望ましいだろう。短期的には元先

生とか、元公務員の方だけれども、長期的にはということで、右にありますように、徳島

県さんの実例のように、人事交流で両方のことがよくわかっている方を育成していただく

ことがとても大事なことです。こういったときの分科会の取りまとめの中に書いてござい

ます。 

 今のSDGsの話もそうなのですけれども、学校教育だけにぎゅっと集約しているだけでは

なくて、社会全体で消費者教育、いろんな領域で消費者教育があります。消費者市民社会

の構築もありますということを見ていただいたと思います。なので、学校だけではなく、

学校と地域ですとか、もっと子供たちとか、お年寄りも含めた大人たちへの消費者教育と

いうことも、全体を考えて場と人材をつなぐというコーディネーターの役割は、これから

ますます重要になっていくだろうと考えています。 

 今日のテーマから少しだけ外れますけれども、地域の連携に対する分科会も、消費者庁

の中で立ち上げて消費者教育コーディネーターの在り方について検討しています。現在、

各都道府県に、今年、平成30年４月で19のコーディネーターがいます。これは毎年消費者

庁で実施している地方消費者行政の現況調査という、行政部局からの答えをもとにした調

査結果なのですけれども、その前の年が16でしたから、確かにコーディネーターが増えて

いるように見えます。各地でいろいろな活動をされていますので、そういったことをもう

少し整理した上で、コーディネーターはどんな役割で、どこでどのように活動していらっ

しゃるのかといったことも、詳しく調べつつ、また、皆様にも発信していて、情報提供を

していきたいと思っております。コーディネーターという存在は１人ではない、コーディ

ネート役をする立場があることで、学校の中でも、地域でも、今、必要な消費者教育を進

めていけるだろうという信念のもと、これをどうやって広く展開していくか、先行事例を

伺いながら広めていきたいと考えているところでございます。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 それでは、田中さんにお伺いしたいのですけれども、学校との連携において、消費者教

育コーディネーターにどういうことを期待されるかについて、お話しいただければと思い

ます。 

○田中文部科学省男女共同参画共生社会学習・安全課課長補佐  

 消費者教育コーディネーターは、学校との接点を持つ際、指導計画との関係で、断られ

るというケースが結構あるかと思います。ただ、消費者教育というのは、必ずしもそれの

みを取り扱うのではなく、関連する科目の中でも散りばめられている要素が多々ございま

すので取っ掛かりとなる部分において盛り込む方法はあると思っています。 

 また、家庭科という科目だけではなく、例えば公民という教科との間でカリキュラムマ

ネジメントを図り、ポイントを集約しながら指導する方法もございますので、工夫次第で
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は、今までできなかった点でもできるようになる可能性はあると思っています。 

 さらに、環境教育で例えた場合、子供たちのペットボトルのポイ捨てという事案がテー

マになった際にポイ捨てをしたことで発生する問題点とか、影響などを考え、最終的にど

のような答えに導いていく指導の流れがあった場合、コーディネーターの方には、どの場

面で外部の方の知見が必要なのか、というニーズを捉えていただいた上で、何が協力でき

るかという点で調整をしていただきたいと考えています。 

 以前の事例として、とある企業の方が外部人材として学校で授業を担当した際にも、結

局、ニーズを踏まえたマッチングができていなかったため、自社の商品の宣伝のみに終始

し、保護者の皆様からも不満が出始めて、それ以降、学校側からお断りしているという事

例もありましたので、単に紹介に留まらず、事前調整を行ってほしいと思っています。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 期待される役割といいますか、学校の現場のニーズをしっかり捉えたことが大変重要だ

というお話しだったと思います。 

 もう少し幾つかお話しを伺いたかったのですけれども、司会の不手際もありまして、時

間も押してまいりましたので、そろそろまとめに入りたいと思っているわけなのですが、

最後に、皆様から、2022年度を迎えるに当たって、それぞれの立場で、今後どういったこ

とを取り組んでいきたいと思われているか、それをお話しいただくことにしたいと思いま

す。 

 松﨑さんから順番にお話しいただければと思います。 

○松﨑高知県立消費生活センター消費者教育推進担当 私からは幾つかあります。まず消

費者教育の担い手である学校の先生方に、消費者教育そのものを浸透させ、理解していた

だくということを進めてきたいと思っております。学校の先生方のニーズをつかむという

こと、それから、消費者教育のハードルを低くすること、これが重要だと思っています。 

 消費生活センターそのものの役割、存在、それも御存じない方が非常に多いです。成年

年齢引き下げということで、関心がかなり高まっておりますので、こういった機会を捉え

て、いろんな会で、宣伝、ＰＲもしていきたいと思っております。 

 学校の先生方との連携ということでは、例えば家庭科、あるいは公民科の先生方のいろ

いろな部会があります。そういったところにできれば出席させていただいて、やらなけれ

ばならないだろうと思っています。 

 最後に、先ほどから言っております地産地消とか、エシカル消費など、そういったこと、

あるいはSDGs、私もそんなに勉強はしておりませんので、自分自身が勉強して、消費者教

育をつなげていくことはできないかということで、徳島県とか、先進的に取り組んでいる

各県の方々から学んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○神澤奈良県消費生活センター消費生活相談員 奈良県消費生活センターで、特に取り組
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みたいことは３つあります。１つは、若年者への講座をさらに増やしたいと考えています。

