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⇒ 社会科、家庭科、技術・家庭科等において、引き続き消費者教育に関する

内容を規定するとともに、現行の規定に加え、内容を更に充実した。 

 高等学校学習指導要領（平成３０年３月告示予定） 

 

○ 実施状況 

 第１項関係 

 【幼児向け消費者教育事業】 

平成２４年度 ０事業 

平成２５年度 ０事業 

平成２６年度 １事業 

平成２７年度 ６事業 

平成２８年度 ７事業 

 【学校における消費者教育事業】 

平成２４年度 ３８事業 

（小学生向け〔９事業〕、中学生向け〔７事業〕、高校生向け〔２２事業〕） 

平成２５年度 ３５事業 

（小学生向け〔１１事業〕、中学生向け〔３事業〕、高校生向け〔２１事業〕） 

平成２６年度 ４３事業 

（小学生向け〔１３事業〕、中学生向け〔４事業〕、高校生向け〔２６事業〕） 

平成２７年度 ４４事業 

（小学生向け〔１３事業〕、中学生向け〔４事業〕、高校生向け〔２７事業〕） 

平成２８年度 ５７事業 

（小学生向け〔１９事業〕、中学生向け〔９事業〕、高校生向け〔２９事業〕） 

 

第２項関係 

【教育職員に対する消費者教育に係る研修】 

平成２４年度 ２０事業 

平成２５年度 ２４事業 

平成２６年度 ３０事業 

平成２７年度 ３１事業 

平成２８年度 ３４事業 

 

第３項関係 

○ 地域サポーター 

【都道府県】３０府県 

青森県 岩手県 宮城県 山形県 栃木県 埼玉県 

千葉県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 

長野県 岐阜県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 
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兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 

山口県 徳島県 愛媛県 高知県 長崎県 大分県 

【政令市】１２政令市 

札幌市 仙台市 さいたま市 横浜市 新潟市 京都市 

大阪市 堺市 神戸市 広島市 福岡市 熊本市 

 

○ 消費者教育コーディネーター 

【都道府県】１６府県 

青森県 岩手県 茨城県 千葉県 

新潟県 山梨県 三重県 京都府 

奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 

徳島県 愛媛県 佐賀県 長崎県 

（出典：地方消費者行政の現況調査、詳細は「平成２９年度地方消費者行政の現況調査」

〔Ⅵ-３⑸都道府県別コーディネーターの有無、８⑴消費者教育・啓発・広報事業及び８

⑶地域サポーター〕参照） 

 

（第１２条〔大学等における消費者教育の推進〕関係） 

○ 「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」 

 

○ 大学等に対する消費者教育に関する通知等 

【平成２４年度】 

・学生・生徒のいわゆるマルチ取引に係る被害防止について（平成２４年５月１６日） 

・消費者教育の推進に関する法律の施行について（平成２４年１２月１３日） 

・ 「ソーシャルゲーム」、「口コミ（サイト）」、「サクラサイト」に関して消費者が実行

すべきポイントについて（平成２４年１２月１３日） 

【平成２５年度】 

・ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（基本方針）について （平成２５年６

月２８日） 

【平成２７年度】 

・学生等に対する投資用 DVD販売にかかる被害防止について（平成２７年１月１６日） 

【平成２８年度】 

・消費者教育の充実について（平成２８年７月１２日） 

・20歳前後の若年層における消費者被害の防止について（平成２８年１１月１４日） 

 

○ 大学及び専門学校における消費者教育事業 

平成２４年度 ３３事業 

平成２５年度 ３７事業 

平成２６年度 ３８事業 
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平成２７年度 ４４事業 

平成２８年度 ３５事業 

（出典：地方消費者行政の現況調査、詳細は「平成２９年度地方消費者行政の現況調査」（８

⑴消費者教育・啓発・広報事業）参照） 

   

（第１３条〔地域における消費者教育の推進〕関係） 

○ 国と地方のコラボレーションによる先駆的プログラム（消費者教育関係） 

【平成２５年度】７事業 

青森県 青森市 若者に対する消費者教育推進モデル事業 

岐阜県 岐阜県 金融教育展開モデル事業 

兵庫県 兵庫県 大学生等若者向け消費者教育推進事業 

山口県 柳井市 
消費啓発講座（金融教育分野）における市販教材及び独自作成教

材の有用性の比較検証 

徳島県 徳島県 消費者力向上事業 

熊本県 長洲町 家庭で育む消費者教育事業 

熊本県 玉東町 消費者教育活性化事業 

 

