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平成28年12月19日
公益社団法人消費者関連専門家会議

（ＡＣＡＰ）
佐分 正弘

消費者教育推進会議 資料
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「消費者教育推進法に基づく

ACAPの消費者啓発活動と各社の取り組み」

消費者と企業の共生をめざして

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議

資料１



Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容
１．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発活動内容
２．活動内容詳細

（１）ＡＣＡＰ消費者啓発資料
（２）ＡＣＡＰ消費者啓発資料常設展示コーナー
（３）ＡＣＡＰ消費者の声を活かした製品・パネル展示
（４）講座
（５）消費生活展
（６）ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」募集・表彰
（７）ＡＣＡＰホームページ情報発信
（８）消費者月間の取組み
（９）ＡＣＡＰ消費者教育支援活動（「学校」・「地域社会」・「職域」）
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目次 Ⅰ．ＡＣＡＰの消費者啓発活動
１．取り組みの経緯
２．消費者教育の推進に関する

「ＡＣＡＰ基本方針」と「ＡＣＡＰ行動基準」

2（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議



Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例
・アキレス株式会社
「足育（そくいく）相談室」

・ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社
「生活設計・家計管理」、「ローン・クレジット」、「金融トラブル」

・株式会社ＮＴＴドコモ
「スマホ・ケータイ安全教室」

・カルビー株式会社
「カルビー・スナックスクール」、「じゃがいもの生育を学ぶ」

・第一生命保険株式会社
「ライフサイクルゲームⅡを用いた消費者教育・金融教育」

Ⅳ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう従業員を対象とした
消費者教育事例
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目次

3（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議
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Ⅰ．ＡＣＡＰの消費者啓発活動

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議



5（公社）消費者関連専門家会議

１．取り組みの経緯

Ⅰ．ＡＣＡＰの消費者啓発活動

2012年9月 企業での消費者啓発・教育に関するｱﾝｹｰﾄ調査

実施 ： ACAP・日本消費者教育学会関東支部

目的 ： 会員企業の実態と課題の把握

2013年4月 ACAP消費者教育支援プロジェクトの立ち上げ

今までの活動の整理、ACAPとしての考え方

今後の重点課題等整理

〃 10月 消費者教育の推進に関する

「ＡＣＡＰ基本方針」と「ＡＣＡＰ行動基準」を策定

消費者教育推進会議



6（公社）消費者関連専門家会議

２．消費者教育の推進に関する「ＡＣＡＰ基本方針」と「ＡＣＡＰ行動基準」

【ＡＣＡＰ基本方針】
ＡＣＡＰは、消費者教育推進法に則り、公益社団法人として、公平

かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する「消費者市民

社会」を目指し、その社会の担い手として、自ら考え自ら行動する

ことができる自立した消費者の育成を支援していきます。

【ＡＣＡＰ行動基準】
私たちは、「消費者市民社会」づくりの推進リーダーとして、以下の

取り組みを進めます。

●事業者団体としてのプラットホーム機能の発揮

●事業者の活動を推進するための支援

●多様な主体（国、地方公共団体、消費者団体等）との連携

●次世代を担う消費者の育成

●上記活動に関するコミュニケーションの強化

Ⅰ．ＡＣＡＰの消費者啓発活動

消費者教育推進会議
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Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議
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１．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発活動内容

（１）ＡＣＡＰ消費者啓発資料

（２）ＡＣＡＰ消費者啓発資料常設展示コーナー

（３）ＡＣＡＰ消費者の声を活かした製品・パネル展示

（４）講座

（５）消費生活展

（６）ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」募集・表彰

（７）ＡＣＡＰホームページ情報発信

（８）消費者月間の取組み

（９）ＡＣＡＰ消費者教育支援活動（「学校」・「地域社会」・「職域」）

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議
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【会員企業・団体作成消費者啓発資料】 【ACAP作成消費者啓発資料】

