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消費者問題の現状①：消費生活相談件数の概況

（出所）消費者庁令和４年版『消費者白書』概要版
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消費者問題の現状②：最近注目される消費者問題

3
（出所）消費者庁令和４年版『消費者白書』概要版
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（出所）消費者庁令和４年版『消費者白書』概要版

消費者白書特集記事より：変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組



5

消費者白書特集記事より：変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組

（出所）消費者庁令和４年版『消費者白書』概要版
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消費者白書特集記事より：変わる若者の消費と持続可能な社会に向けた取組

（出所）消費者庁令和４年版『消費者白書』概要版



〇 消費者教育の広がり

だまされない消費者 ＋自分で考える消費者

今＋未来
自分＋地域・世界

※SDGｓにも通じる

※消費者市民社会の形成に参画
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【従来の消費者教育】

消費者一人一人が、正しく、適切な情報を基に、自分自
身のために合理的選択を実践し、被害に遭わない、豊か
な生活を送ることを基本とする、自立支援のための教育

【推進法で視野の広がった消費者教育】
消費者市民社会の形成への参画

・個人として自立しているだけでなく、消費者が社会
の一員として行動することも「消費者の自立」の要素
・消費者一人一人が、「自分は被害に遭わない、自分
は大丈夫」と考えるだけでなく、「消費生活に関する
問題は、自分だけでなく社会の問題」と理解し実践し
ていくこと
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幼児期 小学生期 中学生期 高校生期
成人期

特に若者 成人一般 特に高齢者

各期の特徴 様々な気づきの体験を
通じて、家族や身の回り
の物事に関心をもち、そ
れを取り入れる時期

主体的な行動、社会や
環境への興味を通して、
消費者としての素地の
形成が望まれる時期

行動の範囲が広がり、
権利と責任を理解し、
トラブル解決方法の理
解が望まれる時期

生涯を見通した生活の管
理や計画の重要性、社会
的責任を理解し、主体的な
判断が望まれる時期

生活において自立を進
め、消費生活のスタイル
や価値観を確立し自ら
の行動を始める時期

精神的、経済的に自立
し、消費者市民社会の
構築に、様々な人々と協
働し取り組む時期

周囲の支援を受けつつも
人生での豊富な経験や
知識を消費者市民社会
構築に活かす時期

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

商
品
等
の
安
全

生
活
の
管
理
と
契
約

情
報
と
メ
デ
ィ
ア

トラブル対応能
力

商品安全の理
解と危険を回
避する能力

選択し、契約す
ることへの理解
と考える態度

生活を設計・管
理する能力

情報の収集・処
理・発信能力

消費生活情報
に対する批判的
思考力

情報社会の
ルールや情報
モラルの理解

消費がもつ
影響力の理解

持続可能な
消費の実践

消費者の参画・
協働

困ったことがあったら
身近な人に伝えよう

くらしの中の危険や、
ものの安全な使い方
に気づこう

約束やきまりを守ろう

欲しいものがあった
ときは、よく考え、時
には我慢することを
おぼえよう

支え合いながらトラブル解
決の法律や制度、相談機
関を利用しよう

安全で危険の少ない
くらしの大切さを伝え
合おう

生活環境の変化に対応
し支え合いながら生活
を管理しよう

契約トラブルに遭遇
しない暮らしの知恵
を伝え合おう

身の回りの情報から
「なぜ」「どうして」を
考えよう

支え合いながら情報
と情報技術を適切に
利用しよう

支え合いながら、トラブ
ルが少なく、情報モラル
が守られる情報社会を
つくろう

支え合いながら消費
生活情報を上手に取
り入れよう

消費者の行動が環境、
経済、社会に与える影
響に配慮することの大
切さを伝え合おう

支え合いながら協働し
て消費者問題その他の
社会課題を解決し、公
正な社会をつくろう

持続可能な社会に役
立つライフスタイルに
ついて伝え合おう

身の回りのさまざま
な情報に気づこう

身の回りのものを大
切にしよう

協力することの大切
さを知ろう

自分や家族を大切に
しよう

おつかいや買い物に
関心を持とう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関を利用しや
すい社会をつくろう

