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北海道消費者協会の消費者教育事業

消費者協会事業

消費者行政
推進受託事業

消費生活
センター事業

･消費生活リーダー養成講座
･エゾシカ連携･協働事業
･消費者教育支援セミナー ほか

･消費者教育啓発セミナーの開催
･消費者被害防止地域ネットワーク
･消費者教育推進資材の作成 ほか

･消費者月間における街頭啓発
･公開講座くらしのセミナーの開催
･施設見学、カルチャーナイト ほか



消費生活リーダー養成講座①

消費者問題･消費者
政策･消費者関連法･
消費生活相談

ライフプラン･
社会保障･食の安全･

製品の安全

環境･エネルギー･
組織運営･情報発信･
消費者教育啓発

･北海道経済 ･税金 ･保険 ･金融商品 ･年金
･社会保障制度 ･製品事故 ･家庭用品品質表示法
･食の安全安心 ･農業 ･食品表示法 ･食品の科学
･食品ロス ･簡易テスト

･消費者問題とは ･消費者政策 ･消費者教育
･消費者契約法 ･特定商取引法 ･割賦販売法
･資金決済法 ･情報通信サービス ･景品表示法
･警察の業務 ･消費生活条例･消費生活相談の実務

･健康 ･石油事情 ･再生可能エネルギー
･環境汚染 ･消費者啓発の手法 ･企業のお客様対応
･フェアトレード ･SNS ･知的財産権 ･組織運営
･ファシリテーション ･ジェロントロジー 他

１ 多彩なカリキュラムを用意



消費生活リーダー養成講座②

･今年で53年目。消費者問題について地域で中核となって活動する方を育成。
･これまで延べ1,500人以上が受講。受講料は会員15,000円、一般20,000円。

環境教育、食育、国際理解教育、法教育、金融経済教育

２ さまざまな分野の専門家が講師陣
行政 消費者庁、北海道、北海道警察本部、公正取引委員会、

北海道農政事務所、北海道経済産業局 ほか

団体 大学教授、日本資金決済業協会、税理士会、
金融広報委員会、社会保障推進協議会、弁理士会 ほか

民間企業 弁護士、専門学校講師、家電メーカー、報道、
Webマーケティング ほか

３ 講座の特徴
ライフステージ 成人期（成人一般）

場の特性 地域（座学、ワークショップ、ロールプレイ、実験）

消費者教育との連携



エゾシカ連携･協働事業①

民間企業･団体

消費者団体

教育機関

１ 各分野の団体、民間企業、行政、教育機関が連携

･北海道新聞野生生物基金（共催、助成金）
･北海道新聞社（共催、広告掲載）
･エコ･ネットワーク（講師派遣、教材貸出）
･コープさっぽろ（食材提供協力）
･エゾプロダクト（講師、革製品デザイン補助、皮革縫製）

･北海道消費者協会 ･えぞしか共和国（主催、コーディネイト）
･札幌消費者協会（共催、講師派遣）
･釧路消費者協会 ･浦河消費者協会 ･登別消費者協会
（共催、会場運営）

･北海道教育大学釧路校（文科省助成金、実証的研究）
･酪農学園大学（講師派遣）

行政 ･北海道（後援、講師派遣、調査協力）



エゾシカ連携･協働事業②
２消費者市民社会の実現に向け連携･協働で事業を展開
北海道特有の「エゾシカ」は、爆発的増加により森林･農作物被害、交通事故
などが多発し大きな社会問題に。一方その肉や皮は貴重な資源。そこでエゾシ
カと共存する社会を考え、循環型社会を目指すために連携･協働し事業を展開。

エゾシカ連続講座の開催、エゾシカフェスタの開催、大学での実証的共同研究、
消費生活センターでの講座開催、地域における学校訪問講座 など

消費者市民社会の実現
３ 事業の特徴

ライフステージ 中学生期、高校生期、成人期（若者、成人一般）

場の特性 学校、地域（座学、ワークショップ）

消費者教育との連携 環境教育、食育



消費者教育支援セミナー
１消費者協会と教育委員会が連携し教員をサポート
消費者教育を推進するためには、学校現場における取り組みが不可欠。一方で、
教員をサポートする仕組みが十分とはいえないのが現状。そこで消費者行政の
一端を担う消費者協会と、現場を所管する教育委員会、金融経済教育を推進す
る金融広報委員会が連携し、教員支援のためのセミナーを開催。

