
 

 
 

令 和 ４ 年２月２日 

「地方連携推進フォーラム２０２２ in 岡山」の開催について 

標記のフォーラムを以下のとおり開催しますので、お知らせいたします。 

趣旨 

消費者庁では、消費者問題に取り組む多様な主体が連携し、地域での活動展開につなげても

らうことを目的として、平成22年度よりフォーラムを開催しております。 

 今回は「様々な主体と連携した若者が参画する消費者教育～岡山からの提案～」をテーマに、

消費者庁・文部科学省・岡山県の共催により、オンラインにて開催いたします。 

有識者による基調講演をはじめ、消費者庁や岡山県が作成した消費者教育教材を活用した授業

の紹介、パネルディスカションを通じ、今後の消費者教育のあり方や効果的な教材の活用方法に

ついて共有していきたいと考えています。 

 

フォーラムの内容 

（１）日 時： 令和４年２月 27日（日）13：00～17：00 

（２）開催方法： オンライン開催（Ｚｏｏｍウェビナー） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、開催方法が変更になる可能性が 

 あります。 

（３）定  員： 200名 

※申込みは先着順です。定員となり次第締め切らせていただきます。 

お申込みいただいた方に、当日参加するためのＵＲＬをメールでお送りします。 

後日、消費者庁ＨＰよりフォーラムの内容を動画配信する予定です。 

（４）参 加 費： 無 料  

 

 

 

 

News Release 

○問合せ先 

消費者庁 地方協力課 担当：松本・井尻 

電話番号：03-3507-9190 
https://form.caa.go.jp/input.php?select=1107 

 

○「４省庁連携プログラム」に関する問合せ先 

消費者庁 地方教育推進課 担当：荒井・中川・倍味 

電話番号：03-3507-9149 

https://form.caa.go.jp/input.php?select=1107


 

 

◎プログラム                               （敬称略） 
 

・開会挨拶 
 

・基調講演 

「2022 年、成年年齢引下げと新学習指導要領の実施  

～消費者教育の一層の充実を目指して～」 

講演者： 樋口 雅夫（文部科学省消費者教育推進委員会委員、 
玉川大学教育学部教授） 

 
・モデル授業紹介（動画上映） 

「大学生による高校生への消費者教育授業 

～18歳で大人になるって！？ 消費生活から考えよう～」 
 

・パネルディスカッション 

「様々な主体と連携した若者への消費者教育 ～岡山からの提案～」 

コメンテーター ：文部科学省消費者教育推進委員会委員、 

玉川大学教育学部教授 樋口 雅夫 

コーディネーター：岡山県消費者教育コーディネーター 矢吹 香月 

パネリスト   ：岡山大学法友会（大学生代表） 宮本 あゆは 

川崎医療福祉大学 

医療福祉マネジメント学部准教授 田村 久美 

岡山県立岡山東支援学校校長 藤井 真理子 

岡山県消費生活センター長 渡邉 佳苗 
 

・成年年齢引下げに向けた４省庁(※)連携プログラム  ※消費者庁、法務省、文部科学省、金融庁 

～成年年齢引下げに向けた実践的な消費者教育の推進～ 

コーディネーター：消費者庁消費者教育推進会議委員、椙山女学園大学教授 東 珠実 

パネリスト   ：（消費者庁）消費者庁消費者教育推進課長 𠮷𠮷村 紀一郎 

         （法務省）法教育推進協議会委員、福井大学学術研究院教育 

・人文社会系部門教授 橋本 康弘 

（文部科学省）文部科学省消費者教育推進委員会委員、 

玉川大学教育学部教授 樋口 雅夫 

（金融庁）金融庁金融研究センター長、 

慶応義塾大学名誉教授 吉野 直行 
 

※登壇者、プログラムは変更になる場合があります。  
◎参加申込み 

 申込みフォーム：https://form.caa.go.jp/input.php?select=1107 
※上記よりアクセスし、必要事項を記入してください。  
F A X：03-3507-9286 

※以下の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお送りください。  
申込み締切日：令和４年２月 21日（月）必着 

※申込みは先着順（定員 200名）です。お申込みいただいた方には、登録いただいたメールアドレス宛に、 

オンライン配信のＵＲＬ等を事務局から順次メールで送信します。定員となり次第締め切らせていただきま

す。 
※事務局からのメール連絡は、g.chihourenkei@caa.go.jp から送信しますので、申し込まれる方は、同メールア

ドレスからのメールを受信できるよう設定をお願いします。 当該メールアドレスは、当庁からオンライン配

信のＵＲＬ等を連絡するために使用するものであり、個別の御質問等を受けるためのものではありません。 
※オンライン配信のＵＲＬはお申込みされた方限りとしていただき、他の方への転送はご遠慮ください。 
※オンライン配信ＵＲＬ等の配信に関するお問い合わせは、下記宛にご連絡ください。  

【オンライン配信用 URL 等の配信に関するお問い合わせ先】 
株式会社メディアアトリエ 担当者 関口、板野 
連絡先:chihorenkei@mediatelier.org 

 
 
 

別紙 



参加申込書（FAX送信用） 

ふりがな  

氏名  

TEL  FAX  

メールアドレス  

所属  

備考 

 
 

 



