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１．連携・協働事例

（１）行政機関内における連携
①岡山県消費者教育推進担当者会議

平成18年6月岡山県消費者教育連絡協議会設置
消費者教育に関する行政機関等の連絡調整及び協議

②教材作成について教育委員会・福祉部局と連携

③ライフステージに応じた消費者教育の取組・資源マップ
（岡山県版）作成

（見えない行政機関内の仕事を見える化）

⇒行政機関内の活動の整理・関係機関との連携

Ⅰ 岡山県における連携・協働について
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(２）市町村との連携
①センター設置市

・政令市
学校教育支援・・学校関係者とのつなぎ

市内小学校悉皆研修講師
教材支援・・・・教材検討委員会メンバー
見守りネットワーク構築支援

・政令市以外
学校教育支援・教材支援

②センター未設置町（相談員在籍）

③センター未設置市町村（行政職員対応）

⇒市町村とのネットワーク構築
⇒市町村の核となる人材育成
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（３）大学との連携・協働

①大学生によるパンフレット作成関与

・若者編

・高齢者編

②大学生による教材作成・モデル授業の実施

・発達段階に応じた消費者教育教材の開発

・作成した教材を用いたモデル授業の実施

③大学生がボランティア講師登録

⇒大学生への消費者教育の実践

①・②・③ ⇒大学生の学びの場構築

④大学教員によるリーフレット作成

・医療消費者編

⑤大学生によるリーフレット作成支援

⇒新たな教育教材の開発
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(１) 行政が主体となった大学との連携・協働事業

👉👉point
大学生が教材作成に関与する仕組み

大学生が作成した教材でモデル授業の実施

大学生を出前講座の講師に育成

⇒大学教授との連携

予算：消費者庁先駆的プログラム（3年間）

内容：発達段階に応じた消費者教育教材開発

予算：消費者庁＋岡山県（3年間）

内容：障がいのある人の消費者教育教材開発

手法

・学生が作成した教材を用いたモデル授業で検証

・教材内容は検討委員会を設置して検証

⇒大学生の学びの場構築

⇒教育を受ける人を教育をする人へ

２．実践の具体例



①教材つくりに大学生の関与

検討委員メンバーのゼミ生

大学生の学びの場を創設・・・教材原案を自らが作成

発達段階に応じた教材

「契約」「売買はどこまで認められるの？」：法哲学ゼミ生

「その写真をSNSにアップしてもいいですか？」：情報法ゼミ生

「その書き込み、SNSにしても大丈夫」：憲法ゼミ生

障害の特性に応じた教材

「インターネットショッピングについて知ろう」

「支払いの仕方について知ろう」：教育学部特別支援科

「利用規約について知ろう」

「オンラインゲームの課金について知ろう」：教育学部国語科

「生活の中にある「契約」ってなんだろう」：教育学部特別支援科

「安全にインターネットショッピングをしよう」：医療福祉大学



モデル授業：

作成した教材を用いて学生が授業する

学生はグループワークでチューターとして参加

↓
実施し問題点を考える（検討委員会で検証） 大学生への

消費者教育

モデル授業実施校は行政側で探し準備する

町立中学・私立中学校・県立高校の社会科

特別支援学校・聾学校・盲学校
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平成27年度
①平成27年9月9日
②平成27年12月16日
③平成28年2月16日

平成28年度
①平成28年6月29日
②平成28年9月28日
③平成28年12月16日

平成29年度
①平成29年7月14日
②平成29年10月18日
③平成29年12月22日

教材検討会

平成30年度
①平成30年6月29日
②平成30年10月5日
③平成31年1月11日

平成31年度
①令和元年6月14日
②令和元年9月19日
③令和元年12月19日

令和2年度
①令和2年7月3日
②令和2年10月9日

大学生の発表の場を創設



● 発達段階別消費者教育教材（岡山県版）

幼児期 小学生期 中・高校生期

消費
者市
民の
構築

ももたといぬっち

テーマ
「責任」を考える

売買はどこまで認められるの

テーマ
「私的利益と公的利益」を考える

生活
の管
理と
契約

ももたのおかいもの

テーマ
「約束」を考える

オンラインゲーム

テーマ
「約束」の意義を
考える

契約

テーマ
「私的自治の原則」を考える

情報
とメ
ディ
ア

ももたといぬっち

テーマ

「家族」を考える

オンラインゲーム

テーマ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの「便
利」と「危険」を
考える

写真をSNSにアップしてもいいですか？

その書き込み、SNSにしても大丈夫？

テーマ
「表現の自由」と「責任」を考える



● 知的障がい者等向け消費者教育教材
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●
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タイトル 内 容

