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北海道消費者協会の矢島と申します。 

 師走に入りまして、早速、寒波が参りまして、本日は大変寒い中、

所によってはかなり雪が降っているようでございますが、道内各地

から、そして、道外からもこのようにたくさんの皆さんにお集まりい

ただきまして、大変ありがとうございます。 

 本日のフォーラムは、消費者庁、文部科学省、そして、私ども実行委員会の三者の主

催で開催するものでございます。本日は、消費者庁より小野審議官、そして、文部科学

省より神山審議官にも御出席いただいております。そのほか、職員の方にも御出席いた

だいております。大変ありがとうございます。そして、このフォーラムのために多くの

企業、関係機関の方に御協力をいただきました。改めて感謝申し上げます。 

 最近の社会の出来事の中で最も衝撃を受ける出来事としては、神奈川県で起きました

SNS の自殺サイトを通して多くの若者の命が奪われた事件かと思います。これは残虐

な刑法犯罪でありますけれども、その背景としてあるのは、情報通信技術の進化という

ことだと思います。インターネットやスマートフォンが急速に普及する中で、若者の消

費行動あるいはライフスタイル、そして、人と人とのコミュニケーションの形、こうい

ったものの変化がこの事件の背景にあるということを考えますと、この問題は消費者問

題あるいは消費者教育、そういう観点からも見詰め直す必要があるのではないかと思い

ます。 

 そして、一方では、オレオレ詐欺あるいは還付金詐欺といった高齢者を狙った悪質な

詐欺事件が相変わらず多発しております。これも、いわゆる悪質商法との共通性を考え

ますと、私どもはこれまでも地域における見守りあるいは啓発活動を通して被害防止に

努めてきたところです。 

 今、求められているのは、子供から高齢者まで、それぞれの世代に応じたきめ細かな

消費者教育であると思います。本日のフォーラムは、さまざまな消費者教育の現場で活

動しておられる皆様方から、その実践報告や、あるいは暮らしを守る取り組みをされて

いる方々からの報告をいただきながら、皆さんと一緒に、消費者市民社会の一員として

私たちに何ができるかということを考えてみたいと思います。 

 どうか実りの多いフォーラムとなりますよう、皆様方の御協力をお願いして御挨拶と

いたします。よろしくお願いいたします。 
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消費者庁 挨拶・報告 

消費者庁審議官 小野 稔 

 

皆さん、こんにちは。ただいま紹介いただきました消費者庁の小

野と申します。本日は、お忙しい中「平成 29 年度消費者教育推

進フォーラム in 北海道」に御参加いただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

 また、矢島実行委員長を初め北海道ブロックの関係者の皆様の

御尽力により、本日の開催の日を迎えられたことにつきまして、

改めて感謝申し上げます。 

 このフォーラムは、全国８カ所でブロックごとに開催しております地方消費者フォーラ

ム、文部科学省で開催しております消費者教育フェスタの連携企画でございます。また、内

閣府が事務局を務めております社会的責任に関する円卓会議、これの協力を得まして、消費

者教育推進フォーラム実行委員会、文科省、消費者庁、三者が共催して実施するというもの

でございます。 

 消費者問題を解決するためには、個人個人の消費者の力を高めるということのみならず、

消費者問題にかかわる地域の対応力を高めていくということが重要であります。すなわち、

地域の活動の活性化が鍵になるところでございます。また、多岐にわたります消費生活にか

かわる問題、こういったものを解決するためには、地域の多様な主体が交流、連携すること

が効果的かつ重要であるところでございます。地域で活躍する学校関係者、行政、消費者団

体、こういった方々、多様な方々が消費者教育の現状、課題について話し合うことで、交流、

連携し、今後の活動につなげていくということを目的として開催するものでございます。こ

のフォーラムが地域の最前線で消費者問題に取り組まれている皆様のさらなる活動展開の

一助となることを期待しておるところでございます。 

 挨拶はこの程度にさせていただきます。 

 きょうは消費者教育推進フォーラムということでございますけれども、消費者教育中心

にこれから御報告させていただきます。その前に、消費者庁全体のことについて申し上げた

いと思います。 

 まず、消費者庁、現在、予算要求のタイミングでございまして、来年度予算を編成してい

くというプロセスの中にございます。消費者庁では、消費者一人一人の安全で安心な暮らし、

これの確保に向けまして「消費者の安全・安心暮らし戦略 2017」というものをつくりまし

て、これに基づいて対応を進めているということをしておるところでございます。 

 この戦略の３本の柱がございまして、「政策課題に対応した地方消費者行政の強化」とい

うことが１つ。２つ目といたしまして「財産被害対策、生命身体の安全・安心に係る機能強

化」。３つ目といたしまして「多様な消費への対応等」というものを掲げて重点的に取り組
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むということにしてございます。 

 平成 30 年度、来年度の概算要求でございますけれども、一般会計では前年に比べて 20％

増の 145 億円という額を要求しておるところでございます。現在、財務省と調整中でござ

いまして、年内には決まるという段取りでございます。 

 次に、消費者庁の取り組み、２つ目ですけれども、御承知の方はおありかと思いますけれ

ども、徳島県に消費者行政新未来創造オフィスというものをことしの７月につくったとこ

ろでございます。このオフィスでは、これまで東京で行われていなかった新たな未来に向け

た消費者行政の発展・創造の拠点にしていきたいというように考えておるところでござい

ます。ここでは、消費者庁、国民生活センター、こういった職員のほか、関係自治体、企業、

学術機関といったところからさまざまな人材を集めておりまして、徳島県を拠点に官民の

ネットワークを築くだけではなくて、東京とも随時連絡、連携をとりながらプロジェクトを

進めておるところでございます。 

 具体的には、理論的・先進的な調査研究が１つの課題。もう一つが、全国展開を見据えた

モデルプロジェクトを集中的に行うということにしてございます。これまで行えなかった

取り組みを進めるということで、地域の現場により根差した実効ある施策というものをつ

くり出して、その成果、経験を全国の消費者行政の発展に還元できるようにするということ

で取り組みを始めたところでございます。 

 消費者庁の３番目ですけれども、地方消費者行政についてでございます。地方消費者行政

につきましては、強化作戦というものをつくりまして、これに基づいて取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 ５つの目標を掲げておりまして、１つが相談体制の空白地域の解消。２つ目が相談体制の

質の向上。３つ目が適格消費者団体の空白地域の解消。４つ目が消費者教育の推進。５つ目

が「見守りネットワーク」の構築という５つの目標でございます。 

 各地方公共団体におかれましては、精力的に取り組みを進めていただいておるところで

ございます。多くの分野で進展が見られておりますけれども、まだ小規模自治体におきます

消費生活センターの設置、「見守りネットワーク」の設置、こういうところがおくれており

ますので、こういったところを今後、重点的に進めていきたいというように思っておるとこ

ろでございます。 

 続きまして、きょうの本題でございます消費者教育の推進ということで少しお話をした

いと思います。 

 消費者教育でございますけれども、被害に遭わない消費者、合理的意思決定ができる消費

者、こういった者を育成しまして、消費者の自立を支援するという点で消費者行政上、非常

に大きな意義があると思っておるところでございます。消費者教育につきましては、幼児期

から高齢期に至るまで、それぞれの時期におきまして、学校ですとか地域、家庭、職域、そ

の他さまざまな場面において推進するということが重要でございます。特に若者、高齢者、

障害者など、生活に支援が必要な方々に対しまして行う消費者教育というものは極めて大
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切だというように思っております。 

 特に、若年者に対する消費者教育ですけれども、最近、民法の成年年齢の引き下げが議論

されているところでございます。こういったことも踏まえまして、高等学校の段階までに契

約に関する基本的な考え方、契約に伴う責任、こういったものを理解するということ。身近

な契約を通じまして、社会において消費者としての活動を主体的に判断し、責任を持って行

動できるというような能力、こういったものも育まないといけないということで、先ほど申

し上げました徳島オフィスにおきましては、消費者庁におきましてつくりました、資料の中

にも入っているかと思いますけれども、『社会への扉』というものをつくりまして、高校の

教育現場において活用していただくということにいたしております。 

 また、この資料でございますけれども、きょう、文部科学省さんも来ていらっしゃいます

が、監修に家庭科ですとか公民科の担当の教科書の検定の教科調査官にも御協力いただい

ておるところでございます。学校教育の中でも使えるようにということでつくった資料で

ございます。 

 こういう活動を通じまして徳島でやっていることは、高校１年生、徳島県には県立、私立、

定時制、高等専門学校、特別支援学校、こういった学校がございますけれども、50 余りの

学校で全ての高校１年生に、この資料を使って授業を行うという取り組みをいたしておる

ところでございます。これは今後、全国でもやっていただく必要があるプロジェクトでござ

いますので、教育関係者、きょうはたくさん来ていただいておるかと思いますけれども、ぜ

ひ御活用いただければと思っております。 

 次のトピックですけれども、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」というものを消

費者庁ではつくっております。５年前につくられた方針が現在の方針ですけれども、大体５

年ごとに見直すということになってございまして、現在、その見直しの作業をしているとい

う状況でございます。この基本方針ですけれども、国や地方自治体の施策の指針というもの

となるだけではなくて、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、学校の教職員、消費生

活相談員、地域の福祉関係者といったさまざまな幅広い消費者教育の担い手の指針という

ことにもなってございます。現在、その見直しということでございますけれども、社会情勢

の変化に応じて変えていくということですが、今回の見直しでは、若年者への消費者教育の

充実というのが１つ。 

 ２つ目といたしまして、高度情報化、高齢化、国際化といった進展に伴います、それに対

応した消費者教育、これを重点課題にしたいというように思っておるところでございまし

て、具体的には新しい学習指導要領の周知徹底ですとか、消費者教育を担う教職員の指導力

の向上、消費生活センターの拠点化、その拠点を活用した消費者教育の推進、こういったこ

とに取り組んでいきたいと思っておるところでございます。 

 また、最近、持続可能な開発目標ということで国連が出しております SDGs という目標

がございます。この中で、消費者の行動が社会に与える影響というものを自覚して消費者が

行動するといったような消費者の育成というものも重要な課題であるというように整理し
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ておるところでございます。 

 教育の最後の点ですけれども、エシカル消費。きょうのプログラムの中にもそれに関連す

るものがございますけれども、消費者庁では、このエシカル消費、倫理的消費、こういった

ものにイベントを通じまして取り組んでおるところでございます。今年度は既に 10 月に鳥

取県の米子市において、エシカルラボということでやりましたけれども、来年は現在のとこ

ろは秋田県を開催の候補地として決定したというところでございます。 

 ここでは、先ほど申し上げましたように、持続可能な社会の形成ということが念頭にある

わけですけれども、人、社会、環境に配慮した消費者行動、そういったものを推進していく

ということが活動の１つの中身になってございます。 

 以上が私からの報告ですけれども、時間の関係もあって、そろそろ終わりにしたいと思い

ますが、消費者庁からの情報につきましては、きょう、お手元にある資料の中にいろいろ入

ってございますので、そういうものを活用していただければというように思っております。 

 以上、消費者教育の取り組みについて、御報告を申し上げました。 

 消費者庁は関係省庁と連携いたしまして、全ての国民は消費者でありますので、誰もが、

どこに住んでいても、生涯を通じてさまざまな場で消費者教育を受けることができる機会

を提供するということを頭に置いて活動しているところでございます。このため、国、地方、

行政、民間、消費者自身も含め、幅広い主体を担い手といたしまして、担い手を育成支援、

情報共有、連携を図るといったようなことを通じまして、効果的、実践的に消費者教育を進

めていきたいというように考えておるところでございます。 

 最後となりますけれども、消費者が主の社会を目指してということで、きょうのテーマは

設定されておりますが、本日御参加の皆様が地域の見守り活動、消費者教育の一層の推進、

こういったいろいろな活動に向けて連携が進んでいくということを期待しまして、御挨拶

にかえさせていただきたいと思います。 

 きょうは長い時間になりますけれども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
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文部科学省 基調報告 

文部科学省大臣官房審議官（生涯学習政策局担当） 神山 修 

 

皆さん、こんにちは。ただいま御紹介いただきました文部科学省の神

山でございます。 

 本日は、この「消費者教育推進フォーラム in 北海道」に、このよ

うに多くの方に御参加をいただきまして、大変ありがとうございま

す。お集まりの皆様方には、日ごろより消費者教育の推進、発展のた

めに多大なる御尽力をいただいていること、この場をおかりして厚く

御礼を申し上げたいと存じます。 

 文部科学省では、平成 24 年に施行されました消費者教育推進法のもと、消費者市民社会

の形成に向けて、学校教育、社会教育を通じて消費者教育を推進しているところです。この

消費者教育の推進につきましては、消費者庁さんと連携をさせていただきながら、その充実

に努めておるところでございまして、本日のフォーラムも消費者庁及び北海道ブロックの

地方消費者フォーラムとの連携によりまして、この北海道、札幌で開催する運びとなりまし

た。改めまして、北海道実行委員会を初めとして関係の方々の御尽力に感謝申し上げたいと

存じます。 

 さて、本日、私ども文部科学省では２種類の資料を用意させていただきました。１つは「文

部科学省が進める消費者教育」というパワーポイントの資料がまとまった資料と、あと「い

つでも どこでも だれでも できる！消費者教育のヒント＆事例集」という冊子を用意

させていただいておりまして、おおむねこのパワポの資料に沿って御説明をします。ただ、

時間の関係上、一つ一つ申し上げることはできないので、後ほどお目通しいただければと存

じます。 

 まず最初に、連携・協働による消費者教育推進事業ということでございます。 

 パワポの資料の１～６ページがこの内容でございますけれども、文部科学省では、地域に

おける消費者教育が、学校、教育委員会、消費者団体等の連携・協働によって推進されます

よう、連携・協働による消費者教育推進事業を実施しているところです。おおむね２ページ

でございます。 

 この事業の具体的内容につきましては３ページ以降でございますけれども、地域での消

費者教育に関する取り組みの先駆者や専門家を派遣する消費者教育推進アドバイザーの派

遣事業、地域における消費者教育の推進体制づくりを進めるために地方公共団体、国公私立

大学、短期大学、高等専門学校及びこれらを中心とするコンソーシアムを対象とした消費者

教育推進のための実証的調査研究などを行っているところです。これが４ページまででご

ざいます。 

 また、消費者教育フェスタにつきましては、平成 22 年度から消費者教育の一層の推進を
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図るため、多様な関係者が情報を共有し、相互に連携するための場として開催しています。

本日のフォーラムも、まさにこの一環として実施しているものでございます。ことしはこれ

までに８月での国立女性教育会館、NWEC と呼ばれるものでございますが、11 月の千葉県

柏市のこれまで２回、実施してきたところでございまして、８月 25 日には NWEC におき

まして「男女が共につくる消費者市民社会」をテーマにワークショップを行い、エシカル消

費に関する講義や高等学校におけるフェアトレードの授業報告、大学生に対する消費者教

育の実践発表を行うとともに、消費者市民社会について考えるパネルディスカッションを

行ったところでございます。 

 また、11 月２日には、千葉県の柏市におきまして「身近なところから始めよう！あなた

の一言から始まる！消費者教育」をテーマに、柏市内の小中高校における先駆的な授業公開

を始め、基調講演やパネルディスカッションなどを行い、200 名を超える多くの方々に御参

加をいただいたところでございます。 

 そして、次が消費者教育の指導者啓発用資料の作成についてでございます。本事業の推進

委員会に部会を設けまして、学校の授業や地域の活動において消費者教育を推進するため

に「いつでも どこでも だれでも できる！消費者教育のヒント＆事例集」というものを

つくったところでございます。この冊子は、多くの方々に、消費者教育を行う上でのヒント

や、本日発表いただくようなこれまでの先進事例のような実践事例を掲載しているところ

でございます。 

 少し内容について紹介させていただきますと、例えば学校教育の場での消費者教育の中

核的な授業でございます社会科、技術・家庭科のみならず、例えば数学科において数列ある

いは漸化式においてリボルビング払いの支払い回数を計算したり、長所・短所について考え

るような授業。これは９ページに載せております。 

 また、外国語科におきまして、フェアトレードを題材として実物の商品に触れて、英語の

みならずグローバルな視点で消費者問題に関する知恵を習得することができるような授業。

こういったものなど、消費者の視点を取り入れた授業について紹介をしております。 

 また、地域の課題解決に向けた消費者教育の事例として、例えば長崎県大村市と NPO 法

人との連携による子供の自転車事故の予防に向けた取り組み、11 ページでございます。 

 さらには、既存の活動に消費者の視点を取り入れたものとして、ここ北海道小樽市の銭函

小学校の父母と先生の会の活動において、子供と親がともにお金や物の大切さについて学

ぶ講習会などについて紹介してございます。20 ページでございます。 

 詳細につきましては、お手元の資料をごらんいただければと存じますが、この中でお伝え

したいことについては、消費者教育について、専門的な学習として捉えるのみではなく、こ

れまでに行ってきた日ごろの授業、活動において「消費者」の視点を加えること。そして、

多様な関係者が相互に関係、連携して取り組むことで、地域のさまざまな教育資源が積極的

に活用され、消費者教育を充実させることができるという点でございます。本日お集まりの

皆様方には、これらのヒントを参考にしていただければと存じます。 
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 次に、学習指導要領の改訂について申し上げます。これはまたパワポの資料の８ページ以

