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連携・協働による消費者教育の推進

１．浜松市の消費者教育コーディネーター

－１－

2015年（H27）教育委員会との連携強化を目的として初めて配置
国語課教員OB（中学校長→市民相談員３年経験）
＞＞＞顔が広く、適任者であったことからコーディネーターにスカウト

2020年現在 ２名体制 ＊教員OB（学校担当）と行政OB（地域担当）

消費者教育コーディネーター／浜松市 太田 克彦 氏

２．連携の仕組みづくり
教育委員会、学校

・2013年から連続した
アプローチ

・学校教材の作成（フェ
アトレード）について協
力依頼

＊テーマをしぼると使
いやすいなどの意見

・教員OBコーディネー
ターが就任し連携が本
格化

消費者教育推進
庁内連絡調整会議

・構成員：関連する20課
の所属長等

＊副会長は教育総務課
長と生涯学習課長

・2016年消費者教育推進
計画の策定

＊SDGsとの関連から他
課とも連携

地 域

消費者教育推進
地域協議会

・構成員：事業者や
事業者団体、教育
関係者と専門家（弁
護士会等）、市職員

＊話題性のある
テーマを取り上げ、
情報交換及び意見
交換

・地元大学の教
授（地域協議会
委員）との交流が
発端

＊フェアトレード
のサークルを中
学生教材で紹介

・フェアトレード大
学となり連携・協
働が進む

大 学 行 政

目

的



①教育委員会と連携し教材作成
・初めての教材はプロポーザルを経て
委託、指導主事に選定会議参加と
原稿チェックを依頼（2014年）

＊フェアトレードの仕組み、フェアトレ
ードを広める活動をしている団体や
ショップなど幅広い情報を掲載

②フェアトレードマップ作成
・市民団体が企画、大学教授が協力
・掲載店舗数は最新版で約200店舗
＊教材とマップが揃い、早期のフェアトレード
タウン実現への機運が高まった

③市内大学と連携した２回のフェアトレー
ド全国フォーラム
・講師謝礼などを負担（2017年）

＊会場で全国４番目としてフェアトレード
タウンの認定受ける
・2019年は主催者に加わり啓発費用も負担

＊エシカルファッションショーを開催
・地元関係者を広げるため、服飾専門学校にも
協力を依頼

学校と連携し冊子や映像作成
・対象と内容を変え2015年以降毎年作成

・教員OBコーディネーターが小中家庭科研究
科にアプローチし作成会議を設置
＊教員用指導ガイドも作成

・2017年、家庭科教員OBがコーディネーターに
就任し連携の範囲が他科の教員に拡大

・2018年教材「浜松から未来をひらくエシカル消
費」が内閣府特命担当大臣賞を受賞
＊SDGs教育を担う教育委員会から高評価

①市の計画等に働き掛け
・教育総合計画や国際戦略プランに反映

②フェアトレードの啓発
・フェアトレード食材を使用した学校給食提供

・市文書や報道発表配付資料にフェアトレードタ
ウンを支援するロゴデザインを掲載
③エシカル消費をテーマとした職員研修

(1)フェアトレード
( 2 )学校教材

(3)庁内関係課等

－２－

３．連携・協働の事例

↑中学生向け
教材（初版）

★様々な関係者との連携
から成果が生まれた！



－３－

①幅広いステークホルダーと連携・協働できるテーマを見つける
▶ 消費者教育はテーマも関係者も多様であるが、どこかでつながっている

②いつも消費者教育の啓発を意識する
▶ 事業説明、意見交換、会議のテーマ設定、アンケート・ヒアリング調査なども啓発の機会

③地元の先駆的な事例は積極的に取り上げ応援する
▶ （例）地域の取組として教材に掲載することで、次の連携につながることもある

④キーマンの信頼を得る
▶ 相手からの要望、意見に対して丁寧に対応する

⑤自分からも提案できるように日頃から情報収集を怠らない
▶ 官公庁、外郭団体、事業者団体などから届く報告書や啓発資料にできるだけ目を通す
（もちろん新聞やネットも）
▶ 様々なステークホルダーが参加するシンポジウム、啓発イベントに出掛ける

