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公益社団法人 

全国消費生活相談員協会の消費者啓発・消費者教育 

１ 本協会の紹介 

（１）本協会の沿革 

・1977年「国民生活センター消費生活相談員養成講座修了者の会」 

   として発足、1987年経済企画庁所管「社団法人全国消費生活相談員協会」、 

2014年「公益社団法人全国消費生活相談員協会」 

（２）本協会の概要 

  ・全国に７支部あり、会員数は約 2000名。 

  ・会員の多くは全国の自治体等の消費生活 

相談窓口で相談業務や啓発業務を担っている 

  ・事務所は東京都中央区に本部事務所、 

   大阪市に関西事務所、 

  札幌市に北海道事務所の３カ所。 

（３）主な活動 

①週末電話相談（３カ所の事務所）

本部事務所（土・日） 

関西事務所（日） 北海道事務所（土） 

平成２７年度相談件数 ２，８４５件 

  「週末電話相談報告書」及び 

主な相談事例をまとめた冊子「こんな相談ありました！！」を毎年作成し、 

消費者啓発に役立てている。 

②電話相談１１０番

毎年、全国７支部で実施。  平成２７年度テーマ「訪問販売・電話勧誘販売」 

③消費者団体訴訟室の活動

「週末電話相談」「電話１１０番」「消費者被害メール便」に寄せられた消費者か 

らの情報を基に、差止請求の申入れ及び是正・改善要望等を行っている。 

平成２７年度までに、差止請求・改善申入れ件数 １９件（１６件終了）  

差止訴訟 １件（提訴日 平成２８年３月１４日） 

④研修講座

消費生活相談員資格取得講座、自治体の消費生活相談員養成講座など開催。 

⑤消費者教育・啓発

  全相協消費者講座、各自治体等・事業者等向けの消費者教育・啓発講座 など 

⑥冊子などの資料やリーフレットの作成 など
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２ 本協会の消費者啓発・消費者教育 

●消費者教育推進法制定前の取り組みから 

（１）消費者問題出前講座 

  内閣府受託事業「消費者問題出前講座」       （平成１３年９月～平成１９年度）  

（独）国民生活センター受託事業「消費者問題出前講座」（平成２０年度～平成２６年度）  

    ・平成１３年９月から平成２６年度までの１３年６か月の間に、延べ講座件数は、 

約２万件、延べ受講者数は約８２万５０００人に達した。 

  ・当初は高齢者のみが対象であったが、高齢者および高齢者の周りの方々、若者（高 

校生、大学生）、市民講師などに受講者が広がっていった。 

  ・全国７支部の強みを生かし、出前講座は全国津々浦々、消費者行政の充実が遅れて

いる山間部や島しょ地域にも講座開催を依頼して実施するなど全国展開した。 

・各支部所属の劇団を作って寸劇を取り入れるなど、受講者の関心を高め、ひきつけ、

誰でもわかりやすく、啓発効果を高めるためにロールプレイングなどさまざまな手

法を考え、手法等は会員間で共有し、実績を積み重ねた。 

 