安全で危険の少ない
くらしと消費社会をつ
くろう

経済社会の変化に対応
し、生涯を見通した計画
的なくらしをしよう

契約とそのルールを
理解し、くらしに活か
そう

情報と情報技術を適
切に利用するくらしを
しよう

トラブルが少なく，情
報モラルが守られる
情報社会をつくろう

消費生活情報を主体
的に評価して行動し
よう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響に配慮して
行動しよう

地域や職場で協働して
消費者問題その他の社
会課題を解決し、公正
な社会をつくろう

持続可能な社会を目
指したライフスタイル
を実践しよう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関を利用する
習慣を付けよう

安全で危険の少ない
くらし方をする習慣を
付けよう

生涯を見通した計画的
なくらしを目指して、生
活設計・管理を実践しよ
う

契約の内容・ルールを
理解し、よく確認して契
約する習慣を付けよう

情報と情報技術を適
切に利用する習慣を
身に付けよう

情報社会のルール
や情報モラルを守る
習慣を付けよう

消費生活情報を主体
的に吟味する習慣を
付けよう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響を考える習
慣を身に付けよう

消費者問題その他の社
会課題の解決や、公正
な社会の形成に向けた
行動の場を広げよう

持続可能な社会を目
指したライフスタイル
を探そう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利
用法を知ろう

安全で危険の少ないく
らしと消費社会を目指
すことの大切さを理解
しよう

主体的に生活設計を立て
てみよう
生涯を見通した生活経済
の管理や計画を考えよう

適切な意思決定に基づ
いて行動しよう
契約とそのルールの活用
について理解しよう

情報と情報技術の適切な
利用法や、国内だけでな
く国際社会との関係を考
えよう

望ましい情報社会のあり
方や、情報モラル、セキュ
リティについて考えよう

消費生活情報を評価、選
択の方法について学び、
社会との関連を理解しよ
う

生産・流通・消費・廃棄が
環境、経済や社会に与え
る影響を考えよう

身近な消費者問題及び社
会課題の解決や、公正な社
会の形成に協働して取り組
むことの重要性を理解しよう

持続可能な社会を目
指して、ライフスタイル
を考えよう

販売方法の特徴を知り、
トラブル解決の法律や制
度、相談機関を知ろう

危険を回避し、物を
安全に使う手段を知
り、使おう

消費に関する生活管理
の技能を活用しよう
買い物や貯金を計画的
にしよう

商品を適切に選択する
とともに、契約とその
ルールを知り，よりよい
契約の仕方を考えよう

消費生活に関する
情報の収集と発信
の技能を身に付けよ
う

著作権や発信した情
報への責任を知ろう

消費生活情報の評価、
選択の方法について学
び、意思決定の大切さ
知ろう

消費者の行動が環
境や経済に与える影
響を考えよう

身近な消費者問題及び
社会課題の解決や、公
正な社会の形成につい
て考えよう

消費生活が環境に
与える影響を考え、
環境に配慮した生活
を実践しよう

困ったことがあったら
身近な人に相談しよ
う

危険を回避し、物を
安全に使う手がかり
を知ろう

物や金銭の大切さに気
づき、計画的な使い方を
考えよう
お小遣いを考えて使おう

物の選び方、買い方を
考え適切に購入しよう
約束やきまりの大切さを
知り、考えよう

消費に関する情報の
集め方や活用の仕
方を知ろう

自分や知人の個人
情報を守るなど、情
報モラルを知ろう

消費生活情報の目
的や特徴、選択の大
切さを知ろう

消費をめぐる物と金
銭の流れを考えよう

身近な消費者問題に
目を向けよう

自分の生活と身近な
環境とのかかわりに
気づき、物の使い方
などを工夫しよう

重点領域

※本イメージマップで示す内容は、学校、家庭、地域における学習内容について体系的に組み立て、理解を進めやすいように整理したものであり、学習指導要領との対応関係を示すものではありません。

Ver.1.0
○ 消費者教育の体系イメージマップ
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新 消費者教育ポータルサイトのご紹介

消費者教育に関する情報を
検索できます！

教材を探す
消費者教育に関する教材を検索できます。

取組事例を見る
教材を利用した消費者教育実践事例や、消費者教育コー
ディネーター等の各種取組事例をご紹介します。

講師を探す（団体情報バンク）
職員等を講師として派遣する活動をしている団体をご紹
介します。学校や地域の団体、サークル等で学習会や研
修会への講師をお探しの方はご活用ください。

