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小・中・高等学校における実施状況

2



学習指導要領における消費者関係教育に関する主な内容（小学校）

① 小学校＜文部科学省平成２０年３月告示＞ （平成２３年度から実施）

（社会科）
・地域の社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱う

（家庭科）
・物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考えること
・身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること
・自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き、物の使い方などを工夫できること

（特別の教科 道徳） ※平成２７年３月告示（平成３０年度から実施）
・節度を守り節制に心掛けること
・法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り、自他の権利を大切にし、義務を果
たすこと

〇学習指導要領に基づき、小・中・高等学校の社会科、公民科、家庭科などの教科等を中
心に、児童生徒の発達段階を踏まえ、消費者関係教育に関する内容を指導。

※下線部分は学習指導要領の改訂において充実を図った部分
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学習指導要領における消費者関係教育に関する主な内容（中学校）

② 中学校＜文部科学省平成２０年３月告示＞ （平成２４年度から実施）

（社会科（公民））
・社会生活における物事の決定の仕方、きまりの意義、法の意義
・契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気付かせること
・金融などの仕組みや働き
（→家計の貯蓄の循環、直接金融・間接金融 等）

・消費者の自立の支援なども含めた消費者行政

（技術・家庭科）
・自分や家族の消費生活に関心をもち、消費者の基本的な権利と責任について理解すること

（→消費者基本法、消費生活センター、クーリング・オフ制度 等）
・販売方法の特徴について知り、生活に必要な物質・サービスの適切な選択、
購入及び活用ができること

・環境に配慮した消費生活について工夫し、実践できること。

（特別の教科 道徳） ※平成２７年３月告示（平成３１年度から実施）
・節度を守り節制に心掛け、安全で調和のある生活をすること
・法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよい在り方について考
え、自他の権利を大切にし、義務を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること。

※下線部分は学習指導要領の改訂において充実を図った部分
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学習指導要領における消費者関係教育に関する主な内容（高等学校）

③ 高等学校＜文部科学省平成２１年３月告示＞ （平成２５年度入学生から実施）
（公民科）

・法や規範の意義及び役割
・消費者に関する問題
（→ 消費者基本法、消費者契約法、多重債務問題、製品事故 等）

・金融制度や資金の流れ、金融環境の変化

（→ 金融市場の意義や役割、金融商品の多様化 等）

（家庭科）
・消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任

（→ 消費構造の変化、消費行動の多様化 等）
・消費生活と生涯を見通した経済の計画
（→ 貯蓄や保険などの資金計画 等）

・契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題
（→ クレジットカードの適切な利用、多重債務問題 等）

・消費者問題や消費者の自立と支援
・持続可能な社会を目指したライフスタイルの確立
（→自らの消費行動によって環境負荷を低減させ、進んで地球環境保全に貢献できる
ライフスタイルの実践）

※（→ ）内は学習指導要領解説における記述

※下線部分は学習指導要領の改訂において充実を図った部分
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（注）Ｐ６～Ｐ20（教科書抜粋資料）については掲載省略。 



課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業

今後、基礎的・基本的な知識・技能の習得とともに、学んだことを活用して自ら課題を発見し、他者と
協働してその解決に取り組み、新たな価値を創造する力、社会性や人間関係形成能力などの育成が
一層重要。このため、一方的に教えられる受け身の授業から、子供たちが課題の解決に向けて主体
的・協働的に学ぶ授業への転換を図るための実践研究を行う。

実社会との接点を重視した
課題解決型学習プログラムに係る実践研究

・社会で自立し、その持続可能な発展を支えるために必要と
なる具体的な内容（例えば、労働、消費生活、税、社会保
障、政治参加、経済、ＥＳＤなどに関すること）の習得と、そ
れらを活用して地域の課題の解決に取り組む体験的・実
践的な学習活動に関する各教科等横断的なプログラムを
開発

・社会的自立のために必要となる具体的な内容をまとめた
教材を作成

【学習プログラムの開発】

【国際バカロレアのカリキュラムの分析】

学力定着に課題を抱える学校の
重点的・包括的支援に関する実践研究

・学習意欲の向上と学力の定着に向けた学校・家庭・地域の連携による効
果的な取組の在り方などについて実践研究を実施

言語活動の充実に関する実践研究

・思考力・判断力・表現力等の効果的な育成に向け、主体的な言語活動を
重視した指導の充実を図るための実践研究を実施

・言語活動の充実に関する検証改善委員会（仮称）を設置し、全国におけ
る言語活動の実態等を把握・分析

対話・創作・表現活動等を通じた
児童生徒の人間関係形成能力等の育成

・ディスカッション、創作、表現、ソーシャルスキルトレーニング、ピアサポー
ト等を取り入れた教育活動による実践研究を実施

・ディスカッション等を取り入れた教育活動の企画等ができる指導者養成
研修プログラムを開発

【指導方法・指導体制の工夫・改善】

成果の普及

課題の解決に向けて主体的・協働的に学ぶ授業の推進

平成27年度予算額
100,912千円（新規）

国際バカロレアのカリキュラムに関する調査研究

・基礎的な知識・技能及び、これらを活用して課題を解決す
るために必要な思考力・判断力・表現力等をはじめ、「生きる
力」の習得に資する国際バカロレアのカリキュラムについて
調査研究することにより、我が国の教育の改善やグローバ
ル人材の育成等に生かす。
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「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問(平成26年11月）の概要