（２）消費者啓発・消費者教育用冊子等の作成と講座の実施（主なものの紹介） 

  １）ＤＶＤ「まさととめぐみのおこづかいを考えよう」（平成 18年度）  

    消費者基本計画（平成 17年～21年）を踏まえ、小学校校長様の協力を得て、小学

生高学年を対象とする金銭教育のためのＤＶＤを作成。利用しやすいように、<学

習の流れ>も添付。会員が小学校に出向き小学校家庭科の授業で活用したり、家庭

〈北海道支部出前講座報告より〉 

私は出前講座担当として、北海道内で消費生活相談員が未配置で、消費者団体の空白

地域の町村役場に電話をし、本協会の出前講座事業を案内した。ある離島の自治体で

は教育委員会の職員が対応し「高齢者が多いが、予算もないので駐在所の警察官が特

殊詐欺の啓発をする程度しかできていない。高齢者大学の開校式の講師を探していた

ところだったので利用したい」といわれ、離島での講座が決まった。日中に高齢者対

象の講座に加え、夜間に社会福祉協議会主催の「高齢者のための見守講座と意見交換」

を実施した。意見交換では、「独居世帯の割合が高く、脆弱な医療体制。加えて冬期

間は悪天候でしばしばフェリーが欠航する。病気予防のために、健康食品を過剰に買

ったり、複数の配置薬を置く」「漁業など生涯現役で働く高齢者も多く、高額商品で

あっても即決で買ったり、島内で買えないものは通信販売などを利用することもあ

る」「仮に消費者被害にあっても顔見知りばかりの島内で、声に出すことや相談する

ことはハードルが高い」などの地域特有の事情が次々と出された。島を去る際、教育

長から「この町を支えている女性団体の会員達にも消費者被害の事例を話してほし

い。被害を予防することが島では一番大事だから」といわれ、数か月後に行われた女

性団体の大会でも見守り講座を実施した。 
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科教師等に利用していただいた。 

エピソード 1  

「よく調べて選び賢い買い物をしよう！」 

エピソード 2  

「必要なモノかどうかよく考えよう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２）「ごみから見つめるエコライフ」 

    暮らしに直結しているごみのさまざまな問題を通して、自らの暮らしを見直し、

環境に良い行動をとる、広く環境問題を考えるための冊子 

３）ＤＶＤ「若者の契約トラブル しまった！困った！だまされた！？」  

                ―ネットトラブル・マルチ商法― 

    若者の利用が多いネット通販と若者が被害にあうことが多いマルチ商法の事例を

紹介し、なぜ被害にあったのかの考察し、消費者として合理的に行動する態度を

身につけることを目的に作成。法律の解説、指導案とワークシートが付いている。 

    中・高等学校の講座、一般向け講座で活用している。 

 ４）「ぼくもしょうひしゃ わたしも消費者」 

    小学校低学年用として、消費者として自覚を持たせ、あふれる情報の中から必要

な情報を選び、考え、判断できる力を持つことを願い作成された。 
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５）「育てよう消費者知力―家庭でできる１０才からの消費者教育」 

    学校やインターネットなど、いろいろな方法で得られた 

知識や情報を、消費生活の現場で活用して意思決定して 

いく方法や消費生活で生じる問題解決に活用する力を育 

てることが必要である。３編に分かれている。 

「ワーク編」： 親子で一緒にやってみよう！ 

調べてみよう！考えてみよう！ 

「実践編」：  実際に行った感想などをまとめている 

「トラブル編」：子どもに関する消費者トラブル 

 

●消費者教育推進法制定以降の取り組みから 

（１）自主事業 全相協消費者講座 （平成２７年度～２８年度） ６００件 

        出前講座  ５００件（高齢者・障がい者３００件、 若者層２００件） 

        高齢者・障がい者の見守り講座 １００件 

                         見守り講座用冊子   出前講座用冊子 

・平成２７年度「新・消費生活マイスター」作成。 

見守り講座のテキストとして使用。 

（平成２６年度「あなたも今日から消費生活マイスター」 

「消費生活マイスター手帳」を１冊にまとめたもの） 

 

 

 

 

 

（２）消費者啓発・消費者教育用冊子等の作成と講座の実施（主なものの紹介） 

 １）平成２６年度 「みんなで見守り気づいてつなごう！」 

  増加している高齢者の消費者被害への対応・救済が喫緊の 

課題であり、消費者安全法では都道府県及び市町村の「安 

全確保のための地域協議会の設置」が可能となった。高齢 

者の消費者被害の未然防止、早期発見のためには、高齢者 

のまわりにいる人の「気づき」が何より大切。 

「気づき」を消費生活センターや地域包括支援センターに 

「つなぐ」ことで被害救済や拡大防止が実現される。 

家族、知人や福祉関係の方々など高齢者の周囲におられる 

いろいろな立場の方々が利用しやすいよう、フローチャート 

も入れ、わかりやすく構成されている。 

消費生活マイスターとは、地域において「見守り」 

「声かけ」「つなぎ」を実践して、地域のくらしの安 

全・安心な消費生活をめざして活動する人を本協会が 

命名したもので、他にサポーターなどの呼び名もある。 
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２）平成２４年度「さあやってみましょう！ ロールプレイング＆コント」 