２ 事業の特徴
ライフステージ 小学生期、中学生期、高校生期

場の特性 学校（座学、ワークショップ）

消費者教育との連携 金融経済教育

北海道消費者協会 北海道金融広報委員会 北海道教育委員会

企画立案、事務、運営 講師派遣、チラシ作成、運営 周知、運営



消費者教育啓発セミナーの開催

環境教育、食育、国際理解教育、法教育、金融経済教育

1 ライフステージごとにセミナーを開催
くらしの安全･安心セミナー 一般消費者向け。消費生活に

おける商品事故やトラブル等

高齢者消費者被害防止セミナー

消費者教育サポートセミナー

２ 講座の特徴

場の特性 学校、地域（座学、ワークショップ、実験）

消費者教育との連携

高齢者に接する機会が多い方
向け。悪質商法の手口や対策

学校向け。教員サポートセミ
ナー、学校訪問講座。

消費者被害防止ネットワーク
促進セミナー

ネットワークの充実や新規
設立を働きかけるセミナー

一般

高齢

小 中 高 若者

高齢

･北海道は広域であるため、どこに居住していても消費者教育を受けることができるよう道
内各地でセミナーを開催。
･市町村、教育委員会、地域消費者協会、ほか各種団体等と連携して開催。



消費者被害防止地域ネットワーク設置促進
特殊詐欺被害、高齢者の消費者被害が深刻な状況

3年連続で消費生活相談においては
高齢者の相談件数が一番多い

消費者被害の未然防止･拡大防止

消費者被害防止ネットワーク（北海道1、地域58か所）※2016.6現在

消費者（とくに高齢者）

特殊詐欺被害件数が2年連続で
過去最悪の状況に。

･見守り
･気づき
･通報･対応

社協

行政

地域において、高齢者に係わる機関･団体が連携して被害を防止する仕組みが有効

警察町内会

民生委員

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ

消費者
団体

老人
クラブ

金融
機関

学校･
教育委

商工会

機
能

効
果

･未然防止
･早期発見、救済
･被害掘り起こし



消費者教育啓発推進のための資材作成
1 若者向けに消費者教育リーフレットを作成
「そのスマホの使い方大丈夫！？」

（平成27年度）

若年層はスマホに
係るトラブルが多
い。そこでスマホ
に特化したリーフ
レットを作成。道
内の高校に1学年
分を配布した。

「消費者トラブルガードBOOK」
（平成26年度）

２ 北海道消費者教育PRキャラクターを活用

高 若者 高中

若年層がトラブル
にあいやすい相談
事例を多数掲載。
被害防止のための
アドバイスも。道
内の高校に1学年
分を配布した。

若者

･平成25年度に一般消費者（道民）を対象にキャラ
クターを公募。2作品を採用した。
･応募することが消費者教育の一環=「消費者市民
社会の浸透」「消費者被害の防止」をテーマに考案 かしこしか ちえ子さん



消費生活センターにおける消費者教育
消費者協会が消費生活センターを管理･運営
消費者月間における街頭啓発 札幌市や札幌消費者協会、警察

等と連携。1,600人以上が来場

公開講座「くらしのセミナー」

親子体験教室（夏休み･冬休み）

タイムリーな消費者問題を
テーマに年8回実施。各回60人

親子を対象に実験をはじめと
した体験型の講座を開催。

センター施設見学（実地研修） 通年で随時受付。講座と組み
合わせも可能。年40回以上

一般 高齢

小

若者カルチャーナイトでの夜間開放 年1回、夜間に開放しセンター
をPR。さまざまな実験を用意

一般

一般

高齢

小 一般

若者一般



消費者市民社会の実現に向けて

消費者協会事業 消費者行政
推進受託事業

消費生活
センター事業

･連携･協働して消費者教育を推進
･ライフステージに対応した事業を実施
･北海道の特性を活かした消費者教育

地域74協会と連携した
事業を展開。50年以上
にわたる実績がある。

北海道の消費者施策を実
現するための事業を実施。
道内全域をカバー。

北海道のセンターオブセ
ンターとして、消費者行
政の一端を担う。

北海道における消費者市民社会の実現



一般社団法人 北海道消費者協会

･本資料は、会議において発表するためにとりまとめたものであり、
すべてを網羅しているものではありません。また、一部表現を省
略している部分があります（法人格等）。

･一般社団法人北海道消費者協会は北海道立消費生活センターの指
定管理者です。また、北海道消費者行政推進事業を受託していま
す。本資料はセンター事業及び受託事業の内容をふまえて作成し
ています。

･本資料は、平成28年6月17日現在の情報で作成しています。

平成28年6月


	消費者市民社会の�実現に向けて�－連携･協働で進める消費者教育－
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13