１．新しい時代に求められる資質・能力を踏まえた、初等中等教育全体を通じた改訂の基本方針、

学習・指導方法の在り方（アクティブ・ラーニング）や評価方法の在り方等

２．新たな教科･科目等の在り方や、既存の教科･科目等の目標･内容の見直し

○グローバル社会において求められる英語教育の在り方（小学校における英語教育の拡充強化、
中・高等学校における英語教育の高度化）

○国家及び社会の責任ある形成者を育むための高等学校教育の在り方

・主体的に社会参画するための力を育てる新たな科目等

・日本史の必修化の扱いなど地理歴史科の見直し

・より高度な思考力等を育成する新たな教科・科目

・より探究的な学習活動を重視する視点からの「総合的な学習の時間」の改善

・社会的要請も踏まえた専門学科のカリキュラムの在り方など、職業教育の充実

・義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための教科・科目等 など

３．各学校におけるカリキュラム･マネジメントや、学習･指導方法及び評価方法の改善支援の方策

◆ 子供たちが成人して社会で活躍する頃には、生産年齢人
口の減少、グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等に
より、社会や職業の在り方そのものも大きく変化する可能性。

◆ そうした厳しい挑戦の時代を乗り越え、伝統や文化に立脚
し、高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働し
ながら価値の創造に挑み、未来を切り開いていく力が必要。

◆ そのためには、教育の在り方も一層進化させる必要。

◆ 特に、学ぶことと社会とのつながりを意識し、｢何を教
えるか｣という知識の質・量の改善に加え、「どのように
学ぶか」という、学びの質や深まりを重視することが必
要。また、学びの成果として「どのような力が身に付い
たか」という視点が重要。

趣旨

⇒平成28年度中を目途に答申、2020年（平成32年）から順次実施予定

審議事項の柱
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教育課程企画特別部会 『論点整理』 （平成２７年８月２６日） （抄）

「育成すべき資質・能力」 関連記載 （本文９～１１頁）

（資質・能力の要素）

○ これら三要素を議論の出発点としながら、学習する子供の視点に立ち、育成すべき資質・能力を

以下のような三つの柱（以下「三つの柱」という。）で整理することが考えられる。教育課程には、発

達に応じて、これら三つをそれぞれバランスよくふくらませながら、子供たちが大きく成長していける

ようにする役割が期待されており、各教科等の文脈の中で身に付けていく力と、教科横断的に身に

付けていく力とを相互に関連付けながら育成していく必要がある。

ⅰ）「何を知っているか、何ができるか（個別の知識・技能）」

・・・

ⅱ）「知っていること・できることをどう使うか（思考力・判断力・表現力等）」

・・・

ⅲ）「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間性等）」

・・・
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教育課程企画特別部会 『論点整理』 （平成２７年８月２６日） （抄）

「育成すべき資質・能力」 関連記載 （本文１２、１３頁）

（変化の中に生きる社会的存在として）

○ 複雑で変化の激しい社会の中では、固有の組織のこれまでの在り方を前提としてどのように生きる
かだけではなく、様々な情報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら、自分を社会の中でどの
ように位置付け、社会をどう描くかを考え、他者と一緒に生き、課題を解決していくための力が必要と
なる。主権を有し、今後の我が国の在り方に責任を有する国民の一人として、また、多様な個性・能
力を生かして活躍する自立した人間として、こうした力を身に付け、適切な判断・意思決定や公正な
世論の形成、政治参加や社会参画、一層多様性が高まる社会における自立と共生に向けた行動を
取っていくことが求められる。

○ こうした観点から、平和で民主的な国家及び社会の形成者として求められる力をはじめ、生産や消
費などの経済的主体等として求められる力や、安全な生活や社会づくりに必要な資質・能力を育んで
いくことや、急速に情報化が進展する社会の中で、情報や情報手段を主体的に選択し活用していく
ために必要な情報活用能力、物事を多角的・多面的に吟味し見定めていく力（いわゆる「クリティカ
ル・シンキング」）、統計的な分析に基づき判断する力、思考するために必要な知識やスキルなどを、
各学 校段階を通じて体系的に育んでいくことの重要性は高まっていると考えられる。（・・・）

