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１．開催概要・プログラム
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 １．１ 目的 

安全・安心な消費生活の実現のためには、消費生活相談を受けられる体制整備、消費者自身の消 

費者問題解決力の向上に加え、地域全体の消費者問題解決力の向上が求められる。 

地域全体の消費者問題解決力向上のためには、地域の多様な主体が連携・協働し消費者問題に関 

する取組を進めることが有効であり、消費者安全法の改正等を踏まえ、より具体的な成果につなげ 

ていくことが求められる。 

また、地域の活動を担う重要な主体であり、消費生活センターとの相互補完関係が期待される消 

費者団体の活動を支援することが必要であるほか、地方のみならず国全体の消費者問題解決力の向 

上のため、国と地方との連携を強化することが重要である。 

これらを推進するため、これまでの交流のきっかけの場にとどまらず、更なる継続性のあるつな 

がりの場として、フォーラムを開催する。 

１．２ 開催概要 

日 時 平成 31 年 1 月 8 日（火） 

第１部 意見交換会 11:00～12:00 

第２部 消費者教育推進フォーラム in 神奈川 13:30～17:00 

場 所 横浜情報文化センター 

神奈川県横浜市中区日本大通 11 番地 

第１部 意見交換会 ７階 大会議室 

第２部 消費者教育推進フォーラム in 神奈川 ６階情文ホール 

参加者 第１部 関係者 17 名 

第２部 登壇者、一般申込者、他 計 230 名 
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１．３ 「平成 30年度消費者教育推進フォーラム in神奈川」プログラム 

時間 プログラム 登壇者 

13:30-

13:35 
開会挨拶 

神奈川県副知事 

浅羽 義里 

13:35-

13:55 
基調報告 

消費者庁 審議官 

高島 竜祐 

文部科学省 総合教育政策局 

社会教育振興総括官 

塩見 みづ枝 

13:55-

14:35 
基調講演 

「成年年齢引き下げを踏まえた消費者教育について」

静岡大学学術院教育学領域 教授 兼 

静岡大学教育学部附属島田中学校長 

色川 卓男氏 

14:35-

15:05 
休憩・展示見学 

15:05-

15:55 
取組報告 

神奈川県立総合教育センター教育事業部

教職キャリア課 キャリア推進班 指導主事

宮本 利香氏 

神奈川県立生田東高等学校 総括教諭 

 美枝氏  

神奈川県金融広報委員会 

金融広報アドバイザー 

髙木 典子氏 

15:55-

16:55 

パネルディスカッション 

若年者に向けた消費者教育について 

～成年年齢引下げを見据えて～ 

≪コーディネーター≫ 

横浜国立大学 名誉教授 

西村 隆男氏 

≪パネリスト≫ 

弁護士 

島田 広氏 

神奈川県立総合教育センター教育事業部

教職キャリア課 キャリア推進班 指導主事

宮本 利香氏 

神奈川県立生田東高等学校 総括教諭 

 美枝氏 

神奈川県金融広報委員会 

金融広報アドバイザー 

髙木 典子氏 

16:55-

17:00 
閉会 
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２．議事録
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開会挨拶 

浅羽 義里 神奈川県副知事 

皆さん、こんにちは。神奈川県副知事の浅羽

でございます。

本日は平成 30 年度の「消費者教育推進フォ

ーラム in 神奈川」にご参加いただきまして、

誠にありがとうございます。

お集りの皆様には日頃から消費者教育の推

進にひとかたならぬご尽力をいただきまして、

高い席ではございますけれども、改めて感謝を

申し上げる次第でございます。

また、本日のフォーラムが文部科学省、また消費者庁の皆様とともに開催できますこと、

心より嬉しく思っている次第でございます。

昨年の６月に成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げるという内容の改正民法が成立いた

しまして、2022 年４月から施行されることとなりました。 
改正法の目的でございますが、少子高齢化が進む中、若者に社会の一員としての自立を促

し、早期の社会参加を進め、社会に活力を与える、こんなことと承知をしておりますが、一

方では今まで可能だった契約の取り消しができなくなる年齢が拡大するわけであります。

そういった中では消費生活行政というのは、さらにこれからもっと抜本的に力を入れて

いかなくてはならない課題であろうかと思っております。

ご案内の通り、人口は減少しておりますし、それから、高齢化率もどんどん高くなってい

る。消費者被害に遭われる方・層がどんどん増えてきている、こういう状況の中において消

費者行政をどのようにやっていくか、先ほど消費者庁の審議官ともお話しさせていただい

たのですが、こういう中にあってどうやったら防げるか、皆が連携していかなければいけな

いだろう、誰かに相談できる体制にしなければいけないだろう、色んな情報を皆が知って助

け合わなければいけないだろう、こんな話を先程させていただいたところでございます。

特に 18 歳、19 歳、社会経験の不足に付け込んだ悪質事業者による消費者被害、これが今

の高校生にまで広がることを非常に懸念しております。

この被害を未然に防止することが、喫緊の、今現在の大きな課題であろうと考えている次

第であります。

こうした状況に対応するため、今後は、子どもたちが 18 歳で大人になるのだ、というこ

とを理解して、社会的な責任を自覚していただくということが大事だと思っておりますし、

契約の際の適切な対応など社会生活上の正しい知識が得られるよう、消費者教育を一層強

化する必要があります。

消費者庁では新たな授業に活用できる教科書・ガイドブックを作られておりますので、ぜ
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ひ、そういうガイドブックもしっかりと活用して今の高校生、また保護者の方、さらには教

員の方にしっかりと提供して子どもたちの被害を防止するための万全の体制を整えて参り

たいと思っています。 
そこで本日のフォーラムでございますが、「成年年齢引下げと消費者教育」、これをテーマ

として教員や保護者の方々など子どもたちを取り巻く関係者に広く参加を呼び掛けて実施

することといたしました。このように大勢の方にお集まりいただきまして関心の高さを実

感しているところでございますが、ぜひ、素晴らしいフォーラムになるように皆様方のご理

解ご協力のほど重ねてお願いする次第であります。 
この後行われます静岡大学教授の色川様による基調講演、また、本県の教育関係者による

取り組み報告、さらには、横浜国立大学名誉教授の西村様をコーディネーターとしてお迎え

してのパネルディスカッション、これらを通じまして成年年齢の引下げを踏まえて若者が

社会の一員として自立することを目指す消費者教育について考えるきっかけの場にしてい

ただければありがたいと思っている次第であります。 
県といたしましても皆様と手を携えまして、しっかりと取り組んでまいりたいと存じま

すので、今後とも消費者教育の推進になお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
皆様の益々のご健勝ご発展をお祈りいたしまして私からの、簡単ではございますが、ご挨

拶とさせていただきます。 
今日は本当にありがとうございます。 
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基調報告 

高島 竜祐 消費者庁審議官 

ご紹介いただきました消費者庁の高島と申

します。

皆様、本日はご多忙のなか、また、年初にも

関わりもせず平成 30 年度「消費者教育推進フ

ォーラム in 神奈川」にご参加をいただきまし

て誠にありがとうございます。

ここからは平成22年度から消費者庁でやっ

ております地方消費者フォーラムと、文科省

さんの方でやっておられます消費者教育フェスタの連携企画でございます。内閣府でやっ

ておられます社会的責任に関する円卓会議のご協力も得まして、文科省さん、私ども消費者

庁、神奈川県様、神奈川県教育委員会様、以上が共催で実施をしている催しでございます。

このように盛大に開催できますこと関係者の皆様に改めて御礼を申し上げたいと思います。 
さて、消費者問題を解決するためには悪徳業者の取り締まりのみならず消費者問題に対

する地域社会の対応力、これを高めていくことが重要であります。すなわち地域の活動の活

性化が鍵であります。

このためには地域における多様な主体が交流連携することが効果的であり、また、必要な

ことでございます。

本日のこのフォーラムが地域の最前線で消費者問題に取り組んでこられた皆様方のさら

なる活動の展開の一助となることを期待しております。

さて、先程もお話がございました通り、成年年齢を引き下げる民法を改正する法律が昨年、

成立をいたしまして 2022 年４月１日から施行されます。この民法改正によりまして成年年

齢が 20 歳から 18 歳になります。 
このため、若年者の消費者被害の防止、そのための消費者教育の充実が重要な課題となっ

ておりますので、本日のテーマ「成年年齢引き下げと消費者教育」はまさに時宜を得たテー

マであると思っております。

それでは、ここからお時間をいただきまして私ども消費者庁の取り組みについて紹介さ

せていただきます。

平成 27 年の３月、３～４年近く前になりますけれども、地方消費者行政強化作戦という

ものを策定いたしました。これは、日本全国どこに住んでいても質の高い相談救済が受けら

れるようにということを目的としております。政策目標が１から５まで掲げてございます

けれども、相談体制の空白地域解消、相談体制の質の向上、適格消費者団体の空白地域の解

消、消費者教育の推進、見守りネットワークの構築ということが目標に掲げられております。 
多くの分野で進展がみられておりますが、今後の主な課題、まだなかなか進んでいないと
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ころとしては、最初の相談体制の空白地域でありますけれども小規模な、人口の比較的少な

い自治体においても消費生活センターの設置を促進したいということがございます。 
それから、相談体制の質ということでは、相談員の方々の資格保有率の引き上げ、だいぶ

上がってきましたけれどもさらに引き上げたいということがございます。 
それから、これはもっと強力にと思っておりますけれども、見守りネットワークの設置促

進というのはもっと進めていかなくてはいけないという風に思っております。 
人口５万人以上の全市町ということで目標が掲げてございますけれども、実は、現時点で

全国 90 の市町村で設置していただいただけということになっておりますので、もっともっ

と進めていかなくてはいけないと思っております。 
その次のページを見ていただきますと、３枚目になります。見守りネットワークについて

書かれているものであります。地域で、消費生活センターさんを核になっていただいて医療

福祉関係の方々、それから、警察関係の方々、教育関係の方々、あるいは、コンビニさん、

農協さん、生協さんですとかこういった方々に地域の高齢者の方々を見守っていただくよ

うな体制を市町村で作っていただきたいと思っております。 
先進的な事例を見ますと、コンビニさんは相当、地域において力を発揮されますし、宅配

の業者さんはものすごく力になります。「どうも、あそこの家が急に荷物が増えたな」とか

「どうも、突然、いないことが多くなったな」とか、そういうことは宅配の方に気付いても

らったりしますので、そういったことは力になっているところであります。 
次のページめくっていただけますでしょうか。４ページ目は、私ども徳島の方に消費者行

政新未来創造オフィスという名前のものを設置しまして、徳島県さんのご協力をいただき

ながら様々な消費者行政に関するモデルプロジェクトを進めているところでございます。

若者の消費者行動の実験とか調査とか、子供の事故防止の取り組みとか色んな先進的な実

験をやっておりまして、これを全国に広げていきたいという風に思っているところでござ

います。 
また、さらにもう１枚めくっていただきますと、ここで本日の本題の消費者教育に入って

きます。消費者教育関係のおさらいでございます。 
ご存知の方も多いかと思いますけれども、消費者教育は被害に遭わない消費者を作る、さ

らにその上に、ただ単に被害に遭わないということを超えて、自分自身で合理的な意思決定

ができる消費者になる、自立した消費者市民になるということを目的として教育をすると

いうことでございます。消費者教育は消費者教育推進法という法律ができまして、この法律

に基づいて進められてきているところであります。 
本来、教育というのは学校に行くだけのものではなくて、幼児期から高齢期まで生涯にわ

たってそれぞれの時期に応じて推進するということが重要でありますし特に若年者、高齢

者、障害者、こういった方への教育は非常に大事だという風に思っております。 
この法律は平成 24 年に施行されまして、翌 25 年に、消費者教育の推進に関する基本的

な方針というのを作りました。このページに書いてあることを盛り込んだものなのですけ
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れども、その後５年、平成 31 年に入りました。法施行後５年がたちまして、この指針を昨

年３月に変更したところでございます。 
2018 年度から 22 年度までを対象にいたしまして行政と教育委員会、消費者団体、事業

者、学校、消費者教育センター、福祉の関係者の方々、そういった幅広い関係者が連携をし

て消費者教育の枠組みを作ったところでございます。 
このうちの一つが若年者への消費者教育でございまして、それを具体的に推進するため

に、次のページがアクションプログラムになってございますけれども、若年者の消費者教育

に関するアクションプログラムというのを昨年、策定したところであります。これは私ども

だけでなく文科省さん、法務省さん、金融庁さん、四つの省庁で作ったものでございます。 
特に高校におきまして教育指導要領の徹底、消費者教育教材の開発、実務経験者の学校教

育現場での活用、教員の養成研修といったようなことを推進するようにしておりますし、ま

た、大学においても取り組んでいただくということにしているところであります。 
これらの取り組みを 2020 年までの３年間に特に集中的に取り組みたいという風に思っ

ておりまして、実践的な消費者教育教材を活用した授業をすべての都道府県のすべての高

校で実施したいという風に思っております。それから、すべての都道府県に消費者教育コー

ディネーターを配置したいという風に考えております。さらに加えまして教員の養成段階

におきましても、実践的な指導力を身に着けていただくような教育を考えているところで

あります。 
次のページに消費者教育分科会とりまとめというのがございますけれども、先程も申し

上げたように、教員養成の過程まで取り上げて、いかに消費者教育にかかわる人材をグレー

ドアップしていくかということを考えているところでございます。 
文科省さんはじめ、関係省庁と私どもとで連携させていただいて、すべての国民は消費者

でありますし、誰がどこに住んでいても生涯を通じてゆりかごから墓場まで消費者教育を

受ける機会を提供しようということで消費者教育を進めていきたいという風に思っており

ます。 
また、いわゆる SDGs、持続可能な開発目標、それから、企業の方での消費者志向経営、

こういった視点も取り入れて取り組んでいきたいと思っております。 
また、ページを繰っていただきますと、エシカル消費というのも私どもで推進をしている

ところであります。これも消費者教育の一つという風に考えております。 
エシカル消費の概念、人や社会、環境に配慮した消費を行うというエシカル消費の概念、

これの普及啓発のためにエシカルラボという取り組みを平成 27 年度から毎年、実施をして

いるところであります。 
今年度も２か所ほど開催いたしまして、３月には京都でまた、開催したいという風に思っ

ております。 
次のページにエシカル消費のリーフレットを SDGs と関係づけた形で掲げております。 

この他に消費者ホットライン、消費者生活センターに電話を掛けるときに番号が分かりや
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すいようにということで「188(いやや)」という番号にして、これを特に若い方にも知って

いただきたい、困った時には何でも相談していただきたい。困ったときに相談しようと思う

ことが出発点ですので、この 188 も、「いやや」というホットラインも広めていきたいとい

う風に思っております。 
ちょっと駆け足になりましたけれども、以上のようなことを消費者庁として今年もまた

全力で進めていきたいと思っております。本日のフォーラムもそのための重要なフォーラ

ムだと思っておりますので、どうぞ皆様、最後までお付き合いいただければ幸いでございま

す。 
今日は誠にありがとうございます。 
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基調報告 

塩見 みづ枝 文部科学省 総合教育政策局 社会教育振興総括官 

皆様、こんにちは。ご紹介いただきました、

文部科学省 総合教育政策局 社会教育振興総

括官の塩見と申します。よろしくお願いいたし

ます。

本日は「消費者教育推進フォーラム in 神奈

川」にご参加をいただきまして誠にありがとう

ございます。お集まりの皆様には日頃から消費

者教育の推進に多大なご尽力をいただいてお

りまして、深く感謝申し上げます。

また、本日、この後基調講演をいただく色川先生、取り組みの報告、パネルディスカッシ

ョンにご参加いただく皆様、今回のフォーラムの開催県である神奈川県、および神奈川県教

育委員会の関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

私からは文部科学省におけます消費者教育の取り組みについて何点かご説明申し上げま

す。まず、配布資料の表紙をめくっていただきまして１ページ目をご覧ください。本日のテ

ーマでもございます成年年齢の引き下げを踏まえた消費者教育の推進ということのうち、

特に学校教育に関する部分について、まず、ご説明申し上げたいと思います。

昨年、民法の一部を改正する法律が成立いたしまして 2022 年度から成年年齢が 18 歳に

引き下げられるということになりました。

このことによりまして、18 歳から一人で有効な契約をすることができるということにな

る一方で、保護者の同意を得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が 18 歳未満ま

でになりますので、自主的かつ合理的に社会に一員として行動することのできる自立した

消費者を育成していくということ、また、若年者の消費者被害の防止救済を図っていくため

に消費者教育が一層、重要になっていくと考えております。

このため、昨年の２月に 2018 年度からの３か年を集中強化期間とする、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、これを関係４省庁で決定したところです。ま