⑥継続する

①コーディネーターの後継者問題
▶ 行政職員OBについては、消費者教育を担当した経験のある職員が少ない

②職域、地域（特に高齢者関係）など実績が少ない場に対するアプローチ
③連携・協働のスキル向上のための機会が不足

▶ 国民生活センター主催の研修に参加できるが、連携・協働のパターンは地域の実情により
異なり、手探り状態

４．連携・協働のために必要なこと

５．今後の課題



消費者教育民間団体と大学とのコラボレーション
（公社）全国消費生活相談員協会東北支部 小玉 順子 氏

１．秋田なまはげの会とは？

設

立

平成19年「クレサラ被害者の会」が結成された
≫結成当初、秋田クレジット・サラ金・悪徳商法被害をなくす会

通称：秋田なまはげの会と称していた
≫会員は秋田県内多重債務当事者と支援者

（弁護士・司法書士・税理士・大学教授・行政職員・保健師・消費生活相談員・民間団体
など）が中心となっている

全国クレサラ・生活再建問題対策協議会、
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会に加盟

２．秋田なまはげの会が開催したイベント
・ギャンブル依存110番をはじめ、依存症に関わる内容
・自死遺族を取り巻く問題・講演会（多重債務対策と自殺予防対策がリンク）
・多重債務スキルアップ講座
・第10回東アジア金融被害者交流会in秋田（国際教養大学にて開催）

≫日本国内のほか、韓国・台湾から合計150名が参加
ジャンル横断型活動による多種多様な団体との交流がバックグラウンドにある

取

組

－４－



３．事例 ・ コラボ講座のきっかけ
＊消費者教育を活発化していくきっかけとして、

専門家が所属する民間団体と協力する選択肢がある
≫秋田なまはげの会と秋田大学教育文化学部が連携し、成年年齢引下げ問題を

テーマに消費者講座を開催

秋田なまはげの会では県内の自治体で開催される「生活とこころの無料相談会」
などの相談会に参加している
≫相談会でペアを組んだ臨床心理士（大学教員）との世間話がヒントとなって

講座開催につながった

＊成年年齢引下げにより、高校３年生でも18歳で成人したら未成年者取消しができず、
消費者被害が増えることが懸念される…

≫秋田なまはげの会で学生向けに成年年齢引下げ問題についての講座が
できないか提案された

－５－

・他団体から依頼を受けることは、他団体から
信頼を受けたということだけでなく、地域に
活動を受け入れられたともいえる

・行政と民間団体が連携することで、学校との
接点ができ、次の可能性も生まれる

経 緯

★タイミングを逃さないで！
民間団体は地域に受け入れられ
ないと維持できない。他団体から
依頼を受けることによって・・・



５．民間団体と行政が連携するメリット

４．学生向け講座の企画と流れ
【コーディネート内容】
・成年年齢引下げを法律的な視点から学ぶ
・若者の消費者被害の実態を知ってもらい、
被害にあわないための知識を伝える

・成年年齢引下げ問題がなぜ消費者被害と
つながるのか理解してもらう

・クイズで重要なポイントを認識してもらう
【担当】
・成年年齢引下げの法律的観点からの講義
≫弁護士

・若者の消費者トラブルの事例を紹介して、
被害防止につなげる
≫消費生活相談員

『時間90分内、弁護士担当60分、消費
生活相談員25分（事例紹介20分、クイ
ズ５分）で行う案』で決定
【役割分担】
・学内、学校等への広報や当日の会場設
営、受付≫学校

・講座チラシ作成、関係先へ配付。消費
生活センターや行政担当への広報、
講師との連絡≫秋田なまはげの会

①
企
画
会
議

学生、教員のほか、指導主事、消費者職
員、消費生活相談員が受講した。その中
で消費者行政関連は15名が受講

②
準
備

③
当
日

①地域の消費者教育について情報共有できる
・民間団体の会員の所属団体などの動向も知ることができる
・地域の特性を生かした連携も可能
（環境問題、金銭教育など地域で取り組んでいる民間団体と連絡を取り合ってみる）

②専門家のノウハウを学べる
・消費者教育への取組ができていない自治体が、講座の養成を行うきっかけを得られる
・資料作成などでコラボレーション可能になったり、専門家の講義手法の情報交換もできる