降でございます。 

 既に平成 28 年 12 月の中教審の答申を受けまして、ことしの３月に新しい小中学校の学

習指導要領が公示されたところでございますが、社会科、家庭科、技術・家庭科などの関連

する各教科などにおきまして、現行の消費者教育に関する内容の規定に加えまして、例えば

売買の契約の仕組みや金銭管理、消費者被害への対応など、内容のさらなる充実を図ってお

りますし、また、高校においても、今年度中に改訂する予定でございますけれども、公民科

あるいは家庭科といったようなところでの消費生活や環境に配慮したライフスタイルを確

立するための意思決定能力の育成の充実などについて示されているところでございまして、

また、今後の学び方として、主体的・対話的で深い学びを実現する必要があることから、い

わゆるアクティブ・ラーニングといった視点に沿った指導方法の改善について記載をして

いるところでございます。今後、これらの周知徹底を図りながら、各教科あるいは全体を通

じての児童生徒の発達の段階に応じた消費者教育について推進することとしているところ

でございます。 

 また、最後に、資料には直接は書いていないのですが、民法改正による成年年齢の引き下

げについて御報告をしたいと思います。 

 現在、民法改正による成年年齢の 18 歳の引き下げの議論が推進されておりますが、消費

者教育におきましても、高等学校段階までに契約に関する考え方や責任について理解する

のみならず、社会において一消費者として主体的に判断し、責任を持って行動できるような

能力を育むための取り組みを一層進めていく必要があると考えています。こういった中で、

先ほど御報告がありましたが、新たな「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の策定に

向けて現在検討が行われているところですが、私ども文部科学省におきましても「大学等及

び社会教育における消費者教育の指針」というものをつくってございます。これについて必

要な改正を現在検討しているところでございます。 

 本日のフォーラムにつきましては、まさにいろいろな実践報告がされるということでご

ざいまして、さまざまなヒント、これからの取り組みの先駆的なヒントが多く盛り込まれて

いるものと存じております。きょうのこの基調報告、これからの報告を機に、ますます皆様

方の消費者教育に対する取り組みがさらに深まっていくことを期待したいと存じておると

ころでございます。 

 最後に、改めまして、本日の開催に当たりまして御尽力をいただきました関係の方々に感

謝をいたしますとともに、御参加の皆様にとって本フォーラムが有意義なものとなること

を祈念いたしまして、文部科学省の基調報告を終わりたいと思います。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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取組報告 

「札幌市が取り組む子供の安全・安心に関する取組」 

札幌市市民文化局市民生活部消費生活課課長 鳥井 美奈子氏 

 

皆様、こんにちは。札幌市消費生活課の鳥井と申します。 

 本日は、札幌市が実施している親子向けの事故防止に関する取り

組みについて、御紹介をさせていただきます。 

 札幌市の取り組みをお伝えする前に、その取り組みを行うに至っ

た背景といたしまして、お集まりの皆さんは御承知かと思いますが、

日本における子供の主な死因について、少しお話をさせていただき

ます。 

 こちらは、厚生労働省が毎年発表している人口動態統計のデータから、ゼロ歳から９歳ま

での死因の上位５位までを抜き出したものでございます。表の水色に塗り潰された部分で

確認できますが、子供の死因として、常に上位を占めるものに不慮の事故がございます。不

慮の事故は、例えば乳幼児の顔がマットレスに埋まってしまって起きる窒息ですとか交通

事故といったものがあります。この表のとおり、不慮の事故による死亡数はゼロ歳から９歳

まで見ると、平成 28 年度では 225 件、平成 27 年度では 274 件、起こっています。また、

表にはございませんが、平成 26 年度は 293 件起こっています。このように子供の不慮の事

故はゼロ歳から９歳だけでも毎年 300 件ほど発生しております。 

 次に、こちらは厚生労働省が出している平成 25 年人口動態統計をもとに消費者庁が作成

したものでございます。不慮の事故死の内訳が書いてありまして、一番上の交通事故も大き

な割合を示していますが、中段の不慮の窒息を見てみると、ゼロ歳では総数 89 件のうち 74

件もあり、実に総数の 83％を占めています。 

 さらに、国民生活センターが発行している国民生活の 2012 年 10 月号によりますと、死

に至らずとも不慮の事故によって入院してしまう１歳から４歳の子供の数は、亡くなった

子供の数の 65 倍、外来で診療を受ける子供に至っては 5,850 倍になるというデータもある

とのことです。このように、子供の不慮の事故は決して少ないものではありません。そして、

こうした子供の不慮の事故というものは、日常のふとした瞬間に思いがけず起きてしまう

ものでございます。 

 次に、札幌市が子供の事故防止に向けて取り組むようになった経緯を御紹介いたします。 

 平成 24 年 12 月に消費者教育の推進に関する法律が施行されまして、市町村についても

消費者教育の推進に関する施策についての計画をつくることが努力義務とされました。こ

の市町村計画として、札幌市は、既に策定していた第２次札幌市消費者基本計画の一部とし

て、札幌市教育推進プランを平成 27 年３月に策定いたしました。このプランでは「自ら考

え、判断することのできる消費者を育てるための消費者教育」を基本理念としております。
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そして、この理念を実現するための目指す姿として、場、担い手、デザインといったキーワ

ードを示しているところです。 

 このプランを策定するに当たって、消費者庁で作成している消費者教育イメージマップ

を参考とさせていただいております。このイメージマップに札幌市の取り組みを落とし込

んだものがこのスライドになります。ごらんいただきますと一目瞭然ですが、色の濃いとこ

ろが多く取り組みをしているところで、薄いところが、まさに取り組みの薄いところとなっ

ています。やはり高齢者に関する講座というのは多く行っておりますが、乳幼児の取り組み、

これは平成 25 年度なのですが、乳幼児に対する取り組みというものは行っていませんでし

た。 

 実際、札幌市で講師派遣講座というのも行っているのですが、小中学校向け、若者向け、

高齢者向けといった講座がございます。あと教材につきましても高校生向けは『新クロサギ』

ということで、若者が遭いやすい消費生活トラブルからの回避のための自己防衛策につい

て解説した冊子。あと高齢者向けにも『消費者トラブルに備えよう』といった冊子をつくっ

ておりますし、子供向けにも携帯電話の使用時のルールですとか 188 の電話番号を記載し

た、畳むと名刺の大きさになるスマホカードと呼んでいるのですが、こちらを作成して配っ

ておりました。 

 ただ、幼児向けということでは、これまで教材がございませんでしたので、作成したのが

こちらの動画になります。これは平成 27 年に「親子で知ろう！消費生活」という内容で、

イメージマップに対応した内容の動画。１本当たり３分ぐらいの内容で４本のアニメーシ

ョンをつくっております。 

 例えばこちらは年代が幼児期、領域が商品等の安全に対応する「くらしの中の危険や、も

のの安全な使い方に気づこう」に対応する内容となっております。なお、こちらの動画のほ

うは YouTube のほうでもごらんになれますので、ぜひごらんください。 

 次に御紹介しますのが、子供の事故防止に関する出張講座でございます。札幌市内には、

保育子育て支援センター、通称ちあふると呼んでございますが、ちあふるという直営の子育

てサロンや民間が運営している常設の子育てサロンがございます。これら子育てサロンは、

基本的には常時開放されておりまして、親子の集まる場として広く市民に利用されていま

す。特段、周知等をしなくてもふだんから親子が集まる場であることから、当課では、この

子育てサロンの場を活用して子供の事故防止についての出張講座を開催いたしました。 

 出張講座の概要といたしましては、製品事故を題材とした絵本の読み聞かせを行った後、

保護者向けに実際にあった事故事例を中心に、事故防止のポイントや子供の手の届く範囲

や視界といった子供の特性についての講座を行いました。また、今後の取り組みの参考とす

るため、参加者にアンケートを実施し、回答に協力していただいた方に「まがる歯ブラシ」

を配布しております。 

 では、出張講座で具体的にどのような事故事例を周知したかについて御紹介いたします。

事故事例は、主に国民生活センターや消費者庁が公表している情報等を参考とし、製品事故
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に関する注意喚起をいたしました。こちらは国民生活センターで行った鶏肉を使用した実

験です。鶏肉の上にコイン型のリチウム電池を置いて、鶏肉がどのようになるか。ボタン電

池を置いてから 20 分経過したのが右側の写真になります。鶏肉が損傷していることがわか

ります。これは子供が誤ってこの電池を飲み込んでしまった場合、同様の危険性があること

を示しています。国民生活センターによりますと、2009 年４月以降から 2014 年９月末ま

での相談で、ボタン電池の誤飲が３件あり、全てゼロ歳から１歳児、そのうち１件は２カ月

の入院を要する重大な事故となっているとのことです。 

 また、医療機関ネットワークには、子供がボタン電池を誤飲したという報告が 2010 年 12

月から 2014 年３月末までに 51 件、誤飲の疑いを含めると 93 件寄せられたということで

す。ボタン電池は生活に身近なものであり、このような事故に対して注意が必要なことがわ

かります。 

 次に、こちらは乳幼児の首かけ浮き輪による事故です。首かけ浮き輪は、本来、乳幼児が

水になれるためにつくられたものなのですが、水の中で浮いていることができるため、家庭

では保護者と一緒に入浴している際、保護者が自分の髪を洗ったりですとか一緒に入って

いるほかの子供を洗ったりする場面で使われることもあるようです。結果として、子供から

目を離すことになり、このように使用方法を誤ったことによって溺れてしまったという事

例が発生しています。 

 原因を調べてみると、例えば実験で左の写真のように、乳幼児の顎がちゃんと浮き輪の上

に乗っていない状態で浮かせてみたところ、鼻の近くまで水面が来てしまうといったこと

があります。また、右側の２枚の写真では、浮き輪の下のベルトが外れてしまっている状態

で、この状態だと顔が完全につかってしまい、さらにそこから揺すってみると沈んでしまう

といったことがあります。ほかにも浮き輪の空気が十分でない場合とか、さまざまな要因で

乳幼児が溺れてしまう危険性があることがわかっています。一見便利な製品でも適切に使

用しなければ最悪死につながってしまうおそれがあることを十分注意しなければいけませ

ん。 

 子育て中の保護者の方は、常に子供の動きに注意を払っていますが、それでも子供の予想

外の動きや、ほんの一瞬、目を離したすきということもありますので、このボタン電池や浮

き輪のように事故につながるケースはあります。出張講座では、このような製品事故の危険

性をリーフレットや紙芝居形式の資料を新たに作成し、それらを活用して事故の内容につ

いて周知を行いました。 

 こちら、左側が実際の講座の様子の写真です。オレンジ色のエプロンをつけている方が講

師で、その周りに親子が一緒に集まっています。子育てサロンでの講座は、座学のように形

式張ったものではなく、子供をあやしながらですとか、あと講座の途中で動き回ったりして

も大丈夫ですし、出入りも割と気になりませんので、自由な感じの中で話を聞いていただけ

るようになっています。 

 平成 28 年度は 10 区それぞれ１回ずつ実施し、合計 132 組の親子に御参加いただきまし

13



た。参加された方からは、とても参考になりました。家の中や外、これからのことを考える

良い機会でしたですとか、早目に防止できるよう家の中の環境を整えたいですといった御

意見をいただき、講座後のアンケートでは 94％の方に参考になったとの回答をいただきま

した。また、回答の中には、このような事故事例は初めて知ったといった方もいて、保護者

の子供の事故に対する意識が向上した点で未然防止につながったのではないかと考えてい

ます。 

 最近では、子供の事故防止を考慮した製品というのもつくられています。こちらは、特定

非営利法人キッズデザイン協議会のキッズデザイン賞を受賞した「まがる歯ブラシ」になっ

ています。これは乳幼児の歯磨き中の事故、歯ブラシをくわえながら歩き回り、転んで喉に

突き刺さってしまうということがありますが、この歯ブラシは強い力が加わるとネックや

ボディーが曲がるように設計されているため、突き刺さったときの喉への衝撃を抑えるこ

とが可能となっています。札幌市では、この「まがる歯ブラシ」に消費者ホットライン 188

を名入れして、ホットラインの周知とあわせて子供の事故防止の意識を持っていただくた

めの啓発品として出張講座でアンケートに御協力いただいた方に配布をさせていただいて

おります。 

 次に、出張講座でのアンケートの結果について、その一部を御報告させていただきます。

アンケートの有効回答数は 128 です。 

 質問の①、屋内で子供が危険に遭いそうになったことはありますかに対する回答の結果

が表のとおりとなっております。 

 「Ｄソファーやベッド、階段等からの転落」が 86 件で最も多く、回答数の 67.2％を占め

ています。次いで、「Ｆ家具の角等による切傷・打撲」が 57 件で全体の 44.5％。次に多い

のが「Ｅドアやサッシ等での指はさみ事故」が 51 件となっており、Ａ～Ｇまでの合計は 289

件となっています。この結果は、今後、札幌市がどの事故を重点的に注意喚起していくかに

ついて、非常に参考となるものとなりました。 

 次の屋外で危険に遭いそうになったことはありますかという質問では「Ｂ公園・遊園地等

の遊具に関する事故」が最も多く 22 件で、回答者数の 17.2％を占めています。こちらはＡ

～Ｅの総件数としては 60 件でございます。先ほどの質問１の選択肢が７つあったことを考

慮に入れても、室内でのヒヤリ・ハットが 289 件ということですので、室内のほうがかな

り多いということがわかると思います。 

 こちら、そのほかの例に挙げられたものとして、ガスコンロのボタンにさわろうとしたり、

火がついているときに手を伸ばしたですとか、台所の扉をあけて包丁の柄を握っていたと

いった子供がいかに突発的で想定外の行動をとるかがうかがえます。 

 以上のアンケート結果を総括いたしますと、屋内と屋外での発生数を比べたときに、選択

肢の数を考慮したとしても、屋内での発生数のほうが圧倒的に多いということがわかりま

した。その要因として考えられるのは、参加した保護者の子供のほとんどがゼロ歳から２歳

ということで、屋内で過ごす時間のほうが圧倒的に長いことも１つの要因と考えられます。
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しかし、言いかえると、その年齢の子供にとっては、家の中にそれだけ多くの危険が潜んで

いるということになります。 

 こちらは親子向けのイベントということで開催したものでございます。これは、毎年開催

されている札幌市の子ども未来局が主催している行事と札幌コンベンションセンターが主

催している行事が平成 28 年度は「こそだて★さっぽろ」というイベント名で開催されまし

て、そのイベントに私どももの消費者キッズフェスタと題して参加して、パネル展示ですと

か子供の安全に関する講座を実施いたしました。この日は市電も運休となるぐらいの大雪

だったのですが、イベント全体では 2,762 名の方に御参加いただき、私どものブースにもた

くさんの方にいらしていただきました。 

 こちらがその実際の様子です。キッズデザインの製品を展示したりですとか、子供には工

作していただいたりとか、あと、しろうくまというのが札幌市の消費者教育推進のキャラク

ターということになっています。 

 ほかに札幌市では、保育所や幼稚園の子育て関係の仕事に従事している方に子供の安全

に関する講座を実施いたしました。講師には、子供の事故予防を先駆的に研究されている産

業技術総合研究所の西田先生にお越しいただきました。西田先生には、子供の事故に関する

データをもとに子供の事故予防についてのお話をいただいています。定員 40 名だったので

すが、それを上回る申し込みがありまして、54 名の子育て事業に従事される方に御参加い

ただきました。子育て関係の業務に従事されている方の間でも、子供の事故防止は非常に関

心が高いということがわかりました。 

 以上、駆け足でしたが、札幌市の取り組みを御紹介させていただきました。 

 札幌市は、今後も引き続き消費者庁や国民生活センターにおける注意喚起とあわせて子

供の事故防止に向けた取り組みを実施していきたいと考えておりますので、皆様、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 御清聴ありがとうございました。 
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「学校現場が取り組む消費者教育の実践」 
「未来を創り出す豊かな心と確かな実践力を育む家庭科教育」 
函館市立青柳小学校教諭 渡辺 奈穂子氏 

北海道教育大学附属函館小学校教諭 安達 聡子氏 

 

北海道小学校家庭科教育連盟に所属しています、北海道

教育大学附属函館小学校の安達と申します。 

 本日は、小学校家庭科における消費者教育の実践を紹介

する場をいただきました。ありがとうございます。 

 お手元の冊子の資料ですが、11 月 10 日に行った家庭課全道大会で使ったものです。本日

は、その中から何枚かピックアップして話をしていきたいと思っております。 

 近年は、子供のうちからお金に関する考え方を知り、お金の管理をしながら生活していく

ことができるようにするということが大切だと言われています。ですから、小学校高学年で

学ぶ２年間の家庭科の学習の中に消費に関する学習が位置づけられています。私たちは、昨

年度から消費者教育にスポットを当てて授業研究に取り組んできました。その際に、なぜ小

学生から消費者教育が必要なのかをいま一度、見詰め直してみました。 

 その背景として、やはり金銭にかかわるさまざまなトラブルが社会問題となっていると

いうことがあります。買い物をするに当たり、さまざまな支払い方ができるようになりまし

た。それに伴い、消費生活も随分変化しました。お金があるから買う、お金が足りないから

後で買う、お金はあるけれども、いざというときのことを考えて今は使わないでおこうなど、

金銭があることを前提とした消費から、全額は支払えないから時間をかけて払おう、財布に

はお金がないけれども、電子マネーで買ってしまおうという、これから手に入るであろうお

金を見込んでの消費へと変わっています。もちろん、社会全体がそうなっているとは言い切

れません。ですが、若者の自己破産がふえているという実態から、数年後、大学進学などで

親元を離れてひとり暮らしをするであろう 11 歳、12 歳の小学生から消費者教育が必要と

されているというのもうなずけます。 

 子供たちの実態を見ると、金銭を使うことと子供たちとの生活に距離感があり、子供たち

がお金を持って買い物をするという機会も少ないということがわかりました。そこで、金銭

を管理することに切実感がなく、消費生活に関する経験値が少ない子供たちが消費者の一

人として金銭に対する考え方や自分の消費に関する価値観を客観的に見詰めることができ

るようにするということが必要だと考えました。そのために、自分だけでなく、教師、友達

など、他者の経験知や価値観に触れること、実感を伴った理解をさせることが必要だと考え

ました。 

 そこで、経験値の個人差を生める手だてとして、次のことを考えました。特に重視したの

は、選ぶものや目的を明確にした場面設定を授業の中に組み込むことです。これは、子供の

日常生活に根差した場面設定をして、その中でお金をどう使うか、どのように買い物をする
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か、値段や品物の品質など、さまざまな要素を比べながら、買い物の疑似体験をして考えて