た、同年３月には消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更が閣議決定されたところ

です。

このアクションプログラムにつきまして、その後、７月に一部改訂されておりますけれど

も、現在、これらを踏まえまして政府としまして取り組みを進めているという状況にござま

す。このアクションプログラムに盛り込まれている事項のうち特に学習指導要領の徹底、こ

のことについて少し申し上げたいと思います。

小中高等学校等におきましては、学習指導要領に基づきまして、児童生徒の発達の段階に

応じて社会科あるいは家庭科等の関係する教科等の消費者教育を実施している状況にある
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わけですが、この学習指導要領につきましては、平成 29 年それから平成 30 年に改訂が行

われております。

新しい学習指導要領におきましては、社会に開かれた教育課程を目指すという理念の下

で、消費者教育につきましても充実が図られており、例えば、小学校の家庭科におきまして

売買契約の基礎について触れるということ、また、中学校の技術家庭科の家庭分野におきま

してクレジット等の三者間契約についても扱うこと、また、高等学校家庭科の家庭基礎で契

約の重要性、消費者保護の仕組みについて理解するといったようなことが盛り込まれたと

ころですし、高等学校におきまして新たな「公共」という科目が設置されるということが大

きなポイントではないかと考えております。

また、この新しい学習指導要領におきましてはカリキュラムマネジメントという考え方

が非常に重視されているということでございます。このカリキュラムマネジメントという

のは学校の教育目標の達成に向けまして、各教科等の教育内容を横断的な視点でとらえて

組織的に配列するということや、教育活動に必要な人的物的資源等を効果的に活用してい

こうということが重視されており、特に消費者教育と結び付けて考えますと、それぞれの教

育内容が相互に連携させながら一つの教育目標に向かって有機的につながっていくような

カリキュラムを考えていこう、また、そのためにはそれに必要な資源について外部の資源も

含めてぜひ効果的に活用していこう、とこういう考え方が非常に重要になってくるのでは

ないかと思っております。

こういったことを通じてぜひ、児童生徒ひとりひとりに、単なる知識としてではなく自分

事として消費者教育を捉えて、これから生きていくうえでどのようなことを学ぶ必要があ

るのか、どういう生き方をしていくべきなのかということについても併せて考えていける

ように指導の充実を図っていくことが大事であると考えており、この学習指導要領を効果

的に実施していくことが必要です。

特に高等学校につきましては、成年年齢の引き下げということも見据えまして、来年度か

らの移行措置としまして、先程申し上げました今回の改訂で充実を図った家庭科家庭基礎

の部分について、加えて指導するということになっております。

文部科学省としましては引き続き新しい学習指導要領の趣旨の周知徹底に努めていきた

いと考えているところでございますので、関係者の皆様におかれましても十分な準備と実

施をお願いしたいと考えております。

成年年齢の引き下げを踏まえ、特に若年者における消費者教育のさらなる強化を図るた

めに、文部科学省では来年度から若年者への消費者教育の集中強化プランを実施したいと

考えております。

この事業におきましては地域における若年者への消費者教育の推進体制づくりを進めよ

うということで地方公共団体、大学等を対象とした実証的な調査研究を実施するというこ

とでありますとか、あるいは、自治体や学校、大学等に対して成年年齢の引き下げを踏まえ

た消費者教育の取り組みについて相談・助言等を行うアドバイザーを派遣することなどを
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予定しているところです。 
ぜひ、関係の皆様におかれまして積極的なご活用をお願いいたします。 
最後に申し上げたいのが大学等社会教育における消費者教育の指針の改定についてです。

平成 23年に文部科学省で作成しました大学等社会教育における消費者教育の指針につきま

しては、平成 24 年に制定されました消費者教育の推進に関する法律に先駆け、大学等社会

教育における消費者教育の方向性、戦略、さらには効果的な消費者教育の在り方などについ

て示したものです。 
今般の成年年齢の引き下げでありますとか社会の急速な変化を踏まえまして昨年７月に

その改訂を行っております。今回の改定におきましては、資料では枠で囲って示していると

ころでございますけれども、例えば大学等につきましては、成年年齢の引き下げを踏まえた

入学生への事前説明会や入学時のガイダンス等、早期の段階での啓発、また、学内の相談先

に加え地域の消費生活センター、消費者ホットラインの紹介等のフォロー体制の周知、さら

には、特に教員養成課程における消費者教育の充実に向けまして関係者による連携・共同の

もとでの検討などにつきまして盛り込んでおります。また、社会教育につきましては多様な

学習機会の提供のため他の活動との組み合わせや、他の活動の消費者教育の目線からの見

直しを行うこと、また、性別や年齢、障害の有無等による生活実態や意識の違いに配慮しき

め細かく消費者教育を推進することについて記載しているところです。 
今後も大学等や社会教育における消費者教育の推進に関しましては、この指針について

もぜひ参考にしていただければと思います。 
以上、文部科学省から消費者教育の取り組みにつきまして何点かご報告申し上げました。 
 

  

15



基調講演 

「成年年齢引き下げを踏まえた消費者教育について」 

色川 卓男氏 静岡大学学術院教育学領域 教授 兼 静岡大学教育学部附属島田

中学校長

皆さんこんにちは。あけましておめでとうご

ざいます。

私は本日に関係する仕事で申しますと、消費

者庁が地方消費者グループフォーラムという

名称で以前やっていた時がありまして、その時

には札幌、青森、金沢、静岡でお話しさせてい

ただきました。

私は色んなことをやっていますが、消費者教

育が専門の一つなので、今日のお話が来たのかなと思っています。また私は、全国調査を断

続的にやっておりまして、一昨年も全国 42 の自治体さん、こちら神奈川県ですと横浜市さ

んと川崎市さんに伺ったのですけれども、断続的に 10 年近く自治体の状況を伺ったりして

います。

さて、今日の話ですが、まず、成年年齢の引き下げと消費者教育の関係について整理させ

ていただいたうえで、大人になるための消費者教育とは一体何なのかということをまとめ

てお話しさせていただきます。そして、実際に国とか地方で動いている消費者教育の推進体

制についてお話しさせていただいたうえで、今後、どういうことが期待されるのかというこ

とを、私なりの勝手な意見かもしれませんが、お話しさせていただいて終わりたいと思って

います。時間は 40 分と言われていますので、大体 40 分ぐらいで収まるつもりでお話しさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

成年年齢の引き下げについては先程から消費者庁さん、文科省さんの資料に出ている通

り、また神奈川県の副知事さんもお話になった通りですので私が特に言うことは無くて 20
歳から 18歳に成年年齢が引き下がるということで、大人になる時が変わるということです。 
これに対して消費者教育が必要だということはよく言われるのですけれど、たまたま見て

いたある県での行政側の答弁、これは県議会での話だと思います、このように出ていたので

す。

多分、それに関する質問が飛んできて、「契約等の正しい知識を身につけ、被害の防止・

軽減につながるよう、本年度から高校１年生に契約等の基本知識や被害に遭いやすいマル

チ商法の手口」とか書いてあって、そういうのを教える授業を始めたと言っています。

進めているのだから良いなという感じはするのですけれども、実はそういうことではない

と思います。

実践的な消費者教育の実施が喫緊の課題だということはよく聞きますが、それなりに消
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費者教育に関わっていると何か変な気がするのですよ。 
どういうことかというと、「もともとやっていたはずではないか」というのが率直な印象

としてあるのですね。やっていたはずなのに何でまた言うのかなと。確かに自分たちが 18
歳で成年になるから、そこの部分をおさえておくことは確かに大事かなと思うのですけれ

ども、契約の教育だってしていたんじゃないのって思う方はおそらくたくさんいる。また、

消費者教育は消費者教育推進法に書かれている通り、被害の防止、お金のことだけでなく、

社会的責任や社会的権利等の問題も含んだものではないかと思うわけです。ですから何と

なく違和感があるのです。 
成年年齢の引き下げをきっかけに消費者教育について注目が集められ、そしてそれにつ

いて推進しようという気持ちは分かるのですけれど、一方でやっていた気がするというの

はあるのですよ。しかしですね、やっていた気がするというのはこちらの勝手な都合でして、

やっぱりうちの学生たちの様子を見ているとそうではないのですね。 
これはうちの大学の学生たちの例ですが、うちでも消費者教育関係の授業というのは専

門課程だけでなく共通教育課程でもあります。実際、今もやっている授業があるのですけれ

ども、それを見ますと、この赤いところがおよそ半分以上の学生さんが受講の経験があると

答えてくれたのですけれど、あとのところはそれ以下なのです。皆さんから見てどうですか。

「意外と知らないのかな」という感じでしょうか。クーリングオフはよく知っているのです

ね。ただ、他のことに関してはあまり勉強していない。消費者問題について聞いたことがあ

る人も２割も割っているわけです。うちの学生だから出来が悪いのかも分かりませんけれ

ども、このところ毎年同じような授業していますが大体同じような結果です。私たちはやっ

ているつもりはありますし、消費者教育に関わっている人間としては成年年齢の引き下げ

といっても実際はやっているはずだから今までのことを続ければいいのではないかと思う

のですけれども、実は現実の学生たちを見ますと、なかなかうまくいっていないのかなとい

う気がしています。 
そうすると何が問題かというと、成年年齢の引き下げはひとつのきっかけになるのです

けれど、やはり根本には消費者教育の普及・定着問題があるということです。消費者教育も

長い歴史が実はあって、それなりに蓄積があるはずなのですけれど定着していない。うちの

学生を見る通りやっているのに定着していない。これが問題なのかなという気がします。 
つまり、今まで歴史があって色んなことをしてきたはずだし、政策がとられてきたし、消費

者庁ができてからもやっているのですけれど、やっぱりまだまだ定着しきれていないのか

なと思っています。 
そうすると何が論点かというと、まず一つ目は実際、大人になるためにどういう消費者教

育が必要なのかということと、それに向けてどのような体制整備が行われているのか、です。 
先程、消費者庁さん、文科省さんからも話が出ていましたけれども、いろいろ取り組んでい

るわけですが、実際、それがどういう形に成果として挙がっているのかということについて、

少し通常とは違う側面からお話させていただきたいと思います。そして最後の方で私の勝
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手な期待をお話しさせていただきます。 
それでは、まず、大人になるための必要な消費者教育についてお話しさせていただきます。 

消費者教育には実は定義がありまして、ご存知の方はたくさんいると思うのですけれど、消

費者教育推進法の第２条の消費者教育の定義とは、と書かれていまして、「消費生活に関す

る教育」とはっきり出ているわけです。また括弧がついていまして、消費者市民社会という

言葉が出てきたり、いろいろとそういうことを含む教育ですよと出ていまして、色々と定義

をしなくても消費者教育とは「ああ、そうなのだな」と分かる話だと思います。 
さらに消費者市民社会という言葉、ご存知の方はここでは多いと思いますけれど、これも定

義にありまして、続いて第２条第２項にですね「消費者市民社会とは」という言葉が出てい

て書かれているわけですよね。長いので読みませんけれど、持続可能な社会に積極的に参画

するといったことが出ています。 
今回の学習指導要領に消費者市民社会は言葉としては出ていないのかもしれませんが、

持続可能な社会という言葉は学習指導要領に出ていますので当然、これと関係の深い言葉

と言えると思います。さらに今日は、消費者庁さんで作られた体系イメージマップというの

がありますよね、こちらではこのように消費者市民社会の構築、商品の安全、生活の管理、

情報とメディア、これらが消費者教育ですよということになるわけです。ですから、消費生

活に関する教育といったときに、漠然として抽象的だと思うかもしれませんが、実はかなり

具体的に書かれていると思います。 
それぞれの項目に関して、発達段階に応じて、項目が細かく分かれています。これらを見

ていても分かりづらいので、もう少し整理しますと、例えば、消費者市民社会という言葉で

まとめれば作る責任・使う責任という SDGs とも絡むことになるし、さらに商品の安全の

問題は当然あって、色々勉強しておくことも大事なことだと思います。さらにこのあたりは

契約関係です。悪質商法等を含む話ですけれども、契約関係の勉強が大事だという話ですし、

さらに家計管理と生活設計のことも大事だということになりますし、さらに情報メディア、

モラルというのは情報リテラシーの問題と考えることができます。これらはみんな大事で

すよね。さらに、消費者の権利と責任という言葉が出てくるわけです。これらがみんな、こ

のイメージマップには含まれているだろうと理解できると思います。 
こういうなかで消費者教育をどう考えるのかということになるわけです。非常にあっさ

り言ってしまうとこれらはみんな必要だと私は思っています。大人になるためには全部必

要だと思います。ただ、皆それが身についているかというとなかなか身についていない、現

実にはなかなかそれが普及していない、定着していないという問題が起こっています。 
さらにもう一つ問題があって、新しい学習指導要領では消費者教育についての項目はた

くさん加わったわけです。しかし時間数は増えていない。結局、何が起こるかというと、時

間が限られた中でなにを優先すべきか、という問題が現場では起こる可能性が高いと思っ

ています。 
つまり、具体的にどういう目標を立てていくのか、項目が増えた分だけ、さらに考えてい
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かなければならないのかなと思っております。また、今度の学習指導要領で特徴的なのは

「主体的で対話的で深い学び」という言葉があります。主体的と対話的はできると思うので

すよ。問題は深い学びです。深いって何が深いのかという問いがでてきます。ですが、深い

学びにつながるような授業を作っていくことで定着させるという問題を考えても重要なこ

とかと思います。 
では何が深いのかということなのですが、これは私の勝手な解釈ですが、例えば契約の例

をお見せすると、被害の防止とか悪質商法に対応するとかは当然大事です。これは消費者行

政では大きな柱になっていることは事実です。でも言い換えればですね、これは例えば怪我

したところに絆創膏を貼るとか怪我をしないためにどうするかとかそういう教えです。し

かし、まだ他にも教育の仕方はあるだろうと思うのですね。例えば、体を鍛えたり、ジムに

通ったりという方がいますよね。あれは怪我するためにやっているわけではなくて、体を健

康にして生活を充実させるためにやっているわけじゃないですか。同じ考え方で契約のイ

ロハのような基本的な考え方を学ぶことというのは必要ではないでしょうか。自分が生活

するうえでそういうことを知っておくと主体的に行動できるという面もあると思います。 
さらに、今のルールというのは作られたものですよね。つまり、これからのルールというの

は私たちが作るかもしれない。つまり、ルールを守るというのは大事なのですけれど、ルー

ルを変えていくという能力も大事です。これもやはり大事な要素かなと思っています。そう

すると、生活に合わせるという言葉、最近亡くなられた今井先生が使っていた言葉ですが、

生活適応という言葉と生活醸成という言葉がありましたけれども、生活に合わせるのと、生

活のそのものを考えるという見方があると思うのですが、その生活醸成という見方も大事

かなと思います。 
ここでいう契約の深い学びというのは、おそらくこの生活醸成のレベルまで考え付くこ

とではないかと思っています。契約一つとっても教えるレベルは色々考えることができる

し、その辺を授業で、時間がないということはあるのですけれど、中身のあることをするた

めにどのへんで手を打つのかなということを、相当考えなくてはならないと思います。 
さらに、今度は今の状況です。消費者庁さんができてからかなり動きが出てきまして、先ほ