（資質・能力の要との関連性）

○ こうした資質・能力についても、それぞれを三つの柱に沿って整理し、下記（３）①に示す学習指導
要領等の構造化の考え方の中で各教科等との関係を整理していくことが必要である。そのほか、個
別のいわゆる現代的な課題やテーマに焦点化した教育についても、これらが教科横断的なテーマで
あることを踏まえ、それを通じてどのような資質・能力の育成を目指すのかを整理し、学習指導要領
等の構造化の考え方の中で検討していくことが必要である。
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教育課程企画特別部会 『論点整理』 （平成２７年８月２６日） （抄）

「各教科・科目等の内容の見直し」 関連記載
（本文３５、３６、４０、４１頁）

③社会、地理歴史、公民

○ （・・・）公民科は、様々な課題を捉え考察する基となる概念・理論や先哲の多様な思想を学び、そ

れを通じて多様な文化に触れ、グローバルな社会の中で、自らが考え、選択・判断する力を鍛える

教科としての意義を持つ。そうした公民科における共通必履修科目として、家庭科や情報科をはじ

めとする関係教科・科目等とも連携しながら、主体的な社会参画に必要な力を、人間としての在り方

生き方の考察と関わらせながら実践的に育む科目「公共（仮称）」の設置を検討することが求められ

る。なお、「公共（仮称）」については、社会的・職業的な自立に向けて必要な力を育むキャリア教育

の中核となる時間として位置付けることを検討する。 （・・・）

⑩家庭、技術・家庭

○ （・・・）家庭科及び家庭分野においては、生活の科学的な理解や、生活課題を解決する能力と実

践的な態度を育成すること等について、更なる充実が求められるところである。次期改訂に向けて

は、幼児期に育まれたいろいろな人との関わりや健康な心と体等の基礎の上に、小・中・高等学校

教育を通じて育成すべき資質・能力を、三つの柱に沿って明確化し、各学校段階を通じて、家庭や

社会とのつながりを重視するとともに、少子高齢社会、資源や環境に配慮したライフスタイルの確立

や持続可能な社会づくりのための力や、他者と共生し自立して生活する力、生涯を見通して生活を

設計し創造していく力の育成等を図っていくことが求められる。
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高等学校 公民科目の今後の在り方について（検討素案）

課題

＜参考＞
・学校における道徳教育は、…人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図るものとし、各教科
の属する科目、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの特質に応じて、適切な指導を行わなければならない。（「高等学校学習指導要領総則第1款 教
育課程編成の一般方針」）

倫理的主体
となること

法的主体とな
ること

国家・社会の形成者と
して、必要な知識を基
盤として選択・判断の
基準を形成し、それを
使って主体的な選択・
判断を行い、他者と協
働しながら様々な課題
を解決していくために

必要な力※

自立した生
活を営む主
体及び家族
の構成員と
なること

地域社会
の構成員
となるこ
と

持続可能な社会
づくりに向けた
役割を担う主体
となること

・・・とな
ること

様々な情報
を発信・受
信する知的
主体となる
こと

経済的主体と
なること

生産者、消費者
労働者・・・）

※新科目の構成においては、現行の関連する科目だけでなく、
各教科・科目等との連携・役割分担を念頭に置きながら検討。

※具体的なスキル・リテラシーとしてどのような力を、どのよう
な学習活動を通じて育むかという議論も必要。

○立場や文化によって意見の
異なる様々な課題につい
て、その背景にある考え方
を踏まえてよりよい課題解
決の在り方を協働的に考
察し、公正に判断、合意形
成する力

課題解決のための論理的
な思考

○様々な課題を捉え、考察す
るための基準となる概念や
理論を、古今東西の知的
蓄積を通して習得する力

○公共的な事柄に自ら参画
しようとする意欲や態度

○現代社会に生きる人間と
しての在り方生き方につ
いての自覚

(新科目「公共」（仮称）のイメージ)

「公共」の扉（なぜ「公共」を学ぶのか）<仮>

様々な主体としての私たちの生き方<仮>

持続可能な社会づくりの主体としての私たち<仮>

➀積極的に社会参
加する意欲が国際
的に見て低い

②現代社会の諸課
題等についての理論
や概念の理解、情報
活用能力、自己の生
き方等に結びつけて
考えることに課題

③課題解決的な学
習が十分に行われ
ていない

社会的・職業的な自立や社会参画に向けた意識 社会と個人との関わりに
ついての倫理思想 アイデンティティー 自己実現 ・・・

社会保障（年金、健康保険等） 情報 消費行動 契約 財政と納税 雇用
政治参加（選挙等） 家族（制度的側面など） 自由・権利 責任・義務 ・・・

文化と宗教の多様性 国際平和 社会的な課題発見・解決に向けた探究 ・・・

政治的主体と
なること(主権者、
有権者・・・)