誰でもそうなのですが、一度や二度、話を聞いて、それを実行するのは難しいと思います。

ですから、消費者トラブルの事例、対応の仕方、契約について、これが常識となる状態に

持っていくことが理想です。そのためには、小学校、中学校、高校、大学で何度も繰り返

し消費者教育の話を聞く、そういったものに触れるところに持っていきたいと思っており

ます。センターとしては、現場で何が起こっているのかということをリアルに伝えて、生

徒と学校側にその必要性を感じてもらうようにしたいと思います。 

 ２つ目は、学校側への必要性を感じてもらうということですが、私たちが講師に行くと

いうことだけではなくて、今以上に学校の先生方に消費者教育の必要性を感じてもらって、

学校内で話題にしてもらう、授業実践につながればよいと思っております。実際に先生方

といろいろ情報交換をさせてもらっていますが、本当にお忙しくて、授業時間をとっても

らうのは難しいです。その中でどういうふうにしたらよいのかということを、今後も連携

して、探っていきたいと思っております。 

 最後に、これは私たちの課題なのですが、若者がアクセスしやすい相談体制、これをど

うするかということです。電話をかけることは敷居が高いようですので、もっと相談しや

すい、あるいは消費者トラブルについての情報を検索しやすい、探しやすいといった仕組

みを考えて実行していきたいと思っております。 

 以上です。 

○湊キャリア・消費者教育担当室長 県教育委員会といたしましては、これまでにも幼小

中高の発達段階に応じた消費者教育を実践してまいりました。先ほどの「平成29年度

TOKUSHIMA 消費者教育活性化事業実践報告集」の中に、研究実例校として指定された県内

の学校の取組が紹介されておりますので、後ほど御覧いただけましたらと思います。 

 特に高等学校は、社会で生きていくために必要となる力を共通して身に付けることがで

きる、初等中等教育最後の教育機関でございます。引き続き「社会への扉」を活用した授

業を実施していくとともに、先ほど勝間課長さんからお話しのあった、中学校用の消費者

教育教材の活用、小学校教員に対する指導者養成講座の実施等、今後も学校が充実した消

費者教育を実践できるよう、教育委員会として支援してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○勝間徳島県消費者くらし政策課長 徳島県としましては、先ほども申し上げましたけれ

ども、我々はいいスタートが切れたと思っています。教育委員会との連携、高校での授業、

そういったものをしっかりと続けていく、それが重要なことだろうと思います。 

 成年年齢引き下げは、2022年度ということですが、そのときにどういうことが起こって

くるのか、まだまだ未知数の部分があります。それをしっかりと認めて、子供たちを守る

という側面も重要だと思っているところでございます。 

 私自身は、課長でもあるのですけれども、消費者情報センターの所長でもあります。先

ほど奈良県の神澤相談員からお話しをいただきました。あの話は、奈良県だけで起こって
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いることではありません。センターにも幾つかそういう相談が報告として上がってきてお