どあげたように 2012 年に消費者教育推進法という法律ができました。熱心な方たちが頑張

られてできた法律だと思いますけれども、こういう法律ができたことでかなり国や地方自

治体さんが自分の仕事だと思うようになったことは間違いないです。それまでもやってい

たところはやっていたのです、ですけど自分の仕事というよりも消費者教育はプラスアル

ファかなという感じがあったのですけれども、この法律ができてから消費者教育施策を自

分の仕事としてどうするべきかと悩む自治体が増えたというように思います。 
消費者教育推進法では一体的な推進をするにはどうすればいいかとか、国民の消費生活

の安定向上に寄与とか、こういう言葉が出ています。 
では具体的に何がなされているのか。先程、審議官の方が仰ってましたけど、推進法をふ

まえた基本方針ではいっぱい挙がっていますけど、地方自治体から見ますと何がポイント

19



になるかというと、一つ目はですね、各部局が、いわゆる多様な主体というのは消費者教育

をやっているかもしれない人に関わってもらう、そういうのをやったらどうかと。これは多

分、推進計画を作るときとか地域協議会のメンバーを集めるときとか、そのプロセスの中で

行っていたことだと思いますけど、さらにセンターの拠点化、これはあとで少しお話ししま

すけれども、センターを消費者教育の拠点にしましょうという意図です。ですから通常のセ

ンターがあるという問題でなくて消費者教育の拠点ですから、ニュアンスが違うと思いま

す。さらに消費者教育コーディネーターを育成・活用してはどうかということですね。あと

教材を作ったり、情報提供する方法を考えたり、あるいは消費者教育の担い手さんを育成支

援してはどうかとかが出てきています。 
これらを地方自治体は取り組める範囲で進めたりするというようになるわけです。実際、

これをサポートする意味で地方消費者行政活性化基金等が今まで延べ 540 億円くらいつぎ

込まれていますが、そのうち、おそらく 200 億円くらいが消費者教育関係につぎ込まれて

いるだろうと言われています。 
先程の消費者庁さんの資料だと額は小さく見えますけど、今まで消費者庁さんがやって

いる中ではものすごい額がうごいているといえると思います。つまり、こういうように進め

るしかないと。多様な人を掘り起こして、そしてその方々とつながって、１年限りでなくて

ある程度長期間続けるということです。そうして消費者教育を充実させたらどうかという

話があったかと思います。これが一つの方向性ですよね。 
さらにですね、消費者教育推進会議のなかで出てきたもので、「学校における消費者教育

の充実に向けて」が出ています。消費者教育に割かれている時間が不十分だとかですね、教

員の指導力の向上が不可欠だとか変化する消費者問題への対応が必要だとか、外部人材の

活用も必要だし、教員の研修も必要だし、機会の確保、時間数ですね、こういうように言わ

れています。 
この３つは実は昔から言われていることで、なかなか改善できないことなのですね。本当

に関係者の皆さんが感じていると思いますけれども、なかなかできていないのですよ。教員

の指導力に関しては 1960 年代から言われていますから、私の寿命くらい言われているとい

うことですね。授業時間数の問題も長いこと言われていますし、外部人材もそうです。だか

ら同じことを繰り返し言ってしまっているということが問題の一つかなと思っています。 
では、実際に何もうまくいっていなくて進んでいないのかというとそんなこと無いのです。

やっぱり推進法ができ、推進計画を作らなくてはいけない地方自治体の現状からみると、具

体的に何かやらなくてはいけないとなるのです。ここでは政令指定都市の例をもってきま

したが、その推進状況が分かります。 
これは私が整理したデータです。2009 年は消費者庁ができた年ですから、2009 年から今

までのことです。これを見ますと学校向けの出前講座が 2009 年当時は６割の政令市でしか

実施していなかったものが、現在はほとんど 100 パーセントに近くなっている。回数も増

えているというのは明らかです。必死になって政令指定都市はセンターを通じて、消費者教
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育に取り組んでいるということが分かります。 
さらに教材の連携作成です。教材の連携作成というのは、教材を買ってくるのではなくて

ですね、先生方と一緒に作るなどの方法をとる場合の事を指します。そのように作る方法が

13.6 パーセントから 27 パーセントくらいまでに増えていますよね。これも倍増している。

さらに教員の研修も、これは大きく増えていませんが、でも 36.4 パーセントから 45.5 パー

セントに増えている。コーディネーターさんも６倍くらい増えていまして 18.2 パーセント、

現実にはもっと増えていると思いますが、このように増えているということで、かなり学校

での消費者教育に関して消費者行政部局さんが関わろうとしていることが分かります。 
具体的な関わり方のパターンでよくあるものを整理しますと次のような感じなのですね。

出前講座の回数を増やしていく。それと教材を作成する。独自で作る場合もあるし、学校の

先生方をうまく取り込んで一緒に作るという場合もあります。やっぱり人的な問題とか予

算的な問題で両方できるところは限られてくるかなと思いますけれど、色んな取り組みが

やられていますね。教材を一生懸命作って、先生方とコミュニケーションをとったところは

出前講座にこぎつけられないとか、出前講座を一生懸命やってしまうと教材を作ることに

手を出せないとか、人的な問題ですがこのようなことが起こったりする。 
実際に出前講座が増えた例を２つほど持ってきました。一つ目は市内ですべての中学校

に対してセンターの相談員が出前講座を行った場合です。16 校 77 クラス、これは変動があ

るのですけれども、すべての学校において時間単位で一時間の時間をいただいて食い込ん

でいるところがあります。 
この事例では先生方のニーズを把握してクラスに合った授業を展開しています。これは、

３年くらい続けてかなり珍しい例かと思いますが頑張っているのだと思います。しかし、こ

れは頑張りすぎていろいろ問題があります。まず、これは基金を使っているので自主財源で

できていないのですよね。ですからどうしても相談員さんの給与を基金交付金でカバーし、

行っていただくのですが行く人の負担がすごいのですよね。年間 77 クラスまわるというの

は結構大変だと思います。その自治体に伺いますと、一人の相談員さんが全部やっていると

いうことでした。だからこれだけでもブラックかなと。正直、まずいという状態です。でも、

本人たちも意気があって頑張っているところがあるのです。半分ボランティアみたいな意

識を持っていて頑張ると。でも、ここまでやらなければならないのかと思うと、正直、どう

なのかなと思いながら話を聞いていたのですけれども、中学校以外できないのですよね。人

がそこに集中しています。そして職員もそこに目が行っていますので、それ以外の取り組み

にはもう行けないわけです。だから「うちは中学校頑張ります」みたいな状況になっている

わけです。 
それともうひとつは、これはうまいやり方なのですけれどもちょっと不安なところがあ

るのは、二番目の例ですね。学校向けというのはノウハウが必要でしょうと。つまり、いき

なり相談員さんが行ってできるものではありません。先程の例もそうなのですけれど、何度

も先生とコミュニケーションをとっているなかで先生方のニーズを捕まえ、やっと入って
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いけている状況があるわけです。そうするとかなり手間がかかります。それなら最初は、こ

ういうことに実績がある外部の人にやってもらったほうが良いではないかということで、

ある NPO 法人の人に話を依頼し、学校向けのことはすべてそこに投げてしまう、こういう

方法をとっているところもありました。そういう NPO 法人さんが近所にあればできること

だと思います。これも問題がやはりあってですね、まず、基金を間違いなく使うのです。残

念ながら新しい試みというのは大体基金・交付金なのですね。自主財源ではない。それと、

行政部局の職員の皆さんの能力を上げることになるのかという問題もあるのですね。丸投

げしてしまっていては、それをきっかけにノウハウを学んで「じゃあ次は自分たちでやって

みましょう」となるのならいいですけれど、単なる丸投げだったら、楽は楽ですけれど、将

来自分たちでという動きにつながらないのではないかと思ったりします。 
以上のような事例がありました。出前講座の回数が増加したことは良いのですけれど、色々

と問題を抱えているというのが正直なところです。ここまでの話はやってきたことですね。 
ここからは、今後に向けてどうするべきか、今後の推進に向けて考えていることを言わせて

いただきます。 
消費者教育を推進するというのは量と質の問題があると思うのですね。私が先程お話し

した出前講座の例も回数の話だったのです。確かに増えたというのは分かりやすいし見や

すいですけど、質の問題も大事ですよね。何を教えているのか。何をどういう風に教えてい

るのか。どういう資料を使っているのか。そういうことも大事です。その辺の中身の問題。

普通、当然、どっちも大事だという話になるわけです。でも、本当に質が考えられているの

かということについて、私も関わった色々な地域の方や先生方とお話をするとどうなのだ

ろうと思うことがよくあるのですね。さっきの大学生の状況をみると何で定着しないのか

というと、やっぱり質の問題が残るかなと思います。この質の問題を何とかするために各関

係機関がどう取り組むべきかということを言わせていただきます。 
一つは拠点化です。これについて、私はこう考えているのです。それは副教材や資料等で

問い合わせが来たり、出前講座の依頼に関して適切に対応できる能力があることです。図書

館でいえばリファレンスみたいなものですね。それが可能なのか、それぞれの消費生活セン

ターでそれができるのか。私は、色々な消費生活センターを見ていますけれど多分厳しいの

だろうなと思いながら見ることが多いのです。もう手一杯なのですよね。人もぎりぎりでや

ってらっしゃるし、お金もぎりぎりでやってらっしゃるし今以上とても何もできませんと

いうところが多い気がします。 
でも、学校現場が求めているのは、やっぱりもっと踏み込んだイメージだと思うのですよ。

例えば、具体的な例を上げましたけれど、「この分野の教材、どこかにありませんかね」と

言われたときに自分の作った教材を見せるのは簡単なのです。それは誰でもできます。でも、

全国あちこちの教材をチェックしていて「最近はこの教材が良いです」と言ってあげられる

人が何人いるのかということです。実際、そういう人ってほとんどいないのではないかと思

うのですね。こういう人を養成しないと厳しいかなと思うのです。やはり適切なアドバイス
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は大事です。あと、消費者教育の苦手な先生ってけっこういらっしゃる。苦手な先生にどう

いう形で支援すると良いのか、その苦手を克服して自分で自信をもって授業が展開できる

支援とはどうすべきなのかについて、かなり考えてやっていく必要があると思います。こう

いったことを消費者教育コーディネーターさんが全部やってくれればいいですけれど、コ

ーディネーターの皆さんも忙しいのです。出前講座のセッティングをしたり等色々なこと

がやっているはずですし。コーディネーターさんが上記したような業務を担えれば拠点化

は進むと思いますが、この辺の問題は考える必要があると思っています。偶然ですが名古屋

市には情報アドバイザーがいらっしゃって、ここでこういう役割を果たしているかは分か

りませんけれども、情報ブースというのがあって図書館の係のような方がいるというよう

になっています。そういうスペースがあること自体、全国的には少ないのです。ですから、

まずスペースを作るところから始まるのかもしれませんが、このようなことが可能となる

ような支援が必要かなと思っています。 
一方ですね、私が、先生方に期待することもあります。ここにいる方は興味を持って来て

いるので、あまりそういうことは言わなくていいのですけれど、こういうところに来ていな

い方だとあまり興味を持っていない方が多いかなと思います。 
やっぱり、質の問題というのは最終的に何かというと、教材をどこまで研究しているかじ

ゃないですか。消費者教育については自信をもって教えられる状況にあるかということが

大事ではないかと思っています。 
私も地元の地域教研とか呼ばれたりすることもあるのですけれど、あまり消費者教育は

取り上げられないですね。家庭科も範囲が広くて、食もあり、衣服もあり、保育もあり、家

族もあり、住居もあり、と広いのです。環境もありますよね。扱うことはかなり広い。そう

すると、そのなかで消費者教育はその一部です。学習指導要領は今度、ABC の領域になっ

たので、もう少し増えてくれるかなと期待していますけれど、どうしても食は強いのですよ

ね。なので、なかなか授業時間をとってもらえないと思います。「苦手だから避けたいな」

という面もあるようです。本来、得意な領域だったら自分で研究も勉強もできると思うので

すが、地域教研では得意な分野も同じようにローテーションで研究をやっていると、苦手な

分野の強化にならないですね。苦手ならその時間を多めにとってもらいたいと思うのです

が、その辺はなかなかうまくいかないみたいで、困る時があります。これは先生方だけの責

任ではなくて、私たち大学の教員の責任でもあって、もっと現場に関わらなくてはいけない

なと思いますけれども、行政の部局の問題もあるかもしれませんし、皆さんが抱えている問

題かと思うのですが、大事なことは教材研究をしっかりやることだと思っています。 
具体的な例を、3 つほど持ってきました。さっき契約の話をしましたけれど、例えば何が

起こるかというと、学生たちと話していてよく思うのですが、悪質商法に対するクーリング

オフというのは特殊事例だと思っていないのですよね。契約一般の事象だと思っている。そ

うすると、あらゆる契約に関する問題をクーリングオフで解決できるとか思ってしまった

り、あるいは通常の店舗販売で買っても返せると思ってしまっている。今、お店の善意で返
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せることになっている場合も多いですけど、法的にそうなってはいないことに自覚がなか

ったりします。これは私が勝手に思っているわけではなくて、全国調査の際に行政の方が仰

ることによると、実はセンターの相談に来ることの多くが難しい案件というよりも契約の

基本的なルールを知っていれば自分でわかる話のことが結構来るから困る、と話されると

ころもありました。 
ですから、本当に駄目なのはこの辺かなと思っています。本質的な問いですよね。何で口

約束も契約なのかとか、難しいですよねこの話もね。難しい話なのですけれど多分、こうい

う抜本的なところから考える必要がある。契約自由の原則とかが出てくるかと思いますが、

残念ながら契約自由の原則が書かれている教材を探したら岡山県ぐらいだったと思います。

ですから、「口約束も契約なのだよ」というところで終わってしまう教え方をしてしまうの

ではないかと思います。「口約束も契約なのだよ」ではなくて何で口約束も契約なのか考え

させることも大事ではないかと思っています。これは法教育の例で持ってきたのですけれ

ども、法務省に法教育委員会がありまして、そこで出された一つの提案です。ここで私が興

味を持ったのはここですね、「契約とは何だろう」とか、三時間とってやっている時間があ

ります。かなり契約についてきちんと教える流れだと思います。ただ、これを見ると、家庭

科の立場で言うと、「三時間も取れるわけないよな、一時間だよな」と思ったりしますので、

どう授業時間を短縮するかというのは考えなくてはいけないと思います。 
次ですが、センターの話ですけれども、何が言いたいのかというと、何で消費生活センタ

ーがあるのか分かっていない人が多い。警察もあり、法律の専門家の皆さんもいるのになぜ

センターがいるのか。そういうところの説明が全く無いですよね。だから生徒たちは「何か

センターって消費生活について相談できるところらしいよ」「どういうときに相談するの」

「うーん、でも警察行ったほうが良いのかな」とかですね、なってしまうわけです。やはり、

なぜセンターがあるのかというところからちゃんと説明できなくてはいけないかなと思い

ます。あと、何でも相談できるという言い方には無理があって、これは例ですけれど、具体

的にはこういう問題があったら相談してね、ですとか、こういうものを挙げていたらまだ分

かるのですよ。何かあったら連絡してくださいねというよりも、もっと具体的な説明をする

必要が各センターにあると思います。そういった情報があって初めてセンターとしての機

能を果たせるかなと思います。 
あと、権利と責任の問題ですが、学校現場でよく聞くのは８つの権利と５つの責任を覚え

させてテストに出す、ということですけれど、問題は本質的な話なので、何で権利があって

何で責任があるのかということだと思います。これは大昔にうちの学生たちと作ったもの

ですけれど、これは消費者の権利がある国と無い国があって、無い国に行ってしまったらど

うなったか、という紙芝居をやったのです。後で読まれてみると分かると思うのですが、こ

ういうのも一つのやり方をすれば、なぜ権利と責任があるのかをイメージしやすいと思っ

ています。権利と責任がある理由が理解できれば、無理に８つの権利と５つの責任を教える

必要は無いのではないかと思っています。 
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最後の方で繰り返しなのですが、消費者教育施策のミニマムの提示とそれに対する国の