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

２．活動内容詳細

（１）ＡＣＡＰ消費者啓発資料

・啓発資料には、商品やサービスの正しい使い方や選び方、また、

それらの基礎知識から生活提案まで、幅広い暮らしに役立つ情

報・ヒントを掲載しています。

１）ＡＣＡＰ会員所属企業・団体作成； 約６０社・１１０種

２）ＡＣＡＰ作成 … ３種

消費者教育推進会議



10

業種 種類 内容の例

食品 30
食育、レシピ集、食品の基礎知識、飲酒について
など

その他製造 27
住宅・住宅機器、紙おむつ、シューズ、環境問題
など

流通・サービス 13
暮らしのなかのマーク、製品事故防止、環境問題
など

団体 13 損害保険、菓子、清涼飲料、家電製品のマークなど

金融・保険 10 生涯設計、ローンとクレジット、個人情報など

化学 6 防虫剤、環境、接着剤、食品添加物など

運輸・旅行 4 安全なドライブ、運転マナーなど

電力・ガス・電話 1 ガス

輸送機器 1 カーメンテナンス

電機 1 省エネ

繊維・衣料 1 寝具

精密機器 1 眼鏡

３）業種別啓発資料数（平成28年12月1日現在）

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



（公社）消費者関連専門家会議 11

４）ＡＣＡＰ作成啓発資料３種について
●ＡＣＡＰ暮らしのお役立ち冊子として発行

タイトル 内 容

食品を虫の害から
守るために

この冊子は、大阪府健康医療部食の安全推進課から助言をいただき
作成いたしました。家庭で保存食品の貯蔵が増えたことにより、保存食品
をねらう虫が増えています。この冊子では、一般的な家庭の保存食品につ
きやすい、代表的な６種類の虫について紹介しています。

住まいをカビトラブル
から防ごう！

住まいをカビの被害から守るためには、いかにその発生を抑えるか
が肝心です。カビが発生しやすい場所別に、予防方法と発生してし
まったカビを増やさない対策を紹介しています。

知って安心！
食品表示とマーク

原材料や原産地のみかた、消費期限と賞味期限の違いなど、食品
の表示とマークに関するよくある質問や気になる疑問について解説し
ています。食品を選ぶときや家で調理・保存するときの参考にしてくだ
さい。

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容



（２）ＡＣＡＰ消費者啓発資料常設展示コーナー

・「ＡＣＡＰ消費者啓発資料常設展示コーナー」には、ＡＣＡＰ会員所属企業・

団体とＡＣＡＰが作成した「くらしに役立つ」情報満載の消費者啓発資料

を展示し、どなたでもお持ち帰りいただけます。

消費生活センター・国民生活センター・大学にご協力をいただき、全国

４７箇所に設置しています。各コーナーには数十種の資料を用意してい

ます。
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【札幌市消費者センター】 【青森県消費生活センター】
（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議
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Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

●ＡＣＡＰ消費者啓発資料常設展示設置状況（平成28年12月1日現在）

1 北海道 札幌市消費生活センター
2 青森県 青森県消費生活センター
3 宮城県 仙台市消費生活センター

4 山形県
山形市市民生活部消費生活
センター

5 埼玉県 埼玉県消費生活支援センター
6 加須市 市民相談室
7 千葉県 松戸市消費生活センター
8

東京都

東京都消費生活総合センター
9 調布市消費生活センター
10 台東区消費生活センター
11 台東区生涯学習センター

12
大東文化大学地域連携
センター

13
目白大学
目白大学短期大学部

14 神奈川県 独立行政法人国民生活センター
15 横浜市消費生活総合センター
16 新潟県 新潟市消費生活センター
17 石川県 石川県消費生活支援センター
18 岐阜県 岐阜市消費生活センター
19 愛知県 愛知県消費生活総合センター
20 名古屋市消費生活センター
21

三重県
名張市役所

22 名張市教育センター

23
名張市こども支援センターかが
やき

24 名張市子ども発達支援センター
25 名張市保健センター

大学

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議
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26 滋賀県滋賀県消費生活センター