学習活動の例

討論、ディベート

模擬選挙、模擬投票

模擬裁判

外部の専門家の講演

新聞を題材にした学習

体験活動、インターンシッ
プの準備と振り返り ・・・

弁護士
選挙管理委員会
消費者センター
報道機関
留学生
企業 経済団体
起業家
NPO、NGO ・・・

関係する
専門家・機関

資質・能力

④キャリア教育の中
核となる時間の設定

新科目を通じて
育成する資質・能力
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共通必履修科目の在り方
○社会の変化への対応
・少子高齢社会を踏まえ、乳幼児や高齢者を支えるために
必要な知識や技術、コミュニケーション能力を育成

○生涯を通して、自他の生命を守る衣食住生活の実践力を
育成、 食育の充実 （例 生活習慣病を予防するために生涯を
見通して食生活を営む力、災害時等の生活上のリスクに対応し
た衣食住の知識や技術 等 ）

高等学校 家庭科目の今後の在り方について（検討素案）

≪

検
討
の
方
向
性
（案
）≫

・女子のみ履修であった高等学校の家庭科は、平成６年度から男女必履修となり21年が経過した。「家庭科は実生活に役立つ」、
「家庭科を学習してよかった」と、生徒は肯定的に捉えている。

・ 「将来生きていくために重要な科目である。」という意識も高い。

［学習方法や資質・能力に関する課題］
・生活者として自立し、社会に参画するために必要な知識や技術
を科学的な根拠に基づいて身に付ける必要がある

・問題解決的な学習において、「何を問題とし」「どう解決するのか」
について、生徒の興味・関心を踏まえた学習になっていない。

［学習内容の課題］
・将来を見通した生活設計に必要な生活の課題（就職・結婚、各ラ
イフステージで想定される生活上のリスクへの対応方法等）につ
いての内容を充実する必要がある。

≪

改
善
の
視
点
（案
）≫

○生活者の視点を踏まえた消費者教育の充実（生活情報を収集し、
適切に意思決定する力を育成） ※公民科における新科目の在り方と連携

○地域との交流等を通して社会に参画する力を育成

○衣食住の生活文化の継承（例 和食、和装、生活を豊かにするもてなし等）

≪

成
果≫

家庭科で育成する資質・能力の育成

○生活を科学的に理解し、生涯を通して安心・安全・健康的な生活を営む実践力を育成する
○生活の課題を解決するために、様々な年代の人と協働し、コミュニケーションして主体的に参画する力

◆少子高齢社会に対応する力
（子育て理解、高齢者の理解、
生涯生活設計能力）

◆持続可能な社会を構築する力
（消費・環境に配慮したライフスタ
イルの確立）

◆生活課題を解決するために
必要な社会参画力、コミュニ
ケーション能力（地域コミュニ
ティを構築）

◆グローバル化に対応する力
（衣食住の生活文化の継承・
発信）

≪

課
題≫

・生活体験が減少している生徒に対して、実験や実習等を取り入れ、現実の生活の中で活用するための実践力や応用力
を身に付ける必要がある。

・生活上の課題を設定し、解決方法を考え計画を立てて実践するといった問題解決的な学習が効果的に行われていない。
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大学・社会教育における実施状況
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消費者教育推進事業について

消費者教育は、
家庭における教育
も重要との認識か
ら、親子を対象と
した消費者教育を
実施する際の企画
実施者向け手引き
を作成。

手引きでは、親子で参加
しやすいワークショップを
取り上げ、その企画から準
備、実施、評価までのプロ
セスについて解説したほか、
具体的な実践例も掲載。

親子を対象にした消費者
教育を推進するための具体
的な教材例として作成。

すごろくに買い物の要素
を盛り込み、物を選択し、
お金と交換するという消費
活動の基本を習得できるよ
うにした。

マナビィといっしょに
おつかいすごろく

消費者教育実践の手引き
～親子を対象にした教育実践～

消費者教育の推進に当たっては、平成２２年度より「消費者教育推進事業」を実施し、有識者からなる消
費者教育推進委員会のもと、大学等や地域における消費者教育の充実を目指し、以下の取組を実施。

大学等及び社
会教育におけ
る消費者教育
の指針

本指針では、
従来から行われ
ている被害防止
教育だけではな
く、自らが主体
的に行動してい
く自立した消費
者を育成するた
め、大学等及び
社会教育におけ
る教育の基本的
方針を提示。

（Ｈ２２年度）

（Ｈ２３年度）
（Ｈ２３年度）

地域における消
費者教育実践の
ヒント集

地域における消費者
教育が効果的に推進さ
れるよう、平成２４年
度に実施した消費者教
育フェスタの成果を中
心に、連携・協働体制
の構築のためのヒント
や先進地域の事例等を
提示。