支援が必要だと思います。ここでいうミニマムとは、各自治体が最低限できるような枠組み

を示す必要があるというのが一つと、国が消費者教育の拠点化を消費生活センターさんに

求めるならば、センターさんが拠点化できるための支援を具体的にしていく必要があるの

だろうということです。さっき私が話した、ああいうことに対する様々な支援をぜひ考えて

いただきたいと考えています。 
時間がちょうどいいみたいなのでこれでまとめたいと思います。成年年齢の引き下げと

いうのは消費者教育にとっては重要な契機で、これをきっかけに今までなかなか定着でき

なかったものをきちんと定着させていくという意味では重要だと思っています。 
ただ、消費者教育というのは契約だけやればよいというのではなくて、やっぱりもっと幅広

いもので、それらをしっかりできる方法が必要だろうと思います。実際に取り組みは進んで

いるのですけれど、まだ課題も多くて、その課題を克服するために時間が無いなかで、よく

吟味した中身を集め、体系だった授業を、私自身も考えていきたいと思っています。 
今日は時間になりましたのでこの辺にさせていただきます。 
ご清聴ありがとうございました。 
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取組報告 

「神奈川県の取り組み」 

宮本 利香氏 神奈川県立総合教育センター教育事業部 教職キャリア課 キャリ

ア推進班 指導主事

皆さん、こんにちは。神奈川県立総合教育セ

ンター教育事業部 教職キャリア課 宮本と

申します。私は２年前まで高校で家庭科を教

えておりました。現在は総合教育センターで

先生方の研修を主に行っております。私から

は神奈川県の取組ということで報告させてい

ただきます。よろしくお願いします。

資料はこちらの冊子の 25 ページ、26 ペー

ジをご覧ください。なお、27、28 ページは学習指導要領で文部科学省が告示する教育課程

になっております。家庭科に関する部分を抜粋してあります。後ほど、家庭科で消費者教育

を行う根拠として説明させていただきます。

まず、神奈川県の取組で消費者教育に関わる部署としまして、消費者被害の未然防止や消費

者問題の対応などの業務に取り組んでいる、くらし安全防災局 くらし安全部 消費生活課

がありまして、前半は消費生活課の取り組みをお話させていただきます。後半は教育委員会

教育局指導部 高等教育課と私の所属する教育機関、総合教育センターの取組を教育局の取

組としてまとめて報告させていただきます。

では、本題に入ります。くらし安全防災局 くらし安全部 消費生活課の取組です。資料は

25 ページをご覧ください。最初に、消費者教育教員研修の実施として消費生活課と総合教

育センターが連携して消費者教育の教員研修を毎年、夏休みを利用して行っております。

これは平成 19年度より総合教育センターが実施する基本研修のうちの選択研修の講座とし

て位置付けられています。本年度の詳しい内容は配布資料をご覧ください。１日 40 人定員

のところ、40 人を上回る申し込みもあり、消費者教育についての意識の高さがうかがえま

す。終わってからアンケートをとるのですが、満足度が高かったのは４回目に実施された

「スマホにひそむ危険」という回です。もちろん、講義の内容が良かったのもあるかと思い

ますが、子供たちの消費者トラブルとして消費者相談の件数が電子商取引に関して多いこ

とも起因しているかと思われます。

続きまして、学校で利用できる消費者教育の資料の作成配布についてです。ご覧のスライ

ドは中学生向けの STEP UP の表紙です。内容もワークで書き込めるようになっていたり、

クイズで楽しく学ぶことができたり工夫されています。県内の全中学校、特別支援学校の中

等部、約 520 校に配布しております。

そして、こちらは高校生向けの JUMP UP です。多分、皆さんの配布資料にもあるかと
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思うのですが、こちらですね、現物もお手に取ってご覧ください。家庭科の教科書よりも内

容が詳細で漫画やイラストが使われており、読みやすい内容になっております。私も２年前

までは高校で家庭科を教えておりましたので活用させていただき、生徒たちに配るとすぐ

に生徒たちが開いて興味深く読んでいたのが印象的でした。県内の高校、特別支援学校の高

等部、約 320 校に配布しております。 
そして、小学生向けはリーフレットになっております。お小遣い帳もついておりまして、

その裏面には保護者の皆様宛のメッセージがあります。県内の小学校、約 890 校に配布し

ております。今紹介した３種類の教育資料は、年２回実施されている消費者教育ワーキング

グループで内容の検討を行いまして、授業でより使いやすいように考えられております。な

お、ワーキンググループのメンバーは消費生活課の職員のほかに、私もメンバーなのですが、

教育局の指導主事、中学校、小学校の社会科部会、家庭科部会より２名ずつ、高等学校は公

民担当、家庭科担当、商業科担当より２名ずつで構成されております。社会科や家庭科、総

合的な学習の時間、ロングホームルームなどで活用されることを想定して作っております。 
こちらのリーフレットも２種類、封筒の中に入っているかと思いますが、この他にも様々な

啓発資料がございます。興味がある方はホームページをご覧ください。 
さらに、こちらの配布資料にはございませんが、消費者教育に関わる SDGs についてカ

ードを作っておりますので紹介します。 
これくらいの小さなカードです。環境や社会に配慮した買い物の例から消費者市民社会

に参画するヒントを紹介するリーフレット「買い物が未来をつくる、未来を変える」これを

改訂いたしました。国連で採択された持続可能な開発目標、SDGs について、特に消費者が

目指すべき 12 番目のゴール「作る責任、使う責任」と買い物とを説明するカードで作成し

配布できるようにいたしました。 
次に、学校に関連したその他学校関連消費者教育事業はご覧の通りです。３のインターネ

ット被害の未然防止に関しましては、先程紹介しましたリーフレット「インターネットの危

ない世界」こちらの DVD 版になっております。平成 26 年に作成したものに修正や事例の

追加をし、リニューアルしたものが今回、完成いたしましたので、今後、中学校や高等学校、

特別支援学校に配布予定でございます。 
続いて、こちらの冊子は 26 ページをご覧ください。講師派遣講座の活用推進はご覧の三

講座あります。なかでも、「インターネット被害未然防止講座」につきましては学校からの

要望も多く、インターネット被害に関して関心が高いことが見受けられます。以上がくらし

安全防災局の取組でした。 
続きまして教育局の取組を紹介いたします。最初に教員研修のうちの年次研修の取組に

ついてです。研修には課題解決力向上区分、人格的資質向上区分、授業力向上区分とござい

ますが、消費者教育に関わるところとして家庭科の授業力向上区分での取組がありますの

で紹介いたします。 
平成 30 年度の家庭科の授業力はご覧の人数、日数で開催いたしました。なお、初任者と
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いうのが今年先生になられた方、１年経験者は１年経験された後の２年目の方のことを言

います。全年次におきまして新学習指導要領の話をしておりますが、研修の日数が少ないと

ころは、どうしても消費者の単元について研修を行えていないので、来年度はもう少し触れ

ていきたいなと思っております。そして初任者と中堅教諭というのは 11 年目の先生になる

のですが、こちらは模擬授業を研修に取り入れております。その際、消費者の単元も必ず入

れてもらうようにして模擬授業を見るなかで、お互いにどうすればもっとより良くなるの

か、より良い授業づくりに向けて受講者同士で協議をするなどして研修を行っています。な

お、家庭科の消費者教育につきましては、こちらの配布の資料 27 ページ、文部科学省の告

示する新学習指導要領をご覧ください。 
まず、資料１、こちらは小中学校の改訂のポイントになります。今回、成年年齢の引き下

げに伴い高等学校の例が多く話に上がっておりますが、小学校からも消費者教育は行われ、

その内容も新学習指導要領から前倒しで行われております。小学校では買い物の仕組みや

消費者の役割、これが新設され売買契約の基礎が追加されました。中学校では金銭管理に関

する内容が新設され、売買契約の仕組みと関連させて消費者被害について扱うこととなり

ました。小学校は 2020 年に完全実施、中学校は 2021 年に完全実施となります。 
資料２は高等学校の改訂のポイントで、多様な契約、消費者の権利と責任、消費者保護の仕

組みとありますが、高等学校の家庭科においては特に新しい内容の取扱いではなく、多くの

先生が今まで消費者の単元で扱ってきたものと考えます。 
資料３は高等学校の家庭総合の解説になります。途中、略してありますが、２段落目に関

しては成年年齢の引き下げに関して、３段落目は SDGs について書かれております。 
そして 28 ページをご覧ください。横にして見ていただきたいのですが、資料４、こちら

は現行の学習指導要領と、改訂という方が新しいものですね、その比較です。現在も消費者

教育は現行の学習指導要領に則り行われています。改訂版はさらに文言が整理されて細か

く書かれていることが分かると思います。改訂のポイントは資料２でも説明しましたが、学

習指導要領ではご覧のように明記されました。 
最後に、紙面の関係で割愛してありますが、持続可能なライフスタイルと環境に関しては

SDGs に関する部分が載っております。 
それでは資料は 26 ページにお戻りください。教員研修のなかの自己研鑽研修ですが、こ

ちらも家庭科で夏休みに２講座開講しております。今年度は新学習指導要領に関するもの

と環境配慮の衣生活を考えるというものでしたが、来年度は消費者教育に重点を置き、研鑽

講座２において消費者教育に関するテーマでの実施をただいま準備中でございます。 
続きまして指定研修というものがありまして、キャリア・シチズンシップ教育研修講座と

いうものがございます。こちらは教科を問わず高等学校、中等教育学校の各課程より１名研

修に参加してもらい、自分の学校に伝えてもらうというものです。今年は 164 名参加いた

しました。キャリア教育の一環としてのシチズンシップ教育ということで、神奈川のシチズ

ンシップ教育はご覧の四本柱で整備されており、消費者教育も含まれております。研修の内
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容は、キャリア教育についての講義、学校の取組報告、各分科会に分かれての各学校のキャ

リア実践プログラムの共有、協議を行いました。今までは取組報告のところは政治参加教育、

司法参加教育の内容が主なものでしたが、今後は消費者教育も視野に入れて、来年度の研修

内容もまた変えていこうかなと検討中でございます。シチズンシップ教育につきましては

家庭科や公民という教科の枠を超えて学校全体で取り組んでいく必要があります。 
次に、昨年度のことですが、全国銀行協会との連携を２校紹介いたします。まずは湘南台

高校の取組です。１年生の現代社会の金融の時間においてパワーポイントを用いて授業を

展開し、全国銀行協会の教材を活用いたしました。ペアワークやグループワークを取り入れ

ながら学びを深めていくことで、思考力、判断力、表現力を身に付け、社会に参画する態度

を養ったということです。 
また、新城高校では３年生の政治経済において実施しました。教科書で取り上げていない

銀行の三大業務や銀行の利息の仕組みに言及している全国銀行協会の教材に有意性を見出

し金融の導入部として活用することで本単元の理解の一助としました。また、総合的な学習

の時間ではキャリア設計として、どこでも出張講座を利用して生活設計、マネープランゲー

ムなどを実施し人生の疑似体験を通して社会に出た後のお金との関わり方について学んだ

ということです。 
配布資料にはございませんが公民の教科についてお話しします。全国銀行協会の連携に

もありました通り、家庭科同様公民の教科も消費者教育に携わっています。現行は現代社会

という選択の必履修科目がございますが、新学習指導要領では公共という科目になり、全員

が履修することとなります。公共では多様な契約および消費者の権利と責任については司

法にまつわる基本的な考え方についても扱うこと、としています。なお、神奈川県では平成

28 年から新科目「公共」に係る研究をご覧の県立高校６校で実施しています。全国銀行協

会と連携をした湘南台高校、新城高校もこの指定校で研究されていました。 
最後に新学習指導要領の移行措置についてです。ご覧のスライドは文部科学省から平成

30 年 8 日 31 日付けで教育委員会に届いた通知文の抜粋です。この文書をもとに神奈川県

では、こちらの配布資料にあるように対応いたしました。高校 1 年生で家庭基礎を置いて

いる場合、今年度より取り組まなければならず、年度途中のお知らせに戸惑っている学校も

あったかとは思いますが、11 月に家庭科の教員を対象に説明会で説明させていただきご理

解いただけたかなと思っております。 
雑駁ではありますが以上で神奈川県の取組の報告を終わります。 
ご清聴ありがとうございました。 
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取組報告 

「高校における消費者教育の実践」 

辻 美枝氏 神奈川県立生田東高等学校 総括教諭 

皆さんこんにちは。県立生田東高校家庭科の

辻と申します。よろしくお願いいたします。家

庭科の先生がまた出てきたかなと思われます

けれども、３年前に行われました教育の実践、

消費教育の実践について３年間学んできまし

て、本年成年年齢の引き下げを踏まえてもう一

度組み直したものをご報告させていただきま

す。よろしくお願いいたします。

さて、高校の家庭科の消費者教育がどれくらい行われているかということですけれども、

家庭科の教科の中では家庭基礎２単位、家庭総合４単位、生活デザイン４単位というのがい

ずれか１つを必修となっております。そうしますと家庭基礎では 60 時間くらい、実質 60
時間くらいを学んで卒業していきます。家庭総合では 120 時間くらいを学んで卒業をして

いきます。そのうち実質ですね、私たち現場の家庭科の教員が消費生活に充てている時間は

４時間、家庭基礎では４時間くらいではないでしょうか。家庭総合では 10 時間くらいでは

ないかと思います。ですので家庭総合を 10 時間ととらえて、その中での実践をご報告させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

では、報告の構成ということでまずは、高校生のお金に関する認識と問題点ということで、

どのような問題点があって、どのように改善したらいいかということをお話させていただ

きます。単元の授業計画、授業実践の様子、そして成年年齢の引き下げを踏まえてというこ

とでお話をさせていただきます。

まず高校生のお金に対する認識と問題点ということで、授業中にアンケートを取りまし

たり、聞き取りをしましたり、それから事実度チェックということで面白おかしくチェック

を含ませて、「自立度何パーセントだね」みたいな話をしている中で生徒たちの問題点とそ

れから現状を把握したものをご報告いたします。

まず、商品を購入するときに情報収集し比較検討しているよと誇らしげにチェックをし

てくるのですが、何をしているかというと SNS などからの情報や口コミを聞いている。そ

れから「検討しているよ、比較検討しているよ」というのは金額と内容、端的に言いますと

量とお金、安くて多いもの、安くていっぱい買えるお洋服、というような単純な比較検討を

しているようであります。それからお小遣いなどに余裕があるとでは貯金をする、もしくは

貯金をしたいという意思を持っている生徒は大変多いです。で、アルバイトをしている生徒

もいれば、ご家族の方がお年玉を貯めておきましょうねということで自分の口座を持って

いるよという生徒も少なくありません。しかし、ではその口座に利息はついている？と聞く
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と何それ、と。借りる時につけて返すお金なのかしらと。分からずに借りてもお金は増える