 【平成２６年度】 

０事業 

 

 【平成２７年度】３３事業 

北海道 札幌市 消費者教育カタログ化事業 

宮城県 石巻市 生産地の正確な情報発信による風評被害を解決するための食育体

験プログラム 

山形県 山形県 大学と地域の協働による“高齢者を守るプロジェクト”による消

費者教育 

～地域高齢者を大学・学生・地域みんなで見守り、詐欺的被害を

減らすために～ 

山形県 山形県 消費者市民と企業市民の協働事業 

「チームやまがた暮らし見守りたい！」養成事業 

山形県 山形県 消費生活協同組合との協働事業 消費生活サポーターを活用した

消費生活協同組合と の協働事業による体系立った消費者教育と

草の根啓発活動 

福島県 福島県 小学生の絵手紙を活用した消費者教育推進プロジェクト 

福島県 福島県 新聞記事掲載による消費者教育の展開及びインターネット利用促

進 

福島県 福島県 消費者教育強化月間事業 
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福島県 福島県 消費者の特性に配慮した消費者市民者社会の概念の普及ＤＶＤ作

成 

福島県 福島県 消費者力養成講座（消費者市民社会概念普及のための担い手育

成） 

福島県 福島県 親子で学ぶ消費・金融教室 

千葉県 千葉県 消費者教育の担い手育成事業 

富山県 富山県 元気な高齢者への情報提供モデル事業 

富山県 富山県 多様な主体による消費者問題対応推進事業 

富山県 富山県 非常食のローリングストック法を活用した「消費者市民社会の形

成」への理 解促進 

岐阜県 岐阜市 子どものための消費者教育講座（中学校対象） 

静岡県 静岡県 ふじのくに非常時（災害時）消費者教育推進事業 

静岡県 浜松市 消費者教育教員支援プログラムの開発 

愛知県 名古屋市 消費者市民社会普及事業 

京都府 京都市 フェアトレードをきっかけとした京都らしさをいかした消費者教

育推進事業 

兵庫県 兵庫県 特別支援学校における消費者教育の推進 

兵庫県 兵庫県 教育委員会等との協働による消費者教育コーディネーター養成事

業 

兵庫県 神戸市 「神戸消費者力研究機関」の設立 

（愛称：神戸コインズ：“KOBE COnsumers’power INStitute”） 

兵庫県 淡路市 安全な消費生活を営めるよう、地域での消費者教育の担い手の拡

充と育成 を図る拠点づくり 

鳥取県 鳥取県 「エシカル消費」普及啓発事業 

岡山県 岡山県 消費者教育コーディネート人材養成事業 

岡山県 岡山県 幼小中高生向け消費者教育プログラム開発事業 

徳島県 徳島県 消費生活コーディネーターによる企画・提案型プロジェクト事業 

徳島県 徳島県 “消費生活クロスロード”を活用した消費者力地域波及プロジェ

クト 

徳島県 徳島県 「エシカル消費」推進プロジェクト 

熊本県 熊本県 消費者教育プログラム開発事業 

熊本県 熊本県 障害者等に対する消費者教育教材等の作成事業 

熊本県 熊本市 高校・大学生指導者用教材作成事業 

 

 【平成２８年度】２９事業 

北海道 札幌市 消費者教育情報システム構築事業 
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山形県 山形県 地元の大学と消費者団体との連携による消費者教育の充実を図る