いくことができるようにするということです。場面設定を組み込んだ授業を進めていく中

で、私たちは子供同士の価値観に気づくことができるような言葉がけや、子供が持った考え

をさらに深くしていくことができるような働きかけを工夫してきました。 

 実践例１です。子供たちの日常に根差した物やお店など、共通の場面設定をした授業です。

これはボールペン、ノート、家族で使うマヨネーズの３段階で学習し、値段や品質など、商

品情報だけでなく、買う店まで行くのにかかる時間や相手意識などに気づくことができる

よう場面設定をした工夫したものです。 

 その際に、子供が考えを書き込むワークシートを工夫しました。例えばごらんのようにピ

ラミッドチャートなどの思考ツールを活用し、ランキングをつけながら、買い物の条件を整

理したり自分の考えを明確にしたりすることができるようになりました。子供たちは、この

学習に出会ったときに、いつもどうやって選んでいたのだろう、何も考えていない気がする

と言います。でも、そんなわけないのです。こうやって紙に書くことで、子供たちは自分の

価値観に気づいていきます。 

 実践例２です。さまざまな買い物場面と出合わせ、経験値の幅を広げることができるよう

に、子供の生活に根差した買い物の場面を数種類提示しました。この数種類の場面は、それ

ぞれに目的や対象となる相手が異なります。その場面をグループごとに選び、各グループで

物を選ぶ際のポイントをまとめました。それを全体で交流していきました。例えば選んだも

のは一緒だけれども、理由が異なる。選んだものは別なのに理由が似ている。価値観や考え

方の違いが明確になりました。このように、交流を深めることで、この吹き出しの中の言葉

だけでなく、予算、値段、品質、使用目的など、さまざまな観点で買い物について考える子

供の姿が見られました。 

 先ほど述べたとおり、この場面設定が組み込まれた授業の中で、私たちがどのように言葉

かけをしていくかもポイントの一つです。例えばこれは子供同士で学び合っている場面に

おける解決の糸口やヒントを与える教師のかかわりです。この教師の発言によって、子供は

地元の食材、新鮮さなどの視点に加えて、環境というカテゴリーにも目を向けて、より多面

的に考えていくことができました。 

 これは、子供に教師が働きかけることで、子供同士の対話を促す働きかけです。同じこと

で考えている子同士をつなげたり、よい考えを紹介したりします。私たちは、さまざまな場

面で意思決定をしています。どのような視点で選ぶかによって、選ぶものも変わります。こ

れらのような対話をすることにより、子供たちは値段や品質など、買い手側のメリットだけ

でなく、自分の消費行動が環境や社会とつながっているということにも気がついていきま

す。 

 また、さらなる学びの深まりや視点の転換を目指して、子供の発言を問い返し、自分の考

えを見詰め直したり、より深く考えたりすることができるような働きかけをします。私たち

は、広告や新聞などのメディアから消費に関するさまざまな情報を手に入れることができ
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ます。そういう情報社会の中で、みんなが言うからこれはいい、これはだめなど、口コミで

消費をするということがふえてきています。だからこそ、自分で調べて確かめるという経験

や考えを子供たちに持たせることが、よりよい消費生活につながっていくと考えています。 

 値段にはわけがあると言いますが、そのわけに目を向けることができるということも自

立した消費者になるためには必要だと考えています。このような対話の積み重ねが、なるほ

どという新しい考えとの出会いや、やはりそうだよねという自分の考えに対する自信、本当

にこれでよいのかななど、自分の考えを見詰め直すきっかけとなり、深い学びにつながって

いくと考えています。 

 子供たちは、この消費に関する学習がとても好きです。一生活者、一消費者として金銭や

買い物について考えるという学習そのものに魅力があるからなのですね。一方で、私たちは、

消費者教育の難しさに何度もぶつかりました。本当に難しいです。切り口がたくさんありま

すから、どれがより効果的なのかを何度も吟味します。でも、教師自身もとてもよい勉強に

なりました。金銭には限りがあり、その価値観も変わり得るものです。だからこそ、今後も

自分の生活や社会、環境とのつながりを考えながら、主体的に生活を工夫できる消費者とし

ての素地を育てていくことができるよう、実践を積み重ねていきます。 

 この後、11 月に行った家庭科の全道大会での実践について紹介します。 

 

函館市立青柳小学校の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。 

 お手元には、教員向けの指導案が掲載されていますが、スライドでは、その授業の様子を

お伝えいたします。 

 まず、授業するに当たり、子供の消費行動の過程にはどういった思考の流れがあり、どう

いったスキルが必要なのかを考えました。それがこの小学生期における消費生活の全体系

統図です。こちらは消費者庁で出されました体系マップをもとに作成いたしました。 

 消費行動は何かを欲しいと思った時点からスタートします。例えばノートが欲しいと思

ったときに、こちらに当たります。欲しい気持ちをウォンツと必要である現実、ニーズのど

ちらかを自分で判断します。そこで、関係するのが、物や金銭を大切にする気持ちです。ま

た、こういった消費行動の流れから、買い物の後は振り返りをします。こちらに関係がある

のは、トラブル対応能力です。また、中学校に行ったら学ぶ消費者被害、第三者契約なども

かかわりがあります。こういったことを踏まえて、子供たちに必要な活動は何かを考えまし

た。 

 小学校家庭科教育には、４つの領域があります。消費者教育はＤ領域「身近な消費生活と

環境」にかかわります。教科書で身近な消費生活を中心に据えている題材は５年生に１つあ

りますが、他の領域と関連づけて取り組んでいきます。この一覧表は、さまざまな題材の中

で消費行動のどの分野について取り組んでいるのかを示したものです。段階的に消費者教

育に取り組み、子供たちに力をつけていきます。 

 では、実践の一つを御紹介いたします。扱った題材は６年生の「まかせてね今日の食事」
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という家族に日ごろの感謝の気持ちを込めて１食分の食事を食べてもらう学習活動です。

それぞれ家族に合わせた献立を考え、学校で試し調理をして、家庭に帰り、１食分を振る舞

います。小学校家庭科の食にかかわる学習活動の集大成として、献立を考えるところから材

料の準備、調理、後片づけまで、全て自分で行います。 

 この学習の中で考えられる消費活動は、１食分の食事に必要な材料を用意するというこ

とです。そこで、実際に買い物に行く前に買い物シミュレーションをして、つくる相手や目

的に合ったものを買うための大切なことを考える授業を行いました。 

 シミュレーションの概要は、このとおりです。今回、実際に９種類のみそを用意して、ど

の商品を選ぶのかを考えました。皆さん、スーパーにはみそは何種類ぐらい陳列されている

と思いますか。実際は 35 種類以上です。大きいスーパーだと 60 種類以上。あとはカップ

みそなどを含めるともっとたくさんあったことがわかりました。 

 では、ここにいらっしゃる皆さんは、食材を選ぶときのポイントは何でしょうか。何を重

視して選ぶでしょうか。当てはまるもの全てに挙手をお願いします。安さ重視の方。私もそ

うですね。品質。量。大家族とか逆に少ない、そういうものも考えると思います。使いやす

さ。みそだと入れ物が袋のままとか、カップ式とかボトル式などという種類もありました。

見た目でしょうか。機能でしょうか。みその場合は減塩などがこれに当てはまると思います。

安全性でしょうか。多いですね。環境でしょうか。ありがとうございます。 

 授業では、まず商品を比べ、自己決定します。ボトル式で使いやすそう、だし入りでおい

しそうと思う子もいれば、だしは自分でとるからだし入りみそは選ばないという子もいま

す。見た目や値段など、それぞれの観点で選んでいきます。そして、選んだ商品にネームプ

レートを張って、誰が何を選んだのかわかるようにします。 

 次に、友達と意見交流をします。こちらの子は、Ｈは北海道産大豆 100％だよと言うと、

こちらも自分の選んだＦも同じ値段だったことに気づきます。自分は安さという観点で物

を選んだのですが、Ｈのほうは北海道産大豆ということを知り、少しどきりとします。観点

は決まっていても選んだ商品が一番であるかどうかは、そこで改めて考え直すという形に

なります。 

 また、手前の子の男の子は、友達が原材料の話をしているのを聞いて、原材料表示を見直

しています。今回、無添加という言葉をパッケージにうたっている商品が多かったのですが、

何人かのことは原材料表示を見て、大豆、塩、こうじだけ書かれているものを発見していま

した。大々的に無添加と表示されていなくても実は無添加だったということを子供たちみ

ずから気づくことができました。無添加にこだわるのか否かは個人の問題ですが、この学習

では、どれを選ぶと正解というものはありません。無添加派と賞味期限が長いほうが安心派

との意見交流も互いの視野を広げるものになりました。今回、産地が一番近かった商品は八

雲産でした。さすが北海道の子で、自分の選んだ理由に北海道産というものを挙げていた子

供も多かったです。 

 友達との交流の後は全体で交流をします。お父さんは血圧が高いので、減塩みそを選びま
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したとか、私は使いやすさでボトル式。でも、友達は容器に詰めかえるパック入りみそを選

んでいて環境にもよいことを知りましたなどの意見が出されました。ここで大切なことは、

選んだ商品とみそを買う理由、目的を照らし合わせることです。そして、もう一度、商品の

情報を整理し、自己決定をします。初めに選んだ商品と変わった人は、ネームプレートを移

します。 

 子供がつくった学習のまとめです。必要な情報を集めてさまざまな観点から比較して選

ぶと、つくる相手や目的に合った買い物ができるとなりました。 

 学習の振り返りです。上の振り返りには、友達の意見を聞いたり情報を再確認して相手に

合った商品を選ぶことができましたと書いてあります。下には、情報を集めたつもりだった

けれども、見通していた。友達の地産地消になるという意見や、添加物がなく、大豆も遺伝

子組み換えでないので安全という意見にはなるほどと思ったなど、対話を通してまなんだ

ことが多かったようです。 

 さらには、授業の後の家庭学習で、こんな取り組みをしてきた子がいました。実際に買い

物に行く前に買い物の計画を立てていたのです。この子が材料を買う上で大切なことは、こ

ちらにあります費用、産地は国産のもの、量、そして、マイバッグを持っていくと書いてあ

りました。そして、ラタトゥイユをつくるのですけれども、そのソーセージはいつでも使う

から賞味期限は長目などと詳しい計画を立てています。 

 そして、数日後、また家庭学習で買い物の降り返りをしてきてくれました。予定していた

金額と実際にかかった金額を書き、自分の観点ごとに商品情報を書いてあります。こちらの

その他の情報では、ソーセージに JAS マークがついていた。あとは、ピーマンは包装が少

ないものを選んだということがわかります。実はこちらのほうでワークシートを用意して

全員に買い物の振り返りをさせる予定だったのですけれども、みんなが自主的にこういっ

た活動をしてきてくれたので、授業の成果が大いにあったなとうれしかった瞬間です。 

 こういった２年間の研究を振り返ると、小学生期における消費活動を分析、整理すること

で、子供たちに必要な活動が明確になり、段階的な指導をすることができました。また、主

体的で対話的な学びを通して、消費活動を自分事として捉えることができ、よりよい消費者

であろうとする強い意志を育むことができました。 

 最後に、消費とは、子供たちのあらゆる活動にかかわってくるものです。消費なしでは何

も始まらないと言っても過言ではありません。ということは、消費者教育のチャンスはたく

さんあるのです。あらゆる活動に取り入れることができます。そして、私たちは確信したこ

とがあります。それは、消費者教育を通じて子供たちは、よりよい消費者としての自信を持

ち、よりよい生活をつくり出すことができるということです。今後も子供の成長を励みに、

消費者教育の研究に邁進していきたいと思っております。 

 御清聴ありがとうございました。 
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「大学と企業が連携したエシカル教育の実践」 
「札幌のフェアトレードタウンに向けた取組」 
札幌学院大学准教授 橋長 真紀子氏、 

札幌学院大学２年生 橋長ゼミナール 佐藤 来紀氏 小田 大夢氏 中田 大夢氏 

皆様、こんにちは。札幌学院大学経営学

部の橋長と申します。 

 本日は、このような盛大な会におきま

して私どもの学生が発表する機会を与え

てくださいました主催者の皆様、実行委

員会の皆様、心より御礼申し上げます。 

 少しだけゼミの内容についてお話をさせていただきたいと思いますが、私が昨年、札幌学

院大学に異動してきたことによりまして、実はここにいるメンバーが初代のゼミ生になり

ます。ことしの４月から本日まで８カ月、試行錯誤しながらいろいろと学生が考えてきたり

体験をした経験を本日は御報告させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

こんにちは。札幌学院大学、橋長ゼミナール、ゼミ長、佐藤来紀です。 

 私たちは８人いますが、本日は代表して３人が前に出て発表します。私たちは札幌のフェ

アトレードタウンに向けた取り組みについて調査を行いました。14 項目に分けてきょうは

発表します。よろしくお願いします。 

 私たちのゼミは社会的課題を解決するための事業経営、そして、このような企業の社会的

責任を見きわめながら商品を購入するエシカルコンシューマー、こちらの両方の視点から

の持続可能な生産と消費について研究しています。その中で、今年度は、社会的課題を解決

するビジネスの一形態としてのフェアトレードを取り上げ、札幌の取り組みを中心に調査

研究を行ってきました。まず、そのフェアトレードとは何かというのを説明させていただき

ます。 

 フェアトレードとは、公平な貿易を意味していて、開発途上国の産品を適正な価格で継続

的に購入することで、開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を支援する貿易の仕

組みのことです。 

 こちらの図は、一般の貿易とそのフェアトレードの貿易の違いをあらわしたもので、図を

見てわかるとおり、一般の貿易では、産品が生産者から消費者の手に渡るまで、多くの中間

業者が関与しています。そこで多くの中間マージンが取られてしまうため、最終的に生産者

の手元に渡る売り上げが極めて少ないものとなってしまいます。それに対してフェアトレ

ードの貿易といいますのが、フェアトレード団体が多くの中間業者の役割を一手に担って

いるため、フェアトレード団体が活動を維持するための必要最低限のマージンしかかかり

ません。そのため、多くの利益が生産者に還元され、結果的に彼らの生活がより豊かになる
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ということです。 

 そして、そのフェアトレードには、遵守すべき指針をこちらの 10 項目定めていて、それ

には３番の「公正な取引の実践を行う」、５番「児童労働及び強制労働を排除する」、10 番

「環境に配慮する」などといった項目があります。 

 こちらの図は、産品が生産者から消費者の手に渡るまでの流れをあらわしたものです。フ

ェアトレード団体はフェアトレードの貿易で、前のスライドで紹介しました 10 指針が守ら

れているかどうかをチェックしています。これはフェアトレードの品質をしっかりと守る

ために行っていることです。 

 では、実際に世界の現状ではどうなっているのでしょうか。世界では６人に１人が１日

100 円程度で暮らす貧しい生活をしています。それらをあらわしたのが上の図１です。彼ら

は１日１食しか食べられず、服もろくに買えない状況です。それを改善するための貿易がフ

ェアトレードです。そのフェアトレードでは、生産者から仕入れを行う際、１、適正価格の

保証、２、プレミアムの上乗せ、３、代金の前払い、４、長期的な取引の４つを約束してい

ます。左下の図２では、その４つの約束事について書かれているのですが、２番目のプレミ

アムというものは、商品の価格に上乗せした奨励金のことで、生産者はこのプレミアムで得

た資金を学校建設や設備の整備、技術向上などに役立てております。 

 世界には国際フェアトレードラベル機構という団体がありますが、こちらの役割としま

しては、世界のフェアトレードの精度管理をしています。日本には、そのメンバー組織であ

るフェアトレード・ラベル・ジャパンという団体がありまして、こちらの主な役割としまし

ては、フェアトレード及び国際フェアトレード認証ラベルの普及啓発活動、また、国際フェ

アトレード認証ラベルのライセンス業務、製品認証業務などがあります。 

  

私たちは、まず６月に、札幌にあるフェアトレード専門店、みんたるさんにヒアリング調

査を行いました。みんたるさんでは、商品を適正価格で仕入れ、なるべく安く販売していま

す。利益率は余り高くないです。フェアトレード商品以外にもコーヒーや食事、バーなども

経営しています。広告宣伝のためにさまざまなお店にチラシを配布し、SNS を活用してい

ます。基本的にフェアトレードは利益を優先するのではなく、生産者の支援を主目的として

います。 

 次に、パタゴニアのヒアリング調査を行いました。パタゴニアさんでは用途に合わせて素

材を使い分けています。加工品ではなくオーガニック製品を取り扱っています。使わなくな

った製品の再利用をし、環境に配慮した製品づくりを行っています。細かいところに一つ一

つこだわりがあります。最終的には商品を購入してもらうのが目的でありますが、ただ買っ

てもらうのではなく、顧客の話を聞き、納得してもらった上で購入してもらうのが目的です。 

 札幌では、2003 年からフェアトレードフェスタというイベントが７月に行われています。

2007 年からは大通公園で開催し、ことしで 11 回目となります。そのイベントに私たち橋

長ゼミナールは運営補助という形でお手伝いをさせていただきました。当日は先ほどのみ
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んたるさんのブースの販売手伝いを中心に行いました。 