－６－

講師依頼を民間団体に依頼す
ることで、複数の専門家を派遣
することも可能になる！



連携・協働による消費者教育 コーディネーターの役割とは
消費者教育コーディネーター、消費生活相談員／岡山県 矢吹 香月 氏

－７－

１．岡山県における連携・協働について

〇平成18年、岡山県消費者
教育推進担当者会議を設置

〇教材作成について教育委
員会や福祉部局と連携

〇第３次岡山県消費生活基
本計画で、担当の行政職員
と連携

⇒行政機関内の活動整理・
関係機関との連携

〇センター設置市
政令市≫学校教育支援・教材

支援・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

〇センター未設置町
≫相談員在籍

〇未設置市町村
≫行政職員対応

⇒市町村とネットワーク構築
⇒市町村の核となる人材育成

学生：パンフレットやリーフ
レット作成関与（若者編、高齢
者編）。教材作成とモデル授
業の実施。ボランティア登録

⇒消費者教育の実践と、学
びの場を構築

教員：リーフレット作成（医療
消費者編）
⇒新たな教育教材の開発

（1）行政機関 （2）市町村 （3）大 学

行政が主体となり大学と連携
≫≫大学生作成の教材で、大学生が出前講座の講師に（協力事業）

≫≫（１）行政機関（２）市町村（３）大学の３つが連携事業



【②大学】
〇教材作りに関与 >大学生の学びの場を創設
発達段階に応じた教材、聴覚障害、視覚障害それぞれに応じ
た教材

★新型コロナに伴いオンライン化や動画での発信も！
〇大学教授との連携が必要
〇モデル授業 ①大学生への消費者教育

②大学生をボランティア講師へ

２．連携・協働の具体例

－８－

【①司法書士会】
高校生向けに「法の日週間の市民法律講座」を企画・開催
企画：司法書士会内の法教育委員会、消費者問題委員会と

岡山県消費生活センターが協働
内容：●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」
●３名の司法書士による模擬授業
法教育委員会委員「契約のキホン」「成年年齢の引下げ

～どう変わる？どう対処する？」
消費者問題委員会委員 「18歳成人におくる消費者被害の

予防と対処法」
広報：地元新聞、高校や県センターでチラシ配布、

司法書士から高校へ声掛け

【③その他】
・岡山大学教育学部教授と
連携で教員免許更新講座

・全国小学校家庭科教育研
究会全国大会（平成30年）

・財務省の高齢者向け劇場
型詐欺防止啓発など

岡山県司法書士会
との関わり

≫消費者問題委員会外部委員
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

③委員の１名が法教育委員会
を兼務していた
→キーマンの存在が重要



３．考察 ≫ 消費者コーディネーターとは

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

≫ 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

コーディネートとは

①当事者のニーズに合わせて調整
・情報を調整し収集・発信
・経験等を通しより良い方向に牽引

・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
②人、情報、資源を統合して、新たな消
費者教育の場の創出など企画・提案

≫企画提案→団体を結びつける
→協力機関等を見出す

コーディネーターの役割

①専門性 ≫消費者教育を広めるための資質能力
【消費者問題】歴史、現状、法的観点等
【学校教育】現状、学習指導要領等
【地域のつながり】保健福祉関係、町内会、老人会

②ネットワーク ≫消費者教育の実施を働き掛けるための資質能力
消費者問題を多角的に考察する
消費者問題の課題を把握・構想
消費者教育を倫理的・効果的に説明する

③人間性 ≫消費者教育の関係者をつなぐ資質能力
他者との協働、社会参画

－９－

行政・消費者教育コーディネーターの役割認識

★大切にすること
・信頼と共感
・コミュニケーション



行政のコーディネート機能とは～消費者行政OBのチャレンジ
消費者教育アドバイザー／神戸市 荒木 武文 氏

１．消費者教育コーディネーターと行政（OB）
【①役割・②条件・③類型】
①行政による企画・立案と総合的な調整の下、
具体的な施策を効果的かつ機動的に実現するため、
多様な関係者をつなぐ専任のコーディネート業務を担う

②消費者教育に関する専門性
≫消費者問題の構造、体系的な消費者教育の意義、
消費者教育により身に付けるべき力、
消費者教育の具体的なイメージを理解している

③行政職員、調整機能に特化した専任者、実績を有する組織に委託
注）消費者教育推進会議「地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会取りまとめ」より抜粋