27 京都府
京都府消費生活安全
センター

28
京都市消費生活総合
センター

29 大阪府高槻市立消費生活センター
30 茨木市消費生活センター
31 大阪市消費者センター
32 大阪府消費生活センター
33 堺市立消費生活センター

34
豊中市立生活情報センター
くらしかん

35 兵庫県西宮市消費生活センター
36 神戸市生活情報センター
37 あかし消費生活センター
38 赤穂市消費生活センター
39 伊丹市立消費生活センター

40 奈良県 奈良県消費生活センター
41 橿原市消費生活センター
42 和歌山県 和歌山県消費生活センター
43 広島県 広島県生活センター
44 山口県 柳井市消費生活センター
45 福岡県 福岡県消費生活センター

46
北九州市立消費生活セン
ター

47 福岡市消費生活センター

●設置箇所：
・地方公共団体・消費生活センター：４４
・大学：２
・（独）国民生活センター：１

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議
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●ＡＣＡＰ消費者啓発資料発注ランキングＢＥＳＴ２５

順位 事業者名 資料名
1 森永乳業 おすすめレシピノート
2 味の素 Ｒｅｃｉｐｅ Ｂｏｏｋ
3 キユーピー マヨネーズの本
4 UCC Coffee Seminar おいしいコーヒーのために
5 Mizkan Partners やさしいお酢のはなし
6 明治 毎日食べて健康に
7 キッコーマンビジネスサービス しょうゆおいしい話
8 TOTO ピカピカおそうじ読本
9 日本化学工業協会 暮らしに役立つ法律の話
10 江崎グリコ のぞいてみよう りこちゃん一家の食育
11 上野製薬 しあわせな食の未来のために
12 日本ハム ハム・ソーセージや調理食品のQ＆A
13 プリマハム ミートクラブ
14 ノーリツ みんな大好き！ごはんとキッチンのいまむかし
15 石鹸洗剤工業会 暮らしの中の石鹸・洗剤
16 ＹＫＫＡＰ 脱・結露のススメ
17 SMBCコンシューマーファイナンス マネーのミカタ 家計見直し編
18 アサヒビール ビールミニガイド
19 味の素 なるほど！うまみ調味料

20 日清製粉グループ本社 小麦粉ハンドブック

21 日清オイリオグループ 植物油のおいしいはなし

22 消費科学研究所 くらしのさいえんす55
23 江崎グリコ 食べものなるほどなぜなにブック

24 エステー 防虫剤の正しい使い方

25 消費科学研究所 くらしのさいえんす54

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



（３）ＡＣＡＰ消費者の声を活かした製品・パネル展示

１）常設展示

・お客様相談室に寄せられる「お客様の声」が、製品やサービスの

改善・改良に役立っていることを紹介し、消費者市民社会形成の

一助として「ものいう消費者」を奨励しています。

・東京都、神戸市、北九州市で常設展示しています。

・改善事例は「実物展示」または「パネル展示」です。

16

【東京都消費生活総合センター】 【神戸市生活情報センター】 【北九州市立消費生活センター】

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



２）企画展示

・消費者月間等の企画展として、消費生活センターで展示することも

あります。

17

【札幌市消費者センター】

【名古屋市消費生活センター】

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



（４）講座

・ＡＣＡＰでは、学校、消費生活センター等の依頼により、各地で

出前講座を実施しています。

・消費生活相談員を対象とした講座を実施いたします。

18

１）学校

２）地方公共団体

３）その他行政、団体等

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議
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１）学校
①大学講座
●これまでの開催大学（例）
明治大学、大東文化大学、立正大学、目白大学、
関西学院大学、神戸大学、神戸女子大学、高知短期大学
など