 右側２枚の写真はウガンダの子供たちがつくった商品です。消費者が買うことにより、１

週間から 10 日分の食事が支援されます。左側２枚の写真は、ボランティアとして参加させ

ていただいたときの私たちの実際に働いているときの写真です。 

 次に、実際にお店に置いてある商品を紹介させていただきます。ブルキナファソ野球を応

援する会では、お守り 500 円、牛角ピアス 1,200 円などが販売されていました。日本国際

飢餓対策機構では、バッグやＴシャツなどが販売されていました。障害者の方々と連携し、

１つの作品をつくっています。プリントされているＴシャツには、障害者がデザインしたも

のがあります。みんたるさんでは、衣類や財布、ブレスレット、靴下、石けんなどが販売さ

れていて、生活に生かせるような商品が多いです。 

 自分たち以外にもフェスタに参加していた大学を紹介したいと思います。北海道大学で

は、国際協力を学生に知ってもらうことが目的となっている活動です。実際に高校などへ訪

問し、貿易活動などを通じて世界を身近に感じてもらうことを目標としています。 

 天使大学では、持続可能な未来のために、食を通して自分の身の回りからできることを考

え、おなかだけでなく心まで満たされるような活動をというコンセプトで活動しています。 

 函館教育大学では、環境問題に関心のある学生が中心になって実行委員会を立ち上げて、

大学生が中心となって活動しています。 

 北星学園大学では、フェアトレードとは何かを皆さんに知ってもらい、では、なぜフェア

トレードは存在するのかという発展途上国の背景をできるだけ多くの人々に知ってもらう

ことが目的となっています。 

 

そして、北星学園大学と意見交換会を行いました。北星学園大学は、2008 年から授業の

一環として、フェアトレードの調査を行っております。そして、私たちと北星学園大学の意

見が一番一致したのは、やはり認知度の向上が必要です。まだまだ知らない人がたくさんい

ます。ただ、今後、北星学園大学はフェアトレードの活動を増加するということでしたので、

そこは私たちと同じ方向を向いているのだなと強く感じました。 

 そして、そもそもフェアトレードタウン運動とはどういうことなのか。それは、この町ぐ

るみというのは、町の行政や企業や商店を示しており、そこと一体となってフェアトレード

の場を広げることで、不利な立場に置かれた途上国の生産者の人たちの自立や環境の保護

保全に貢献しようとする運動のことを言います。なので、フェアトレードタウンとフェアト

レードタウン運動は意味が少し違って、フェアトレードタウンに認定してもらうために活

動することをこちらのフェアトレードタウン運動と言います。そして、その活動は 2000 年

にイギリスで誕生して、今では世界で 23 カ国、活動中です。 

 そして、日本ももちろん、フェアトレードタウンはあります。日本、アジア初となった熊

本、そして、2015 年、名古屋、2016 年は逗子、そして、ことし、2017 年、静岡県の浜松

市がフェアトレードタウンに認定となりました。そして、札幌も今、フェアトレードタウン
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に認定に向けて準備中です。そのために、今、札幌では何を取り組んでいるのかというのが

次のページです。 

 2017 年９月「フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議」というプロジェクトチームが結

成されました。そのチームは何をするのか。フェアトレードタウン認定に向けて、６つの条

件があります。だが、この条件は、もうほぼ話に聞くとクリアしている。何がクリアして何

がクリアしていない、どこどこが足りないというのを正確に調査するのがこのチームです。

だが、６番だけが少し足りていないようですが、私たちは３番の地域社会への浸透に目をつ

けました。やはりフェアトレードという言葉すら知らない学生、若者がたくさんいます。も

ちろん、自分のお父さん、お母さんもフェアトレードという言葉を知りませんでした。なの

で、では、私たち大学生が今できることは何なのかと考えたのが次のページです。 

 これまでの学びを通じて、自分の小さな選択でさえ世界に影響を及ぼすことをまず自覚

しなければなりません。そのため、現在よりも未来、そして、地元だけではなく世界に目を

向け、知識を身につけるべきだと強く感じました。その中で、私たちは今後、消費者として

生活していく上で、エシカル消費を常に心がけることが一番必要なのではないのかと思い

ます。そこから自分たちが学んだ知識をより多くの学生たちに伝えることで、フェアトレー

ドタウン札幌を目指す活動に貢献していきたいと思っております。 

 では、私たちがことし、このために何をやってきたのかというのが次のページです。大き

く分けて５つあります。 

 １つ目、フェアトレード専門店へのヒアリング調査。ということで、先ほどお話のあった

みんたるさんのほうへ行き、いろいろお話を聞かせてもらいました。 

 ２つ目、フェアトレードフェスタ in さっぽろ 2017 運営手伝い。そこはみんたるさんだ

けではなく、いろいろなお店がありました。なので、そこでお話を聞いたり、現状を伺うこ

とができました。 

 ３つ目は、北星学園大学「フェアトレード」履修者との意見交換会の開催。ここは先ほど

お話ししたとおりです。 

 ４つ目、札幌市の学生向け消費者教育教材の作成ということで、エシカル消費、消費者被

害の２つにテーマを絞って、学生がわかりやすいようにすごろく形式にしてゲームしまし

た。 

 最後、消費者教育推進フォーラムでの実践報告ということで、今回、このような貴重な場

を設けさせてもらいました。 

 そして、私たちは、来年 2018 年、どういう活動をしていくのかというのが次のページで

す。３つ目標があります。 

 １つ目は、タイ・バンコクへのゼミ研修旅行。日本のフェアトレード専門店のオーナーと

一緒にタイの現地のほうへ行き、その仕入れに同行したいと思っています。 

 ２つ目、生産現場とゼミ研修からの学びを発信ということで、このような報告会や、やは

り若者は SNS がすごい活発です。なので、そこを利用して若者の認知度を上げるというこ
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とが目的です。 

 そして、最後は先ほどお話のあったゲームの教材を授業の一環として活用してもらえれ

ば、より多くの学生たちがフェアトレードという名前を知ってもらえるきっかけになると

思います。そして、このような活動を通じてフェアトレードという名前、フェアトレードは

どういうことなのかというのを知ってもらえるきっかけをつくっていきたいと思います。 

 私たちは調査して半年間たちました。正直言いますと、最初は、授業の一環だったので適

当にやろうという気持ちで私は臨んでいました。フェアトレードフェスタに参加したとき、

ある女性に私は出会いました。彼女は、アフリカへ何回も行き、フェアトレードの活動に取

り組んでいる人でした。そこのフェスタでもつまらなさそうにしていた私に、彼女はある動

画を見せてきました。その中には、ウガンダの子供たちの笑顔がありました。その笑顔は、

私たちがカメラの前でピースしてつくっているような笑顔とは 180 度違って、心の底から

の笑顔でした。 

 そして、彼女は、お守りを私に見せてくれました。そのお守りは、先ほどもあったのです

が、１個 500 円。そして、彼女はこう言いました。１個 500 円のこのお守り、もし、それ

を１個売れれば子供１人の 10 日分の食費になる。私はそれを言われたときに、今までの自

分の感情がすごい情けなくなりました。この 500 円のお守りで 10 日間生き延びることがで

きる。私たちはこんなぜいたくな国、環境で過ごしているため、そのような実感は全くあり

ませんでした。生きるのが当たり前。だが、向こうの世界ではそうではなかった。子供たち、

アフリカの人々、真剣に生き抜いており、一日一日を大事に毎日全力で生きている。私はそ

の動画から、そういうことを読み取ることができました。 

 そこで私は気づきました。フェアトレード商品を買っていただくことが目的なのだなと

私は最初思っていました。だけれども、フェアトレードとは、命を救う活動なのだなと思い

ました。現に、この１個 500 円のお守りを私が買ったら、アフリカの誰かの子供が 10 日間

生き延びられる保証ができる。私は涙が出そうでした。毎日ぜいたくして何も考えないで生

きている自分がすごい情けなくなって、そこで私の意識はがらっと変わりました。なので、

今後、洋服やチョコレート、何でもいいです。何かを買うときに、たまにはフェアトレード

商品を購入していただけると、そして、その商品を手にとるときに、アフリカの子供たち、

アフリカの人々の命が救われると思って、その子供たちの笑顔が頭の中によぎってくれれ

ばなと思います。 

 以上で私たちの発表は終わります。最後まで御清聴ありがとうございました。（拍手） 
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「大学と地域が連携した消費者教育の取り組み事例」 
「エゾシカの地産地消モデルを通じた消費者教育」 
北海道教育大学釧路校講師 土岐 圭佑氏 

北海道教育大学釧路校３年生 堀口 純平氏 ２年生 佐々木 恒氏 

皆様、こんにちは。北海道教育大学釧路校で家

庭科教育を担当しております、土岐と申します。

本日はこのような場を与えていただいて、本当に

ありがたく思います。感謝申し上げます。私のほ

うから、今回の取り組みを実施するに当たったき

っかけをお話しさせていただければと思います。 

 釧路校では、２年前より中学校、高校の家庭科免許が出るようになりました。つまり、家

庭科の先生の教員養成が２年前から始まったことになるのですけれども、家庭科というと

従来の料理や裁縫を学ぶ教科という印象が世間的には多くありますが、実は保育だったり

防災だったり地域環境のことだったり幅広い領域のことを扱います。そういった中で、その

ようなものに対応できる家庭科教員を養成するということで、今回のようなプロジェクト

を文部科学省の助成を受けて行ってきた次第であります。 

 道東といいますと、エゾシカは身近な存在であります。そこに着目をして、学生がどのよ

うなことを学んだのか。将来、教員になるに当たって、どのような思いを抱いているのか。

御参加の皆様にはそういったところを聞いていただければ幸いと存じます。 

 それでは、学生のほうから発表させていただきます。 

 

これから「エゾシカの地産地消モデルを通じた消費者教育」に関して、活動報告を始めさ

せていただきたいと思います。本日は、北海道教育大学釧路校３年の堀口純平と、 

 

佐々木恒で報告させていただきます。 

よろしくお願いします。 

  

本事業は、北海道民にとって身近な存在であるエゾシカについて、消費生活に関連する教

育と環境教育、食育などと連携、推進し、また関連団体等と協力しながら、大学生がエゾシ

カを通じて北海道における循環型社会について学び、消費者市民社会の形成に参画する消

費者育成モデルを提示することを目的としています。 

 平成 28 年度文部科学省「連携・協働による消費者教育推進事業」における消費者教育推

進のための実証的共同研究の助成を受けました。 

 最初に、本事業の背景にありますエゾシカについて簡単に説明させていただきたいと思

います。 

 まず、エゾシカの生態についてですが、エゾシカは北海道だけに存在するニホンジカの亜
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種になります。冬と夏で毛が生えかわります。こちらが、冬と夏の毛の違いの写真です。雄

のみに角があり、毎年生えかわります。 

 エゾシカによる被害は、まず農林業と交通事故の大きく２つに分けて起きております。農

林業で、年間約 46 億円の農林被害額が出ており、また、交通事故では、毎年 1,000 件以上

もの交通事故が発生していると言われております。 

 エゾシカの生息数についてですが、平成 27 年度の時点で約 47 万頭生息していると推測

されています。これはあくまでも推測ですので、これ以上いる可能性もあることが考えられ

ます。 

 次に、事業の概要についてですが、事業の詳細は、お手元の資料をごらんください。第１

段階、第２段階、第３段階に分けて活動いたしました。 

 まず、第１段階についてですが、文献資料、教材等の修理、整斉、勉強会の実施、施設見

学、体験学習を行いました。 

 最初に勉強会についてですが、北海道環境生活部エゾシカ対策課や北海道開発局の協力

により、勉強会を実施いたしました。勉強会では、現在のエゾシカの実態や現状について、

エゾシカの皮や角に実際に触れてみる、エゾシカ肉を試食してみるということを行いまし

た。パワーポイントの写真が、勉強会の様子になっております。 

 次の写真は、エゾシカの皮や角に実際に触れてみるということで、生活していて、釧路で

はエゾシカを見ることは日常的にはあるのですが、実際に皮や角に触れてみるということ

は余りなかったので、とても貴重な経験となりました。 

 実際にエゾシカの肉をしゃぶしゃぶで試食するということで、エゾシカのしゃぶしゃぶ

を食べた感想としては、低脂肪で高たんぱくなので、とてもあっさりしていて食べやすいと

いうのが印象に残っております。 

 この勉強会の様子は、釧路新聞にも掲載されました。 

 次に、施設見学についてです。北泉開発株式会社を訪問し、曽我部代表取締役のお話を聞

きました。また、エゾシカ学習館に行き、エゾシカに関する資料を見学させていただきまし

た。 

 次に、体験学習についてです。EZOPRODUCT の菊地隆社長をお招きし、大学構内で製

品づくりを行いました。このときの製品は、スマートフォン入れをつくらせていただきまし

た。写真は、体験学習の様子になっています。この様子も釧路新聞に掲載されました。 

 

続いて、第２段階について説明させていただきます。 

 第２段階では、エゾシカについての調査、エゾシカ肉を活用した調理の試作、エゾシカに

関する授業実践を行いました。 

 こちらが、エゾシカ肉を活用した調理の試作の様子です。私たちは、エゾシカ肉を使って

ミートソース、ギョーザ、しぐれ煮を調理しました。それらを食べた感想として、ほかの肉

を使って調理したときよりも非常においしく、そのほか学生の感想としては、あっさりして
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いて食べやすい、脂っぽくない、スポーツマンやお年寄りの方にもお勧めできるのではない

か、市場に出回っていないため価格が高く手に入りにくい、肉が少しかたくシカ肉独特のに

おいがあるため調理法が限定されてしまうなどの感想がありました。 

 次に、エゾシカに関する授業実践についてです。 

 私たちは、別海町立西春別小学校の５、６年生を対象に、総合的な学習としてエゾシカに

関する授業実践を行いました。授業を通して目指す児童の姿として、エゾシカクイズを通し

てエゾシカに興味を持つとともに、エゾシカ肉の栄養素と自分の成長とのかかわりについ

て理解することを目標としました。 

 授業の内容は、大まかに前半、後半に分けて御説明いたします。 

 前半では、エゾシカ肉について知っていることを聞き、エゾシカクイズを行い興味関心を

持ってもらい、栄養素に着目してほかの肉、鶏肉や豚肉、牛肉などと比べ、エゾシカ肉の価

値について気づかせていきます。 

 後半では、エゾシカ肉の栄養素を知り、自分たちの成長に適しているのか話し合わせ、栄

養素に関して、ほかの肉に比べ劣らないが、余り認知されていないことに気づかせます。 

 以上が、大まかな授業の内容になります。 

 西春別小学校の児童たちには、先生方にお願いして、エゾシカに関する事前アンケートを

実施しました。内容としては、エゾシカ肉を食べたことがありますか。エゾシカ肉を食べて

みたいですか。今までエゾシカ肉について学んだことはありますか。エゾシカについて知っ

ていることをたくさん書いてくださいなどの質問構成です。 

 エゾシカ肉を食べたことがあると答えた児童は、12 人のうち４人があると答えていまし

た。また、エゾシカ肉を食べてみたい、食べてみたいけれども食べるのはかわいそう、迷惑、

事故になりかねないから、いきなり道路に出てきてほしくないなどの感想がありました。 

 こちらが授業で使った資料です。 

 児童が授業を受けた感想として、一部を紹介していきたいと思います。エゾシカ肉の悪い

ところはあるのですか。エゾシカがそんなに大事な食べ物だとは思わなかったです。エゾシ

カの様子や調理方法を知りたいと思った。エゾシカの数を知りたい。シカの種類は。シカの

声も知りたいなど、今回の授業を通してエゾシカに少しでも興味を持つきっかけになった

のではないかと思います。 

 この活動が、釧路新聞に紹介されました。 

 次に、第３段階について御説明いたします。 

 釧路校の大学祭で、エゾシカコーナーの出店を行いました。大学祭でエゾシカコーナーを

出店し、エゾシカの皮を使った製品の製作体験を実施しました。また、活動、製作体験者に

は、エゾシカに関するクイズとアンケートを実施しました。 

 こちらは、札幌で行われたエゾシカフェスタの映像です。2016 年 10 月８日に行われま

した。 

 また、2017 年２月 11 日に釧路でエゾシカフェスタを行い、そこでも活動報告を行いま
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した。 

 この活動は、日本農業新聞に掲載されました。 

 本事業を通しての学生の感想として、消費生活の中で地域とのかかわりという面から考

えてみると、地元の製品を使用する、利用するということは地産池消ということで大切だと

思った。安さや便利さの裏には何があるのかよく考えて買い物することが大切であるとわ

かったなどの感想がありました。 

 私たちにできることとして。今回、エゾシカについて情報収集やエゾシカの実態を知る勉

強会、資源としての価値を認知したエゾシカ肉の試食や角、皮を使った製品づくりを通して、

私たちはエゾシカに対しての認知の低さ、その実態を知ることができました。 

 また、西春別小学校での授業実践は、将来、教育者を目指す私たちにとって、とても貴重

な体験となりました。 

 そこで、将来教育者を目指す者としての視点から考えました。教育者という視点から、エ

ゾシカの実態や資源価値について、義務教育の早い段階から教育現場に取り入れたほうが

いいのではないかと考えました。北海道内では、交通事故や農業被害が起きているだけでは

なく、エゾシカが有効活用できることを社会科の視点や家庭科の視点から捉え、教科横断的

な授業を展開するのがふさわしいのではないかと考えました。 

 以上で、活動の報告を終わります。御清聴ありがとうございました。 
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「私たちが選択するエネルギー」 

 

NPO 法人北海道グリーンファンド 

事務局次長 小林ユミ氏 

 