のだよと、増えたことはない、ついたことはないと言いました。利息を知らない。ではカー

ドとは何かなというと、キャッシュカードとポイントカードを出してきます。クレジットカ

ードを見たことはあるけれど使い方は知らない。当たり前ですけれども使い方は知らない

し借金だとは思わなかった。いつお金を払うのかは知らなかったというような生徒が大変

多いです。 
このような生徒に 10時間でどのような力をつけさせるかというところが問題ですけれど

も、今回はですね、社会と、家計と経済社会の関わりを知ってもらい、批判的思考に基づい

た意思決定と行動。少し難しいけれども、どちらかというと主体的に考えて意思決定をし、

行動してもらう力をつけてほしい。それから消費者の権利と責任を理解し、行動に移してほ

しい。そうすることで消費者としての自立が促せるのではないかと考え、授業を構成いたし

ました。 
10 時間ですので構成も少し工夫しなければなりません。まず１時間目ですけれども、広

告を見てみようということで、難しくマーケティングとクリティカルシンキングなんて書

いてありますけれども、とりあえず自分たちが消費について何を知っているのか、何を知ら

ないのかということを実体験してもらおうというようなグループワークを行いました。で、

だいたいここでですね、やはり自分たちは消費行動があいまいだった、不完全だった、知識

が足りないということが分かるのでいくつかキーワードを生徒から出してもらいます。そ

うすると、家計という言葉や支払い方法という言葉、契約という言葉、経済という言葉がだ

いたい出てくる。で、その４つのキーワードに対して少しずつ授業内容を深めていく。こち

らから知識を与える場合もありますし、ワークなどをして自分で調べていく場合もありま

す。で、最後にもう一度広告を見てみようということで同じような、１時間目と同じような

グループワークをやり、自分たちの知識、出たことが正しかった、きちんと消費行動に移せ

たというような自信をもってもらう。その中でグループワークやワークシートというアク

ティブラーニングを取り入れた 10 時間という構成になっております。 
では１時間目、一番重要な１時間目ですけれども、広告を見てみようということでいわゆ

る導入部分ですね。消費生活について考え学ぶための意識付けの授業を行いました。展開１、

携帯電話会社の広告を見て気づいたことを考えプリントに記入するということで、携帯大

手３社さんの携帯電話の料金の広告、今いろいろな広告が出ていますよね、イチキュッパだ

のニキュッパだの。ああいうようなものを見て、各社の販売店になる生徒、各社契約を進め

る生徒に分かれてもらってプリントに記入をします。企業チームと消費者チームという風

に分かれて記入をしてもらいます。授業方法の研究であったものですから、売りたいポイン

トとかグループでなどという考え方、少し指示するようなプリントになっておりますけれ

ども、広告を読んでそれで事業者だったらどういうポイントで見たいか、消費者だったらこ

の広告を読んでわからないところはないだろうか、広告から分かることは何だろうかとい

うことを念頭に置いて授業を進めていきます。で、企業チームと消費者チームをばらばらに

31



しまして組み合わせまして、販売店をクラスに 10 個くらい作りました。で、各販売店でロ

ールプレイングをしてもらいます。消費者がお店に入って、「広告を見てきました。契約し

ようか迷っているのですが説明してください。」というと企業側の生徒は説明をします。「安

いのですよ、50 ギガが…」とか言うのですね。「ああそうなんだ、なんで 50 ギガなのです

か。」と生徒が聞きます、答えられませんね。当たり前ですけれども。で、分からなかった

ら「すみません。」と言いましょう。「説明できたら説明してください。」というようなアド

バイスをしながらロールプレイングを続けていって、では契約しますか、しませんかという

ような決定をその販売店の企業チーム、消費者チームで話し合って決めてもらいます。 
もちろんですね、契約と契約できなかったところと分けられまして、契約できたところは

どうですかということで理由を聞くと「得すると思ったから、得するということを押したか

ら。」と言います。契約しなかったところはどうですかと聞くと、「得してくれることしか説

明してくれなくてデメリットを説明してくれなかったから怪しいと思って契約しなかっ

た。」「聞いたことに対して説明ができなかった。」というような答えがでてきます。これも

こちらの思った通りの答えです。で、どれだけ自分たちが消費に対して知識がなかったか、

あいまいな行動をしていたかということをこの結果を見て確認をしてもらいます。ではや

はり商品について勉強しなければいけないねということで、こうする家計にとっての得っ

て何だろう、説明できない、分からない。契約ってなんだろう。そもそもなんで 50 ギガが

1980 円と決まるのだろう。経済の流れですね。はっきりとは分からなかったのですけれど

も、支払っているのは誰？というような問いをつくり、また支払い方法というキーワードを

記入させましたが。この４つのキーワードについて学習し、新たな消費者として必要な視点

が分かるという目標を立ててこれからの時間を過ごしていくことになります。 
今年度ですね、10 月くらいに消費税が上がるというニュースが入ってきました。ちょう

どその頃に支払い方法についても取り扱っていましたのでこれはちょうどいいということ

で一つ実践というかワークを入れてみました。消費税率の引き上げに伴い、キャッシュレス

決済というのがその頃は２％還元される、半年から１年間ということでしたね。それについ

て生徒に考えていただきました。 
新聞記事、まずは新聞が読めない、ニュースについて理解が深められないという生徒が多

いですので、新聞記事のコピーを渡しながらヒント、穴埋めのヒントを書いていきます。経

産省は何年までに何パーセントまでキャッシュレス決済を推進すると言ってますかですと

か、増税分は何と何に使いますか、来年度から何を無償化すると言ってますかとか、あとど

んな店舗でキャッシュレスの還元がもらえますかとか、キャッシュレスの恩恵を受けられ

ない人は誰と誰ですかとか、キャッシュレスに対応していない店舗が多い理由はなぜでし

ょうかという新聞を読めば分かるような問いを重ねまして、新聞を読み深めていってもら

う。深めていく中で新聞はそれぞれに問題点をこれ以外の問題点を取り上げています。それ

を総合して生徒たちが話し合い、図にしました。 
少し見えにくくて申し訳ないのですが、消費税 10％、ポイント２％還元になるとどうな
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るのだろう。まず計算しやすいのが一番ですね。ここ、ああそりゃそうかと、まあまあそう

よねと思いながらですねやっていくのですけれども。中小の店舗が困る、ですとか、あと子

育てしやすい社会だけれども、というような恩恵を受けられない人もいて、一つ一つこう枝

が一個で終わるのかなと思ったら横に繋がっていくことがあって、ああ考えているのだな

と。例えば保育園の話、待機児童の話なんかも、ここに出てきたりしてかなり新聞をきちん

と読んでそして自分の意見も反映、書いてくれているなと思いました。 
こちらはメリットを赤、デメリットを黒で書いてもらったのですけれども、物の値段が高

くなる、ああなるほど。そこで嫌な言葉を言うのかなと思ったら、様々なサービスが、もっ

といいサービスが増えるかもしれないというような発展的な意見もでてきたり。あとどこ

だったかな、保育をしていない世代は恩恵を受けられないとかですねそういうような意見

が出てきたり。すごく今何も考えないで楽しい高校生活を送っているのかなと思っていた

彼らがですね、消費税 10％は計算しやすいなんて言いながら、あともう一つですね自分た

ちは還元がないという子もいました。高校生はキャッシュレスを使うというのはなかなか

ないことですので三千円もらってスイカに入れても、なかなかそれは自由に使えるわけで

はないので自分たちには還元されないなんていうところに気が付いてしまった子もいたり

して、ああよく分かっているなと思いました。 
この授業を通して生徒たちにですね、この子たちは実は 18 歳でもちろん選挙権が得られ

ます。19 歳の４月１日に成年を迎える、今の高校生１年生は 19 歳の４月１日に成年を迎え

ます。成年を迎える前に選挙権を持ち、19 歳になったら成人として扱われる君たちが新聞

を読むのにこれだけ苦労しているけれども、これを毎日やって大人にならなければならな

いのだけど、どうと言うと、げーと、という言葉が出てきますが、その一言で少し成年とい

うところが身近になったような印象を受けました。 
こんな風に文章に書いて表してもらいました。やはりですね、高齢者、低所得者などの枷

になってしまって、政策メリットよりデメリットの方が大きいのではないの、住みにくい国

になってしまうのではないのとなどと言うその政治に関わってみたら少し不安が増えてし

まったというような子もいて、うーんどうかなとか思いながら、考える機会になってよかっ

たかなと思っています。 
では最後に 10 時間目です。また携帯電話会社の販売店とそれから消費者になって今まで

身につけてきたこと、意思決定の手順ですとか契約について、支払い方法について、家計の

内容についてを踏まえてもう一度販売店と消費者になってくださいとお願いをしました。 
この時に設定はかなり詳しくしました。まず消費者は初めて携帯を持つ小学校４年生の

保護者です。携帯電話会社は３つ、時計型、スマホ型、防災ブザー型の３つを売っています。

それぞれにどの機種を買うのか、何を目的としてどの機種を買うのかということを決めて

くださいとお願いをしました。保護者側の生徒は小学校４年生に渡せるための機能、必要な

機能と金額を考えます。企業側の生徒は保護者側が何を考えているのかを考えつつ、売りた

いのはどれかというさらに難しいことを考えながら、売り方というのを練っていきます。最
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後にロールプレイングをして消費者が子どもの携帯電話を買いに来たのですが、いいです

よ、これなんかおすすめですよという風にして自由にロールプレイングをさせました。契約

に持っていかせたところ、必ず契約内容をみせてもらう指導をしていますので、ではこちら

の契約について説明します。必ず説明してください、契約書に名前を書くようにしてくださ

いという授業をしました。そこで、何について説明したらよいかというようなことは私は何

もアドバイスをしません。もう学んでいますので。で、こちらの消費者としても、では署名

しますねというところで、必要な説明は一体何だったっけ、何を聞けば良かったのだっけと

いうようなことをもう一度ここで考え直してもらう機会になります。 
１時間目と 10時間目のロールプレイングを比べてということで生徒に感想を書いてもら

いました。１時間目は言えなかった自分の意見がしっかり言えた、それから買いたいものを

しっかり選べたというようなことが書いてある。それから、安心かつ安全なところ、安全な

ものと書きたかったのかな、選択することができた。商品のメリット、デメリットを読み解

く能力を手に入れたと思うなんていうようなことで、自分に力がついたということを実感

する生徒が大変多かったです。 
すみません、被っていますね。最後にですね生徒の変容ということで、消費生活 10 時間

を学んでどうでしたか、あなたの買い物は変わりましたかということで聞きましたら、買い

物をするとき欲しい物を普通に買っていたのだけれど、それがきちんと考えて買うように

なった、特色を理解して買うようになったとか、自分の理想に合った値段をまず見て、理想

と現実を比べてというようななかなかしっかりした意見がでてきたり、このあたりは初任

給の話もしましたので、初任給は意外と安いと、税金なんかも払わなければならないという

ようなことも理解してもらえるようになったかと思います。 
成年年齢の引き下げを踏まえてもう一度今の実践のお話をさせていただきますと、消費

を知る、それから契約について知る、意思決定を考える、消費と社会の繋がりを意識すると

いう点で 10 時間でこれらのエッセンスは入れることができたかと思います。そしてまたそ

の、自分が 18 歳でこれをきちんとやらなければならないという意識ができたかと思うので

すけれども、やはりそこはまだまだ未熟で今まで以上に知識を学び考える力を養う必要が

あるかと思います。 
また、この子たちは生まれてから 18 歳で成人ですよと言われてきた子たちではなく

て、今年の６月、昨年の６月にいきなり成年は 18 歳ですよと言われたわけです。本人た

ちの無意識かとは思うのですけれども、20 歳まで親の保護のもとでいるのだということで

生活していた子たちに、いきなりあと２年後に成年ですよというようなことを言ったとき

のその意識づけ、大人に対する意識づけというのが家庭科ひとつでは難しいなというのが

印象的でした。「先生頑張った、きちんとできるようになった」と言ってるのですけれど

も、やはりそこは社会科ですとかいろいろな総合の時間、それから働くことに関する教

育、政治に関する教育、いろいろなことの教育を交えていかないと成人年齢引き上げには

少し対応はできないのかなというのが私の感想です。ご清聴ありがとうございました。 
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取組報告 

「平成 30 年度消費者教育推進フォーラム取り組み報告」 

髙木 典子氏 神奈川県金融広報委員会、金融広報アドバイザー 

ただいまご紹介に預かりました。私は、神奈

川県金融広報委員会 金融広報ドバイザーの

髙木典子と申します。前の二方が高校の先生と

いうことで、「この金融広報アドバイザーとは

誰だと？」いう風に思われるかもしれませんの

で、自己紹介をさせていただきたいと思いま

す。私はもともと金融機関におりまして、今は

フリーのファイナンシャルプランナーとして

仕事をしております。主に個人のマネー相談であったりとか、あと企業さんですとか大学、

高校、小学校とか、いろいろなところで金銭教育、投資教育などのセミナーの講師をしてお

ります。

その中で、神奈川県の方から、金融広報アドバイザーとして、今年度、特に高校に向けて

の授業を多く依頼を受けましたので、その取り組みの報告ということでお話をさせていた

だきたいと思います。ですので、もしかすると教員の方から見れば、少し常識違いではない

かというところもあるかもしれませんが、その辺は大目に見ていただければと言う風に思

います。

皆さまの封筒の中に、神奈川県の金融広報委員会の講師派遣講座というものが入ってお

ります。今出さなくて結構ですが、ご興味ある方は、あとでこちら少し見ていただければと

思います。神奈川県委員会を皆さんご存知ですか。知っていますと言う方（挙手）…あまり

いらっしゃらないですね、半分もいらっしゃらない。ありがとうございます。一応お話をさ

せていただきますと、神奈川県、（事務局は消費生活センターの方にお願いしております）、

それから日銀の横浜支店さん、あと関東財務局、それから県内の金融機関ですとか報道関係

等が組織している中立公正な組織（団体）でございます。ですので、特になにかセールスを

したりとか、そういったことはございませんので、安心して使っていただければと思います。

講師派遣をご依頼いただきますと無料で派遣をさせていただいておりますので、お金の心

配はしていただかなくて大丈夫です。

どんな活動をしているかといいますと、主に講師の派遣、あとはこのような講座の開催で

すね、それから資料の提供などをさせていただいております。金融広報アドバイザーは現在

約 16 名ですが、いろいろなバックグラウンドの人がおります。例えば、学校の先生、（現

役・過去に小学校や高校の先生、大学の講師の方）がいらっしゃったり。それから消費生活

アドバイザーの方ですとかファイナンシャルプランナー、日銀の OB とか、あと行政書士さ

ん。本当にいろいろなバックグラウンドのアドバイザーがおりますので、ぜひ、「こんな人
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に話をしてほしい」というご希望等があれば言っていただければと思います。 
主な活動実績というのが、こんな形で暮らしの経済講演会ですとか。あとは、いろいろな