①セーターを買う
・失敗した事例と注意点

②契約の取消し
・合意､未成年者契約､

クーリング･オフ

①店とインターネットショッピ
ングの違い

②CDを買う
③配送先･支払方法
④ネットショッピングの注意点



②ＰＤＣＡを意識して

ⅰ）ボランティア講師啓発活動事業の活用

大学生をボランティア講師へ

岡山大学法学部有志（法友会）

教材を使用した出前講座

・岡山県立一宮高等学校：平成27年より毎年度（公民科）

・ジュニア・ロースクール（弁護士会）

・ノートルダム清心中学校

川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部有志

・岡山県立聾学校生徒

・岡山県立盲学校保護者会

・高齢者向け見守り講座

岡山理科大学教育学部（国語科）

・岡山県立東支援学校生徒

・カレッジ旭川荘生徒（知的・発達障がい）
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ⅱ）動画で発信

令和2年度見守りネットワーク構築事業

（障がい者見守りネットワーク事業の一環）

成年年齢引下げに向けた若者への消費者教育

現状：新型コロナウイルス感染症拡大に伴いオンライン化

教材を活用した動画配信教材作成中

素案作成者

川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部有志

岡山理科大学教育学部（国語科）
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(２) 大学教育学部教員との連携例

教員免許更新講座

岡山大学教育学部教授（社会科）との連携・協働

岡山県作成教材を活用した消費者教育授業指導案作成講座

講座内容

・学習指導要領における消費者教育の位置づけと意義

・消費者教育の方法と課題

・消費者教育教材の活用

・消費者教育橋座を活用した授業づくり

参加者（幼・小・中・高校・特別支援・他）

平成３０年（９９名）

令和元年（９３名）

令和２年（２８名・オンライン）
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(３)小学校との連携例

第５５回全国小学校家庭科教育研究会 全国大会
（平成30年11月30日）

公開授業を支援
小学校５年生 家庭科「契約」の授業について【新学習指導要領】

①授業案作成の支援 ←教員への消費者教育
②授業への参加 ←児童への消費者教育

⇒消費者教育をする人・受ける人に必要な情報
⇒消費者教育場の拡充
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(４)他機関との連携・協働

① 関係省庁

・総務省・・・・・ｅネットキャラバン

・財務省・・・・・高齢者向け劇場型詐欺防止啓発

・消防組合・・・・安全・安心の呼びかけ（全戸訪問）

② 調停協会

・消費者問題の共有と解決方策 ⇒簡易裁判所と連携へ

③ 弁護士会・司法書士会

・イベント時の教材使用

④ 金融広報委員会

・金融広報アドバイザーをボランティア講師として迎える

⇒多様な主体との連携 ⇒消費者教育場の拡充
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(５) 司法書士会との連携

岡山県司法書士会との関係：消費者問題委員会外部委員

委員としての役割

①消費者問題の現状について

②センターとの連携・協働の関係性の構築

県内消費生活センターとの情報交換会

消費者被害相談窓口の仕組み

③司法書士会内部の連携・協働

↓
委員の一人が法教育委員会兼務

法の日週間の市民法律講座企画

法教育委員会＋消費者委員会＋岡山県消費生活センター

主眼：「未成年者としての法による保護がなくなる危険性」

対象：高校生

内容：「契約」「消費者問題」
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市民法律講座内容

第1部 基調講演「若者がターゲットになっている消費者被害の実例」

第2部 3名の司法書士による模擬授業（一人20分担当）

法教育委員会委員が担当

1時限目「契約のキホン」

2時限目「成年年齢の引下げ～どう変わる？どう対処する？」

消費者委員会委員

3時限目「18歳成人におくる消費者被害の予防と対処法」

広報等

地元新聞

県下高校・県センターでチラシの配布

司法書士からの高校への声掛け
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(６) 弁護士会との連携

岡山弁護士会との関係：ジュニア・ロー・スクール

弁護士会作成授業

＋

岡山県作成教材を岡山大学法友会学生が使用して授業

今まで使用した教材

「契約」「売買はどこまで認められるの」

「その書き込み、SNSにしても大丈夫？」

令和2年度

新型コロナウイルス感染症対策：オンラインで実施
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Ⅲ まとめ
１．コーディネートとは