皆さん、こんにちは。北海道グリーンファンドの小林と申します。 

 フレッシュな学生の報告が２つ続いた後で、ちょっとどきどきして

いるのですけれども、緊張感は私も同じように持っているかなと思い

ます。 

 私たちが取り組んでいるエネルギーの取り組みについてなのですけ

れども、なぜ市民団体が取り組んでいるのかといいますと、私たちは生活クラブ生協が母体

となって出発した NPO です。食の安全にこだわった活動をしていたのですけれども、その

中で、チェルノブイリの原子力発電所の事故があって、自分たちが食卓の上、テーブルの上

のことだけを考えていても、食の安全は保障されないのだなということに気がついて、エネ

ルギーのことにかかわるようになりました。 

 エネルギーというと、専門家がきちんと知識を持って取り組むべきことと思われるかも

しれませんけれども、私たちの生活にはなくてはならない、欠かせないものでもありますし、

電気というものは商品の一つです。私たちが毎日食べるもの、着るものを選ぶことと同じよ

うに、エネルギーも商品であるのであったら選びたいという思いから、活動が始まりました。 

 でも、実際、選べるようになったのはつい最近、昨年のことです。 

 皆さんも、ああそういうことがあったなと思われるかもしれませんけれども、電力小売全

面自由化は昨年の４月から始まりました。全面自由化ということは、その前に部分的な自由

化があったということで、私たち北海道グリーンファンドは 1999 年に設立をして、電気の

共同購入をしたいなと思っていたのですけれども、翌年から、部分的に電力をたくさん使う

ところ、大規模な工場とかデパートといったところで自由化がスタートしていました。やが

てどんどん広がっていくのだろうと期待をしていたのですが、実際、家庭の部分で始まった

のが去年ということです。工場とか企業の電力の自由化から、途中 11 年もあきました。 

 この自由化が始まったきっかけが、東日本大震災のときの原子力の事故でした。集中的な

ものから分散型に変えてこうという議論とか、電力システム改革という難しい言葉ですけ

れども、もう少し自由化を進めていこうという話が一気に広がって、私たちのもとに電気を

選べるという取り組みが始まりました。 

 そのときは、一般家庭も含めて８兆円の市場が開放されるということで、とても注目を浴

びて、覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、2015 年の暮れあたりには本

当にいろいろな報道があって、お正月があけると、電気の初売りが首都圏でも行われて、北

海道はどのようになっていくのかなと思って、期待を持っていました。 
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 私たちも、電力の自由化で何かできることはないかといろいろ調べたり、話し合ったりし

たものです。ですけれども、小さな団体ではなかなか自由化に飛び込むことはできなくて、

情報収集をして、選択肢を皆さんにお知らせできるような活動を行いました。 

 結局、自由化が始まったときに、どんどんと広がってはいったのですけれども、今の広が

りの段階がここです。家庭の部分ですけれども、全国では 6.5％の人がスイッチングといっ

て、今までの電力会社から別の電力会社を選んで変更しています。一番多い地域が東京電力、

次が関西電力、北海道も意外と高いのです。北海道の高さというのは、皆さんも御存じのと

おり電気代が高いということです。もともと原子力の電気の割合が、全国平均に比べても高

かった北海道なので、原発がとまったことによって電気代が高騰したと言われています。 

 そのほかに、電力会社も、自分たちのお客さんがどんどん減っていくのを見るだけではな

くて、自分たちの中でも新しいメニューをつくって、そこから電力会社の中でメニューを変

更したという方もいらっしゃいます。 

 北海道の場合は、北海道電力がほかの地域に比べて余り次のメニューを発表しておりま

せんので、切りかえた方は少なくなっています。 

 電力自由化によってだまされないでねという５つの嘘がありますけれども、電力自由化

が始まって、間もなく２年がたちますけれども、変えることによって心配があるという方が

まだ多くいらっしゃるようです。規模の小さい会社と契約すると電気が不安定になるので

はないかとか、倒産したらどうなるのだろうかとか、そのような心配がまだある。あとは、

手続がとても煩雑、難しいのではないかという声もありますけれども、そういったことはあ

りませんというお話を私たちのほうでもさせていただいています。 

 手続のこともそうなのですけれども、どのように選んだらいいのかということです。 

 いろいろな電力会社が出てきましたけれども、どういった種類のものがあるのか。最初、

気になるのが電気料金です。新しい電力会社は今までの、北海道であれば北海道電力よりも

電気代がみんな安くなっています。なぜ安くなっているのかというと、皆さん御存じの方が

多いとは思いますけれども、北海道電力のように既存の電力会社は、電気料金が３段階に分

かれています。第１段階が北海道でいうと 120 キロワットアワーまで、第２段階が 280 キ

ロワットアワーまで、その次が第３段階になるのですけれども、第３段階、たくさん電気を

使う人たちにできるだけ省エネに取り組んでいただこうということで、ここの部分がとて

も高い電気代になっています。 

 ですから、たくさん電気を使う方と、なるべく省エネをしたり使う電気が少ない方は、電

力量に比較して簡単に金額が２倍、３倍になるかというとそうではないのです。たくさん電

気を使う人はたくさんお金を払っていることになります。そこに新しく参入した電力会社

は目をつけて、少し変えています。 

 北海道の中で、新電力で一番お客さんを集めているのが北ガスですけれども、ここは３段

階の中でそんなに大きな差をつけているわけではありません。基本料金は北海道電力と同

じです。そのかわり、ガスとかほかのものもいろいろ取り扱いをされているので、附帯割引
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をつくっています。長崎県にありますハウステンボスという会社は、基本料金と電力量料金

も５％引きにしています。北海道だけではなくていろいろな地域でやっているのですけれ

ども、北海道の場合には、プランに「北海道かにプラン」という名前をつけて、カニがつい

ているわけではないのですけれども、面白い特徴的な名前をつけて目を引かせています。 

 基本料金の中に 20 アンペア以下はありません。例えば、10 アンペアとか 15 アンペアで

契約している方、20 アンペアで契約している方は、契約をしたくてもここの会社にはでき

ないことになります。 

 鬼ちゃんとかの宣伝が話題になりましたけれども、携帯電話の au の場合ですと、基本料

金を割引していて、電力量料金はそのままというプランになっています。割引した分につい

ては、ポイントの還元率が高くなるということです。 

 ここで気をつけたいのは、やはり携帯電話というのは２年とか縛りがありますけれども、

電気もセットになってきますと、そこで縛りが出てくる可能性も出てきますので、そこを注

意したほうがいいということをお話ししました。 

 あと、Looop でんきという自然エネルギーを中心とした新電力については、基本料金はか

かりませんと言っています。電力量料金についても、先ほどは３段階と言いましたけれども、

ここは１段階しかないのです。実際に、基本料金もかからないし、電力量料金は一律だし、

すごく安くなるのかなと思って計算をしてみたりするのですけれども、どちらかというと

たくさん電気を使う方がお得になるようなプランであったりということが見えました。 

 選べるということで、新しく参入した会社はどうしても価格が安くなるのですけれども、

たくさん電気を使う方にとってはすごくお得になるプランが多いことがわかりました。省

エネをしていこうという方たちは、乗りかえると、逆に高くなってしまうこともあります。

そこを注意してくださいとお話をしました。 

 今、小売電気事業者は全国に 441 社あるのですけれども、北海道には 60 社を、北海道経

済産業局のほうで表にして出しています。これは住所とかやりますと宣言をするところを

ピックアップしたものなのですけれども、私ども北海道グリーンファンドで、その中でイン

ターネットや電話をかけたりして調べてみたところ、大体 25 から 29 社ぐらい、北海道で

新しく契約できる会社がありました。けれども、これは本当にインターネットを使ったり電

話で直接聞いてみたりしないと、一覧表でどこかにあるというものではないのです。インタ

ーネット環境にない方もたくさんいらっしゃいますし、そういうところでどうやって情報

提供をしていったらいいのかは、今も試行錯誤が続いているのですけれども、お話しできる

ような機会をいただいて、そのときにお配りをしたりお話をしたりしています。 

 もう一つ、これはインターネットなのですけれども、電気料金の比較サイトもあります。

比較サイトに自分の家族構成とか１カ月の電気料金を入れたりするとすぐに出てくるので

すけれども、これも電気料金の比較サイトに登録している会社だけが一覧で出てきたりし

ますので、本当にその地域で買える小売電気事業者がどのぐらいあるのか、どのようなサー

ビスを持っているのかは、一般の消費者がなかなか得ることができない状況にまだあるか
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なと思っています。 

 シミュレーションサイトの使い方も、よくよく見ないと結果が全て正しいとは限りませ

んので、自分がどのぐらい電気を使っているのかを、これをきっかけに見詰め直して、電力

会社を変えることも一つあるのですけれども、自分たちの暮らしぶりを一度振り返ってみ

ることもあわせて提案をしています。 

 もう一つ、できれば考えてほしいなと思っているのが、電源構成です。どういった種類の

電気を使っているのかということになります。国のほうでは、電源構成は絶対にしなさいと

言っているわけではないのですけれども、望ましい行為として表示するようにと言われて

います。 

 では、どのように表示しているのかといいますと、これは北海道電力です。昨年の実績と

して、このぐらいの割合です。石炭火力の発電が 49％。今、原発がとまっていますので、

ここまで石炭火力発電所が動いているということです。再生可能エネルギーも、大型の水力

とそのほかの再生可能エネルギーを 2016 年度から別々に記載するようになりました。 

 ほかはというと、例えばソフトバンクについては、再生可能エネルギーで 70％、卸電力

取引所で 14％という形で表示している例もあります。 

 ほかに、例えば丸紅新電力というところは、手づくり感のある多様な電源という説明をさ

れていますけれども、細かい電源構成は書いてはいないのですが、こういった発電所を持っ

ていますというような表示をしていたり、CO2 の排出係数であらわしているような企業も

あります。 

 示し方がきちんと決められていませんので、各社いろいろ工夫をしているところです。北

海道ガスについては、このような写真を入れて、言葉で説明されています。コープさっぽろ

は、再生可能エネルギー中心の電力と火力発電所の電気と２つパターンがあるのですけれ

ども、ホームページの中ですぐに見つかるのはこういった表示で、もっと詳しくとなります

と、月別の細かい表が出てきます。生協などはしっかり情報公開をしているという印象があ

りますけれども、私もそうですが、電力の自由化というとどうしても価格の面が最初に目を

引くところなので、価格の説明がトップに来て、電源構成といったところはよく探さないと

見つけられないという状況が今もまだ続いています。 

 もう一つ、二酸化炭素の排出量についてです。二酸化炭素の排出量で示しているところも

ありますが、実際、例えば、私たちの電気代の中で毎月負担している部分ですけれども、固

定価格買取制度、FIT といった制度を使っている再生可能エネルギーは、二酸化炭素を出さ

ない環境価値があるのですが、その部分を国民が一人一人、世帯ごとで負担しているという

ことで、CO2の削減効果をカウントできないことになっています。 

 何でかなと思うかもしれませんけれども、FIT の再生可能エネルギーをもし 100％使った

としても、CO2排出量はゼロとは言えないのです。なので、電力会社で電気の状況を調べた

ときに、CO2の排出係数だけを見ても、どれが環境に配慮された電気なのかを一目で理解す

ることが少し難しい状況にあります。 
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 私たち北海道グリーンファンドは、できるだけエネルギーを使わないように、まず省エネ

を第一にした上で、どうしても使うエネルギーをできるだけ自然エネルギーに変えていこ

うと考えています。それは、深刻化する気候変動問題のこともあります。取り組みをしてい

かなければいけないということにずっと気がついていたはずですけれども、なかなか取り

組みが進まなかった。国と国同士の約束も難しいところでしたが、ようやくパリ協定が締結

されて、少しずつですけれども、CO2削減が実現していくのかなと期待をしています。 

 これからどうなっていくのか、これはパリ協定で言われているところですけれども、2100

年、この中で誰が生き残っているかはわかりませんが、少なくとも子供、孫の世代になると

まだまだ元気に活動しているようなときかなと思いますが、最悪なパターンですけれども、

これだけの気温上昇が予測されています。そうなってくると日本での影響はどうなるのか。

気温とか災害、水資源がこのようになっていくという一覧表は国のほうからも出ているの

ですけれども、そのようなことを少しでもなくすために、できるだけ CO2 排出を削減して

いこう、そのためには省エネと自然エネルギーだと思っています。 

 これで、パリ協定の約束を果たすために日本が行うことは、2013 年比温室効果ガス 26％

削減というのを 2030 年の目標にしているのですけれども、これを実現していくためにも、

もともとたくさん使われるのはエネルギー源になりますので、どのようなエネルギーが必

要なのかと考えると、なるべく CO2 を出さないものになるかなと私たちは思いますが、ど

うしても安い電気、新電力がふえていった結果、石炭火力の発電所がどんどんふえています。

新規の計画は 50 基、うち４基は中止になりましたけれども、まだこれがふえていき、仮に

全て建設されてしまうと、日本で 2030 年に石炭は 26％と言っているのですけれども、こ

れをも超過すると計算されています。二酸炭炭素の排出係数は、石炭火力はとても高いもの

になっています。 

 効率的になっていると言われていますけれども、最新のものを入れたとしても LNG、天

然ガスの発電所よりもたくさん CO2 を排出している状況になっています。そうなってしま

いますと、日本の電力の需要と電源構成が国のほうで発表されていますけれども、このバラ

ンスが変わっていいってしまう。 

 このバランスというものは、国のほうで発表したものでありますけれども、私たち消費者

が一人一人選んでいけば、この割合は変わっていくことができるとも思っています。できる

だけ再生可能エネルギーを選んでいく。もちろん使う電気を減らしていくという思いでず

っと活動しておりまして、この電力自由化を題材として、私たちは一般の方たちにもお話し

をしたりしております。 

 先ほど申しましたように、生協の中ではこういった新電力に参入していく生協がどんど

んふえていっています。大阪とか、北海道であればコープさっぽろさんが最初に手を挙げて、

しかも再生可能エネルギー中心という非常に注目されるようなメニューも出されています。

また、自治体電力もふえてきています。私たちの住んでいる自治体が電力会社になるという

時代です。これが今、30 社以上あるとカウントされておりまして、私たちは自然エネルギ
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ーの取り組みの中で風力発電もやっているのですけれども、そういったことを活用しなが

ら、地域で、今度は自分たちがつくった自然エネルギーの電気を直接地域の皆さんに使って

いただけるような取り組みをもっと広げていかなければいけないと、この１、２年、電力自

由化について情報収集をしたり一般の皆さんとお話しをしたりする中で、もう一歩、実践活

動に踏み込んでいく必要があるなと感じています。 

 「しっかり選ぶ」「大事に使う」。これは、私たちの合い言葉にもなっているのですけれど

も、よりよい持続可能な社会をつくっていくために、賢い消費者として選択できるように、

これからも取り組んでいきたいと思っております。 

 ありがとうございました。 
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発表者と参加者の意見交換会 

コーディネーター 横浜国立大学名誉教授 西村 隆男氏 

 

○それでは、時間になりまし

たので、これから意見交換と

させていただきます。 

 私は、本日のコーディネー

ターを務めさせていただきま

す横浜国立大学の西村隆男と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日のフォーラムは「『消費者が主役の社会を目指して』新たな取組から未来づくりへ」

と題しまして、先ほど来さまざまな団体あるいは学校、役所、大学も含めまして、大変活発

な活動の成果等の御発表をいただきました。こうした消費者教育の、いわば先進的な取り組

み、特色のある取り組みのノウハウを、ぜひ皆さんとともに共有してまいりたいと思います。 

 これからの意見交換の時間は、本日のこのテーマを実現するために、それらのノウハウ、

知見を自分たちの活動の中であるいは一人一人の生活の中でどう生かしていくか。アウト

プットとして、登壇者の皆様とともに深めてまいりたいと思います。 

 40 分という短い時間ではございますが、できる限り参加者の皆様方との意見交流の場と

させていただきます。 

 既に質問シートでたくさん御意見を頂戴しました。全部で 20 枚ほどになっております。

既に各登壇者の皆様には先ほどの時間で、このような質問がありましたということで、おお

よそ取りまとめてお渡しさせていただいております。 

 かなり細かい質問もございましたけれども、お答えできるものであれば、可能な中でぜひ

御回答をいただいて理解を深めてまいりたいと思います。 

 早速ですが、御発表いただいた順番に従いまして、札幌市の鳥井課長からお願いしたいと

思います。 

 きょうは子育て中の親御さんたちを中心としたところに、特に子供の事故防止、きょうの

御報告にもありましたが、最近も小さいおもちゃの誤飲という問題があるわけで、そういっ

たものに対して啓発活動をなさっているということであったかと思いますが、それをさら

にどのように発展させていくか。子育てでお忙しい親御さんたちが意識を持ってそういっ

た問題に取り組んでいけるような手がかりが何かあるかどうか。 

 もう一つ質問があったのですが、主として、幼児や小学校のお子さんあるいは親御さんに

どのような教育活動、教材などをつくられているかということがありましたので、簡単にお

話しいただければと思います。 
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○札幌市市民文化局市民生活部消費生活課鳥井課長 御質問ありがとうございました。 

 初めに、子育ての出張講座の件で、これからどのように展開していくかというお話だと思

うのですが、講座といったものはマンパワーとか予算の面で限りがあると思いますので、回

数を何十回にしていくとか、なかなかそういうことは難しいのかなと考えています。 

 ただ、先ほど御紹介したようなことは、子育てをしていただいている皆さんにはぜひ知っ

ていただきたい内容でございますので、保護者の方がそういったことを、例えば市の消費生

活課のホームページを見ればこういうことが載っているだとか、出張講座のアンケートの

中で、どういったものを使ってこういったことを学びたいかとか、お子さんに教えたいかと

いうことで、絵本がとても有効であるというアンケート結果を得ていますので、例えばこの

ような絵本を使ってお子さんにお話しするといいですよとか、そういった絵本の一覧を載

せてみたりといったことで、こちらから来てくださいというのを待っているだけではなく

て、親御さんのほうから私どものほうに情報をとりに来ていただけるような魅力のある情

報を発信できるようにしていきたいと考えています。 

 あと、教材のお話でしたが、札幌市では平成 25 年に策定いたしました消費者基本計画の

５年間の最終年度を迎えていまして、現在、次期計画の策定の作業中でございます。 

 その中で今、考えていることとしては、消費者教育の充実は大変重要なことと考えており

ますので、小学生とか中学生とか、年代に応じた消費者教育に役立てていただけるような教

材を提供することができるといいなということも考えておりまして、計画の中に盛り込め

たらいいなということで、現在、検討をしているところです。 

  