ところに、消費生活センターに出店をさせていただいたり。今日お話をするのはこちらの、

「市や区主催の学習会や団体の主催の学習会の派遣」ということで、私どものような金融広

報アドバイザーが派遣をされて口座を行うという形になります。本当にいろいろなところ

から派遣依頼をいただいております。例えば、本日小学校の関係の方もいらっしゃるかと思

いますが、「親子向けのお小遣い講座」などということで小学校からご依頼を受けたりとか。

あとは PTA さんとか、教育委員会さんとかにも夏休みとか特になにか講座ないかなという

ことでご依頼いただいたりすることもあります。そして、高校は、今非常に増えてきていま

す。特に去年あたりから非常に増えてきているということで、こちらも力を入れているとい

うところであります。 
（スライドの記載のみ）、少し古い資料なのですが、国民生活センターに寄せられている

消費者相談の状況です。この 1 番伸びているところ、左側ですね年齢別の相談件数の推移

ということで、18、19、20、21、22 歳と年齢別になっています。2010 年から 2015 年まで

の統計なのですが、どこを見ても二十歳になった途端に相談件数が非常に増えているとい

うことが見てとれます。それから、右側のグラフでは誰が相談をしてくるのかというところ

で、20 歳未満とあとは 20 歳代、30、40、50、60、70 なのですが、この少し斜めがかって

いる部分が本人からの相談。少し黒っぽいところは本人以外の人です。これを見ると二十歳

未満は本人以外から寄せられているということになります。要は、今未成年の取消権という

のが消費者被害の防波堤になっている。現状はやはり未成年というのは父母に親権に守ら

れている面が多いということがお分かりいただけるかと思います。 
ではこれを踏まえて、私たちの金融広報委員会は、どのように活動していこうかというこ

とで、契約に関する基本的な知識がないまま無防備に成人になることがないよう、これから

18 歳になる前に契約の取引、契約や取引のルール、消費者トラブルの回避方法など、最低

限の知識を身につけてもらえるように、アドバイザーも活動をしていこうと。それから、実

際に悪質商法に騙されるリスクというのは本当にいろいろなところにあります。これらを

自分のこととしてやはり実感してもらうということが大切ですので、そういったことを踏

まえて講座をやっていこうという風に考えております。 
特に日常生活に潜むリスクはどのようなものがあるかということで、金融広報中央委員

会の資料なのですが、このような感じ。ただ、神奈川県はおそらく卒業して一人暮らしをす

るという学生は少し少ないかなと思います。（資料は全国向けに作っているので）今後、一

人暮らしの準備であったりとか、あとは大学、学生生活この辺は結構多いです。私も実際に

大学の講義に行くと、「友達がこういうのにはまっているのですが」なんていうことで相談

に来る学生もいますので、そういう実際のところをお話をしてあげたりとか。あとは日常生

活、やはりインターネット、スマホの利用なども多いので、こういったところをではどうい

う風に話をしていこうかということで使うものが、こちらの金融広報中央委員会の方で作

36



成をいたしました、「これであなたもひとり立ち」という冊子です。すべての高校に、一冊

ずつ送らせていただいているはずです。家庭科の先生におかれましてはもう使っていただ

いているという方もいらっしゃるかと思います。もし全学生分、欲しいということであれば

ご請求いただければ遅らせていただきますのでご請求ください。 
今日お手元の方にもお配りをしております。「これであなたもひとり立ち」いうもの。目

次を開いていただきますと、３ページを開くとこれが全てワーク形式になっております。か

なり多いのです。１～15 までありますので、これを金融広報委員会に全部やってくれとい

う話になりますとできれば 10 コマくらいほしいかなという形になります。ですから、家庭

科で例えば先生が苦手なところ得意なところがあると思うので、「得意なところは自分でや

ります。苦手だけどちょっとここはやってほしいな」などという形で、例えば８番と９番や

って欲しいとか、10、11 番やって欲しいとか。だいたい３つくらいならなんとか 45 分、50
分の授業で入れ込めますので、なにをやって欲しいというご希望を入れていただければそ

れに応じて授業を構成して一コマにまとめて、やらせていただいております。 
それからこの中にないものでも。先々月、に行った高校では、年金とか社会保障関係をや

って欲しいというご依頼で、14 ページに給与明細の話というのが載っていまして、ここか

ら少し膨らまして授業を作りました。具体的には社会保険料の話や税金の話を生活と絡め

ながら少しスライドを作って行いました。学生には例えば、国民年金は普通には払うといく

らくらいか知っている？とか、５択くらいにしてですね、千円、三千円、四千円、五千円と

かして１番下に一万六千円といれておくのですけれども。だいたい毎月一万六千円払うと

思っている学生さんはほとんどいないのです。先生方とかも知らない方もたまにいらっし

ゃるかもしれません。それだけ払うのだよと興味をもってもらえるように話をします。 
また、「それまで払って、年金は何歳からもらえるか知ってる？」という問いかけをし、

却ってくる答えがだいたい 60 歳とかなのですが、「いやいや 65 歳、君たちの場合は 70 歳

からになるかも知れませんよ」とかなり脅しをいれます。「では 70 歳からいくら欲しい？」

と聞くのです。そうすると「30 万くらいかなとか 10 万くらいは欲しいかな。」「10 万か、

でも家賃どれくらいか知ってる？７万くらいかかったら３万でやっていけるかな？」とい

うと「ああそっか」なんて。「でももらえるのは６万５千円だよ」っていうとみんながっか

りします。そういうところでちょっとお金の感覚というのをやはり知ってほしいなと先生

のご意向もあってそういうようなのを入れたりしています。 
それを踏まえて少しライフプラン的なものをこれワークで作ります。今回はこれを A３

の大きいプリントにして配ってもらってやりました。金額は先生が初任給でだいたい合わ

せてほしいといわれたので、給与 22 万円とみんなに入れてもらいます。それから所得税と

か厚生年金、この辺は私の方でだいたい計算してここも入れてもらいます。あと、食費とか

住居費、この辺を生徒に「では入れてみてください」とに時間を取るのですが、だいたい想

像がつきませんよね。なので、例えば「では食費って１日千円で 30 日だといくら？」「３万

円。」「１日千円で食べていける？」「いや無理でしょう」というので、ではこのくらいかな
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とか言って埋めていくとだいたいみんな赤字になります。例えば住居費なんかも、その学校

さんの駅の近くのワンルームとかを一応調べていき、「どこどこ駅のワンルームだと７万円

だよ」「ええ！そんなにかかるんだ」とやり取りしながら埋めてもらって。これエクセルで

実はダウンロードがホームページからダウンロードができますので、それでやってみてく

ださい。先日は若い先生がこれを書いてくださっていたので、「○○先生の例です」ってち

ょっと入れて大赤字になっていてみんなで大爆笑というのをやったのですけれども。そん

な形でやると子どもたちにも「ちょっと厳しいのだな」などということを実感してもらえる

ので、ワークをいろいろ入れたりしてやっています。 
あとこの辺は悪質商法の関連になります。なるべく具体的な話を入れ込むようにして、ち

ょっと読み合わせをしてみたりとか、そういった形で使います。先生のご意向でだいたいで

すね、クーリングオフの話を入れてくれという場合が多いのですけれども、クーリングオフ

の話は、実際説明したところで学生は覚えているのかなというところが私はちょっと疑問

で、これをいちいち「えーと自分の場合は当てはまるかな」なんてそんなの焦ってたぶんや

ってられないと思うので、もうこれ一言で終わらせています。「１８８」これだけ覚えて帰

ってね、どこかにペンで書いておいてと言って、なにかあった場合にはやはり相談出来ると

ころがあればなんとかなるかも知れないよということを伝えています。アンケートに「１８

８」覚えましたって書いてくれたりする子もいるので、ああよかったななんていう風に思い

ながら帰ります。 
なかなか契約の話とかっていうのを本当に説明するのって難しいと思います。私の場合

はこの後にテストをするとかいうのもないので、文言を覚えるとかそういうのも特になく、

いかにリアルに覚えてもらえるか、実践に繋がるかというところを主に頭におきながらや

らせていただいております。 
それからこの「ジャンプアップ」を使ってやる場合もあります。この辺（表紙のページ）

はこういうのをだいたい配るとみんなやり出しますので、それに何番だったなんていう話

で騙され度チェックなんかをさせてもらったりしています。契約とはなんぞやという話で

はなく、もうここも「１８８」を覚えて帰ってね！という話をしてだいたい終わりにすると

いう形になります。一応クーリングオフの話はしますけれども、そんなに詳しくはしないか

なというところになります。 
あとはクレジットカードの話などもこちらのジャンプアップは詳しく載っていますので、

カード何枚持ってる？などという話を、では何を持っていますか。あとは前払いのものと借

金のもの。やはりクレジットカードは先ほどもお話ありましたが、クレジットカードは借金

なんだよという話をしたりとか。あと便利なところ、メリット、デメリットがあるのでそう

いったところを伝えて、気をつけるようにねというような話。 
あと時間があれば金利計算なんかもするのですけれども結構みんなできません。ので、金

利計算、数学の先生とかと一緒にやっていただくといいのではないかなという風に思いま

す。 
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少し早口でお話させていただきましたが、神奈川県金融広報委員会、ホームページがござい

ますのでぜひこちらを少し見てですね、ご興味があれば依頼を、講座の依頼をしていただけ

ればと思います。 
本当に先生方も忙しいと思います。できればご自身の手でいろいろな講座やりたいなと

思われていることでしょうただ、ただ、外部の人にお願いするというのも一つの手かと思い

ますので、ぜひ上手く使っていただければと思います。あと今日あちらの方にですね、FP
協会の方のパーソナルファイナンスなんていうのもありますので、こちらも派遣やってお

りますので、そういったところも上手く使っていただければという風に思います。では以上

になります、ご清聴どうもありがとうございました。 
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パネルディスカッション 

「若年者に向けた消費者教育について～成年年齢引下げを見据えて～」 

【西村 隆男 横浜国立大学 名誉教授】 

皆さま、こんにちは。これからの１時間弱にな

ろうかと思いますが、基調講演に始まった今日

のフォーラムの、シンポジウムのディスカッシ

ョンタイムということにさせていただきます。

色川先生の貴重な報告で大変私も刺激を受けま

して、消費者教育なんて昔からずっとやってい

るではないか、やっているにしては結局は定着

していないのではないか、しかしさざ波の如くと言ったらいいのか分かりませんが、少しず

つですが協議会ができたり、推進法ができたりする中で進展が見られるようになってきた

ということですね。各自治体の細かい調査をずっとされてらっしゃる先生、研究者であるが

ゆえにですね細かいお話を頂戴して、非常にありがたく思います。

今日のですね、この議論の中でぜひとも、みなさんに一緒に考えていただきたいのは、特

に今日は拝見いたしますと、高等学校を中心に学校の先生方が６割７割お集りいただいて

いるということで伺っておりますので、学校教育を中心としてこの成年年齢の引き下げと

いうことに対して何かするというよりは、色川先生の言葉を借りれば、成年年齢の引き下げ

というのを一つの契機として、きっかけとしてより一層本来やるべき子どもたちに必要な

消費者教育、これからの社会のありようも含めて考えられるような力を養っていく消費者

教育、これ一体どうしたら進められるのか、どういうことを考えたら良いのか。その辺を少

し考えてみたいと思いますね。

先ほどのお話を伺っていて、その例えば契約の本当はなぜ契約を守らなければいけない

のかとか言うことを考えなければいけないのだと、これは全くその通りだという風に思う

のです。物事が、歴史の発達の中で、その物と物と交換するという仕掛けができてくる中で、

ここで歴史の話をするのもなんですけれども、その物を、自分のものにしてそれを明らかに

する所有権という考え方が発達してくるわけです。それがなければもう勝手な収奪、そうい

う世界の中で力のあるものが、支配をしていた社会というのが現存するわけですね。それで

は国家として安定しないということからですね、歴史はその収奪の歴史から、契約の歴史に

変わっていくという流れがあるわけです。だからこそ権利とか義務とかいう考え方が出て

くる。その辺をですね、どういう風に理解させるかというところまで立ち返らないと、とい

う話です。

センターがなぜあるか。これもかなりショッキングな話かも知れません。相談員の方もい

らっしゃると思います。消費生活センターがなぜあるのだろう。心理相談センターというの

は無料でやってくれているところありますかね。健康相談センターというのは無料でやっ
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てくれているところありますかね。法律無料相談、これもありますね、弁護士さんに正式に

頼んで相談するとたしか 30 分５千円ですか、日弁連の規定で。プラス消費税ですから。今

度 10％になると余計大変ですけれど。そういうことで基本的に有料相談ばかりなのです。

健康相談だったら医者に聞くとか。だけど消費生活センターって無料なんですよ。それだけ

不思議だと思いません？たしかに。それだけ、あまりにも一般的にあるということですよね。

消費者被害もあるし、消費生活というのは、あまりにも情報を大量にもっている企業組織が

作り上げた商品が市場にばらまかれていて、その中にさらにステルスマーケティングかな

にか分かりませんけれども、いろいろ巧みに宣伝されて、先ほどの授業実践のお話とても良

かったですね。携帯のあの授業の中で僕が見事だなと思ったのは、携帯に始まり携帯に終わ

ったというところですね。あのつくり方は感銘です。こういうシンポもあちこちでやらせて

いただいたり関わらせてもらっていますけれども、あんなに素晴らしい授業、お世辞ではな

いですよ、先生。本当に良かったです。

自分のことを言っては何なのですけどね、消費者教育をやっていて意外にですね、よく分

からない、商品の側面を分かっていないことが結構あるのですよ。本当に携帯は競争がある

ではないですか、今度料金が下がるという話をさかんに官房長官がやっていますけれども

ね、そんなものは当たり前のことなのですよね。こんなに高いところは世界を見渡してもな

いのですから。

1 つ僕が試しにやったことだけ紹介しますね。A という会社からですね B という会社に

光回線を変えたのです。これは大変なのです、手続きが。絶対にそちらの方が安いと宣伝さ

れてそちらにして、変えたのですよ。その電気屋から、キャッシュバックを１万円もらった

わけです。さらには、解約をするのに１万円くらいのお金取られるじゃないですか。それか

らまたさらに、前の回線を廃止するために工事費がかかるのですよ。そういうものを全部ね、

新しい方の B という会社が払ってくれると契約書に書いてあったのですよ。電気屋で確認

したら、忘れた頃にお金が返っていますと言われたのですよ。７月の初めに契約したことを

僕も忘れていたのですよ。そうしたら、年末ジャンボみたいに年末に電信為替が来たんです、

２万円。嬉しかったですね。郵便為替。それで今日港郵便局で現金もらってきました。本当

にそういうシステムになっているのだけど、如何せん契約してから半年ですよ。半年何なん

でかかるのだろうと思いますよね。その間の利子欲しいくらいですけれどね（笑）。

とにかくそういうこともやってみて分かるんですよね。だから嘘ではないことを企業は

一応やっていると。ただ高いし複雑。そういうことをやはり教える方も、あるいは家庭にい

る方もですね、理解しなくてはいけないのだななんていうことを感じました。

では、さっそくですねディスカッションに入ります。今お三方のご報告を頂きましたので、

いつも私と違って冷静沈着な弁護士の島田先生にこのお三方のご報告にちょっとコメント

をいただこうと思います。すみませんがさん付けでいかせていただきます。では島田さんか

らお願いします。
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【島田 広 弁護士】 

はい、皆さんこんにちは。弁護士の島田と申

します。なぜ私がここにいるのかということ

ですけれども、消費者教育推進法をつくると

きに、日弁連の担当者として関わらせていた

だいております。

さて、私は教育の門外漢なので、コメントな

んておこがましいのですけれども、最後の金

融広報委員さんのその家計簿の授業ですね、

あれやると私も大赤字ではないかと思いました。リアルな授業で素晴らしいなという風に

思ったわけでありますけれども。本当に素晴らしい取り組みが様々ありまして、やはり神奈

川県は素晴らしいなと感じた次第です。教育委員会の取り組みの中で、特に教員研修がこれ

だけ充実している県はないという風に思うわけですけれども。特に感銘を受けたのがシチ

ズンシップというところをやはり柱に据えて、その中に消費者教育を位置づけておられる

というところ。これはまさにその消費者市民社会の考え方に合致した取り組みなのだろう

なという風に思いました。

これからの社会なぜ持続可能性が言われているかというところですけれども、私の資料、

お手元の資料集の 40 ページ、ここですね 45 ページのところに脚注で書いておいたことが

あるのですけれども、今、本当にこの社会の持続可能性が瀬戸際に立たされていて、これか

らその東京一極集中がどんどん加速していくのか、あるいは地方分散型で持続可能な方向

に向かっていくのかという、まさに瀬戸際にあるわけですね。そういった中で様々なイノベ

ーションを地域の中で起こしていかなければいけない。一人ひとりが、よく分からないけれ

どもどういった方向にいくか考えながらですね、答えがないところで答えを自分で見つけ

出して解決していく能力が、本当に求められる世の中になってきている。こういう中でやは

り消費者教育という形で社会参画の意識を高めていくことはですね、本当に歴史的にこれ

ほど求められている時期はないだろうという中で、この取り組みは本当に素晴らしいなと

風に思いました。

また、来年度以降消費者教育の視点を取り入れた研修をされていくというお話があった

わけですけれども、既に今年度、環境配慮と衣生活という形で、衣生活の中でどうやって消

費者の視点を取り入れていくかというところが入っているのが本当に素晴らしいなと思い

ました。フロアの教材展示の中で、文部科学省が西村先生中心にお作り頂いた、いつでもど

こでも誰でもできる消費者教育のヒント集というのがございます。この中で強調されてい

るのがまさにこの点でありまして、消費者教育は、なにも消費者教育という単元だけでやる

ものではないと。あらゆる衣食住の中で、あるいは他の科目の中で消費者教育の視点を取り

入れていく、そういったところが色川先生のご指摘にあった時間が足りない中ですね、いか

に消費者教育をやっていくかというところの大きなヒントになってくるわけでありまして。
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三者いろいろされているところが素晴らしいなという風に思いました。 
それから、次にご紹介いただいた授業の実践のご報告でございますけれども、本当にこれ