２．消費者行政（ＯＢ）の特徴・経験
〇消費者行政との関わり ≫消費者行政施策、自治体内での審議委員会の運営、

消費者教育推進計画の作成、地域協議会の運営

〇現場の立場 ≫相談、あっせん、事業者指導、教育・啓発活動

〇連携 ≫【外部】国・自治体、他の自治体、消費者団体、事業者団体、警察、弁護士、学識経験者、
自治会､婦人会､老人会､民生委員・児童委員、地域包括支援センター、各種団体など

【庁内】教育委員会、福祉、保健、産業、環境など

★消費者行政部局や学校、地域社
会と連携し、行政OBとして地域社会
との取り持ちをしていく

【略歴】
・神戸市で消費者行政９年、
消費者教育22年

・2013年～消費者教育アド
バイザー

－１０－



３．コーディネート事例 ≫ ５つの関わり

①大学での消費者教育 経済学（関西学院大学）、共通教育（神戸学院大学）でのアプローチ
「産・官・学・消」 【産】ACAP、日本ヒーブ協議会【官】国（消費者庁、文部科学省)､地方

自治体（神戸市）【学】大学（法学、経済学、商学、人文など）、弁護士
【消】全国消費生活相談員協会、NACS、消費生活マスターとの連携

②教員免許状更新講習
③教員研修、相談員研修、合同研修 研修内容のコーディネート、参加者との交流など
④消費者教育支援グループ 複数の自治体職員OBとのグループ活動（ザ・コンシュマーズ10）
⑤審議会委員・地域協議会委員 消費者教育の推進計画づくりの中で、いろいろな地域の方と

出会う場面があり、そこから新たな発想が湧いてくる

４．大学での消費者教育
〇関西学院大学経済学部 ≫ 経済学からのアプローチ
【科目】経済事情Ｅ（市場経済と消費者問題）【受講生】約150～450名

【単位】春学期15コマ２単位【講義のコンセプト】市場メカニズムが十分に機能するためには公正な競
争が必要不可欠であり、消費者が事業者と対等な立場で交渉、契約、取引できるよう、消費者問題
の軽減・解決が必要。このような視点で、消費者・事業者・行政の立場から、市場経済と消費者問題
について多方面での考察
〇神戸学院大学 ≫ 共通教育からのアプローチ
【科目】現代の社会（消費者問題）【受講生】約150名～250名【単位】後期15コマ２単位

【講義】現代の社会を理解する上で重要な課題である消費者問題を、心理学、情報を始め幅広い視
点から学部の垣根を越えて習得できる場の提供

＊対象に応じた消費者教育を実現するため、多様な関係者や場をつなぐ
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５．教員免許状更新講習

〇連携による実践 ≫ 「大学」「国民生活センター」「外部講師」
【実績】神戸学院大学では「産・官・学・消」連携による消費者教育を2013年度から開講
【協力体制】国民生活センターでは成年年齢引下げを踏まえ、2019年度より大学が実施する

「教員免許状更新講習」に協力して、消費者教育の推進を図っている
【展開】大学、国民生活センター、外部講師それぞれの専門性を結集

若者の消費者問題を相談事例から学び、そこに学術的解析を加えることで理解を深め、
ワークショップで多様な意見に触れることで問題の本質に受講者自身が「気づき」、
その成果を教育現場に反映させる

６．近隣市OBの連携による消費者教育支援活動

〇消費者教育支援グループ ≫ ザ・コンシュマーズ10
【概要】兵庫県下の自治体において様々な消費者問題に対処して
きた経験者が､その職を離れてから､培ってきたノウハウを基に、広
域的な繋がりを軸に消費者教育の推進を支援
【構成】サポーター約10名
【内容】消費者教育推進のコーディネート役を広域的に展開

（各種組織のつなぎ役）。消費者教育に関する指導・
助言、講演会・研修会等の場づくり（講師も）

【活動例】高齢者大学、コミュニティセンターでの講座の
企画・講師派遣（2019年度～）

『消費者行政の職員は人事
異動が多いが…』

①異動してきた人材は「過去
の経験分野を生かせる」

②異動していく人材は「新た
な部局でつなぎ役となる」

≫OBとなっても多様な経
験を消費者教育推進に
つないでいける！
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