  小学生編―紙芝居「野菜嫌いなケンタ君」 

中高生編、オトナ編、見守り編―ロールプレイング 

①消費者教育推進法の施行に伴い学校での消費者教育の取 

り組みも多くなると思われる。「子どもたちが楽しく、親し 

いをもって消費者問題について学んでもらうこと」、「自ら 

が消費者啓発を行うことで消費者被害の未然防止につなが 

るだけでなく、消費者力を育て、地域でお互いに支えあう 

ことになる」を目的に作成。 

消費者講座でのロールプレイングの取り入れ方、講座で 

の注意点、シナリオ集からなる。 

  ②紙芝居「野菜嫌いなケンタ君」を作成。指導案を作り、４～５歳児対象の食育講 

座として保育園で実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③紙芝居「やさいのきらいなタロウくん」 

 「さあやってみよう！ロールプレイング 

＆コント」の紙芝居を原案として、 

平成２７年度作成（堺市受託事業）。 

近畿などの自治体の幼稚園・保育園で 

活用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西支部消費者教育研究会が開催した環境教育 

イベントの様子 

「みんなで取り組もう省エネ大作戦！ 
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３）平成２６年度 「親子で学ぼう消費者教育 上手なお金の使い方 実践ワーク集」     

①小学生高学年の子どもを対象に、日常生活の中で体験するごく身近なことがらを取

り上げ、お金の流れを体験することでお金の価値や使い方を学ぶことを目的として、

小学校教諭に監修をお願いし作成。 

月ごとに１２例挙げている。被害を未然に防止することができるだけでなく、質の

高い判断力、意思決定能力を備えた自立した消費者の育成をめざすものとして作成。 

 ②全国の消費生活センター、政令指定都市の小学校、家庭科教育関係機関、図書館等

に配布。 

  ③平成２８年には授業で取り上げた場合に効果的に進めるための学習指導案集を作成。 

「上手なお金の使い方 実践ワーク集」      「学習指導案」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「上手なお金の使い方 実践ワーク集」の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      もくじ 

学習指導案  

4月 スニーカーはネットで買う？ 

5月 玉ねぎの価格はどうして決まるの？ 

6 月 無料だからいいでしょう？オンラインゲー

ム 

7月 スイミングスクールのバス代 

～定期券 or回数券～ 

8月 おじちゃん、おばあちゃんに聞いてみよう 

9月 子どもだってポイント大好き！ 

10月 ハロウィンの買い物は 100円ショップ？ 

11月 ファンクラブ入門で学ぶ会員規約 

12月 クリスマスのプレゼントは自転車ダゼ～！ 

１月 おばあちゃんクラウドファンディングに参

加するって？！ 

2月 食材選びのポイントは？オムライス作り 

3月 小学生も払っているよ～税金 
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１２の学習指導案のうちの「４月 スニーカーはネットで買う？」の学習指導案 

 

４）「お支払いはどれになさいますか？ ～新しいおかねの世界～」 

①支払方法が多様化し、複雑化している。消費者はその仕組みに 

ついて知らないまま、支払いを利用していることが多くなってきている。 
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  ②この冊子は、家族４人のある日の支払方法をふりかえり、    