コーディネート：調整する、統合させる。

消費者教育コーディネーター

⇒消費者教育をコーディネートする

消費者教育をコーディネートするとは

①消費者教育をする人と消費者教育をする人

②消費者教育をする人と消費者教育を受ける人

③消費者教育をする人と消費者教育に必要な情報

④消費者教育を受ける人と消費者教育に必要な情報

⑤消費者教育をする人と消費者教育に関する資源

⑥消費者教育を受ける人と消費者教育に関する資源

を、ニーズや条件を考慮して適切に結びつくように

「調整」「統合」すること



２．消費者教育コーディネーターとは

（１）人と人、人と情報、人と資源を当事者のニーズに合うように

調整する役割

⇒ 具体的に何を調整して、どうするか

①消費者問題・消費者教育についての情報を調整して

収集・発信する役割

収集 研修会、消費者教育フェスタ、学会、講演会

審議会等消費者教育に関する動向

↓
人と情報の収集・・・教育手法・内容・教材等

↓
発信

・消費者教育をする人＋情報＋資源

教員対象・ボランティア講師・サポーター講座

・消費者教育を受ける人＋情報＋資源

児童・生徒・学生向け講座
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②消費者教育に関する経験等を通してより良い方向に調整して

牽引する役割

消費者教育の方向性の提案

リーフレット作成（作成方法・作成内容）

若者向け・高齢者向けパンフレット 大学生＋センター

⇒受ける人をする人へ

医療サービスパンフレット 大学研究者＋センター

消費者市民社会リーフレット 大学院生＋センター

⇒新たな担い手育成

③消費者教育に関連する人・団体相互の要望を調整する仲介的役割

県で開催する講座・・・・・内容の相談と講師の紹介

相談員レベルアップ講座

県センター主催の消費生活講座

市で開催される講座・・・・内容の相談と講師の紹介

岡山市小・中教員悉皆研修

市の市民対象講座
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（２）人と人、人と情報、人と資源を結びつけ（統合し）て、新たな

消費者教育の場を創出するなど企画・提案する役割がある。

⇒ 具体的に何を企画・提案して、どうするか

①新たな消費者教育を企画・提案して場の創設

②異なる団体の当事者を結びつける企画で、新たな消費者教育の創
出

③有意義な事業をするために、新たな協力機関等を見出す

総務省eネットキャラバン

学校への消費者教育として連携機関とする

財務省

高齢者への特殊詐欺講座

消防組合

啓発講座等に出向くことのない、高齢者への啓発活動

NPO団体

ESD関連団体との連携による啓発活動
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３．消費者行政・教育・地域のコーディネート

（1）学校教育において消費者教育を広めるためには、

消費者問題を学校教育とコーディネートする

人と人、人と情報、人と資源

①消費者教育をする人

学校教員（幼小中高大）、教員以外の人

②消費者教育を受ける人

幼小中高大学生

③情報

消費者問題の歴史、最新の消費者問題の現状、

消費者問題の法的観点、消費者問題の対応策

④資源

教材、講座、団体、学びの場
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（2）教育現場と外部機関との連携

教育現場が消費者問題の現状を把握する方策

として活動

①教員対象講座：講師・教材提供・情報提供

・免許更新講座

・初任者研修、１０年研修等

・教育センターとの連携

②外部専門家の活用

・弁護士・・・・・・ジュニアロースクール

・司法書士・・・・・法の日イベント

・金融広報委員会・・ボランティア講師登録依頼



（3）地域・行政との連携による消費者教育

①消費者本人

・社会人（新入社員）・・・企業との連携

・親世代（保護者） ・・・ＰＴＡとの連携

・高齢者 ・・・公民館・老人会

②消費者を見守る人

・高齢者を見守る人 ⇒町内会・老人会・民生委員

・障害者を見守る人 ⇒福祉部門との連携

・外国人を見守る人

・・・行政・ＮＰＯ団体・事業者との連携
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４ 消費者教育コーディネーター

行政職員との連携・協働が必要

＊行政・消費者教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの役割認識
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大切にすること：信頼と共感
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ご清聴ありがとうございました

公正な社会の構築に向けて

今できることから

コーディネーター

人・情報・資源
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