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 １点、思いつきで申しわけないのですが、赤ちゃんができて、これから子育てをされる親

御さんは保健所に出入りしますね。そうした中で、保健所に来るお母様方と何かタイアップ

して、誤飲事故に限りませんが、そういう教育啓発活動はおやりになっているのでしょうか。

あるいは、これからそういう御計画があるのでしょうか。 

 

○札幌市市民文化局市民生活部消費生活課鳥井課長 現在のところは、保健所と連携した

ことは行っておりませんが、今、西村先生にヒントをいただきましたので、今後一人でも多

くの方にこのようなことを伝えていけるような場について検討していきたいと考えたいと

思います。ありがとうございます。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございます。 

 小学校の御発表には、かなり数の多い質問シートを頂戴しました。中でも、子供たちが考

えて発話していく、発言していく。そこに持っていくのに、先生方が相当苦労なさったのだ

ろうと。 

 私たちは、注入型な授業はしないとか、アクティブ・ラーニングということを最近よく言
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いますけれども、その子供たちが自分の頭で考えて発話していくような働きかけ、工夫につ

いてどのような配慮をなさっているか具体的なお話をということが中心だったかと思いま

すが、そのあたりを中心にお話しいただければと思います。 

 

○   今回の授業に関しては、画像にもありましたとおり、誰が何を選んだのかが全員で

わかるようにしました。まず、それが手がかりで、誰と対話をするかが児童で判断できたと

思います。 

 また、その対話もランダムに選ぶのでは深い学びにはならなくて、まずは同じものを選ん

だ人同士。同じものを選んでも、選んだ理由は人によって違ってきたりしています。値段で

選んだ人もいれば、品質がよくて選んだ人もいるし、自分の選んだ商品に付加価値がつく。 

 その次に違うものを選んだ人同士で、選んでいなかったけれども、こちらにもいいものが

あったという、さらに揺さぶりをかけるということをしていました。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 それから、子供たちに、今の揺さぶりというお話の手だてと

して、実際に先生が何とおっしゃると動くのかという話だと思うのです。もしできたらお願

いしたいと思います。 

 

○   きっとワークシートに書かれている子供の言葉とかが、すごく大人っぽい印象を

受けられたのかなと思っているのですが、学校現場では割と子供たちはそのような言葉を

使って話してくれます。それは恐らく一消費者として考えるという学習が、子供たちをそう

させているのかなとも思います。 

 教師の言葉分けは、より子供たちが深く考えて、言葉を引き出すための工夫としては至っ

てシンプルなのです。子供たちが、こうこうこうだからこれを選ぶよと言うのだけれども、

「僕は値段が安いからこれにしたよ」「安いと何でいいの」とか、「それって本当」「そうい

うことが大切だと考えているんだね」とか、あとは子供がわあっと自分の考えをしゃべった

ときに「あなたはどれがいいと思うの」とか、そういう言葉をかけることで、子供たちは自

分の考えを見詰め直すのです。 

 そこで、子供が持っているあらゆる経験とか知識を振り絞って考えようとしていくので、

本当に難しい。教師は余りしゃべらないです。しゃべらないで、本当にシンプルな言葉がけ

をしています。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございます。 

 きょうの御発表の中で、子供が、遺伝子組み換えのことまでちゃんと漢字も間違えずに書

いていましたね。ああいうところの子供の感性というか、それがどういう意味を持つのかと

か、恐らくそれなりに考えて選択をする。 

 きょうは、おみそでも 30 種類、60 種類ある中でどうやって選ぶかという話ですから、そ
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ういうところから始まって、シミュレーションという言葉もお使いになりましたけれども、

子供たちが日常の生活で、生活実感が少なくなっている。お金の使い方が少なくなっている

今の子供たちに、場をつくって、その中で非常に工夫されているなというのが実感として伝

わってきました。ありがとうございます。 

 札幌学院大学のエシカルの取り組み、フェアトレードの研究を通じて大変すばらしい発

表を伺ったわけですが、質問の数がかなり多かったのです。その辺を整理していただいて、

回答できるものはぜひ回答していただこうと思うのですが、ゼミ長からお願いします。 

 もしあれでしたら、橋長先生に補足していただくということでお願いします。 

 

○札幌学院大学２年生佐藤氏 たくさん質問をいただき、ありがとうございます。 

 １つ目、自分自身、買い物の仕方は変わったのかということで、みんなでフェアトレード

のチョコを食べました。あと、自分自身に置きかえますと、正直、衣類とかは、私は安いも

のに目が行ってしまいます。私は今、学生なので、余りお金がありません。だから、次の給

料が入ったら見てみようとは思っています。 

 ２つ目は、学生の中で一番身近な考えやすいエシカル商品は何か。私たちが調査したフェ

アトレードだと思っております。特に、私が一番望んでいるのは、大学側も一緒に協力して

もらって、大学は生協というコンビニみたいな場所があるのです。そこにフェアトレードの

お菓子のコーナーを置いていただけると、学生も身近で、買ってくれるのではないかと思い

ます。なので、そこは帰ったら大学側にお願いしたいと思っております。 

 SNS につきましては、私はフェイスブックを利用したいと思っております。というのも、

最近ツイッターとかインスタグラムとかがありますが、そこは日本とか韓国とかアジアが

結構多いと思うのですが、フェイスブックは本当に世界共通で、誰でもやっている。一番多

いと私は思っているので、日本だけがこのような活動を必死にするのではなく、世界に目を

向け、私たちが世界に発信していけることがあればいろいろ発信して、一緒に共感を得たい

と思っております。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 今、ゼミ長が答えてくださったのは、御質問の意図としては、

これからフェアトレードとかそういう活動を広げていくために、SNS で発信していくとい

う御発表があったわけです。SNS の手段として何が適切と思うかという御質問がありまし

た。 

 今、お話があったように、フェイスブックがいいのではないかという話です。私自身はフ

ェイスブックはやらないのですけれども、今の若い人たちの世代では、ツイッターとかフェ

イスブックとかインスタグラムというのはごく普通のことなのですね。ですから、そういう

中で若い人たちの動きが世の中を変えていく。まさにそういう先端であろうと思います。 

 ほかに質問が１つありましたね。 
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○札幌学院大学橋長准教授 御指摘いただいた部分なのですけれども、私も十分にレジュ

メに目を通したのですが誤植がございまして、この場でおわびして訂正をさせていただき

たいと思います。 

 青いレジュメ集の 43 ページに私たちの発表がありまして、上のスライドの「３．フェア

トレードの 10 指針」なのですけれども、６番と８番が同じ文言になっておりました。大変

失礼いたしました。 

 ８番は、正しくは「生産者のキャパシティ・ビルディングを支援する」という文言が入る

ことになっております。大変失礼いたしました。 

 実際に内容としては、立場の弱い小規模な生産者たちが、どのようにポジティブに日々の

生活を改めていけるのか。そのポジティブな行動の変容に、お手伝いをすることに努めると

いうのが８番の正しい指針でございます。大変失礼いたしました。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 生産者側の潜在力を広げていく。そのために支援をする。先

ほどの御発表の中でもありましたが、プレミアムという形で、それを送ることによって、支

払うことによって、井戸を掘ったり、安全な水が手に入るようになる。水が飲めないところ

で井戸をつくって、水が飲めるようになる。あるいは、学校で教室がいっぱいのところに机

や椅子をさらに追加できるような形にしていく。それで教育の機会を広げていくといった

意味合いだろうと思います。ありがとうございました。 

 それでは、北海道教育大のエゾシカについて、小学校で実際におやりになったエゾシカク

イズは具体的にどのようなものだったか。授業にそういうことを導入していくときに、何か

注意したとか、このようなことを気にしてやったということがありますかという質問だっ

たかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○北海道教育大学釧路校３年生堀口氏 御質問ありがとうございます。 

 エゾシカクイズについて御質問をいただいたのですが、具体的には、写真を見せて、この

エゾシカが雄か雌かということや、実際にエゾシカが何万頭いるか。エゾシカは何を食べて

いるか。道内のどのあたりに今、住んでいるのかという基本的なエゾシカに関するクイズを

しました。 

 導入部分なので、まず児童たちに興味、関心を持ってもらうことが必要なことだと思い、

重点的に考えました。 

 そのために、先ほども申したのですが、基本的なところで、エゾシカはこのような生態な

んだ、エゾシカはそうだったんだということをまず認知させて、授業の展開部分につなげて

いきました。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 お隣の彼女は補足することはないですか。せっかく前に出ていらっしゃるから。 
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 こんなことが学校で受けたとか、子供たちが喜んで食いついてくれたとか、そのような思

いがけない動きがあったりしたら聞かせていただけるとありがたいと思います。 

 

○北海道教育大学釧路校２年生佐々木氏 思いがけないというか、小学生は数字とかがす

ごく好きみたいで、Ａが何万頭、Ｂが何万頭で、具体的にすごく大き過ぎるとそれなりに疑

って、こんなにいないと子供たちなりに考えているところがあって、そこは面白いなと思い

ました。 

 あと、気をつけた点としては、エゾシカが道路に出てきて迷惑だなと持っている子もいた

り、道東という独特な、酪農とかが盛んな地域であったので、害獣というイメージがアンケ

ートの中でも結構多く残っていたので、そのような印象がなるべくつかないように、まず何

頭いるのかとか、シカの特徴はとか、そういうところに気をつけました。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございます。 

 それでは、５番目に御報告いただきましたグリーンファンドのほうから、商品としてのエ

ネルギーの問題についてのコメントをいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

○NPO 法人北海道グリーンファンド小林事務局次長 私たち一人一人が選ぶあらゆる商品

の中の一つとして、エネルギー、電気があるのだということを一般の方にお話ししたりする

のですけれども、その中で、大人になってくるとだんだんそれは難しかったりだとか、いろ

いろな言いわけを考えたりだというところもあったりして、私たちも子供たちに向けた普

及啓発活動として、持続可能な社会をつくっていこうということで、省エネの教室とか温暖

化に対する話をするのですけれども、温暖化の話は真面目にすればするほど暗い話になっ

て、子供たちにとっては、僕は大人になったらどうなっちゃうのというようになってしまう

のです。そこで一つの解というか、省エネ自体は小さな取り組みだけれども、みんなで集ま

れば大きな力になるよだとか、私たちが持っている石狩の風力発電は 10 年たつのですけれ

ども、そういった見学をして、最初は「大きい、すごい」と言っているのですけれども、そ

れが「10 年で僕と同い年」「私と同い年」という話になったりとか、そこを建てるときにみ

んなのお父さんお母さんと同じような人たちが、思いを持ってお金を出し合ったのだよと

いう話をすると、自分たちも何か将来のためにできることはあるのかなと思ってくれると

いうのがありまして、そこから「自分たちで選択していくことができるんだよ」というお話

をしたり、おうちの中で「電気は今、どういうふうに選んで買っているんだろうね」とか「お

うちの電気代って幾らぐらいなんだろうね」「そのぐらい減らしたらお小遣いがふえるかも

しれないね」というので省エネのインセンティブをつけたりだとか、そういうことを取り組

んだりしています。 
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○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 質問としては、それ以外に、展示コーナーにありました消費者庁の資料「社会への扉」と

か文科省の資料等を 100 部単位でいただけるのかという質問もございました。 

 確認しまして、研修会や勉強会等で使うという目的がはっきりしていれば、その旨をお尋

ねいただければお送りできるということでございます。送料の御負担もしていただけるよ

うですので、活用されたらよろしいかと思います。 

 きょうの御発表、そして皆様方からの質問などを拝見している中で、何がキーワードかな

ということをずっと考えておりました。 

 既に何人かの方がお話しされているような持続可能性とか、共生社会というのでしょう

か。例えばエゾシカの問題でいえば、ふえて困るという状況があって、事故もある。たまた

ま私は先月、厚岸の消費者協会、釧路・根室地区の消費者協会でお話しする機会があって、

厚岸の消費者協会の方に運転していただいて、その最中に急ブレーキがかかりました。シカ

だと言われたのです。夕方でしたけれども、それぐらい道路に出てくると実感いたしました。 

 彼らと、と言うとおかしいのですが、同じ地球上で、どうやって持続可能な社会を実現し

ていくために共生していくか。この話は、エネルギーの話でも出てまいりましたね。パリ協

定のお話が出ました。温暖化現象があって、パリ協定は地球の温度上昇を２度未満に抑える

という目標値があるわけです。ですから、それを実現していくために何ができるか。 

 そうすると、これは電源構成などというものを明確に出してもらわないと選択のしよう

がない。そういった選択は、まさに消費者教育のベースなわけです。ですから、みそ 60 種

類の中からどれを選ぶか。電気何種類かの中からどれを選ぶか。消費者教育というのは言っ

てみれば、その数ある中からどのような観点で、どれを選んでいくか。それが地球にとって

優しいのか。このようなことを考えながら行くわけです。エシカルも共通だと思うのです。

ですから、地球上で、児童労働のような人権侵害が起きているわけです。それに対して、ど

うやって我々ができる手だてがあるのかということを考えていく。 

 毎日フェアトレードの商品を買うわけにはいきませんけれども、時にこういうことにな

るのだと。私が少し負担することによって、地球上の貧困が救えるということであるならば、

そういう面での協力を惜しまない。 

 きょうの消費者庁の小野審議官の冒頭のお話の中で、SDGs のお話がございました。

Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標といいます。 

 これは 2015 年に国連サミットで採択されたものであります。私がここにつけているバッ

ジは SDGs のバッジです。17 の目標で 17 色あります。この中の茶色というか黄土色のも

のは 12 番目の目標で「つくる責任つかう責任」と言われているものです。 

 持続可能な生産と消費というのがもともとの英語の文章ですが、外務省はそれを「つくる

責任つかう責任」というようにわかりやすく訳しています。我々消費者も、持続可能な地球、

持続可能な社会を築いていくために、責任ある消費を果たしていかなければならないとい

うことでございます。 
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 今、事業者もかなり変わってきています。ESG 投資などという言葉もあります。まさに

環境社会、統治といったところに投資責任を負うという考え方も広がってきています。 

 ある意味、事業者も考え、消費者も考え、相互にとって、地球全体にとってウイン・ウイ

ンになるような関係をつくっていく。私は、その基礎は教育だろうと思っているのです。 

 小学校のときの子供たちあるいは小学校前の幼児の段階、ここで示された体系イメージ

マップがございましたね。体系イメージマップもまさに幼児から高齢期に至る、生まれてか

ら死ぬまで我々は消費者なのですから、そこで考えていくことが必要だと、これからの消費

者市民社会の構築のためにということであります。 

 まさに文科省の神山審議官もおっしゃっていましたけれども、指導要領の改訂で、この３

月に告示された幼稚園、小学校、中学校を見ますと、今度は前文がついたのです。これはホ

ームページで見られます。初めて学習指導要領に前文がついたのです。 

 その中で、持続可能な社会のつくり手を育てるということが書いてあるのです。ですから

今、まさにそういう方向に、教育の世界でも動いていこうとしているわけです。そういう意

味で、この消費者教育で、我々が主役になっていく社会を目指していくことが不可欠なのだ

ろうと思います。 

 私ばかりしゃべってもなんですので、せっかくきょう登壇した皆様がいらっしゃいます

ので、この主題に合わせて、消費者が主役の社会を目指して何をすべきか。一言ずついただ

いて、この意見交換のまとめにかえたいと思います。 

 先ほど市の課長から伺ったので、グリーンファンドさんのほうからでよろしいですか。お

一人 20 秒ぐらいでお願いします。 

 

○NPO 法人北海道グリーンファンド小林事務局次長 私の好きな言葉で、ヨアン・ノルゴ

ーさんという学者の方の言葉ですけれども「未来は予測するものではない、選び取るもので

ある」という言葉があって、それはよく胸に刻んでいることなのですけれども、予測してあ

あとかこうとかを考えているだけではなくて、選びとっていく。選びとったことを責任持っ

て実行していくことを常に考えてやっています。 

 それが私たち消費者市民のやることかなと思っています。 

 ありがとうございました。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 お願いいたします。 

 

○北海道教育大学釧路校土岐講師 教育大学ということですので、教育を通して、消費者が

主役の社会を目指していくという理念を持っていくことが大事だと思います。 

 そのためには、これから教育現場に出る大学生にこういった視点を持って指導ができる

教員になってもらいたい。そういった教員を養成することが、私の立場からは言えることだ
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と思います。 

 それに加えて、私たち自身も学生も含めて、こういったことを念頭に置きながら消費行動

ができるということが重要な要素だと思います。 

 以上です。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございます。 

 

○   一番思うのは、生産者の背景を知ることだと思います。今、売っているものはどの

ようにつくられたのか、誰がつくったのか、手にとる人はそういうことを全くわからない状

況で買っていると思います。私もそうです。フェアトレード以外は余りわかりません。 

 ですが、みんながそういう意識のもとで買うことによって、買い方も変わってくると私は

思っています。なので、生産者の背景を勉強して、勉強しなくてもみんなが当たり前のよう

に知ってもらえるような活動を、私たちもこれからやっていきたいと思っているので、一番

は生産者の背景を知ることだと思います。 

 以上です。 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 橋長先生も一言お願いします。 

 

