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１．青森県の消費者教育推進の体制

県民生活文化課
消費生活・公益法人グループ 6名

県消費生活センター所長
（県民生活文化課課長代理）

（担当業務）
・市町村との連絡調整
・地方消費者行政強化交付金事務
・委託事業の進捗管理
・条例・基本計画策定
・事業者への指導監督
・議会対応・予算要求 など

県消費生活センター職員も兼務
・所長名での文書起案・発出
・センター主催会議・研修会等の出席

県消費生活センター業務部 18名

受託者：NPO法人青森県消費者協会

業
務
委
託

業務部長 １名、業務部次長 ２名、総務課 ３名

相談課 ９名

（担当業務）
・消費生活相談対応
・市町村相談窓口への技術的支援
・相談員、市町村職員向け研修会等の開催 など
教育啓発課 ３名

３名全員を消費者教育コーディネーターに位置付け

（担当業務）
・県民への啓発活動、消費者教育の推進 など

県庁北棟

県民福祉プラザ
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県の消費者行政
推進の取組

（一部の実施を青森県
消費者協会に委託）

市町村相談窓口の
充実・強化支援 等

消費生活相談

法執行

・青森県消費生活センターWEBサイトの運営
・各種SNS（Facebook、LINE、YouTube）の運営
・広報紙「消費者情報あおもり」の発行
・消費生活大学講座（年６回）の実施
・移動消費生活講座の実施（寸劇付き）
・各種セミナー・研修会の実施

・相談対応能力向上のための研修会等（相談課）
・市町村アドバイザーによる巡回訪問（相談課）

・高齢者見守りネットワーク等の支援
（法定協への移行働きかけ）

・学校等における消費者教育推進事業
（中学校・高等学校・特別支援校・大学）

・各種啓発資材等の作成・配布
（高齢者・子育て世代・若者向け）

・街頭啓発・イベントの実施（啓発資材の配布）
・地域の消費者活動の支援

啓 発 消 費 者 教 育
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２． 消費者教育コーディネーターの概要

教育啓発課長
（主な担当業務）

①教育啓発に係る企画及び調整 ②学校等における消費者教育推進事業
③地域見守り支援強化事業 ④子育て世代に向けた消費者教育推進事業

（主な経歴）
中学校教諭、県教育庁指導主事（スポーツ健康課長）、特別支援学校長 など

教育啓発課員
（主な担当業務）

①研修会の企画 ②各種広報媒体を活用した広報
③消費者団体の育成及び協働の推進事業 ④消費生活サポーター関係業務

（主な経歴）
民間企業、消費生活相談員 など

教育啓発課員
（主な担当業務）

①講座の企画 ②出前講座の事務
③消費者団体の育成及び協働推進事業 ④啓発資料等の管理

（主な経歴）
民間企業 4



３．消費者教育コーディネーター配置に至る背景

• 青森県消費生活センター業務は平成16年度からNPO法人青森県消費者協会に委託

• 当初は苦情相談対応業務が中心だったが、啓発活動や消費者教育のウエイトが増加

• 第３次青森県消費生活基本計画（平成29年策定）

→ 幼児期から高齢期までの各段階に応じた、体系的な消費者教育に取り組むことを明記

同計画は、消費者教育推進計画の性格も併せ持つ

• 同時期に、学校における消費者教育推進の取組がスタート

→ 学校や県教委をはじめ、様々な機関と連携する必要性が増加
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４．県と消費者教育コーディネーターの役割分担

• 事業の方針は県（委託者）が決定

• 新規事業に着手する際や、あらたな連携先との協議には消費者教育コーディネーターと県担当者が同行

• 実施段階では、消費者教育コーディネーターが企画し、県の了解を得て事業をすすめている

• 日常的に細かい点を確認し合って進めている

５．外部委託のメリット

• 外部環境の変化に対応しやすい

→ 新型コロナウイルス感染症への対応などでも柔軟性を発揮

• 行政組織だけでは得られにくい、民間企業などでの経験をもった人材が事業を推進

• 担当者が２～３年で交替しないので、連携先との関係性の継続・強化がしやすい
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６．青森県の消費者教育の推進とコーディネータの役割