ります。  

20歳になることを待ち構えたようにしか思えないような、そういう事例もあります。そ

れが成年年齢引き下げが起こったときにどうなるのだろうかということもあろうかと思い

ます。今、消費者教育をしっかり進めておりますけれども、その中で、１つ、トラブル等々

があった場合に、188、つまり県の消費者情報センターにつないでいく形になりますので、

私どもとすれば、センターの相談員の中に蓄積されたノウハウ、そういったものを現場に

これまで以上につながっていけるような、そういうものをつくり上げたいと思っておりま

す。 

 １点だけですが、今日、お手元の中に国民生活センターからの子どもサポート情報があ

ります。こういうものは、若い人たちでは、マルチでありますとか、儲け話でありますと

か、こういう相談も結構受けているところでございます。今日、徳島県内の方が多いと思

います。もう一度、こういう教材を使っていただきながら、啓発をいただきたいと思って

いるところでございます。 

 私どもとしては、今のような消費者教育、教育委員会としっかりした連携を継続して実

施し、そういうことによって、若年者の消費者教育をしっかりと取り組んで、１人でも多

く子供たちの消費者被害の防止、ひいては消費者市民社会の構築、そういったものを目指

しまして、精一杯取り組んでまいりたいと考えております。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

○米山消費者庁消費者教育推進室長 2022年に向けてということで申し上げるとすれば

「社会への扉」は、今、せっかく使い始めて、今日も見せていただいたすばらしい実践が

進んでいる、それを消費者庁としましては、支援をしてまいりたいと思っております。新

しいタイムリーな情報の提供ですとか、先ほどもご紹介しましたパワーポイント版を使っ

ていただこうと思っておりますので、そういった活用事例を消費者庁としても集めていく

などしながら、現場の先生方にこれならやれると思っていただけるような情報提供に努め

たい。 

 コーディネーターのことは、先ほども申しましたけれども、実際に名称が何であれ、学

校現場と外部の人材をつなぐということ、消費者教育を進めるためにどういうことをして

いたらいいかをきちっと考えて、活動していただける方を育成・配置するための仕掛けづ

くりということをやらなければならないと思っています。被害防止にとどまらない消費者

市民社会をつくるという人たちを育てる、そういう大きな目標に向かって、消費者庁とし

ては、支援し続けるべきと考えております。 

○田中文部科学省男女共同参画共生社会学習・安全課課長補佐 文部科学省としては、ア

クションプログラムを推進していくことが大前提でございますけれども、これに加えて保

護者の皆様への働き掛けが必要だと感じております。 

 また、若年者の被害を防ぐという点はクローズアップされていますが、最終的に消費者



43 

 

市民社会の一員として社会を形成する所までは上手く繋がっていないと認識しております。 

例えば、勤務先で不適切な動画を撮影した後に拡散して、後日勤務先から賠償請求が出さ

れるというケースがございます。当事者は、その場のノリや、雰囲気に乗じて行ってしま

ったとの理由を聞く度に、その先に待ち構えている結果までは計算できていないケースが

大半を占めています。 

 このような事案に触れますと、若年者被害を防ぐとともに、消費者市民社会の一員とし

て責任を持って生活していくための意義づけも含めまして、しっかりと取組を進めていけ

ればと考えています。 

 以上です。 

○金子消費者庁参事官 ありがとうございます。 

 本日は、それぞれの立場からお話しをいただきまして、2022年の成年年齢引き下げを迎

える前に、それぞれが強みを生かしながら、連携を進めていかなければいけません。そう

いったことを考えるきっかけにできたと思います。 

 ディスカッションの終わりに当たりまして、最後に、発言者のパネラーの皆様に拍手を

お願いできればと思います。（拍手） 

○司会 皆様、ありがとうございました。 

 以上で意見交換会は終了とさせていただきます。 

 御登壇者の方々、お席にお戻りいただけますでしょうか。 

 この後、最後に、閉会に当たりまして、消費者庁参事官の金子浩之から御挨拶を申し上

げますが、準備が整うまで、御案内をさせていただきます。 

 冒頭にもお伝えをさせていただきましたが、アンケートを本日の資料の最後に入れてお

りますので、書いていただいて、帰る際には、受付に回収ボックスが置いてありますので、

そちらに入れていただければと思います。 

 それでは、準備が整ったようですので、御挨拶をお願いいたします。 

○金子消費者庁参事官 本日の実践報告会の閉会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上

げたいと思います。 

 本日は、たくさんの方々に御参加いただきまして、まことにありがとうございます。 

 本日の報告会は、教材である「社会への扉」を活用した授業の報告と、成年年齢引き下

げに向けての実践的な消費者教育の推進の在り方、そういったことについて、御報告され

ていただいたという内容でございます。 

 私どもの立場としては、特に高校生などの若い次世代の人たちに、自分のこととして考

えてもらえるような具体例をお示しできたらいいと、特に実践報告の中で、それぞれにい

ろいろな使い方をされているわけなのですけれども、いろいろな使い方をして、それぞれ

に授業を展開されていることは、よく分かりました。大変ありがたいことだと思っており

ます。 

 今回、参加された方々の中で、これから取り組もうと思っている方もいらっしゃると思
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うのですけれども、こういう例もありますし、加えて事例集を掲載しておりますので、そ

ういったものを参考にしながら、それぞれの先生方のやり方に応じた教え方といいますか、

そういったところを考えていただければありがたいと思っております。 

 成年年齢の引き下げに向けまして、実践的な消費者教育を実施するために、当庁といた

しましても、ますます取組を進めていきたいと思っております。我々だけの努力だけでは

なくて、先生方も含めまして、様々な方々の協力もあると思っておりますので、今後も皆

様の御理解、御協力を賜りますように、今回、御参加いただきました皆様に期待をいたし

まして、私の言葉とさせていただければと思います。 

本日は、長時間にわたりまして、参加いただきまして、ありがとうございました。（拍

手） 

○司会 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日のプログラムは、全て終了となります。 

 御登壇されました皆様方、どうもありがとうございました。 

 円滑な進行に御協力いただきましたこと、まことにありがとうございます。 

 本日は、遠くからたくさんの方に御参加をいただいております。ありがとうございます。 

 ここでプログラムは終了となりますが、せっかくの機会ですので、先ほど御質問ができ

なかった方など、お時間がある方は、全員ではないのですが、意見交換会の参加者も残り

ますので、御質問等に来ていただければと思います。 

 まだ駐車場の駐車券を機械にお通しになっておられない方は、通してお帰りいただけれ

ばと思います。 

 お忘れものなどないように、最後に、いま一度、お席の周りを御確認いただければと思

います。 

 皆様、お気をつけて、お帰りいただければと思います。本日は、長い間、お時間をいた

だきまして、少し進行が遅れてしまいましたことをお詫び申し上げます。申し訳ありませ

んでした。本当にありがとうございました。（拍手） 

 