（Ｈ２４年度）

地域における様々な主体
の連携と協働を目指して
-平成25年度｢連携･協働によ
る消費者教育推進事業｣を踏
まえて- （Ｈ２６年度）

平成２５年度の「消費者
教育に関する取組状況調
査」のフォローアップ調査
結果や実証的共同研究、消
費者教育フェスタ等につい
て、報告書を作成。
今後の多様な主体の連

携・協働による消費者教育
推進のためのアドバイスや
提言も掲載。

文部科学省の消費者教育に関する事業の成果を広く還元するとともに、消費者教育を実践する多様な
主体と連携・協働することにより、消費者教育の更なる推進を図ることを目的に、消費者教育フェスタ
を開催。フェスタでは、講演、パネルディスカッションのほか、消費者教育の授業公開や各種企業・団
体によるワークショップ等を実施。（平成26年度は、大阪府堺市・静岡市・川崎市の３会場で開催。）

消費者教育フェスタ（H22年度～）「消費者教育フェスタ with土曜学習」（H27年3月）
での消費者教育に関する授業実践の様子
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大学等及び社会教育における消費者教育の指針 （ 概 要 ）
消費者教育推進委員会（平成２３年３月３０日）

消費者基本法の改正（平成16年）
・「消費者の権利の尊重」「消費者の自立の支援」が基本理念に盛り
込まれ、消費者教育に関する規定が充実。

消費者庁関連三法（平成21年）
・消費者庁関連三法の審議過程において、消費者安全法に消費者
教育の規定が国及び地方公共団体の責務として盛り込まれる。

・三法案に対する付帯決議において、消費者教育の充実が求めら
れた。

消費者基本計画（平成22年）
・「消費者の利益の擁護及び増進」、「消費者の権利の尊重及び自
立の支援」を一層充実させるため、消費者政策の基本的方向とし
て、「消費者に対する啓発活動の推進と消費生活に関する消費者
の充実」、その具体的施策の一つとして、「大学等及び社会教育に
おける消費者教育の指針の作成」を記載。

経 緯
○ 暮らしの土台そのものを揺るがす問題の発生
～ 食の安全・安心という消費生活の最も基本的な事項に対する消費者の信頼を揺るがす事件や高齢社会を迎えるに当
たって高齢者の生活の基盤である資産を狙った悪質商法など

○ インターネットや携帯電話の普及により、若い世代における消費者トラブルの急増

背 景

＜平成22年度文部科学省委託調査「消費者教育に関する取組状況調査」＞
○ 消費者問題に関する大学等の取組の現状
・消費者教育に関する教育（科目、ゼミ等）に尋ねたところ、「回答する科目がない」とした大学等は約半数。
・教職員に対する啓発・情報提供は、約７割の大学等において行われていない。
・消費者教育を推進する際の課題として、約３割強が「指導者や講師となる人材がいない」、約２割弱が「どのような取組
をすればよいかわからない」と回答（複数回答による）。

○ 社会教育における消費者教育に関する教育委員会の取組の現状
・約３割弱の教育委員会が、社会教育における消費者教育に取り組んでいる。
・消費者教育を推進する際の課題として、「指導者や講師となる人材がいない」、「予算がない」、「どのような取組をすれ
ばよいかわからない」、「活用できる教材が少ない」の回答が約２割程度あげられた（複数回答による）。

大学等及び社会教育における消費者教育の指針
消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援するための教育の指針

＜消費者教育の目的＞
① 消費に関する基礎的・基本的な知識及び技能を習得し、これらを活用して、
消費者被害等の危機回避能力、生活設計能力、問題解決能力をはぐくむ。

② 他者や社会とのかかわりにおいて意思決定し、よりよい社会を形成する
主体として、経済活動に関して倫理観を持って責任ある行動をとれるように
する。

③ 消費を、持続可能な社会を実現するための重要な要素として認識し、持
続可能な社会を目指してライフスタイルを工夫し、主体的に行動できるよう
にする。

＜消費者教育の目的を達成するための戦略＞
（１）生涯学習の一環として、消費者教育を学び続けることができる環境づくり
（２）学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、消費者教育の充実
（３）持続可能な社会づくりに向けた視点を取り入れた消費者教育の推進

（１）大学等及び社会教育における消費者教育の目的と戦略を明確化

＜大学等の役割から見た消費者教育の必要性＞
（１）学生への生活支援
（２）自立した消費者及び職業人並びに消費生活に係る

専門的人材の育成
（３）生涯学習拠点としての地域貢献
（４）大学組織の危機管理
＜大学等における消費者教育の取組の方向性＞
①啓発･相談 ②教育･研究
③地域貢献 ④サークル・自主活動