ライフステージや場の特性に
応じた消費者教育の推進

消費者教育推進に向け
た人財（担い手）の育成

消費者の自主的学習の場
の提供

市町村及び関連する教育等
との連携の推進と環境整備

幼児期から高齢期までの各段階
学校、地域、職場等の特性に応じて

指導者（教育関係者）
見守り者（サポーター）
地域社会でのリーダー
研修資料作成・研修の場の確保

リーフレット チラシ
消費生活情報紙
ホームページ
ＳＮＳの活用
（Facebook Line YouTube）
派遣講座 消費生活大学講座

圏域市町村情報交換
市町村への支援

行政
関係機関
関係者（専門家）
教育機関
地域

連携

協働

コーディネート 7



〇学校における消費者教育の取組から

①中学校 教職員対象

②高等学校 教職員対象 （関係する教科から校内へ）

③特別支援学校 教職員対象（全特別支援学校）

④大学 学生及び担当教員（主体的な活動を共有）
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学校等における消費者教育推進事業

H 3 0～ R 2年度の取組

中学校における消費者教育推進

社会科（公民的分野）： 契約の重要性や意義、契約を通した個人と社会の関係
技術・家庭科（家庭分野）：売買契約の仕組み 消費者の権利と責任 消費者被害とその背景

消費生活が環境や社会に及ぼす影響
消費生活・環境についての課題と実践

自立した消費者として行動する力を育む

中学校における
消費者教育の研修
主催：青森県、青森県教育委員会

R4西北・上北

公民科（公共）
家庭科 商業科等
生徒指導

R5中南・下北

消費者教育指導力アップ⇒学校における消費者教育の推進

特別支援を要する人の消費者力向上
障害種別等の個に応じた消費者教育
の進め方検討・実践

社会生活での
消費者としての自

立

・年２回の検討会議
・学生による企画、準備、運営
・学生による消費生活フェスタの開催

・中学校の教員を対象とした消費者教育
研修会の開催（2地区×3カ年）

・高等学校教員等による検討会議を設置
し関係教科での指導事例を作成・公表
弁護士・司法書士と連携した授業実施

・県内全ての特別支援学校において実態
に応じた消費者教育の実践と検討委員
会での検討

・大学生の主体的な消費者教育の取組推進、
学生による消費生活フェスタの開催

H 2 7～ H 2 9年度の取組
・高等学校・大学でのモデル的な取組

高等学校における消費者教育推進

特別支援学校における消費者教育

関係教科等の指導案検討
弁護士・司法書士との連携
HPやＳＮＳ等での情報提供

消費者教育拡充
生徒の消費者力

アップ

成年年齢引下
げへの対応

成年年齢引
下げへの対応

大学生の消費者教育実践支援

R3∼R5

R3∼R5R3∼R5

R3.4～ 新学習指導要領全面実施

R4.4～ 新学習指導要領年次進行実施

学生が地域等における
消費者教育の担い手に

大学生の消費者教育活動（授業、ボランティ
ア、学園祭等）を支援

【連携先】八戸工業大学・弘前大学・青森大学
青森中央学院大学・明の星短期大学
八戸学院大学・柴田学園大学

事業主体 ： 青森県環境生活部県民生活文化課 ・ 青森県消費生活センター
事業委託先 ： NPO法人青森県消費者協会（「消費者教育コーディネーター」３名を配置して事業を推進）

R3東青・三八
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中学校における消費者教育推進

消費者教育を効果的・効率的に実践
カリキュラム・マネジメントの視点

社会の変化に伴い変容する消費者問題に対応し、安全・
安心で豊かな生活（持続可能な社会）を築くためには、
消費者被害を防止し、消費生活の安定・向上を図るため
消費者自身が消費生活に関する知識を習得し、これを適
切な行動に結び付けること（判断・行動する力）ができ
るよう、実践的な能力を育む消費者教育が不可欠

教員の消費者教育指導力アップ

業務担当 事前 研修 事後

県
（消費生活セン

ター）

企画（研修準備）
学校への文書作成
申込受付

運営 資料等の提供
研修のまとめ

教育事務所 日程・内容について
学校への周知 参加状況の把握 学校の実践のとりま

とめ

4月～6月 8月～9月 10月～11月 12月
研修の案内 研修の実施 資料等の提供 各校の消費者教育実践

状況のまとめ

社会科 契約の重要性や意義
(公民的分野) 契約を通した個人と社会の関係

技術・家庭科 売買契約の仕組み
（家庭分野） 消費者の権利と責任

消費者被害とその背景
消費生活が環境や社会に及ぼす影響
消費生活・環境についての課題と実践

いまの中学生は

高校進学後、

在学中に成人となる自立した消費者として行動する力を育む

R3.4～ 新学習指導要領全面実施

成年年齢引
下げへの対応

中学校における消費者教育の研修
主催：青森県、青森県教育委員会、青森県金融広報委員

会R3 R4 R5
東青・三八 西北・上北 中南・下北

H30 R1 R2
東青・三八 西北・上北 中南・下北

（参考）H30～R2の実施状況
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①中学校における消費者教育