（公社）消費者関連専門家会議

②小学校講座

●東京都内の某小学校公開授業で５年生を対象に実施

・テーマ ：「くらしの中の安全・安心～賢い消費者になろう～」

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



20（公社）消費者関連専門家会議

③教員向け講座
●高等学校の校長協会等からの依頼
全国工業高等学校長協会、全国商業高等学校協会

２）地方公共団体
①消費生活センターが主催する市民等への講座
②地方公共団体が主催する行政職員向け講座
③地方公共団体が主催する事業者向け講座

３）その他行政、団体等
①その他行政、団体等主催の講座

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



（５）消費生活展

・消費生活センター、地方公共団体、消費者庁、ＡＣＡＰ等が主催する

消費生活展・食育フェアに出展。

・消費者啓発資料の展示・配布、ＡＣＡＰ消費者の声を活かした製品・

パネル展示、消費者啓発クイズなどを実施。

【消費生活展】
【食育フェア】

【消費生活展】

（公社）消費者関連専門家会議

【食育フェア】

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

21 消費者教育推進会議



【第３２回の募集テーマ】

１．エシカル消費を考える

２．これから必要な消費者教育

３．消費者に対して企業が担うべき役割

４．みんなの強みを活かせ～安全・安心な社会に

一億総活躍～（平成28年度消費者月間テーマ）

５．自由課題（テーマ自由）

※１～５より、ひとつを選択

（６）ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」募集・表彰

・ＡＣＡＰが昭和60年から募集している消費者問題に関する論文賞です。

・今年で第32回を迎え、表彰式を１月におこないます。

・最優秀作には「内閣府特命担当大臣賞」を授与いたします。

【応募資格】

一般・学生（１８歳以上・
グループも可）

【応募締切】

平成28年10月31日（月）

（公社）消費者関連専門家会議

【後援】
消費者庁、文部科学省

【発表・表彰式】

平成29年 1月17日（火）

第31回表彰式

１）消費者問題に関する「わたしの提言」

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

22 消費者教育推進会議
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２）中学生を対象とした「消費生活に関する作文コンクール」

・ＡＣＡＰが平成27年度から募集を開始した若年層（中学生）の消費者

教育を狙った消費生活に関する作文コンクール。

・平成28年度は３３５作品（審査対象）の応募がありました。

【募集テーマ】

・テーマは「消費生活に関する作文」
・題名は自由。
製品やサービスを購入し、使用する毎日の
生活（消費生活）の中で気づいたことや将来
に向けて発信したいことなどを取り上げる。

・［題名例］
「未来の私たちの暮らし」、「ネット社会と私た
ち」、「わが家の実践エコ生活」、「暮らしの中
の安全・安心」、「減らそう生活のムダ～衣・

食・住～」など

【応募資格】
中学生

【応募締切】
平成28年10月31日（月）

【発表】
平成29年1月上旬予定

【後援】
消費者庁
文部科学省
全日本中学校長会

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議
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（７）ＡＣＡＰホームページ情報発信

１）消費者啓発資料・ＡＣＡＰ広報紙ダウンロードページ

・「住まいをカビトラブルから防ごう！」

・「食品を虫の害から守るために」

・ＡＣＡＰ広報紙「もしもし相談室」

http://www.acap.or.jp/moshi2

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



（公社）消費者関連専門家会議 25

２）ＡＣＡＰくらしのおすすめ情報
会員企業の「生活便利情報」へのリンク集

・ＡＣＡＰホームページをポータルサイトとして、会員企業
ホームページの生活情報ページへリンク

・「おいしいはなし」、「健康／栄養」、 「子育て／教育」、
「環境」などカテゴリーを１２種に分類し紹介

・リンク先は１０４社・２０２サイト

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



【平成２８年度消費者月間（消費者庁ホームページ）】

（８）消費者月間の取組み

１）会員企業に向けて「消費者月間に事業者が行う関連事業」
の実施を案内。消費者庁ホームページへの掲載を呼びかけ。

２）ＡＣＡＰホームページに「消費者月間特別サイト」をアップし、
ＡＣＡＰと会員企業の取り組みを紹介。消費者月間のバナー
も掲載し、消費者月間の普及・啓発に努める。