＜社会教育の役割から見た消費者教育の必要性＞
（１）自立した消費者の育成
（２）地域社会（コミュニティ）の基盤強化
＜社会教育における消費者教育の取組の方向性＞
①消費者教育の担い手育成
②総合的、継続的な学習機会の提供
③アウトリーチによる学習機会の提供
※アウトリーチ＝手を伸ばす、差し伸べる

【取組事例】
・明治大学（学生相談室による啓発及び法律相談）
・三重大学（替え歌等の能動的要素を加えた授業）

【取組事例】
・鳥取県（高等教育機関との連携による学習機会の提供）
・福岡県、地元企業（企業の地域貢献活動による啓発）
・香川県（市町教育委員会社会教育担当との連携）

（２）消費者教育の推進に関する大学等及び社会教育の役割、効果的な教育の在り方等をとりまとめ

社会状況に対応した、消費者への教育を推進するために参考となる指針が必要
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連携・協働による消費者教育推進事業 27年度予算額 12百万円 （15百万円）

【事業内容】

委託調査研究の審査及び評価、地域における消費者教育を推進す
る際の教育行政分野での取組方策等の検討を行う。

消費者教育推進委員会の設置

自主的な消費者教育の推進体制づくりが困難な地域を想定し、効果的
な教育体制を実証する。調査研究の実施体制として、地域の教育委員会
や関係機関等で実行委員会を組織する。その上で、社会教育の仕組みや
取組を活用し、連携・協働により消費者教育を実施する。

連携・協働による消費者教育推進のための実証的調査研究

全国の社会教育等における消費者教育の先駆的実践者を、文部科
学省が委嘱し、地方自治体等の求めに応じて派遣する。具体的には、
委託先への助言のほか、消費者教育推進体制が立ち上がった地域を
対象に、推進する上での個別の課題に関して指導・助言を行う。

消費者教育アドバイザーの組織化・派遣

文部科学省 地 域

文部科学省、委託先等からの成果報告及び地域課題の共有や人的
交流が行われる場として、全国協議会を中央及び地方で開催する。

消費者教育連携・協働推進全国協議会の開催

委 託

助 言

報 告

【取組例】
・図書館等社会教育施設において、消費者団体等と協働で、消費者教育講座
を実施。親子、高齢者など受講者の特性に合わせた学習機会を提供。
・消費者団体・企業等が行っている講師派遣や出前講座等の取組を、学校や
大学、社会教育施設、町内会等で実施するための橋渡し。
・消費者、福祉、環境等多様な関係者が行っている取組実践を共有し、相互に
連携するためのきっかけづくり（地域における消費者教育の見本市等）

・「消費者基本法」及び「消費者基本計画」に基づき、国として「学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策
を講ずる」必要がある。〈消費者基本法第17条〉

・「消費者教育推進法」においても、基本理念として「消費者教育を推進する多様な主体の連携の確保による効果的な実施」が定められている。また、都道府県・市町
村においては、消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置が努力義務として規定。〈消費者教育推進法第３条、第10条、第20条〉

・推進法を受けて閣議決定された「消費者教育の推進に関する基本的な方針」においては、地域の多様な主体間のネットワーク化を図ること、相互の連携と情報共有
の仕組みを作ることの必要性が明記。

【消費者教育に係る法律、計画等】

地域における消費者教育が一層推進されるよう、教育行政を含む連携・協働体制づくりを支援

・ 社会教育では、これまで公民館等で現代的・地域課題に関し、地域住民への
教育・学習支援を行ってきている。

→ 地域の教育を推進する上で有効な力を有する社会教育が消費者教育の推
進に生かされていない。

・ 教育委員会と消費者担当部局との連絡協議会の設置状況（都道府県・政
令市：50.7％、市町村：5.6%）

・ 連絡協議会の課題「取組報告に終わる」（18.6%）、「形式的」（20.0%）
→ 教育委員会において、消費者教育の実施意識が低く、消費者担当部局と
の連携も意識されていない。

【現状と課題】 ～消費者教育取組状況調査（25年度文部科学省委託調査）から～

効果的な連携・協働による消費者教育推進体制を全国に構築し、消費者の学習機会を確保

連携・協働による消費者教育推進体制の姿を提示
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「連携・協働による消費者教育推進事業」における

消費者教育推進のための実証的共同研究について
◇ 背 景
・教育委員会における消費者教育の推進
・消費者行政部局との連携
・多様な主体の連携による実施の必要性（消費者教育推進法）