○札幌学院大学橋長准教授 消費者が主役の社会をということなのですけれども、誰もが、

自分が主役の社会をという言葉に置きかえるとイメージがつきやすいかなと思っていまし

て、きょうのフォーラムでは、多分彼は自分が主役だと思っているかと思うのですけれども、

自分が主役と思えるのはなぜかというと、自分が発言したことを聞いてくださる人がいる。

それで世の中が動くという実感が自分に戻ってくるということだと思うのです。 

 ですので、参画した人の意見が取り上げられることがすごく重要で、例えばいろいろな審

議会とかで、一般市民の方という公募の枠があって参加される方もいらっしゃいますけれ

ども、その道の専門家に近い方が立たれています。 

 そうではなくて、きょうの彼のように若い世代の人の視点も入れていくと、より議論の幅

も広がり、また、その人たちが、自分の意見が通って世の中が変わったのだという実感が、

ひいては持続可能な社会になるのかなと思います。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 先生方、お一人ずつどうぞ。 

 

○北海道教育大学附属函館小学校安達教諭 発表の中で意思決定という言葉を私はしゃべ

ったのですけれども、買うか買わないか、どれを買うかというのは意思決定そのものなので

す。私もいろいろ勉強したのですけれども、意思決定というのは、直感によるものである。
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だから短時間でできる。その直感は、経験という裏づけがあってできるものだということも

言われています。 

 小学校では、全く違う生活経験なのですけれども、どの子にも平等に経験の場を与えると

いうことが、学校現場でできることなのかと思っています。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 渡辺先生、お願いします。 

 

○函館市立青柳小学校渡辺教諭 意思決定の後の、自分の買ったものの子供の満足感は、学

習をした前と後では全然違うと思います。その満足度がきっと子供の自己有用感につなが

っていきますし、よりよい生活につながるのだなと思います。 

 先ほど西村先生のお話の中であった、事業者側の視点を学校現場では忘れていたなと思

って、もしかしたら子供たちの中には、将来生産者になる者、売る側になる者もいますので、

そういったときにもそういう観点で、損得勘定だけではなくて、いろいろな観点でものを消

費できる、生産できる子供になってほしいと思っています。 

 ありがとうございました。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 ありがとうございました。 

 最後に、札幌市の鳥井課長お願いします。 

 

○札幌市市民文化局市民生活部消費生活課鳥井課長 先ほども先生からイメージマップの

お話がありましたが、幼児期から高齢期まで、本当にいろいろなことを学ばなければいけな

くて、本当に大変だなと思っています。 

 ただ、あれだけのことをいろいろ考えるには、市の担当者だけでは全然知恵が足りません

ので、事業者の皆さんや消費者団体の皆さんのお知恵も拝借しながら、消費者センターが消

費者教育の拠点にならなければいけないのだなということを、きょうは強く思った次第で

す。 

 どうもありがとうございました。 

 

○横浜国立大学西村名誉教授 皆さん、どうもありがとうございました。 

 ちょうど時間になったかと思います。 

 私も含めまして、きょうお越しの皆様一人一人の消費行動が社会を変えていくのだとい

う気持ちを持って、これからの生活を送ってまいりたいと思います。 

 きょうのパネラーの皆様、どうもありがとうございました。また、最後までお聞きいただ

きましてありがとうございました。 
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講評 

消費者庁審議官 小野稔 

文部科学省大臣官房審議官（生涯学習政策局担当） 神山修 

 

○消費者庁審議官 小野稔 

本日は、長時間にわたりまして、フォーラムに参加いただきましてまことにありがとうご

ざいます。おかげさまで本日のフォーラムは非常に充実したものとなったと思っておりま

す。改めて実行委員会、また参加者の皆様に感謝申し上げます。 

 活動報告では、それぞれ取り組んでいる消費者教育について御紹介いただいたところで

ございます。子供の安全・安心、学校現場におけます消費者教育、また、学生さんの取り組

み、フェアトレードとか地産地消、エネルギー問題といった報告をいただきました。 

 先ほど西村先生にうまくまとめていただきましたので、私のほうからは特に追加して言

うべきことはありませんけれども、皆様方にとって非常に有益なヒントになったのではな

いかと思っております。 

 また、展示のコーナーでは、さまざまな団体の活動の様子を拝見いたしました。きょう一

日を通して得られた知識、ネットワーク等を持ち帰っていただいて、今後の皆様方の活動に

役立てていただいて、さらに発展させていただければと思っております。 

 消費者庁といたしましても、このフォーラムで多くのことを学ばせていただいたと思っ

ております。 

 一層皆様と連携させていただいて、今後の消費者行政につなげていきたいと思っており

ます。 

 本日は長時間にわたって、どうもお疲れさまでした。 

 

○文部科学省大臣官房審議官（生涯学習政策局担当） 神山修 

改めまして、皆さん、大変お疲れさまでした。 

 西村先生、小野審議官にもまとめていただいたので、私のほうからつけ加えることはほと

んどないのですけれども、きょう一日お話を聞かせていただいて、本当に講評などという言

葉はおこがましくて使えないほど、私も大変いい勉強をさせていただきました。 

 改めて、本当に現場の力はすごいなというのが私の第一印象であります。皆様方、それぞ

れ工夫をこらした活動、また、それを支える問題意識の高さに私は非常に敬服した次第であ

ります。 

 特に学校現場あるいは行政という形では、実感を伴うとか寄り添うことの大切さを教え

てもらいましたし、また、学生のフェアトレード、エゾシカの話で、若者の力は本当にすご

いなと思いましたし、いろいろなネットワークを通じてそれを普及していく、自分たちの考

えを伝えて理解を求めていくといった活動は本当にすごいなと思って、私ぐらいの年にな
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ると、今の若者はとだんだん言い始めるのですけれども、本当に今の若者は、これから先の

未来は明るいなというのが実感であります。 

 それから、実践者によるエネルギーの関係は、本当にいろいろな情報をきちんと集めて、

問題意識を持って明確にしながら、自分たちの伝えたいことを伝えて、理解していく、理解

を求めるということ。こういった取り組みについて本当にすばらしいなと思いました。 

 それから、意見交換でさらにその発表を深掘りしていただいたコーディネーターの西村

先生のまとめ方というかまとめる御知見は大変すばらしいと思って、繰り返しになります

けれども、勉強の一日でございました。 

 こういった機会を与えていただいたことに改めて感謝しますとともに、この機会を一つ

のきっかけとして、皆さん、さらにいろいろなネットワークを深めて、この取り組みをさら

に勉強していくとか、また、別の機会にこういった方々のお話を聞いて、さらに自分たちの

知見とか活動を深めていくということをしていただければありがたいと思いますし、また、

我々文部科学省としても、きょういただいた知見をさらにいろいろと勉強しながら、消費者

教育ということを消費者庁その他関係の方々ともまた連携しながら進めていきたいと思っ

ております。 

 本日は本当にありがとうございました。 
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平成29年12月２日、ホテルポールスター札幌で「消費
者教育推進フォーラムin北海道」が、消費者教育推進
フォーラム（北海道ブロック）実行委員会、消費者庁、文
部科学省の主催で開催されました。文部科学省とも連
携しての開催となる今年度は、「消費者が主役の社会を
目指して～新たな取組から未来づくりへ～」をテーマに、
道内はもちろん、全国から155名が参加し、地方公共団
体や各団体、小学校、大学から消費者教育に関する
様々な報告がありました。後半は、参加者からの質問に
報告者が回答する意見交換会が行われ、報告者と参加
者の交流の場となりました。

時間 内容

12:15 開会挨拶
実行委員長 （一社）北海道消費者協会専務理事 矢島 收

12:20 消費者庁基調報告
消費者庁審議官 小野 稔

12:40 文部科学省基調報告
文部科学省大臣官房審議官(生涯学習政策局担当) 神山 修

12:50 取組報告
『札幌市が取り組む子供の安全・安心に関する取組』
札幌市市民文化局市民生活部消費生活課課長 鳥井 美奈子 氏

『学校現場が取り組む消費者教育の実践』
函館市立青柳小学校教諭 渡辺 奈穂子 氏

北海道教育大学附属函館小学校教諭 安達 聡子 氏

『大学と企業が連携したエシカル消費の実践』
札幌のフェアトレードタウンに向けた取組

札幌学院大学准教授 橋長 真紀子 氏
札幌学院大学２年 佐藤 来紀 氏
札幌学院大学２年 小田 大夢 氏
札幌学院大学２年 中田 大夢 氏

『大学と地域が連携した消費者教育の取組事例』
エゾシカの地産地消モデルを通じた消費者教育

北海道教育大学釧路校講師 土岐 圭佑 氏
北海道教育大学釧路校３年 堀口 純平 氏
北海道教育大学釧路校２年 佐々木 恒 氏

『私たちが選択するエネルギー』
ＮＰＯ法人北海道グリーンファンド事務局次長 小林 ユミ 氏

14:40 展示交流タイム(休憩)

15:10 発表者と参加者の意見交換
コーディネーター 横浜国立大学名誉教授 西村 隆男 氏

15:50 講評・まとめ
消費者庁・文部科学省

（一社）北海道消費者協会

専務理事 矢島 收

消費者庁審議官
小野 稔

北海道教育大学釧路校
３年 堀口 純平 氏
２年 佐々木 恒 氏

札幌市市民文化局
市民生活部 消費生活課長

鳥井 美奈子 氏

札幌学院大学２年
佐藤 来紀氏、小田 大夢氏、中田 大夢氏

北海道教育大学附属
函館小学校

教諭 安達 聡子氏

発表者と参加者の意見交換会の様子

函館市立青柳小学校
教諭 渡辺 奈穂子 氏

NPO法人北海道グリーンファンド
事務局次長 小林 ユミ 氏

札幌学院大学
准教授 橋長 真紀子氏

北海道教育大学釧路校
講師 土岐 圭佑 氏

平成29年度消費者教育推進フォーラムin北海道 開催報告（速報）

【テーマ】
消費者が主役の社会を目指して
～新たな取組から未来づくりへ～

【日 時】 平成29年12月２日（土）12：15～16：00
【会 場】 ホテルポールスター札幌（札幌市中央区北４条西６丁目）

北海道
ブロック

展示交流タイムの様子

文部科学省大臣官房審議官
(生涯学習政策局担当)

神山 修

コーディネーター
横浜国立大学名誉教授

西村 隆男氏
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平成 29 年度「消費者教育推進フォーラム in 北海道＜アンケート＞ 

 

本日は「消費者教育推進フォーラム in 北海道」にご参加頂き、誠にありがとうございます。今後のフォーラム運営

の参考にさせて頂きたく、お手数ですがアンケートにご協力をお願い致します。 

ご記入頂きましたアンケートは、お帰りの際に担当者へお渡し下さい。 

※「消費者教育実践フォーラム in 北海道」は、消費者庁主催の「地方消費者フォーラム」と文部科学省主催の「消費者教育フェ

スタ」の連携企画として開催しました。 

 

（問１）消費者庁主催「地方消費者フォーラム」のご参加は、初めてですか？（複数回答可） 

１． 今回初めて参加した    ２．今回で２回目の参加    ３．３回以上参加 

  ４． 文部科学省主催の「消費者教育フェスタ」に参加したことがある 

 

（問２）問１で「２．」「３．」と回答した方にお聞きします。過去、消費者庁主催のフォーラムに参加した

結果、その後の新しい活動・連携やこれまでの活動内容の充実などに結びつきましたか？（○はひ

とつ） 

１．結びついた   ２．結びつかなかった   ３．どちらとも言えない 

４．新しい活動や連携した取組みを実施する予定である 

（問３）問２で「１．」及び「４．」と回答した方にお願いします。新しい活動・連携や活動内容の充実に

結びついた、又は今後実施する予定の取組みについて、簡単にご紹介下さい。 

 

 

 

（問４）本日、「消費者教育推進フォーラム in 北海道」にご参加いただきまして、特に満足が高かったプ

ログラムに○を付けて下さい（複数回答可）。 

 １．消費者庁からの報告 ２．文部科学省からの報告 ３．取組報告  

４．展示交流 ５．報告者と参加者との意見交換 

（問５）本日のフォーラムには満足されましたか。また、来年度の地方消費者フォーラム（文部科学省と

の共催も含む。）にも参加したいですか。最もお考えに近いものにひとつだけ○を付けて下さい。 

 そ
う
思
う

 そ
う
は
思

わ
な
い 

フォーラムには全体的に満足した ５ ４ ３ ２ １ 

来年度のフォーラムにも参加したい ５ ４ ３ ２ １ 

 

（問６）今後、フォーラムに取り入れたいテーマについて、興味をお持ちの項目を選び、〇をつけて下さ

い（複数回答可）。 

１.消費者教育 ２.高齢者の見守り ３.消費者被害 ４.消費者市民社会 ５.食の安全  

６.適格消費者団体  

 

 

 

※裏面に続きます。
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（問７）今回のフォーラムで参考になった団体等の報告をご記入下さい（複数回答可）。併せてその理由も

お知らせください。 

団 体 名 理       由 

  

  

（問８）フォーラムに参加して、明日からあなた自身が取組もうと思うことがあれば、具体的にご記入下

さい。 

 

 

 

 

 

 

（問９）消費者問題を取組んでいくにあたり、国や地方自治体に期待することを自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

◆最後にご自身のことについて差し支えのない範囲で、ご記入願います。該当する番号に○をつけて下さい。 

（回答内容については、今後の「地方消費者フォーラム」運営の参考のため以外には利用しません。） 

性 別：１．男 性    ２．女 性 

年 代：１．20 歳未満    ２．20 代   ３．30 代   ４．40 代   ５．50 代   ６．60 代  

７．70 代     ８．80 歳以上    

所 属：１．消費者団体関係者   ２．高齢者・障害者（団体）関係者   ３．教育（団体）関係者     

    ４．弁護士、司法書士等の専門家   ５．消費生活相談員    ６．事業者（団体）関係者   

７. 地方自治体    ８．学生    ９.一般   10. その他（              ） 

 

居住地： １．開催地の市 (札幌市)    ２．開催地の都道府県内(北海道内) 

    ３．開催地以外（都道府県名：           ） 

◆その他、感想・意見等がありましたらご自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

ご協力いただきありがとうございました。 
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155 名

78 枚

50 ％

男性 18

女性 56

未回答 4

２０代未満 2

２０代 4

３０代 2

４０代 16

５０代 24

６０代 19

７０代 6

８０歳以上 1

未回答 4

消費者団体関係者 24

高齢者・障害者
（団体）関係者

0

教育（団体）関係者 14

弁護士・司法書士等
の専門家

2

消費生活相談員 11

事業者（団体）関係者 5

地方自治体 6

学生 4

一般 9

その他 1

未回答 5

開催地の市 24

開催地の都道府県 31

開催地の都道府県以外 14

未解答 9

◆性別◆

◆年代◆

◆所属◆

◆居住地◆

総参加者数（資料総配付数）

アンケート回収枚数

アンケート回収率

男性
23%

女性
72%

未回答
5%

２０代未満
3%

２０代
5%

３０代
3%

４０代
20%

５０代
31%

６０代
24%

７０代
8%

８０

歳以

上
1%

未回答
5%

開催地の市
31%

開催地の都

道府県
40%

開催地の都

道府県以外
18%

未解答
11%

消費者団体

関係者
30%

高齢者・障害

者

（団体）関係

者
0%

教育（団体）

関係者
17%

弁護士・司法

書士等

の専門家
3%

消費生活相

談員
14%

事業者（団

体）関係者
6%

地方自治体
7%

学生
5%

一般
11%

その他
1%

未回答
6%



155 名

78 枚

50 ％

今回初めて
参加した

49 59%

今回で
2回目の
参加

8 10%

3回目以上 17 20%

文部科学省主催
の「消費者教育
フェスタ」に参加し

たことがある

7 8%

未回答 2 2%

83 100%

結びついた 8 32%

結びつか
なかった

2 8%

どちらとも
いえない

14 56%

新しい活動や
連携した取組み

を実施する
予定である

1 4%

未回答 0 0%

25 100%

消費者庁からの報告 5 5%

文部科学省からの報
告

6 6%

取組報告 66 62%

展示交流 12 11%

報告者と参加者との意
見交換

10 9%

未回答 8 7%

107 100%

総参加者数（資料総配付数）

アンケート回収枚数

アンケート回収率

（問1）「地方消費者フォーラム」のご参加は、初めてですか？

（問4）本日、「消費者教育推進フォーラムin北海道」にご参加いただき
　　　　まして、特に満足が高かったプログラム

　（問2）問1で「２．」「３．」と回答した方にお聞きします。
　過去、フォーラムに参加した結果、その後の新しい活動・連携や
　これまでの活動内容の充実などに結びつきましたか？