「消費者啓発“塾”」 

～“もの言う消費者”という意識を持って行動するために～ 

山形県 山形県 「学校における消費者教育の推進 ～シニアの知恵と若者のパワ

ーを活かす～」 

千葉県 千葉県 消費者教育コーディネーター育成試行事業 

富山県 富山県 多様な主体による連携強化・発展型の消費者教育強化事業 

岐阜県 岐阜県 情報モラル教材制作委託事業 

岐阜県 岐阜県 幼児向け消費者教育実践事業 

静岡県 静岡県 ふじのくに職域における消費者教育推進事業 

静岡県 浜松市 倫理的消費啓発事業 

静岡県 浜松市 「消費者市民社会」実現のための小学校家庭科教材開発 

静岡県 伊東市 地域の事業者と連帯した食品ロスの削減等に関する消費者教育推

進事業 

愛知県 名古屋市 消費者市民教育推進事業 

愛知県 一宮市 高校における消費者教育モデル事業 

三重県 名張市 食育・地産地消に関する消費者教育推進事業 

滋賀県 滋賀県 ～子どもだって消費者！～子どもたちへの消費者教育推進事業 

大阪府 大阪府 高校生期における消費者教育 消費者教育教材の作成 

大阪府 大阪府 大学生期における消費者教育 

兵庫県 神戸市 「神戸消費者力研究機関」の設立（平成 28年度） 

（愛称：神戸コインズ：“KOBE COnsumers’power INStitute”） 

兵庫県 西宮市 西宮市立図書館における消費者教育 

鳥取県 鳥取県 子ども等への倫理的消費（エシカル消費）の普及啓発 

鳥取県 鳥取県 将来の賢い消費者育成のためのネットワークづくり 

岡山県 岡山県 幼小中高生向け消費者教育プログラム開発事業 

山口県 山口県 学校における消費者教育授業の推進 

徳島県 徳島県 「エシカル消費」推進プロジェクト（シンポジウム） 

徳島県 徳島県 「エシカル消費」推進プロジェクト（研究校） 

徳島県 徳島県 “消費生活クロスロード”を活用した消費者力地域波及プロジェ

クト 

大分県 大分県 非常事態での風評被害に惑わされないためのコミュニケーション

事業 

北海道 札幌市 親子で学ぶ消費者教育推進事業 

大阪府 泉佐野市 子どもの事故防止に向けた啓発「消費者啓発巡回ショー」 
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【平成２９年度】４１事業 

北海道 札幌市 消費者市民社会概念普及事業 

北海道 札幌市 学校等と連携した消費者教育教材作成事業 

山形県 米沢市 学校と地域の連携による消費者教育支援事業 

山形県 山形県 「SNSの消費者被害から守る ～ 地域皆で学ぶ ～」 

富山県 富山県 中学生向け消費者教育実践事業 

富山県 富山県 特殊詐欺被害防止県民応援事業 

富山県 富山県 食品ロス・食品廃棄物削減対策・普及啓発事業 

富山県 富山県 環境分野での消費者教育プログラムの開発・実践事業 

静岡県 静岡県 消費者サポート人材バンクを活用した市町支援事業 

静岡県 静岡県 ふじのくに食べきりやったね！プロジェクト 

静岡県 静岡県 消費者教育推進フォーラム事業 

静岡県 浜松市 自然環境保全を通じた消費者市民社会形成事業 

静岡県 浜松市 高等学校家庭科向け消費者教育教材開発 

静岡県 浜松市 エシカル消費啓発推進事業 

静岡県 伊東市 消費者の賢く適切な食品選択に向けた消費者教育推進事業 

愛知県 名古屋市 消費者教育の拠点化としてのテスト室機能強化事業 

三重県 名張市 非常時（災害時）における合理的行動のための消費者教育推進事業 

滋賀県 滋賀県 
地域の若者を巻き込んだ消費者教育推進事業 

～若者による若者のための消費者教育～ 

滋賀県 滋賀県 学び広げよう！子どもたちへの消費者教育推進事業 

滋賀県 大津市 
学校教育における消費者教育推進事業 

― 担い手育成と地域性を活かした新しい副教材の研究・開発 ― 

滋賀県 近江八幡市 
学校・家庭・地域で触れる消費者教育 

（体験型消費者教育プログラム＋教員向け研修会） 

京都府 京都府 幅広い主体と連携したエシカル消費の紹介・普及 

京都府 京都府 ネット取引対策 コンテンツ作成事業 

兵庫県 兵庫県 インターネット利用に関する基準づくり支援事業 

兵庫県 神戸市 
「神戸消費者力研究機関」の設立 

（愛称：神戸コインズ：“KOBE COnsumers’power INStitute”） 

鳥取県 鳥取県 生きる力を育む消費者教育実践事業 

鳥取県 鳥取県 未来と人と社会のための「エシカル消費」普及事業 

岡山県 岡山県 食品ロス削減プロジェクト事業 

岡山県 岡山県 幼小中高生向け消費者教育プログラム開発事業 

山口県 山口県 「見て・聞いて・触れて学ぼう消費者教育」事業 

山口県 山口県 やまぐち「もったいないのこころ」広めたい事業 




