◇ 目 的
・行政（教育委員会、消費者行政部局）が中心となり、多様な関係者（消費者団体、地元企業、学校支援ボランティア
等）との連携体制を構築しながら、消費者教育に関する取組を実施する。
・対象者の特性に応じた内容、学習機会を提供する場・機会やその方法等を関係者間で協議する中で、それぞれの
強み、ノウハウをどのように組み合わせれば、一層効果的な取組となるかを検討する。
・このような取組を通じて、地域において消費者教育の取組を推進するための、効果的・効率的な体制づくりの方策を
実証（連携・協働した体制を構築することの有効性、そのために実行すべきこと等）。
・さらに、これらの成果をモデルとしてまとめ、全国に発信、普及する（継続的な取組が可能な体制づくりのモデルを提示）。

委託先 事業題名 概 要

１ 四国大学 多様な主体の連携による消費
者教育のサイクルモデルの構
築

・地域社会における多様な主体が連携した消費者教育の場を設定するとともに、単独の事業として行われ
ている消費者教育に関する取組の連携を図ることにより、地域力を結集した消費者から消費者への積極的
な働きかけによる消費者教育のサイクルモデルを構築。
【サイクルモデル】
高校生を対象とした「街角コンシューマー・カフェ」を開催→参加した高校生が、周りの人へ、カフェで学んだ
ことを伝えるためのツールを作成。→消費者問題に関心を持った消費者が、徳島県消費者大学をはじめと
する地域の消費者教育に関する講座に参加→大学の消費生活関連科目を聴講。聴講生である社会人と
学生が学びの場を共有（世代や環境の違う双方が学び合う機会）→消費者問題について学んだ学生が、
「街角コンシューマー・カフェ」の運営を支援。

２ ＮＰＯ法人
南大阪地域大学コン
ソーシアム

地域における消費者教育の担
い手育成～市民向け養成講
座・大学教育を通じて～

・昨年度開発した「消費者教育普及・啓発支援者モデル育成研修」をさらに改善・発展させ、広く市民を対象
とした消費者教育サポーター養成講座を実施。修了者には「消費者教育サポーター」として資格認定を行っ
た。
・また、大学の教育課程の中で消費者教育を推進する可能性として、実習プログラムに参加した学生に資
格認定し、担い手育成に努めた。

３ ＮＰＯ法人
愛媛アカデメイア

「食」を核とした地域・学校種の
連携・協働による消費者教育
連携事業

・松山市教育委員会地域学習振興課が平成21年度から進めている「立岩ダッシュ村」、平成18年から進め
られている「都会と田舎を結ぶ食育ネット」による都会の子ども達の田舎体験事業、附属高校における調査
研究事業における地域との連携、小中高大の学校種を越えた連携をまとめて教材化。 32



資料展示をして頂いた企業・団体等に、出展
ブースに説明者の配置を依頼。
実践交流会前半には、順番に展示ブースの説

明を行ってもらい、後半は参加者が自由に展示を
見たり個別に説明を聞き、出展企業・団体等と参
加者又は参加者同士が交流を深めるきっかけの
場となっています。

趣 旨：文部科学省の消費者教育に関する事業の成果を広く還元するとともに、消費者教育を実践する多様な主体と連携・協働すること
により、消費者教育の更なる推進を図る。

主 催：文部科学省
協 力：社会的責任に関する円卓会議
主な参加者：教育委員会関係者、消費者行政関係者、大学関係者、消費者団体等
開催実績：平成２２年度から計１１回、参加者延べ４，９２３人

「発信！大学から消費者教育！」をテーマに
初めて大学において消費者教育フェスタを
開催。
本フェスタの全てのプログラムの参加者は、

南大阪地域大学コンソーシアムによって「消
費者教育サポーター」に認定されるという仕
組みで実施し、６３名が「消費者教育サポー
ター」に認定されました。

消費者教育フェスタin堺

資料展示 「社会的責任に関する円卓会議」の協力を得て、様々な企業や団体等消費者教育を実施
する民間企業、ＮＰＯ等の作成した教材、資料等を紹介。 （堺での参加企業の例）

(経済産業省)どんぐり事業事務局、独立行政法人国民生活センター、公益財団法人消費者教育支援センター、公益財団法人日本環
境協会、公益財団法人生命保険文化センター、公益社団法人全国消費生活相談員協会、公益社団法人消費者関連専門家会議
（ACAP）、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会（NACS)、一般社団法人日本クレジット協会、一般社団法人日
本損害保険協会、一般社団法人全国銀行協会、一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本ヒーブ協議会、NPO法人日本
ファイナンシャル・プランナーズ協会、日本弁護士連合、日本労働組合総連合会、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社、第一生命保
険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、野村ホールディングス株式会社、株
式会社LIXIL、トヨタ自動車株式会社、三菱自動車工業株式会社、日産自動車、株式会社日清製粉グループ本社（順不同）