今回初めて

参加した, 
59%

今回で

2回目の

参加, 10%

3回目以上, 
20%

文部科学省主催の

「消費者教育フェス

タ」に参加したことが

ある, 8%

未回答, 2%

結びついた, 
32%

結びつか

なかった, 8%

どちらとも

いえない, 
56%

新しい活動や

連携した取組

み

を実施する

予定である, …

未回答, 0%

消費者庁か

らの報告, 
5%

文部科学省

からの報告, 
6%

取組報告, 
62%

展示交流, 
11%

報告者と参

加者との意

見交換, 9%

未回答, 7%



5 28

4 35

3 12

2 2

1 0

未回答 1

5 27

4 29

3 16

2 4

1 0

未回答 2

消費者教育 43 29%

高齢者の
見守り

18 12%

消費者被害 24 16%

消費者
市民社会

21 14%

食の安全 31 21%

適格消費者団体 8 5%

未回答 4 3%

149 100%

（問5）本日のフォーラムには満足されましたか

（問5）次回のフォーラムにも参加したいですか

（問6）今後、フォーラムに取り入れたいテーマについて
　　　　興味をお持ちの項目は

5 4 3 2 1 未回答

28

35

12

2
0 1

そう思う

そうは

思わない

そう思う そうは思わない

5 4 3 2 1 未回答

27
29

16

4

0
2

そう思う

そうは

思わない

そう思う そうは思わない

消費者教育, 
29%

高齢者の

見守り, 12%

消費者被害, 
16%

消費者

市民社会, 
14%

食の安全, 
21%

適格消費者

団体, 5%

未回答, 3%



（問3）新しい活動・連携や活動内容の充実に結びついた、又は今後実施する予定の取
組みについて

＊・活動といってはおおげさですが、今まで以上にフェアトレードの商品を購入したいと思いました。・エネルギーに

ついて「選択する」という事を考えたいと思います

＊教育現場での消費教育指導、エツカル消費等の取り組み、現在も指導実行中だが尚いっそう行動してゆきた

い。今後も活動連携を充実してゆきます。

＊消費問題環境問題等については、深く結びついている。それらの関連を教育で学ぶ、そういう方向に考えよう

＊「食育(地産地消)と地域連携」をテーマとした実践的提言を実施している。新しい視点を取り入れたいと考え、「消

費者教育」の取りくみを勉強いきた。具体策はこれから検討します。

＊持続可能な社会を目指すために、消費者生活の視点が外せないこと改めて実感しました。

＊他の活動を参考にPTAや子供達に対して、消費者教育を進めている

＊・フェアトレードの商品購入を心がけたいと思いました。・子ども安全、安心の取り組について、出張講座も消費

者協会として取り組んでみたい。

＊皆さん日頃からいろいろな事に取り組んでいて、今回のような発表の場があって、取り組んでいた人は、又、ス

タートラインに立ったような気がします。ますますガンバッテ下さい。

＊北海道消費者センターや各地域の協会などは早くから、小、中、高の学校に「消費者教育の講座」や又教科とし

てとりくんで欲しいと要求してきました。又私も学校、中学校、小学校へボランティア講座をさせていただいていたの

ですが、やっとここまできたかと思うと感がいひとしおです。

＊会場で名刺交換した学校の教員の方から出張授業の依頼をいただいた。自社で実施している消費者教育を改

善する予定。

＊多くの消費者団体とのネットワーク作り。

＊小学校での取り組み報告は一般の消費者への活動にも応用が可能かと思い気になります

＊エシカルについては現在活動中です これからもエシカルについて広めていきたいと思います

＊フェアトレードの取組について大学との連携を検討

＊授業の教材開発

＊高校生に対する消費者教育

＊タイ・バンコクへの研修旅行、大学生向け教材の作成

＊スマートフォンを安全に使う学習会の開催



9

1

1

23

8

1

2

3

1

1

1

学校現場が取り組む消費者
教育の実践

・小学生から消費教育を取り入れていくことが改めて良いと感じた。

札学、教育大 ・大学生が消費者教育に目を向け学習してくれることに希望がもてました。

札幌学院大学

・フェアトレードに興味があるため。
・学生が主体的に取組を進めている点。
・フェアトレードの必要性・重要性が、真に伝わった。最後、佐藤さんのまとめ感動しまし
た！心に響きました
・自分の考えを発表していたのは良かった。
・フェアトレードへのとりくみ
・学生の熱意が伝わった。
・命を救う活動が本当の目的。
・フェアトレードタウン実現への熱意が頼もしい。
・地球全体が平等に少し豊がんなって行く為に必要
・内容を頭に入れてのプレゼンで、熱意が伝わりました。
・事業団体(流通)と連けい重要
・フェアトレードの活動をもっとがんばってほしいと思った。
・フェアトレードの仕組、効果に対する、意気でみ(取組)
・フェアトレードタランに向けた取り組み
・期待がもてた。
・フェアトレードに興味があったため
・フェアトレードについて学べて良かった。
・フェアトレードの意味がわかりやすかった。
・フェアトレードを“いのち”を救う活動として、取り組み、伝えていく、若い世代が中心に
進めることが素晴しいと思いました。
・若い力でエシカルについてとりくんでいる共感できた。

札幌市

・堅苦しくなく気軽に参加できる、乳幼児をもつ親対象。講座の工夫
・消費者教育イメージマップ各領域ごとの取組状況の数値化、幼児向けの取組が参考
となった。
・取組の内容がわかった
・子育て支援に係っているため。
・乳幼児の安全・安心という視点

札幌市市民文化局市民生活
部　消費者生活課

・すぐに、活用できる内容でした

取組報告
・フェアトレードの事
・エゾシカの件

小学校
・授業の工夫が伝わった
・子ども(小学生向け)の消費の学び

小学校の先生方 ・消費者教育の実践は感銘した

小学校(家庭科) ・教師と生徒が上手くかかわりあう授業計画の姿勢が参考になったため。

小学校教諭2名 ・消費者教育について、年齢にあった実践の紹介が具体的でわかりやすかった。

NPO法人北海道グリーンファ
ンド

・確固とした強い気持ちを感じました。
・エネルギーについて、初めて説明を聞きました。とても分かりやすかったです。
・未来の環境問題を考えさせられる。
・新電力と再生可能エネルギー
・説明内容が分り易かった。
・食の安全ばかりではなく環境問題、本当にそう思います。
・小売の実状がよく理解できた。
・グリンファンドの運動は地方でも参加出来るのでよい

（問7）今回のフォーラムで参考になった団体等の報告



1

1

2

1

1

6

6

1

2

7

2

5

文科省 ・もう少し詳しく内容を知りたいと思いました。

北海道教育大学
・アクティブラーニングへの取組
・エゾしかに興味がある

函館市 ・取り組みの難しさ、可能性がよくわかりました

函館市立青柳小学校　北海
道教育大学附属函館小学校

・子どもの教育のもめ細かい、取りくみがよしわかり参考になった。
・子ども達への発信方法が参考になりました(ワークシート)
・子ども達との取り組みが良かった。
・子どもたちが自分で考える内容だったため
・自校の授業に生かすことができるから。
・子育て支援に係っているため。

函館市小学校
・自分たちも小学校で金銭教育を実施しています、通常多くても2時間しかできないため
10時間消費者教育に使えることをうらやましく思いました、子供たちへのアプローチなど
多々学ぶことができました。

函館市立青柳小学校

・子ども達の学びの様子が参考になった
・買い物についての実践教育
・本校における学習活動ですぐにも実践が可能な内容であった。
・教材研究だけではなし、全部の学校で実践してほしい
・学校での実践的取組の考え方が参考となった。
・みそを選び、選んた理由の意見交換、最終決定の流れが、自主性を育む上でとても良
い取り組みだと感じました。

小学生・買物～函館 ・理論と実践がマッチンゲしていて、とてもわかりやすい。

函館の小学校
・教員だからこその研究の発表で、消費者教育の成果がはっきりわかる内容だった。
・2校とも、子供の心理をうまく、引き出して、教育している

日清製粉グループ ・小麦のちがい

北海道教育大学釧路校

・エゾシカ肉の利用という身近なテーマだったため
・エゾシカ問題に興味があったので
・生物多様性の観点からの重要課題をテーマとしている。
・授業での取りくみ方か参考になり
・ジビエ・消費
・ジドエに関心があるため
・事業団体(流通)と連けい重要

北海道教育大学附属函館小
学校

・発表のわかりやすさ、取組後の成果
・ワークシートは活用できる

北海道小学校家庭科教育連
盟

・取り組みの内容がすばらしく、参考になりました。
・子供の消費力教育の効果がみられている
・児童に対しての消費者教育の取り組みがわかりやすかった
・身近な活躍で、取組内容・説明が、とても分かりやすかった。
・このような小学校からの取りくみで生きる力をやしなえる



（問8）フォーラムに参加して、明日からあなた自身が取り組もうと思うこと

＊・中学校で家庭科を教えています。参考になる内容が多くなりました。・次回は、中学校、高校の取組報告を聞き

たいと思いました。

＊“持続可能な生産と消費”を意識して生活しようと思う。フェアトレードを友人にも伝えていきたい。

＊今後もっと考えた消費ができるよう取り組みます。

＊消費者教育。

＊消費者教育として幼児期からの取組みが必要であることから幼稚園児、保護者、小学生を対象とした運動

＊自身の消費生活を見直すきつがけとなりました。今後活動に生かしていけるよう、可能性を考えたいです。

＊フープさっぽろの電力を調べてみようと思う。

＊大学生の報告は、とても楽しかったです。コープさっぽろにありますので フェアトレード商品、購入します。エツ

シカの肉もコープさっぽろに売っていますので購入し、食べます。

＊チョコレートやTシャツの授業を実施しています。ブラッシュアップしたいと思っています。

＊フェアトレードにもっと積極的に取り組もうと思った。

＊若者との協力が大切。

＊・フェアトレード商品購入 ・子どもの事故防止に向けの情報提供

＊フェアトレードの意味意義をもう一度勉強し、友人、家族にも普及活動への参加を呼びかけたい

＊フェアトレードの取り組みについて

＊フェアトレード商品を買いたいと思います。

＊私は現在、グリーンファンドの運動に参加し、(個人で)又消費者協会の相談、や講師の仕事をさせていただいて

いますので、地道にこの道を歩いて行きます。その運動の中にフェアトレードタウンの活動も加味して行けるものと

思っています。まず、自分からフェアトレードの品をみつけ、購入してみるなど一人から始めることは大切です。

＊自社の消費者教育の内容改訂・充実に取組んでいきたい。

＊いろいろな大学がフェアトレードに取組み、交流も行っているのは素晴しいと思いました。今後商品選択の際は

エシカル消費を心かけたいと思います

＊フェアトレード小学校の実践

＊フェアトレードの商品を買う

＊エシカル消費、フェアトレード

＊・フェアトレード商品を買ってみる ・子供に買い物や買い方を話し合ってみる ・電器エネルギーの見直し

＊家庭の中でも、実践できる事、参考になる点が多くありました。親子で、自分たちの生活を見つめなおしてみたい

と思いました。

＊北海道グリーンファウド 1度消費者団体のイベントで北電さんの話をきく機会がありました、今回はまた違う方

向から自由化後の話をきくことがでいました。今後講師におまねきしたいと思いました。

＊・フェアトレードやエシカルなど、買い物する時の選択肢の一つとして商品を購入していこうと思います。・子供に

も消費者教育について話しあっていきたいと思います。

＊・子育てひろばで市の出前講座「子どもの事故防止」・食育企画で、消費者教育を取り入れ、買い物→調理の一

連の流れを取り入れたい。

＊札幌市の出張講座→子育てサロンでの情報提供、講座をしてみなさんに知ってもらいたい

＊消費者教育を消費者の視点で考える授業

＊消費について考えるよう買いものできればいいと思った。

＊一人の消費者として改めて、環境に対してだったり、お金の使い道について深く考え直させられた。

＊子ども向けの商品選択学習

＊・フェアトレードの商品を意識して購入すること



（問9）消費者問題を取組んでいくにあたり、国や地方自治体に期待すること

＊・文科省からの資料にある「アドバイザーの派遣」は大変良いと思います。私は石狩市の学校に勤務していま

す。もっと身近に気軽に勉強会や研修会、などができると助かります。札幌でもそのようなことをしていると思うので

すが、実際知りません。「北のくらし」などに講師を掲載していただいたり、教育機関に文書を配布していただけると

助かります。

＊エネルギーの自由化するのに長い期間かかったそうで、他の事でも、国や地方向活体が、スムーズに実現でき

るような流れになるといいなと思いました。

＊消費者問題は今回のフォーラムのように多岐に渡る場面が多い反面、行政の中ではタテ割がとなり、1つの問題

を共有していない、他の部問と連携をどう回ればいいのがか課題となっている、いくら国から「取り組みなさい」と言

われても、人員削減で業務量が増えることへの危機感が先に出ている、あくまでも理由の1つです。民法の改正が

さけられないならば自治体への配置等の基許について、何らかの手当てか確立されることを期待します。

＊国や地方自治体はこの分野にもっと資金を出すべきだ。

＊今は、思いつかない

＊グローバル化が進み いろいろな国や世界の事を考える場、地球環境のこと、消費する 1つの物がどういう結

果をもたらすのか…全体の事を考える事のできる「人」を育てる事に期待します。

＊消費者教育の推進を目指すにあたってチラシ、パンクレットなど消費者教育資料を教員、講師が自由に使えるよ

うな体制を整備してほしい。

＊悪質商法防止のとりくみをもう少し強めにして欲しい。

＊消費者問題に頑張って取り組んでいる市民団体に対して、もう少し、コミュニケーションを活発にして、悩みを共

有して、活動していきたい。

＊予算の更なる獲得を！消費者保護に向けて広報活動に力を入れて欲しい。

＊学校での消費者教育を成長に合わせて実践的におこなうためには国の指針が必要不可欠です。今後、期待し

ています。

＊消費者協会(各町村にある)の運動や行動に協力と理解と少しの援助を続けて欲しい。その為には自治体の職

員でしっかりと消費者運動のことを学ぶひきであり、又首長さん達の住民生活を守る意識が大切と考えます。

＊事業者(企業)との連携・協働がより必要だと思う。

＊国：地方消費者行政推進事業補助金又はそれに変わる補助金の恒久的支援の制度化。全体：消費者教育の教

材の提供(無料DVD等)

＊消費者団体への経済的支援

＊消費者庁は「消費者行政」という名の下に、事業者の利益を擁護し、消費者運動を規制している？真に消費者

の利益を護る立場は期待できないのか？予算の無駄！資料を読めば分かる話しか出来ないのか？ムリだろう

なぁー。

＊わかりやすい学習会や講演会

＊自然に関することをしてほしい、動物に環境を主に

＊教育の場と連携して、幼少からの教育を進めていただきたいです。また、家庭での教育も必要と感じます。

＊若者の教育資金→奨学金問題についてもっと取りくんでほしい。

＊フェアトレードタウン札幌が認証され、北海道の消費活動をもっと、盛り上げてほしい。



◆このフォーラムについての感想・意見

＊・配布資料をたくさんいただけるのは、ありがたいのですが、本日の「レジュメ」をみつけるのに時間

がかかりました。また、2番目の方の時、どの資料について、説明しているのがまったくわかりませんで

した。周りの方の中にもしばらくの間、資料をさがしている方がいました。

・初めて参加しましたが、大変参考になりました。たまたま「北のくらし」の掲載ページから、今回の

フォーラムをみつけて申し込みました。学校関係に開催案内が配布されると、特に家庭科や社会の教

師からの参加が増えると思いました。・グリーンファンドさんのプレゼンは文字か小さすぎて、うしろの

席からは、まったく見えませんでした。

・展示交流タイムがとても良いと思います。様々な「つながり」が重要です。

＊社会人になる若者の消費に対する取り組みに力を入れている発表を聞き今後社会に出た時に自分

達の家庭生活でも家族、子供の健康な成長教育につながってくれると良いと思います。

＊勉強になりました。ありがとうございました。

＊発表者の取組、内容のすばらしさに感動しました。

＊選挙権の年令が下った事により民法でも年令の引き下げの為に教育している様ですが下がらない

様に18才で契約が出来る様になると学生が多い中被害者が増えると思うのでよーく考えてほしい。ま

だ教育はひき届いておりません！

＊消費者問題に取り組む人がだんだん少なくなっています。みんなが消費者とし、意識づけが大切

だ。むずかしい、どうしたらいいのだろう。

＊各団体の実践報告参考になりました。

＊学生さんの取り組みがとても良かったです。勉強になりました。今回は今迄参加したのと少し違った

形式で意見交換会はとても良かったです。展示の方も興味のある物がたくさんあり良かったです。あり

がとうございました。

＊・札幌市の取組発表→シナリオを読んでいるだけで、参加者の方を全く、見て話をしない。内容が伝

わらない。参考になった…とは云えない。・他の取組発表については、学生であれば、フレッシュであっ

たり、熱かったりでNPO団体についてもしっかりと伝わってきました。

＊初めて参加しましたが、道内の大学生が大変よく勉強され、消費生活への意識が高く感心しまし

た。これがごく一部の学生という現実もあり、ぜひ小学校から底上げしたいものだと思います。

＊このアンケートの設問(7)(8)(9)(3)はよい、と思います。出来れば今少し深く聞ければ？書ければ？

よいと思います。消費生活はどんな人にとっても、生活の基本になることです。生きて行くこととは、消

費生活をしっかり実践することと私は常に思っています。若い人達の発表で、日本の将来にとってす

ばらしいことと感じました。

＊昼をはさんで実施する所もありますが本日の時間配分とても良かったと思います。集中して聞くこと

ができました。今回参加させていただき良かったです ありがとうございました

＊学生さん達の発表はクレシュでたいへん良かった、特に「フェアトーレドタウン」では取組について自

分の意見を表明してくれたいへん良かったです。

＊教育も重要だが、それ以外のテーマを主とする消費者の活動のイベントもやってほしい。

＊資料が多すぎる

＊参加、入場を規制、制限している印象が強い、なぜ？「消費者教育」は、消費者(国民)を手なづける

ことではないぞ！講評消費者庁―ムダ―内容ない 文科省5,④,3,2,1

＊若い方々の取り組み、今後も活やくしてほしい

＊エゾシカ問題に年々増えてきているのでもっと早く解決できると良いですね。・会場が広くなり良っ

た。

＊最後のパネラーの言葉が胸にひびきました。今後も小さい市ではありますが、消費者教育に力を入

れてゆきたく思います。

＊今回のフォーラムは教育フェスタと合同だったので、今までの中で、最も参考になりました。若い世

代に期待しています。

＊今日のフォーラムはどれもとても勉強になりました。ありがとうございました！
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