その種類や仕組みを学び、具体的なトラブルやその対処 

法などを考えていく内容となっている。 

５）「消費者啓発講座入門」～新人講師のための講座の組み立て方 

と資料集～ 

  ①幼児から高齢者まで、あらゆる年代の方に、様々な機会を 

とらえて広く行うこと、消費者市民社会にむけた消費生活 

講座の組み立て方を提示。 

  ②講師の経験のない人のために、わかりやすく取り組みやすく 

第１章は、講座の組み立てと実践 

・講座の行うにあたっての組み立て方、注意点、指導案例 

   第２章は、資料編として 

・消費者市民社会について 

・若者編、高齢者編にわけて、テーマのシナリオ・ 

ワークシート・解説・クイズなど 

（３）地方自治体からの消費者教育推進の受託事業 （一部） 

  １）東京都「高齢者見守り人材向け出前講座」 

    ケアマネージャー、ホームヘルパー、民生委員・児童委員、医療機関、配送業者、 

    町会・自治会、老人クラブほか地域の見守りネットワークのメンバー等を対象に、 

    都内の介護事業者、福祉団体、区市町村等が実施する講座に講師を派遣する事業。 

    講座は一方的な講義だけではなく、受講生に参加型、高齢者を狙う手口、被害発

見や見守りのポイント、被害発見時の対応などをわかりやすく学んでもらう内容。 

２）平成２６・２７年度 名古屋市「こども消費者教室」シナリオ作成、実施事業 

  消費者教育電子絵本の執筆 イラスト提案「ハッピーと考えよう！おかねのこと」 

    幼児期のイメージマップの「おつかいや買い物に関心を持とう」に基づき、 

    ①お金はどこからくるの？ ②お金の役割を知ろう③お金を数えてみよう 

④必要なものを買おう ⑤買い物のマナーを知ろう ⑥カードのお話し  

 の６つのシナリオとパネルシアターなど必要なグッズを制作。 

    

 

 

  

 

 

 

 

イラスト提案事業 
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 平成２７年度は、名古屋市内の幼稚園・保育園の３０園に出向き、6つのシナリオのう

ち、３～４を講座時間４０分程度、受講者参加型で行った。 

 

３）平成２６年度 福岡市「中学校における消費者教育推進事業」 

   ①教員研修 契約に関する基礎知識や規制について、消費者を支える公的機関等の

役割について、最近のトラブル事例等をまとめた「手引書」を作成

し、「手引書」を使用して中学校教員を対象に研修を実施。 

②モデル授業 「消費生活トラブル あなたはどう行動しますか？」の学習指導案

を作成（含ワークシート、リーフレット作成）し、市内８中学校でモ

デル授業を行った。 

４）平成２７年度 岡山県  幼少中高生向け消費者教育プログラム開発事業 

   幼児期、小学生期、中高生期と体系立てた教材の作成。 

授業展開例、ワークシート、ロールプレイ原稿、ＣＤ、教師用トークの授業パック 

としてまとめられている。 

   幼児期「ももたのおかいもの」・・約束を守ってお金を払うことの大切さを学ぶ。 

   小学生期 「オンラインゲーム」・・オンラインゲームの事例を通して、自分の生活を

振り返り、ゲームをするときにはルールを決め

て、規則正しい生活をすることなどを学ぶ。 

   中高生期 「「契約」について考えよう」・・様々な契約事例（自転車を購入する）を

通して、どのような場合に買主が取り消しをす

ることができるか考え、契約における弱者や売

主の利益を保護する必要性必要性を学ぶ。 

    

 

 

 

 

 

 

５）神奈川県 平成 27年度消費者力アップ！県民提案事業（高校生向け消費者講座） 

   消費者トラブルが発生しやすく、高校生との関係が深いテーマを家庭科担当者から 

要望を聞き取って設定し、選択必修科目「家庭基礎」及び選択科目「フードデザイン」の授 

業で以下のテーマで講座を行った。消費生活に関連する最新情報や消費者トラブル事例 

を紹介し、契約に対する意識を高め、自らの消費行動を考えてもらうことを目的とした。 

①「食品の表示から食品選択を考えよう」②「インターネット通販の広告をチェックしてみよう」 

③「若者の多重債務～借金と債務整理」 
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２ まとめと今後の取り組み 