実践交流会

消費者教育推進フォーラムin静岡 消費者教育推進フェスタwith土曜学習

「広げよう！つながりの輪～消費者教育
のさらなる推進に向けて～」をテーマに消
費者庁の地方消費者グループ・フォーラ
ムとの連携企画として開催。
学校を中心とした消費者教育を具体的

に推進していくための課題や、今後の地
域での連携・つながりの方策を考える機
会となりました。

初めて「土曜日の教育活動推進プロ
ジェクト」と連携して開催。
地域の小学生とその保護者、関係

企業・団体の方など約200人が集ま
り、企業・団体の出前講座で、身近
な消費者問題について考え、楽しく
学びました。
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～高校生・大学生が取り組む消費者教育～～高校生・大学生が取り組む消費者教育～
会場　文部科学省３階講堂
（東京都千代田区霞が関３－２－２）

主　催：文部科学省
協　力：社会的責任に関する円卓会議（依頼中）
後　援：消費者庁、独立行政法人日本学生支援機構、日本消費者教育学会

平成27年10月７日（水）18時までに
文部科学省のホームページからお申し込みください。

消費者教育
フェスタ

※会場の座席数に限りがありますので、上記期日より前に、お申込みを締め切る場合がございます。

平成27年度消費者教育フェスタ　　検　索

参加申込み方法

平成 27 年度 18日
10月
平成27年

日

◉開会挨拶　◉実践報告　◉実践交流会　
◉ワークショップ「消費者市民社会について考えるワールド・カフェ」
　～一人一人が主体的に消費者教育に関わることで変わる未来～
◉企業・事業者、地方公共団体、消費者団体等の教材・資料等の展示

プログラム
（詳細は裏面をご覧ください）

13：00

17：00

～

消費者教育について学ぶこと
はよりよい社会作りに貢献す
ること！！今、社会は持続可能な社会、
消費者市民社会の実現に向け
て動き出しています。学生の皆さんも、企業・事業者、
地方公共団体、消費者団体等
の皆さんも一緒に意見を出し
合って、消費者市民社会につ
いて考えましょう。

アクセス　　
ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

○銀 座 線「虎ノ門駅」   6･11 番出口より直ぐ
　　　　　　(11番出口より直結 )
○千代田線「霞ヶ関駅」 A13番 徒歩 5分 
○日比谷線「霞ヶ関駅」 A8番・A13番 徒歩 6分 
○丸ノ内線「霞ヶ関駅」 A4番 徒歩 8分

13:00 ～ 13:05

13:05 ～ 14:30

14:30 ～ 14:55

14:55 ～ 17:00

17:00

終日プログラム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

千代田線霞ヶ関駅
A13番出口

銀座線虎ノ門駅連絡口
6番出口

銀座線虎ノ門駅連絡口
11番出口

三年坂

旧文部省庁舎

霞ヶ関
ビル

文部科学省
庁舎

財務省

玄関

講堂入口
自動ドア

エスカレーター

自動ドアを入って
すぐ右手です。

2Fへ

講堂入口では
申込み受付時に送付するメールを
提示してください。

会場（文部科学省３階講堂）入口案内図

プログラム　平成27年 10月 18日（日）13：00～17：00

開会挨拶

高校生・大学生が取り組む消費者教育の実践報告
　１．高校生・大学生による実践事例の報告
　　　・茨城県立神栖高等学校
　　　　　家庭クラブでＳＮＳトラブル事例の台本を作成し、小・中学校
　　　　　でＳＮＳの危険性などについて出前講座をしています。

　　　・徳島県立徳島商業高等学校
　　　　　高校生が海外の高校生と一緒に商品開発をするなど、人や社会・
　　　　　環境に配慮した消費について考え、発信しています。

　　　・静岡大学消費生活研究サークル
　　　　　教育学部の学生が専門的に学んだ成果を活かして、消費者教育
　　　　　のシナリオを作成。紙芝居、劇、DVDにして地域で啓発活動を
　　　　　行っています。

　　　・兵庫県企画県民部消費生活課、生活協同組合連合会大学生協阪神事業連合、
　　　　兵庫県立大学
　　　　　県内の大学生を対象に「くらしのヤングクリエーター」の養成を行うなど、次世代の消費者
　　　　　リーダーの育成に取り組んでいます。

　２．実践報告まとめ
　　　ファシリテーター：立教大学　教授　萩原 なつ子氏

実践交流会・休憩
　企業・事業者、地方公共団体、消費者団体等の取組内容や教材等の展示、
　関係者間交流

１．ワークショップ
　　「消費者市民社会について考えるワールド・カフェ」
　　～一人一人が主体的に消費者教育に関わることで変わる未来～
　　ファシリテーター：立教大学　教授　萩原 なつ子氏
２．グループ発表&振り返り

閉会

企業・事業者、地方公共団体、消費者団体等の教材・資料等の展示
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