注意喚起チラシを探す
国や地方公共団体、各種団体が発行している注意喚起用
のチラシをご紹介します。消費者トラブルの未然防止、
拡大防止にお役立てください。

情報の「再検索」が
しやすくなりました！

情報の掲載、更新、修正が
しやすくなりました！
（別途ユーザー登録が必要です）

NEW！

NEW！

幅広い内容の取組事例の報告が掲載可能
取組事例として、教材を活用した講座や、消費者向けの
啓発イベントなど、消費者教育に関する幅広い内容の報
告を柔軟に掲載いただけます。

消費者教育に関する情報を
掲載できます！（※）

教材等の掲載
消費者教育に関する教材情報や団体情報、注意喚起チラ
シを掲載していただけます。

教材等の修正、更新
直接、ご自分の登録済情報の修正や更新をしていただけ
ます。

（※）別途ユーザー登録が必要です

NEW！

NEW！

https://www.kportal.caa.go.jp/



成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針
-消費者教育の実践・定着プラン-

（2022年３月31日若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定）

成年年齢引下げを見据えた若年者への消費者教育

□ これまで関係４省庁（消費者庁・法務省・文部科学省・金融庁）が連携して
2018年２月～ 若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム
2021年３月～ 「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン

に基づき若年者への消費者教育の取組を推進し、一定の成果。

＜高等学校等における「社会への扉」等を活用した実践的な消費者教育（授業）の実施率 ＞
2018年度：38％ ➡ 2019年度：67％ ➡ 2020年度：86％ ➡ 2021年度 ：91％

□ 2022年１月には、「成年年齢引下げに関する関係閣僚会合」が開催され、若年者の
消費者被害等を防止するための施策が取りまとめられた。若年者の消費者被害の
防止等のため、関係省庁が所管の取組を着実に進めるよう、総理から指示。

「18歳から大人」特設ページ | 消費者庁 (caa.go.jp) 11

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/


成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針
－消費者教育の実践・定着プラン－

（令和４年３月31日 若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議決定）

成年年齢引下げ後の若年者に対する消費者教育は、 高等学校段階のみならず、社会人も含めた若年者への切

れ目のない消費者教育へと進展させ、消費者被害の状況等も踏まえつつ、成年年齢引下げ後の消費者教育の実践・

定着に向けて関係４省庁が連携し、若年者への消費者教育に取り組む。 ※2022年度以降３年間の計画

消費者庁 法務省 文部科学省

４省庁が連携して成年年齢引下げ後の消費者教育の実践・定着に向けた取組を推進

金融庁

Ⅰ 実践的な取組の推進・環境整備

Ⅱ コンテンツの充実・活用の促進

Ⅲ 進捗状況のフォローアップと推進方針の見直し

1.学校等における消費者教育の推進
（１）高等学校等における消費者教育の推進
○ 学習指導要領の趣旨の周知・徹底
○ 実践的な消費者教育等の推進
○ 教員の養成・研修の推進 等

（２）大学等における消費者教育の推進
○ 消費生活センター等と連携、実務経験者の活用
の促進

○ 学生に対する消費者被害防止に向けた指導
○ 金融経済教育講座の実施 等

（３）事業者等における若年者向け消費者教育の推進
○ 新人研修等を活用した消費者教育の促進 等

2.若年者に対する広報・啓発
（注意喚起・情報発信等）

○ 若年者の消費生活相談の状況等を踏
まえた注意喚起

○ 若年者が社会の一員として相互に情報
共有する活動の推進

○ 成人式、入学時ガイダンス等を活用し
た情報発信

○ シンポジウム等を活用した啓発
○ SNS等を活用した情報発信 等

3.若年者を支える社会的な環境
の整備

○ 消費者ホットライン188の周知広報

○ 若年者が相談しやすい体制整備

及び周知

○ 親世代を含めた若年者周辺の人

への啓発・情報発信 等

○ 動画、教材等のＳＮＳ、ウェブサイト・ポータルサイト等を通じ活用促進 等

○ 各施策の進捗状況を毎年度フォローアップ
○ 進捗状況や社会経済情勢を踏まえ、必要に応じ見直し 等
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〇「18歳から大人！ゆりやんと
つくるラップ動画チャレンジ」