 １．本協会の会員の多くは全国の自治体等の消費生活相談員窓口で相談業務を担ってい

る消費生活相談員であることや、本協会の３つの事務所で土・日相談を行っているこ

とから、発生している消費者トラブルの最新の相談の状況を把握することができると

いう強みを生かして、消費者啓発・消費者教育を行ってきた。 

 ２．消費者教育推進法（以下、推進法と略す）施行以前は、「消費者問題出前講座」の活

動を中心に行われ、全国７支部の強みを生かし、全国津々浦々消費者行政の充実が

遅れている山間部や島しょ地域にも、あらゆる階層に講座の依頼をして実施し、安

全・安心の暮らしの確保のために、その時代の求めに応じ消費者啓発を行ってきた。 

 ３．推進法施行以降、消費者市民社会の形成と消費者市民の育成のため、各支部に消費

者教育研究会を立ち上げ、講座の内容、組み立て方、手法、教材の作成等の活動を

行い、各支部では会員に向けた研修講座の開催、さらに支部間の情報交換・情報提

供を行っている。 

 ４．高齢者等の消費者トラブルが相変わらず増加している現状、「消費者安全確保地域協

議会」の設置を踏まえ、高齢者自身に加え高齢者を「見守る」人々への講座の開催、

教材作成等を地方自治体や関連団体と連携して、さらに進めていく。 

 ５．消費者教育は「イメージアップ」に示されたように、幼児から高齢者まで、あらゆ 

る年代に、様々な機会をとらえて広く行う必要がある。本協会でも推進法以前にあ   

まり見られなかった幼児期の教材の作成や、講座が増加している。また、成年年齢

引き下げを踏まえた若年層の消費者教育関連の教材作成も予定しており、すべての

ライフステージに対応し、その充実に努めていく。 

６．小学校、中学校、高等学校など学校における消費者教育について、これまでも件数

的には多くないものの学校現場に出向き、講座等を行ってきたが、学校及び担当者

から、子どもたちを取り巻く消費者トラブルの実情を知りたいという要望が強く、

そうした教育現場の声を踏まえ、学習指導案、ワークシート、ロールプレイング資

料、ＣＤ等を作成し、学校現場で担当者が利用しやすいものを多く作成している。

学校関係者との連携をさらに強化していく必要があり、消費者教育担当者を講師に

招いた研修講座も実施している。会員が教育のプロではないことも踏まえ、今後も

連携を進めていきたい。 

 ７．推進法施行以降、地方自治体の消費者教育推進のための講師派遣、教材作成等に係 

る事業を数多く受託し、かつ高く評価されている。今後も、地方自治体、関連団体

と協力していきたい。 

 ８．本協会は、社会の変化や時代の求め、法律の改正等に応じ必要な資料・リーフレッ

ト等を作成してきた。最近寄せられる消費者トラブルには、支払方法の急速な変化

によるものが多く、すでに作成している資料（「お支払いはどれになさいますか？」）

のリニューアルも検討中である。今後も必要な資料・リーフレットを作成していく。 
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消費者啓発・消費者教育関係のブックレット等、冊子・資料の作成（平成１８年度以降） 

平成１８年度 ＤＶＤ「まさととめぐみのおこづかいを考えよう」 

小冊子「ＳＡＩＦＵ学」 

「どうつきあう？健康食品～健康生活の補助になるかサプリメント～」 

平成１９年度 「ぼくもしょうひしゃ わたしも消費者」 

「ごみから見つめるエコライフ」 

「クリーニングトラブル 解決の手引き」 

平成２０年度 「今、知っておきたい表示とマーク」 

       「育てよう消費者知力―家庭でできる１０才からの消費者教育」 

       「法を学ぼう・はじめの・一歩 正義をさがそう」 

平成２１年度 「賃貸住宅Ｑ＆Ａ 相談現場からのヒント」 

       「なごみちゃん 犬を飼う」 

       ＤＶＤ「若者の契約トラブル しまった！困った！だまされた！？」 

                ―ネットトラブル・マルチ商法― 

平成２２年度 「消費者手帳 知っておきたい契約の基礎知識」  

       「どう防ぐ？くらしに潜む製品事故」 

       「通信入門」 

平成２３年度 「美容トラブルにさようなら」 

平成２４年度 「さあやってみましょう！ 消費者啓発ロールプレイング＆コント」 

       「これだけは知っておきたい食べものの話」 

平成２５年度 「お支払いは、どれになさいますか？～新しいおかねの世界～」 

       「通信入門Ⅱ」 

       「賃貸住宅Ｑ＆Ａ 相談現場からのヒント 改訂版」 

平成２６年度 「親子で学ぼう消費者教育 上手なお金の使い方 実践ワーク集」 

       「あなたも今日から消費生活マイスター」 

       「消費生活マイスター手帳」 

       「みんなで見守り気づいてつなごう！」 

平成２７年度 「これ１冊ですべてがわかる旅行の契約とトラブル事例」 

       「消費者啓発講座入門 新人講師のための講座の組み立て方と資料集」 

「改訂版 クリーニングトラブル 解決の手引き」 

「改訂版 これだけは知っておきたい食べものの話」 

       「消費生活マイスター」 

 

         その他、リーフレットを多数作成している。 

 

 