は私も西村先生同様素晴らしいなという風に思ったわけですけれど。特にその総合的に自

分の消費を考えるあのツリーみたいなものを書いてですね、深く考えられているのが素晴

らしいなという風に感銘を受けました。また、それがですね、実際の自分たちの買い物にど

うやって反映されたかということを最後に振り返らせている点がまたこれも非常に素晴ら

しいと思いましたし、それから導入のところでやはり何を取り上げるかというところで携

帯というところを取り上げたというのがやはり一つの大きなポイントだろうなという風に

思います。やはり高校生の段階ではなかなかですね、消費生活というものが実感がもてない、

割とふわふわとした消費者意識しかないというところで、いかにこの自分たちの身近な題

材を取り上げて教材化していくかということが大きな課題になってくるのかと思います。

それでこの携帯を取り上げたというのは素晴らしいなと思いました。同時にですね、もう一

つ問題提起といっては恐縮ですけれども、取り上げ方として「私」というところからはいっ

ていくのか、それとももう少し社会的な視点のところを取り入れて入っていくのかと、そう

いうところは検討材料としてあるのかなという風に思います。 
少し視点を変えてお話をしますけれども、契約の重要性というお話が色川先生のお話に

ありましたけれども、皆さん例えばこのホールの壁ができているのは木材でできていると

思うでしょう。私に言わせるとこれは契約でできているわけです。私が買って着ているこの

服、これも全て契約によって私の手元に来ているし作られている。要するに、私たちの社会

というのはすべからく契約がなければ成り立たない、私たちの人生はすべからく契約がな

ければ成り立たないわけです。そういう意味では、契約というのは社会をつくる、私たちの

人生をつくる、私たちが主体的に自分の人生を選択していくためになくてはならないツー

ルだと思うのですね。そこの重要性をですね、まず最初の方を理解してもらうというところ

から入るのも一つの方法なのではないかという風な気がいたしました。 
それから、衣食住それぞれに消費者の視点を取り込んだ授業開発、ぜひこれを今後またさ

き先ほど申し上げましたけれども、取り入れていただくと、さらに充実した先進的な取り組

みが全国に普及できるような形でできるのではないかなという風な感想を持ちました。 
 

【西村】 
ありがとうございます。島田さんはご自身で最初にお話をされたように、この消費者教育

が具体的に推進されていく契機になりました 2012 年の消費者教育推進法、この法律をつく

るのにあたって大変ご尽力をされたお一人となります。私自身も当時学会の会長をやって

おりましたので、その消費者教育の定着をさらに図るためにということで、これ議員立法の

形式で、ご承知のようにですね。行政がつくる閣法という形のものではなくて、参議院の立

法ということで、国会議員を通じて立法がされたという経緯をもったものですから、議員さ

んたちとの勉強会を何度も重ねてこれはやはり必要だとなったわけです。その会合にはで
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すね、河野太郎さんも出席され賛同してくださってできた法律ではございます。そういう一

つの所産としてこれを今生かしているところになるかと思います。シティズンシップ教育、

これは神奈川県がずっと進めてきているこの教育の中に、消費者教育４本柱の一つに入れ

て推進されるということ、これについて非常に素晴らしい報告であるということもコメン

トいただきました。 
さて、このそれぞれの先生方からですね、あるいは金融広報アドバイザーの髙木さんから

前半のところでご報告をいただいておりますが、ここでそれぞれのお立場というのでしょ

うか、それぞれが担っていらっしゃる上で、この消費者教育を推進していく、この消費者教

育を具体的に取り組むときに、この消費者教育をどう意識しているかというと少し質問が

抽象的すぎるかもしれませんが、ここのところをより強調して、こういう子どもを育てたい

とか、こういうことを伝えたいとか、その辺を少し先ほどご報告いただいたお三方を中心に、

ちょっと補足しながら訴えかけるようなお話をいただけたらありがたいなと思うのですが。

最初に宮本さんからよろしいですか。３、４分でよろしいですか。すみません。 
 
【宮本】 
お願いします。私は総合教育センターに所属しておりますので、先生方の研修等について

少しお話させていただきます。先ほど少し話せなかったところで、地歴公民の指導主事から

私が聞き取ったところを紹介します。公民科では新科目公共で多様な契約、消費者の権利と

責任に関わる具体的な主題を決定して、追究したり解決したりする行動に取り組むよう研

修で取り扱っていくということでコメントを頂きました。家庭科は生活に即した教科であ

るので、テストでただ良い点をとって良い成績を取るというだけではなくて、学んだことが

実生活に生かせるものでなくてはならないと思っています。先ほど色川先生のご講演にも

あった通り、この８ページの下の、「これまでの新成年は消費者教育を受講してきたのか」、

私は２年前にこのキーワードはだいたい教えているのですけれど、もしこの人たちが大学

生になった時に、習ってないとなった時に私の授業は無駄だったのかなとか思ってしまい

ます。学んだ知識がしっかり自分の生活に定着できるような、そういうような授業改善、先

ほど主体的・対話的で深い学びというキーワードも色川先生の方からでましたけれども、ア

クティブラーニング、そしてここは主体的に深く学んで、そして将来に生かしていけるよう

な授業改善というのをセンターとしてはもっと発信していきたいなと思います。 
あと、新学習指導要領の話をさせていただきましたが、幸か不幸か 2022 年から高校では完

全実施で、それが 18 歳成年と全く同じ年からスタートということです。正直いって消費者

教育だけ、家庭科のそれだけやっているわけではもちろんないので、他にもいろいろなとこ

ろがこれから変わってくる中で、ここも対応していかなければいけない。先生方が負担にな

らないように、こちらも必要な情報をどんどん発信していきたいなと思っております。 
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【西村】 
ありがとうございました。青森県の研修会に、２年前ですけれども伺う時があって、高等

学校の公民科の先生とそれから家庭科の先生と半々、それぞれ全体で 100 人くらい集まっ

た研修会ですね。教育委員会とそれから消費者協会の共催の事業だったんです。その中で一

つ僕が印象的だったその授業、先ほどその宮本さんのご報告の中で教科横断型のというの

がありましたね。その家庭科だけで担う話ではないと、もちろんその中心的な部分、家計管

理とかという話は生活設計とかというのは専門の部分があるだろうと思います。一方で消

費者問題とかですね、その法における権利義務とか、主権者教育的なものは公民科の方にそ

の主翼があるということです。その非常に印象的だった授業実践は、やはり学校、３時間目

は家庭科の先生がやるという３時間構成の授業実践の報告があったのです。集まった先生

方を生徒に見立てて実際に模擬授業を３時間分やったのです。これは非常に迫力がありま

した。なかなかできることではないのだけれども、職員室の席の隣が何を教える人とか他の

教科の先生が何しているか分からないみたいなところが多分にあって、そういうことでは

なかなかこういった総合的な教育内容というものができにくい。必要な中身については一

つの教科で担いきれない部分、もちろんその教科の専門性というのがあるから、そこを大切

にしながらも情報交換しながらちょっと棲み分けをしていくようなことも、授業時間が足

りないというような話もありましたから、そういうような中で工夫をこれから進めていく

こともあるのかななんて思いながら先ほど私も聞かせていただきました。 
続いて、では辻さんよろしいですか。 

 
【辻】 

では今取り組んでいることをですとか現状の中でのお話をさせていただくと、実践のご

報告の中でもありました通り、高校生の消費に対する意識というのが未熟です。できている

比較検討もしているし、よく考えて買っているよという中はＳＮＳであったり必要以上と

いうものであったり、その優先順位ですね、お金が優先なのか質が優先なのか時間が優先な

のかというような優先順位が立てられないという風なこと、これが現状です。 
ですので、なぜ買うのかそれからそれに対する情報収集はどうしたらいいのか、比較検討

の方法はどんな方法があるのか。意思決定をするときにどういう優先順位で意思決定をし

ていくのか。どうやって買って、買ったものに対する評価はどうなのかというような一連の

流れを全く経験していないままアルバイトをしたり、大きなお金を持って消費行動をして

いるという点が非常に危惧される点なので、それについてきちんとその流れを身につけて

ほしいという風に思っているところです 
あとは先ほども言いましたけれども、いきなり成年、いきなり選挙権という風に言われて

いる子供たちですので、子供たち自身も自覚はありません。18 歳成年だよと言ってもお酒

を飲んでいいのと言われてしまうようなところです。いや、お酒は違う…というところです

ので、子供たちもそうですけれども保護者も 18 歳成年ということ、また 19 歳成年という

45



ことを意識されていないのですね。選挙権があるだけでしょとか、その契約どうこうという

のは保護者の方にも何か意識付けが必要かなと思っているところです。 
 
【西村】 
 ありがとうございます。確かに、18 歳で契約ができてしまうということになるわけです

から、高校卒業して大学いこうというのに親の承諾なんかいらないわけですね。それで自分

で学生の方からいっぱいお金を借りてきて、それで大学の授業料払って入学金払って試験

料払って受験できてしまうというようなことがもう間もなく起こるということなのですよ

ね。それに対してやはりどういうその心の準備をさせるかというのは大変重要な話だろう

と。 
僕がさっき辻さんの報告を聞いていて、意外にその生徒への投げかけ方ひとつで生徒は

しっかり読み込んでいるなと思ったのは１つありましてね、それは新聞記事を読ませると

いうところがありましたよね。その中で。保育年齢の子がいるのは得するけれども、優遇さ

れているけれども、いない家庭はという話がありましたよね。あれは、その今施策として考

えられている２歳未満の子どもがいる家庭は２万５千円の商品券を２万円で買えるという。

なんだか騙されそうな話ですよね、これもまた。なんで５千円配ればいいのにね、その５千

円を配るのではなくて消費をあおるためにですね、２万５千円分のお金を２万のお金を出

さなければいけないというのですね。なんかとってつけたような施策だという風に私は思

いますけれども。ちょうど最近初孫もできたものですから、娘がこれを買わなければいけな

いのとか言われて、いやどうなるか見極めようとか言っているのですよ。とにかく、そうい

うことにも生徒の目が向いたというのが僕はすごいなという風に思いました。たぶん先生

の授業の進め方にいろいろな工夫が込められていて、生徒たちの反応が返ってきている。ま

さにアクティブラーニングを実践されている、その成果だろうという風に思いました。 
髙木さん、次よろしいですか。お願いいたします。 

 
【髙木】 
金融広報委員会としては、基本的には学校からのご依頼をいただいてそれに基づいて消

費者教育を行うということになります。一コマだいたい一コマしかもらえませんので、例え

ば講堂に移動、体育館に移動。それにまず先生がお話をすると正味 35 分とか。その中で何

が話ができるというと、正直難しいところが多いのが現状です。でも、その中で例えばさっ

きの「１８８」ではないですけれども、何か起こった時に一人で抱え込まずにご相談ができ

るというところを頭の片隅にでも残せてもらえれば。その一コマをきっかけにでは家庭科

の授業をもう少し真面目に聞いてみようかなという風になってもらえればという入口みた

いな感じで授業をしていければという風に考えてやっている次第であります。 
 
 

46



【西村】 
 ありがとうございます。かつて、消費者教育と消費者啓発はどう違うのだとか、そういう

話をよく議論したことがあって、僕はずっと消費者教育と消費者啓発は全く別物だという

ことをずっと言ってきたのですね。推進法には啓発を含むというような言葉が、最後の方に

これはたぶん行政の要請があって文言が入ったのだろうと勝手に解釈しているのですけれ

ども。要するに、啓発というのは情報提供なのですよ、私の理解では。教育というのはやは

り相手がいて、相手が変わらなければ教育にならないわけですよね。その働きかけをして、

そこに対してどういうリアクションしてくるか。啓発はパンフレットをたくさん積み上げ

ておけば一応啓発したと実績には一応なる。だけれど教育はそんな甘いものではないわけ

ですよね。そういう意味でやはり僕は教育と啓発というのは違うとずっとこう思い続けて

いる人間なのですが。 
要するに本人たちが気づいて考えて、そういう問題にぶち当たらないようにあるいはぶ

ち当たったときに自分でどう解決できるかということの手順が分かるということが必要だ

という風に思うのですよ。ですから、おかしいなと思わなければいけないのですよね、例え

ば悪質商法でいったら。それが、消費者庁の報告書がありますけれども、その心理的要因分

析と報告書というのが６月でしたか８月でしたか、膨大なものがホームページに載ってい

ます。その報告書を見ると、若者たちは、４割がたの若者がその寄ってきた、要するに悪質

商法の勧誘に対してですね、疑う気持ちを持っていないのですよ。良い人だと思っているの

ですよ、声をかけてくれた人は。本当に私のことを考えて、あなた就職のことで困ってませ

んかとか言われて信じてしまっているわけですよね。そんな人の良い学生が、この１万２千

人に調査だからかなり信頼性は高いと思うのだけれど、４割は信じてしまっているのです

よ。それが先ほど髙木さんのご報告の中にもありましたけれども、20 歳になるとうんと相

談が増えるという国民生活センターのバイオネットのデータが出ていましたけども、それ

くらい、消費者被害というのが出てきてしまう。 
だから、やはり広告で学習するとありましたよね。広告って本当に僕たちの皆さんのためを

思ってできているものか見抜く練習をするとかね、例えば県は嘘つかないと思うけれども、

シンポジウムがあるって本当にあるのかとか、そういう風に思ったり確認をする。架空請求

のはがきなんて裁判所からなんてあるのでしょう、僕はもらったことはないですけれども。

そういうことだと信じてしまって、お金払ってしまう人も世の中にいるわけですよね。だか

ら、みんなそうやって、消防署の方から来たなんてあるけれども、同じようにやはり疑問を

持つ。そういう訓練の授業というのかな、なんかこう丸め込まれるというと言葉悪いですけ

れども、疑う気持ちを持たないような教育とは教育ではないのですよ。やはり自分で考えて、

深く考えるというのはそういうところだと思うのですよね。そういう教育は世界全体の流

れです。 
そんな話をしているうちにもう 30 分経ってしまったからですね、その対策、今後どういう

ことをそれぞれ考えて進めていけば、消費者教育の定着、あるいは成年年齢の引き下げとい
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うことに対してなんらかの手立てができるのかなというようなことを、今後の対応とか対