(応募期間：11/４～１/５)

〇令和４年度消費者月間
ポスターデザインコンテスト

(応募期間：11/17～１/28)

消費者月間
作品募集令和４年度

ポスターデザインコンテスト

応募期間 令和３年11月17日（水）～令和４年１月28日（金）16時までにメール着

応募資格 プロ・アマを問わず、応募できます。ただし、日本国内に居住する方に限らせていただき

ます。

応募方法 応募様式に必要事項を記載の上、作品と併せて電子メールにて

syouhisyagekkan@caa.go.jp までお送りください（詳細は募集要項参照）。

審 査 「令和４年度消費者月間ポスターデザインコンテスト審査委員会」において、採用作品を

１点決定いたします。正式発表は２月中旬の予定です。

採用作品 採用作品をもとにポスターを制作し、令和４年５月の消費者月間の周知・啓発のため、広

く活用します。また、消費者月間ポスター以外の媒体においても消費者問題の周知・啓発
のために広く活用されることがあります。

考えよう！大人になるとできること、
気を付けること

～18歳から大人に～

【消費者月間とは？】毎年５月を「消費者月間」として、消費者、事業者、行政が一体となって消費
者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っています。

※ このポスターは令和２年度、
３年度消費者月間のもの
です。

【令和４年度消費者月間統一テーマ】

をイメージするポスターデザインを募集します。

〇「TGC teen 2021 Winter」
成年年齢引下げに関する

啓発ステージ

（2021/11/20 約21万人が視聴）

イベント・メディアを通じた周知
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 啓発動画の作成
○ ゆりやんレトリィバァさんのラップ動画（吉本興業と連携）】

○ 18歳から大人（新生活応援チラシ）○ 令和４年度消費者月間ポスター
 啓発チラシ、ポスターの作成

コンテンツの充実・活用の促進
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保護者向け消費者被害防止セミナー

菊間千乃弁護士出演
動画にて配信

消費者月間シンポジウム

成年年齢引下げに関連した消費者庁の動き
基調講演とテーマ別の分科会
①取引のデジタル化、②緊急時対応、③エシカル消費https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/co

nsumer_education/lower_the_age_of_adulthood/movie/



テーマ 講義名 講師担当団体

金融と経済を学ぶ

あなたの夢の実現と持続可能な社会の実現に向けて

～なぜ金融リテラシーが必要か？
金融庁

キャッシュレス決済

金融広報中央委員会金利と経済

金利の基礎

ライフプランを描く
生活設計 ～個人で考えよう、家族で話そう将来設計

日本FP協会
家計管理 ～夢の実現に向けお金の管理方法を学ぼう

お金を借りる

ローンの基礎

全国銀行協会クレジットカード

住宅ローン

奨学金 日本学生支援機構

お金を増やす

資産運用 ～始める前に 日本証券業協会

東京証券取引所

投資信託協会

投資リスクの管理（リスクの軽減）

NISA・確定拠出年金

リスクに備える
生命保険 生命保険文化センター

損害保険 日本損害保険協会

トラブルを避ける
消費者トラブルに遭わないために～契約の基礎と最近の消費

者トラブル事例

消費者庁

（協力:国民生活ｾﾝﾀｰ）

●金融リテラシーeラーニング講座（マネビタ）
（金融経済教育推進会議）
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/e-learning/
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https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/e-learning/
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● 消費者相談ダイヤル・相談メールアドレス等のリスト公表

●メール・ウェブフォーム等でも消費生活相談を受け付けている自治体の連絡先一覧 (令和4年4月8日時点)[PDF:254KB]



〇LINE公式アカウント
「消費者庁 若者ナビ！」
（令和３年８月４日開設）

〇Twitterアカウント
消費者庁 「18歳から大人」
（令和３年３月22日開設）

 SNSによる発信

18
 政府広報 大型キャンペーンの実施（令和４年１月～３月）＜人気アニメ「東京リベンジャーズ」とコラボ＞

地上波番組放映（令和４年１月16日 16:00～16:55）＜日テレ「新しい常識！18歳からの大人ルール」＞
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