連携機関等
県教育庁学校教育課、県総合学校教育センター、県教育事務所、
市町村教育委員会、中学校長会、中学校教育研究会、弘前大学教育学部

コーディネー
ターの役割

情報収集、事業の説明、運営会議の実施、事業の実施、
成果についての報告

連携先への
働きかけ

・学校現場からの情報収集（事業実施のための具体的な方法等）
・関係市町村教育委員会に対して事業の推進状況を周知
・直接研修に関わるところへは県の担当者と一緒に説明

工夫した点

・現場への配慮（事務的作業を行う教育事務所の事務量の軽減）
・各学校における消費者教育の実施状況調査を実施し、結果を共有
・研修の内容を明確に（カリキュラムマネジメント、学習指導要領

への位置づけ、成年年齢引き下げに向けての対応）
・新型コロナウィルス感染防止対策としてのDVDを活用した研修

（県内大学教授や教育関係者による講義を録画し、ＤＶＤにして
各学校に配付。受講後のアンケートにより実施状況を把握）
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高等学校における消費者教育推進
平成27年～平成29年度

モデル校での消費者教育実践
H27：
八戸中央高校、百石高校

H28：
板柳高校、弘前高校

H29：
浪岡高校、青森中央高校、青森商業高校

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（H30.2.20）

「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン（R3.3.22）
高等学校における消費者教育の推進
①学習指導要領の徹底
②消費者教育教材の開発、手法の高度化・社会への扉の活用、アクティブラーニング
③外部の講師の活用（実務研修者）
④教員の養成・研修

検討委員会
年４回程度

家庭科・公民科・商業科等の教員
関係指導主事
大学教授、消費生活専門家
弁護士、司法書士

・カリマネを踏まえた指導事例等の授業研究
・弁護士、司法書士等との連携による授業実践
・青森県消費生活センターHPへの掲載
・教科部会での周知

H30年度～R2年度

トラブル
多発の
懸念

成年年齢引下げ
R4.4.1～ 18歳で成人に

未成年者取消権が行使できない

生年月日 成年になる日 成年年齢

平成14年4月2日～
平成15年4月1日 令和4年4月1日 19歳

平成15年4月2日～
平成16年4月1日 令和4年4月1日 18歳

平成16年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

R4.4～ 新学習指導要領年次進行実施

・消費者教育の充実、
・必修科目「公共」の導入

R3∼R5
検討委員会
・これまでの関係者に加え、生徒指導担当指導主事の新規加入
・「高校生の消費生活における実態調査（R2実施）」の調査結果や
カリマネを踏まえた指導事例等の授業研究

授業実践
・弁護士、司法書士等との連携による授業実践

検討委員会
・高校生をはじめ若者向け消費生活情報をＳＮＳで発信
・県消費生活センターHPへの掲載・教科部会での周知

啓発動画
SNSで発信
保護者向け
チラシ等

R3、R4
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②高等学校における消費者教育

連携機関等
県教育庁学校教育課、県総合学校教育センター、高等学校長会、
関係教科部会、県弁護士会、県司法書士会

コーディネー
ターの役割

情報収集、事業の説明、運営検討会議の実施、事業の実施（関係者
への案内等）
成果についての周知（HPへの掲載）

連携先への
働きかけ

・県弁護士会、県司法書士への連絡調整
・関係する部署へ県の担当者と一緒に説明
・各教科部会、担当指導主事との協議

工夫した点

・弁護士、司法書士との連携方法（授業の一部に組み込む）
・モデル校での実施 → 教科部会主体での取組へ移行（点から面へ）
・カリキュラムマネジメントによる消費者教育の充実
・各校の取組に対する支援（資料の提供、出前講座）
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特別支援学校における消費者教育推進

特別支援教育関係研修会
での啓発（各校での実践へ）
・各種研修会における実践内容の
掲示

・関係リーフレット等の配布

モデル校での実践小・中・高等部（H30年度～R2年度）
小・中・高等部の指導体系一覧作成
各学部での授業実践 発達の段階に応じた指導
※子どもたちが楽しく学ぶ工夫：体験学習、ロープレ、格付けゲーム
※全国消費者フォーラムでの発表