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

26 消費者教育推進会議



（９）ＡＣＡＰ消費者教育支援活動（「学校」・「地域社会」・「職域」）

１）「学校」教育支援

・ＡＣＡＰホームページに、教員支援を目的とした

・「ＡＣＡＰバーチャル工場（施設）見学」サイトを公開

（公社）消費者関連専門家会議 27

●延べ49社・93サイト（［食品；35社・75サイト］、［生活用品；14社・18サイト］）

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

●バーチャル工場（施設）見学
・教室にいながら工場（施設）
見学（移動時のリスクと負担
の一掃）

・見学前後の学習
（ライン停止時の補助的機能）

・家庭での学習

消費者教育推進会議



（公社）消費者関連専門家会議 28

２）「地域社会」教育支援

・地域支援を目的にした、「ＡＣＡＰ消費者啓発資料常設展示コーナー」

の増設や「出前講座」等。

【北九州市立消費生活センター】

【東京都消費生活総合センター】

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

消費者教育推進会議



３）「職域」教育支援

・ＡＣＡＰホームページに、事業者支援を目的とした会社でおこなう

従業員消費生活講座で使える資料類や講座の紹介を準備中。

（平成29年1月公開予定）

（公社）消費者関連専門家会議

Ⅱ．ＡＣＡＰがおこなう消費者教育・啓発の取り組み内容

作成中

●掲載内容

・従業員を対象とした製品・サービスの安全・安心にか

かわる消費生活教育で使用する資料

・従業員およびその家族等に向けておこなう消費者被

害の未然防止のための資料

・地方公共団体や消費者団体等が実施する従業員を

対象とした消費生活に関する講座の紹介

・消費生活相談員資格試験登録試験機関および関連

講座の紹介

・その他関連する資料類等（消費生活に関わる用語等）
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Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議



（公社）消費者関連専門家会議

Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例

社名五十音順アキレス株式会社

対 象 小中学生・幼稚園児・その保護者および教員

講座名等 「足育（そくいく）相談室」出前講座

目 的 子供たちの健全な成長のため、足や靴の大事さを知ってもらうこと。

年間実施回数 ４０回（２０１６年４月～２０１７年３月） ＊今後の申し込みを含む

年間受講者数 約２，０００名（２０１６年４月～２０１７年３月) ＊今後の申し込みを含む

対 象 シニア世代

講座名等 「足育(そくいく)相談室」出前講座 シニア向け

目 的 シニア世代の健康維持・増進のため、足や靴の大事さを知ってもらうこと。ま
た、ロコモティブシンドローム等の予防のため、ウォーキングの効果も説明し
ている。これからニーズも増えると思うので、積極的に取り組んで行く予定で
ある。

年間実施回数 ２回(２０１６年４月～２０１７年３月)

年間受講者数 約８０名



（公社）消費者関連専門家会議

Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例

対 象 高校生以上

講座名等 「生活設計・家計管理」

目 的 夢や目標の実現のためには、まずライフプランニング（人生設計、資金計画）が必
要である。また、日々の家計を管理するに当たっては、支出の目的や優先順位の
明確化が大切である。ワーク等を通じて、長期ライフプランと管理を学んでもらう。

年間実施回数 ２０１５年度実績 １，１９１回

年間受講者数 ２０１５年度実績 ５９，８１０名

対 象 高校生以上

講座名等 「ローン・クレジット」

目 的 ローンやクレジット商品は、日常生活において身近な存在である。現金の持
ち合わせがなくても、商品・サービスを手に入れることができるなど利便性が
高い一方で、必要以上に使いすぎる恐れを考慮しなくてはならない。適切な
金融商品・金融手段を選択できるように、商品の仕組みや契約に当たって
の基本姿勢を学んでもらう。

年間実施回数 ２０１５年度実績 ６７９回

年間受講者数 ２０１５年度実績 ４５，００７名

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社



（公社）消費者関連専門家会議

Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例

対 象 高校生以上

講座名等 「金融トラブル」

目 的 複雑化した金融商品を逆手に取り、悪質商品の手口は日々巧妙化し、消費
者の資産を狙っている。その備えとしては、金融取引を取り巻く環境や情報
を確認することの習慣化が重要である。この講座では、実際に起こっている
トラブル事例、対処方法および情報の確認方法を学んでもらう。