2022年  月   日(　)13:00 - 17:002 27 日

地方連携推進フォーラム 2022 in 岡山

2022 年 4 月から成年年齢が引き下げられます。こうした中、新たに成年となる若者が消費者被害にあうことなく、
自立した消費生活を送るためには「より実践的な消費者教育」が必要となります。
本フォーラムでは、有識者による基調講演をはじめ、消費者庁や岡山県が作成した消費者教育教材を活用した授業の紹介、
パネルディスカッションを通じて、学生や教員、消費者団体、行政など様々な主体が連携した取組の推進や、
今後の消費者教育のあり方や効果的な教材の活用方法について共有します。
みなさまのご参加をお待ちしています。

※ フォーラムの内容は、後日、消費者庁 HP にて動画配信する予定です。（詳細は消費者庁 HP でお知らせします）
　 新型コロナ感染症拡大の状況を鑑み、開催方法が変更になる可能性があります。

◆基調講演
「2022 年、成年年齢引下げと新学習指導要領の実施～消費者教育の一層の充実を目指して～」
文部科学省消費者教育推進委員会委員、玉川大学教育学部教授　樋口 雅夫

◆モデル授業紹介（動画上映）
「大学生による高校生への消費者教育授業～ 18 歳で大人になるって！？ 消費生活から考えよう～」

◆パネルディスカッション
「様々な主体と連携した若者が参画する消費者教育～岡山からの提案～」
コメンテーター　：
コーディネーター ：
パネリスト　　　：

◆成年年齢引下げに向けた４省庁＊連携プログラム
～成年年齢引下げに向けた実践的な消費者教育の推進～　

　　　　 オンライン開催（Zoomウェビナー）
　　　　 ※お申し込みいただいた先着200名に
　　　　　　　   ウェビナーにアクセスするためのURLをメールでお送りします。　　

主 催 参加費       無料

定 員　　200名

様々な主体と連携した
若者が参画する消費者教育

～岡山からの提案～

後 援
消費者庁 
文部科学省
岡山県

岡山県教育委員会
岡山市
岡山市教育委員会

文部科学省消費者教育推進委員会委員、玉川大学教育学部教授
岡山県消費者教育コーディネーター
岡山大学法友会（大学生代表）
川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部准教授
岡山県立岡山東支援学校校長
岡山県消費生活センター所長

樋口  雅夫
矢吹  香月
宮本 あゆは
田村  久美
藤井 真理子
渡邉  佳苗

（＊消費者庁、法務省、文部科学省、金融庁）

© 岡山県  「うらっち・ももっち」

樋口 雅夫 氏

開催方法

（※敬称略）



開会挨拶　　　　  岡山県知事　伊原木 隆太
挨拶　　　　　　  消費者庁審議官　片岡 進
　　　　　　　　　　　　文部科学省  男女共同参画共生社会学習・安全課長　石塚 哲朗
基調講演　　　　  テーマ「2022 年、成年年齢引下げと新学習指導要領の実施
　　　　　　　　　  ～消費者教育の一層の充実を目指して～」
　　　　　　　　　　　　文部科学省消費者教育推進委員会委員、玉川大学教育学部教授　樋口 雅夫
休憩
モデル授業紹介（動画上映）　「大学生による高校生への消費者教育授業～ 18 歳で大人になるって !?　消費生活から考えよう～」

パネルディスカッション　「様々な主体と連携した若者が参画する消費者教育～岡山からの提案～」

休憩
成年年齢引下げに向けた４省庁連携プログラム　～成年年齢引下げに向けた実践的な消費者教育の推進～

　

閉会

コーディネーター

パ ネ リ ス ト

コーディネーター

コ メ ン テ ー タ ー 文部科学省消費者教育推進委員会委員、玉川大学教育学部教授　樋口 雅夫
岡山県消費者教育コーディネーター　矢吹 香月
岡山大学法友会（大学生代表）　宮本 あゆは
川崎医療福祉大学医療福祉マネジメント学部准教授　田村 久美
岡山県立岡山東支援学校校長　藤井 真理子
岡山県消費生活センター所長　渡邉 佳苗

消費者庁消費者教育推進会議委員、椙山女学園大学教授　東 珠実
（消費者庁）消費者庁消費者教育推進課長　𠮷村 紀一郎
（法務省）法教育推進協議会委員、福井大学学術研究院教育・人文社会系部門教授　橋本 康弘
（文部科学省）文部科学省消費者教育推進委員会委員、玉川大学教育学部教授　樋口 雅夫
（金融庁）金融庁金融研究センター長、慶応義塾大学名誉教授　吉野 直行

プログラムプログラム
13:00～13:10
13:10～13:20

13:20～14:00

14:00～14:15
14:15～14:35
14:35～15:50

15:50～16:00
16:00～17:00

17:00

申込み締切日     月  　日 (　  ) 必着

ふりがな
氏名
TEL

メールアドレス
所属
備考

参 加 申 込 書

FAX

※ ご記入いただいた団体や個人の情報は、事務局で適切に管理いたします。

下記フォームからお申し込みください。
https://form.caa.go.jp/input.php?select=1107

FAX 03-3507-9286
※ 以下の参加申込書に必要事項をご記入の上、お送りください。

地方連携推進フォーラム 2022 運営事務局
https://form.caa.go.jp/input.php?select=1107　TEL:03-3507-9190

※ 申込みは先着順です。定員となり次第締め切らせていただきます。

212

※ 登壇者、プログラムは変更になる場合があります。
※ 当日は要約筆記を実施します。　

申込み方法申込み方法
WEB

月

© 岡山県  「ももっち・うらっち」

問合わせ先

パ ネ リ ス ト

（※敬称略）

消費者庁 消費者ホットライン
イメージキャラクター

イヤヤン
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