特別支援学校における消費者教育推進検討会議

消費者として
自立するための

消費者教育について

障害者就業・生活支援
センター職員

各特別支援学校
消費者教育担当者

指導主事 大学教授

消費生活アドバイザー
等専門家

特別支援学校ＰＴＡ
連合会代表

特別支援教育
研究会会長

年２回程度
特別支援学校長会長

障害の状況に応じた消費者教育の実践

消費生活に関する情報指導方法等の共有

R3∼R5
モデル校での実践

⇓
全特別支援学校
で知識等を共有し、
実践
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③特別支援学校における消費者教育

連携機関等

県教育庁学校教育課、県総合学校教育センター、特別支援学校長会、
特別支援教育研究会、特別支援PTA連合会、障害者就業・生活支援
センター、県内大学

コーディネー
ターの役割 情報収集、事業の説明、消費者教育推進検討会議の実施

連携先への
働きかけ

・各学校への周知依頼（連携機関等）
・関係する部署へ県の担当者と一緒に説明
・担当指導主事との協議

工夫した点

・モデル校での実施 → 全ての特別支援学校での取組への移行
・各校の取組に対する支援（資料の提供、出前講座）
・各校の取組状況について情報交換（ノウハウの共有）
・特別支援学校における消費者教育に関する講演の実施
・特別な支援を要する生徒の消費者としてのスキル向上

15



大学生の消費者教育実践運営検討会議（年２回）
※地域や学内で消費者教育を推進するための効果的な活動について

各大学の学生代表、担当教授、生涯学習課指導主事、金融広報委員
消費生活アドバイザー等専門家

① 授業
② ボランティア
③ 学園祭
④ サークル活動

学生による消費生活フェスタの開催 R４.11.20＠新町キューブ（予定）

学生による消費者教育推進の活動

成年年齢引下げによる消費者トラブル防止も含む

八戸学院
大学

青森中央
学院大学

弘前大学
（人文社会
科学部）

青森大学

柴田学園
大学

明の星
短期大学

八戸工業
大学

学生委員会
企画・準備・運営

【実施内容】

講演・実践発表・情報交換（ポスター発表）

生年月日 成年になる日 成年年齢

平成14年4月2日～
平成15年4月1日 令和4年4月1日 19歳

平成15年4月2日～
平成16年4月1日 令和4年4月1日 18歳

平成16年4月2日以降 18歳の誕生日 18歳

R3∼R5
参加大学の拡充
成年年齢引下へ
の対応
取組の継続実施

大学生の消費者教育実践支援事業

R3、R4
成年年齢
引下げに
係る注意喚起
学生向け
チラシ、
ポスター等

弘前大学
（教育学部)
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④大学における消費者教育

連携機関等 県内７大学、県教育庁生涯学習課、県金融広報委員会

コーディネー
ターの役割

情報収集、事業の説明、運営検討会議の実施、学生実行委員会の実
施、フェスタ開催の連絡調整、学生の活動支援

連携先への
働きかけ

・連携大学との連絡調整
・関係する部署へ県の担当者と一緒に説明
・大学での消費者教育に関する活動を支援

工夫した点

・モデルの大学での実施 → 連携先の大学を拡大（点から面へ）
・参加大学において、学生による主体的な取組を支援（学生主体）
・フェスタの開催を学生の実行委員会で企画運営
・フェスタへの参加方法の選択肢を拡大

（会場参加、オンライン参加、アーカイブ参加）
・各大学の取組に対する支援（資料の提供、出前講座）
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・県教育委員会、校長会

連携によるメリット

・弁護士会、司法書士会

 事業の実施がスムーズになった

 担当指導主事の協力が得られやすくなった

 情報を共有することで、県教育委からも積極的に各学校への指導が可能に

 校長が理解することで、学校の取組が推進しやすくなった

 授業実践を通じて、教員が直接弁護士・司法書士と関わることで、継続

的な連携がしやすくなる

 接する機会のない法律の専門家の話を聴くことで、生徒の意識が変わる
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７．本日ご参加のみなさまへ

〇これから消費者教育コーディネーター活動に取り組むみなさまへ

〇消費者教育コーディネーターとして工夫していること・気を付けること

・コーディネーターの業務内容及び業務体制の明確化（財政的裏付け）
・事業の目的を達成するための連携・協働先を確認する
・連携や協働の方法について、あらかじめ複数案想定しておく
・連携・協働先等との共通理解の場を設定する
・コーディネーターに任せっきりにしない
・成果を広報することが重要

・関係するネットワークをできるだけ広げる
・情報収集を十分行う
・収集した情報を共有する（関係者・行政）
・一過性に終わるのではなく継続することを意図する
・独りよがりにならず、行政とともに推進する
・楽しく活動する
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