年間実施回数 ２０１５年度実績 ５１３回

年間受講者数 ２０１５年度実績 ３９，２８４名

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社



（公社）消費者関連専門家会議

Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例

対 象 小学校高学年、中学生、高校生、保護者・教員、シニア

講座名等 「スマホ・ケータイ安全教室」

目 的 全国の小・中・高校などの学校や団体に、無償で講師を派遣し、スマートフォ
ンや携帯電話の利用に関するルールやマナー、トラブルを未然に防ぐため
の対処方法などを啓発している。

年間実施回数 約６，９００回（２０１５年度実績）

年間受講者数 約１０５万人（２０１５年度実績）

株式会社ＮＴＴドコモ



（公社）消費者関連専門家会議

Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例

対 象 ・小学校３～６年生の学校授業 ・保護者

講座名等 「カルビー・スナックスクール」
（①出張授業、②教材提供、③保護者向け講演会）

目 的 子どもたち自身が「食べすぎ」「ダラダラ食べ」などの悪い食習慣を見直し、
正しい食習慣と自分で量や時間を守れる自己管理能力を培ってもらう。

年間実施回数 ①出張授業＋②教材提供約８０８校（２０１５年度）
③保護者向け講演会１３校（２０１６年度）

年間受講者数 ６２，７４６名（２０１５年度）

対 象 一般家庭、幼稚園・保育園・小学校

講座名等 「じゃがいもの生育を学ぶ」
『（一般家庭向け）じゃがいも見守り隊』『（教育機関向け）じゃがいも研究班』

目 的 食品の原料について不安を持つ方が多いが要因の１つとして農作物が生長
する過程を見たことのない方や、育てたことがない方が多いことも挙げられ
る。お客様が知識をつけてもらうことで食物の大切さを実感してもらう。

年間実施回数 １回

年間受講者数 一般家庭６０家庭、幼稚園・保育園・小学校１００ヵ所

カルビー株式会社



（公社）消費者関連専門家会議

Ⅲ．ＡＣＡＰ会員企業がおこなう消費者教育・啓発事例

対 象 ・中学校、高等学校、大学、新卒層を中心とした社会人
・保護者同伴による小学生

講座名等 「ライフサイクルゲームⅡを用いた消費者教育・金融教育」

目 的 すごろく形式のゲームを楽しみながら、人生におけるリスクとそれに対する
備え、消費者契約に関する知識、一生涯の収入と支出などについて学習す
る。

年間実施回数 ２０１５年度 ： 年間 ４８回
２０１６年度 ： ４～１０月 ５５回

年間受講者数 ２０１５年度：年間 ２，０２０名
２０１６年度：４～１０月 １，３２２名

第一生命保険株式会社
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Ⅳ．ＡＣＡＰ会員がおこなう従業員を対象とした
消費者教育事例

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議



（公社）消費者関連専門家会議

Ⅳ．会員企業がおこなう従業員を対象とした消費者教育事例

・消費生活アドバイザーの資格を持つ社員が中心となり、新入社員教育の際にクーリン
グ・オフや悪質商法への対応、消費者トラブルへの対応などについて、教育をおこなっ
ている。

・消費生活アドバイザーの資格を持つ社員が、消費者トラブルの解説冊子を作成し、
社員の消費生活における安全・安心に取り組んでいる。

・消費生活アドバイザーの資格取得や消費者力検定試験の受験を奨励している。

・ｅ－ラーニングを活用し、環境や情報セキュリティなどについての教育を実施している。

・新入社員教育の一環として、社外講師による悪質商法や振り込め詐欺など、
若者の被害が多い問題を取り上げている。

・国民生活センターが発行するパンフレットを活用している。

・消費者庁制作ＤＶＤ 「高めよう！ 見守り力～高齢者・障害者の消費者被害を
防ぐために～」を各店舗添付に配布している。
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消費者と企業の共生をめざして

公益社団法人 消費者関連専門家会議

ＡＣＡＰ

（公社）消費者関連専門家会議 消費者教育推進会議
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