策とか課題とかいうことにちょっと切り替えてお考えをみなさんからお伺いしようかなと

いう風に思います。島田さんよろしいですか。 
 
【島田】 

43 ページの私の資料にも書きましたけれども、ポジティブな消費者教育というところに

尽きるという風に思っております。若い人にネガティブな話をしてもですね、なかなかその

学ぶ意欲が湧かないというところもそうなのですが、なによりもやはり契約というものは

先ほど申し上げたように自分の人生を切り開くために必要なのだということですね。私別

の機会にお話したのですけれども、「契約というハンドルを握ってこの世の中を駆け抜けて

いくドライバーになるのだという風に思ってください。そういう意識を子供たちに与えて

ください」という話をしました。ドライバーも、ハンドルを切りそこなえば事故を起こしま

す、けがもします。しかし、使い方をうまくすれば人の役にも立てることができる、そうい

うものだと思います。 
今やられている消費者教育というのは、被害防止の啓発の話、言ってみれば教習で事故の

ビデオを見せているようなものなのですね。それはもうその時はあっと思ってもすぐ忘れ

てしまいます。今、大事なのはその日常の中で自分を鍛えられる、危険予知訓練ですね。私

は JAF の会員なので「JAF メイト」ってとってますけれども、あれで一番最初に見るのが

その危険予知訓練なのです。どこに危険があるのか、どういう風なところが注意すべき点な

のか。 
悪質商法の勧誘手法というのは、実は、基本的には私たちが普段テレビ広告で見る勧誘と

一緒なわけです。例えば「返報性」なんてありますけれども、一番端的に言えば要するにス

ーパーの試供品販売ですね。試供品販売で「これどうぞ」と食べさせられると「なにか買わ

なければいけないかな」という風に思うようになってしまう。悪質商法も全く一緒でよく言

われる手口としては、たくさんの人数が集まってだらだら一人の人に対して説明をする、そ

うすると相手の時間を使わせたということだけで「ああ申し訳ないな」と思って契約してし

まう、あるいは、今、西村先生のお話にあったように心配、相手のことが心配していろいろ

アドバイスしてあげる、そうするとそこに何かお返しをしなければならないという気持ち

が働く。あるいは、例えば 30 万円の商品これ買ってという風にまずぶつけといて、それは

だめですよと断る、断ると「ああ悪いことしてしまったな」と思って、返報性の仕組みが働

いて、もっと小さい 10 万円の商品、10 万円なら買おうかという風になってしまう。実は売

る方の狙いは 10 万円なんですよ。 
そういう風な形でそういった手法というのは日常普段に、我々の周辺にあるわけですね。

それをですね気づくことによって、その悪質商法の対策にもなってくるし自分のその日々

の買い物の自由度というのも増してくると、こういうことです。 
アメリカで面白い実験がありまして、投資の詐欺勧誘の電話をかけるという実験なので
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すけれども、その前に，ある講義を受けた人と受けなかった人で違いを比べてみました。な

んの講義かというと詐欺勧誘の手法の基本的なもの、先ほど申し上げた返報性とかそうい

ったものを紹介して、それがテレビのショップチャンネル、これの中でいかに同じような手

法が使われているかということを自分でテレビを見て指摘してくださいというそういう講

義を受けさせるのですね。それを受けた人と受けてない人で、実際にせの勧誘電話を数週間

後にかけるのですけれども、被害に合う人は半減するのです。それくらい、日常の危険予知

の訓練を受けるかどうかで全然被害自体も変わってくるということが明らかになっていま

す。そういったところも含めて、ポジティブな気持ちで日ごろから自分の消費のあり方を見

直せるような、そういった教育が必要だろうと、いう風に思っております。 
 
【西村】 
 ありがとうございました。どうしてもその従来と言いましょうか、消費者教育というとで

すね、そのクーリングオフを教えたり、消費者被害の何たるかを教えたりして、訪問販売の

いろいろな種別というのですか、マルチ商法であったり○○商法であったり。たしかに教科

書にも載っているのですよ、現実には。そうすると、そこで教えるということになるとどう

してもネガティブな話、暗い話ですよね、被害に遭わないように。なぜそんな何千万も失っ

たのだろうとかですね、そういう話になってしまう。そうするとやはり将来にむしろ逆にこ

う不安を抱いたり、ポジティブに考えたりする志向というのがむしろ失せていく。そうでは

なくて今島田さんのお話にあったように、ポジティブコンシューマーと言いましょうか、ポ

ジティブコンシューマーエデュケーションというのですか、そういう形で自分たちがむし

ろこれからの 21 世紀後半の社会を作り上げていく、そのためにはどういうライフスタイル

をつくっていくのか、どういうその商品購入をしていくのか、あるいはどういう企業を育て

ていくのかというようなことを考えるためのその原点としての商品のありようとか、買い

物のありようとか、お金の使い方とかというところに、考えを及ぼしていくことが不可欠な

のだろうと思います。 
そうすると彼らなりに、やはり自分のことだけではなくて他者のことも考えて、児童労働

のことも考えたり、貧困問題も考えたりしながら、障碍者のことも考えて自分たちがお金を

使っていくというようなこともその考えの中には入ってくる。大切なもちろん消費者教育

の狙いそのものだ、消費者市民社会としての生きる人間として、必要なことだろうという風

な印象を今のご発言から受けました。 
この今後の対応あるいはこういう道筋ということでお伺いを続けたいという風に思いま

す。では宮本さんお願いいたします。 
 
【宮本】 
はい、お願いします。また研修に関してなのですが、先程、冒頭でも何回かお話でている、

家庭科や社会科、公民科だけで消費者教育をやるというのはやはり限界があるかなと思っ

49



ております。その教科だけではなく、他の教科も含めて教科等横断で、学校全体で消費者教

育が必要になってくると、やはり先ほどちょっと評価いただいたのですが、シチズンシップ

教育、これが不可欠ではないのかなというところです。シチズンシップ教育自体はまだ少し

周知しきれていない部分もあるのかなというところで、まずはそのシチズンシップ教育に

ついての周知というのをしっかり行っていきたいと思います。 
今年度の研修は、私が担当させていただいたのですが、例えばシチズンシップ教育に来る

先生たちは例えば毎年決まった方が来るであるとか、あとは家庭科の担当だからちょっと

行ってきてとか、公民だから行ってきて、と声がかかることが多いと思います。それだけで

なくて、家庭科や公民や特定の先生以外の先生方も、研修に参加してもらってどの先生が来

ても分かりやすく、実りある研修と言いますか、こういうことならうちの学校でもやってみ

ようかなとか、自分の学校の取り組みが発表できるような形でシチズンシップ教育という

のを広めていきたいと思っております。 
なので、学校を通して、学校全体で消費者教育というのは必要になってくるということと、

その教科の枠を超えて学校全体で取り組む。今消費者に関しての話なのですけれども、そも

そも成年年齢が 18歳になるということは選挙権ももちろんそうですし、契約もそうですし、

婚姻年齢も女性は引き上がってしまうのですね。18 歳から婚姻年齢男女ともにというとこ

ろで。なってきたときに、成年としての立ち居振る舞いであるとか、例えば責任とか。言動

に責任を持つこととか、モラルとか、マナーとか、そういうことも含めて、学校全体で見て

いかなければいけないのかなというところは感じております。センターとしてはもうちょ

っとシチズンシップ教育を頑張ろうかなと思っております。以上です。 
 
【西村】 
 ありがとうございました。神奈川県はかなり早い時期からね、シティズンシップ教育に取

り組まれて実績を持っていると思います。ですから、逆にその消費者教育もある意味入り込

みやすい部分もあるだろうという風に思います。 
それから、今日冒頭のところで文科省の塩見さんのお話の中で、カリマネの話がございま

したよね。カリキュラムマネジメント。これはもう今度の学習指導要領で、カリキュラムマ

ネジメント、それからアクティブラーニングと、これはもう重要課題と言うことになってい

ます。なんかそのカタカナにすると格好良く聞こえますけれども、これはもう必須になって

くるのですね。学校全体としてやはりこう教育課程を見直すという考え方という風に思い

ます。ですからそこの中にシチズンシップなり消費者教育なりということを包含して、それ

ぞれの教科の中であるいは学校活動全体の中でその共通の認識を持つということがないと

いけなくなっています。まさに成年年齢引き下げのところに対応していく子どもたちを育

てていくという意識が必要なんですね。たぶん、もしかしたら学校の先生の中にもまだ本当

にわずかかもしれないけれど、18 歳成人ということを知らない方もいるかもしれない。そ

んな失礼な言い方してはいけないかもしれないでしょうが、少なくともこの 18 歳成人のこ
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とはもう間もなく始まるのだよという意識をですね、やはりすべての先生方が共有されて

学校全体としてシチズンシップ教育を絡めて言いますとですね、やはり消費者教育の中に

こう関わっていく。数学であっても理科であっても関わっていく。できると思います。様々

な取り組みから。そんな気持ちをですね、つくっていただく、これはもちろん管理職のリー

ダーシップも一方で必要だろうと思いますし、また教育委員会さんとしてもむしろそれを

進めていただくということが必要なのかなという風な気が致しました。 
続きまして辻さんよろしいですか。 

 
【辻】 

はい、これからですけれども、まず高校生のその消費について不確実な部分、何で買う

の？友達が買ったから買うとか。良いと言われたから買うとか。何で買うのか、どれが良い

のか、どうやって情報を収集するのか、先ほどありましたけれどもどうやって決定するのか

というところを徹底的に身につけさせていかないと、その島田先生のおっしゃった契約を

持って人生を歩んでいく中で、良い契約ができるのか悪い契約ができるのか、事故ばかりな

のか高速道路に乗れるのかというところは変わってくるかと思うのですね。ですので、自分

の消費行動もしくはその自分の生き方に対する考え方というのを徹底的に自分でこう練習

できるような教科、もちろんそれが家庭科であることもあるのですけれども公民ですとか

総合の探求の時間という中で取っていけたらいいかなと思っております。 
例えばこの間情報課の教員と話をしましたのは、比較検討とよく家庭科で言うけれども、

どうやって比較検討するか知っている？と言われると、うーんちょっと待ってと言う。こう

いう比較検討があって、情報ではこうやって扱っているのだよとか、情報収集の方法とは、

情報という教科は情報収集について教えるわけですから、もっと情報と家庭科とやること

がまとめられるのではないかとか。公民の先生からは家庭科は消費者の目線、公民はグロー

バルな目線、そこを分けて話せればいいねとか、そこをもっと有効したなにか総合的なとこ

ろができるといいねと言うようなこと、現場の教員の中でも話はありますけれども、なかな

か時間がなくてできないという部分もあります。その時間の確保などもできればいいかな

と思っております。 
 
【西村】 
ありがとうございました。なんか高速道路に出るのも良いのかどうか分かりませんけれ

ども、あまりスピード出しすぎてもいけませんので。それを聞いて、契約免許証とかね、そ

ういうものを発行するような仕組みはできっこないのですけれども、これだけのものを学

習してこれだけのものを市場で、マーケットで購入して、自信を持ったら免許証を出せると

か、そんなようなシミュレーションができたらいいのかなとか、ちょっと今デザインしてみ

たいなという気持ちになりました。 
では髙木さんお願いいたします。 
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【髙木】 
先ほど、なんか変だなあと思えるというお話があったのですが本当にその通りだなと思

います。私は金融広報アドバイザーなので、金融の話なんかもしたりするのですけれども、

やはり簡単な儲け話はないのだよということを知らないのですよね。例えば、10 万円はら

ったら 100 万になって返ってくるなんてあるわけないと皆さん思いますよね。でもそれを

うまく話されるとあるように思ってしまうとか。そういったところは、心理学的に上手く、

向こうもプロなので悪質商法の方は。いろいろやってくるのだと思うのですが。やはりなん

か変だなと思えるようになるには、ベースにやはり金融教育とかをできれば私は小学校か

らやってもいいのではないかなと思っているのですが、それを高校の２年生の家庭科だけ

でとかってやるというのは正直難しいと思うのですね。なので、お金の話って今タブーでは

なくなりつつあるとは思うので、できればもう少し早い段階からいろいろなことをご家庭

でも学校でも話ができるようになると、こういったなんか変だなと普通に思えるような社

会になってくるのではないかなと言う風に思います。 
 
【西村】 
ありがとうございました。子どものころから、小さいうちからやっていくことの大切さと

いうの、ご経験の中からお話があったかと思います。 
今それぞれにご発言をいただいたのですが、せっかくこんなに多くの、ほとんど満席状態

でお見えでいらっしゃいますので、もしご質問やご意見、ちょっとこれシナリオにはないの

ですけれども。せっかくの機会ですので、パネラーの皆さんあるいは私でも結構ですし、ま

た色川先生もいらっしゃいますので、色川先生に対してもよろしいですかもし何かあれば。

一人か二人、ご質問あるいはご意見等あれば挙手いただければと思うのですがいかがでし

ょうか。 
ではご所属があればご所属とお名前、その後で簡潔にお願いいたします。 

 
【質問者】 

私 NPO フォーエヴァーグリーンの渡邊と申します。大変興味深いお話だったのですが、

これのゴールはどこですか。 
 
【西村】 
あの、どなたに全員ですか。 

 
【質問者】 

どなたでも。どこを目指しているのですか。何になればゴールなのですか。 
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【西村】 
では非常に難しい質問かもしれないけれども、どなたか、とりあえずなにかその今のご質

問に対して回答、あるいはよりそのご質問の意図を逆に明確に伺うというような形でもい

いかと思うのですが。どうぞ。では島田さん。 
 
【島田】 
ありがとうございます。ゴールはあるようなないようなものだと私は思っていて、要する

に、私が申し上げたような、主体的でかつ自分のことだけではなく社会的なことも含めて総

合的な判断をできる消費者が、みんながみんなそうなるわけでは、いきなりそうなるわけで

はもちろんなくて、できない人も当然たくさんいる。しかしそれがだんだん増えていく。そ

ういう中で社会が公正でより持続可能な方向に進んでいく、その過程がずっと進んでいく

というのが理想形なのだろうと思います。ですからゴールというのはたぶんずっと彼方に、

より良い方向の社会があるという形なのでしょうけれども、何かゴールがあるというより

かは一つの過程なのかなという風に理解しています。 
 
【西村】 
他のパネラーの方何かございますか。 
私はね、こう考えているのですよ。考えない消費者が多いのですよ。つまり例えばお店に

行って、あるいは行列に繋がって、なんだかわからないけれどもたくさんいるからきっとな

にか人気があるのだろうと思ってそこに付いていってなにか物を買ってしまうとかですね。

それからその意味もないのに袋詰め、いっぱい袋に入れれば、いいと思ってティッシュをた

くさんもらってくるとかですね、いろいろあるから分からないけれども。 
やはりそれが本当に自分に必要なものだったら良いと思うのですよ。だけれど実際には

必要のないものを買ってしまうとかですね、それから先ほどから何度かお話に出ています

けれども全く考えていなかったような、へんてこりんな詐欺まがい、詐欺の手口に完全に乗

ってしまって商品を買ってしまうとかですね、これは何も考えていないからですよね。 
同時に僕は思うのです。今の今日来ている皆さんは別としまして、本当に国民の皆さんは

ね、社会のこれからの姿を真剣に考えているのかどうかと。それは投票に行かないではない

ですか、肝心な。今年は参議院選挙がありますよね。地方選挙もあります。なぜあんなに投

票率が低いのでしょうか。どうでもいいと思っているのですよ。という風にしか思えないの

です僕には。それはどうにもならないだろうと思っているような、あるいはどうでもいいと

思っているような国民が高校生、大学生、全部含めてですよ、あまりにも多すぎるのですよ、

と僕は理解しています。だから僕は、消費者教育という非常に小さい分野ですよ、僕が関わ

っているのは。だけど、それを通じて意識改革を促したいと思っているんです。行動改革を

促したいと思っているのですよ。だからこれまで、ロビー活動をやって法律をつくったり、

何年かかけてこういう仕事をやらせていただいてきたというのは。そしてリタイアしても
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まだしつこくやっているのですよ。これはね、もっと考えなくてはいけないのではないかと

思うんですよ。 
安定政権と言うけれど、あまり政治の話はしたくないですが、いろんな問題があって安定

なんかしていないではないですか。そういうところにこそ疑問を持たない高校生や大学生

が多い。僕も大学生を 25 年間教えてきたけれど、本当に複利も知らないのですよ。たしか

に今は利息って付かないから、利息いくらって出来ない、１円未満つかないですから。通帳

みても金額が出ない場合もあるけれども。消費者教育というのは考える訓練だと、これを直

接の目標、もちろん究極的には先ほど島田さんおっしゃってくれましたけれども、人間が生

かされる社会、本当にあるべき姿という理想郷みたいなものにそれが共生社会なのか、男女

共同参画社会なのか、いろいろな言い方があると思いますけれども、まさにその貧困のない

世界とかですね、平等社会とかという、そこにたどり着くための努力をしていくのが消費者

教育の究極の目標なのではないかなという風に私は思っています。 
 
【質問者】 

素晴らしいです。 
 
【西村】 
ありがとうございます。 

 
【質問者】 

たぶん、1 番最初にそれを聞いてからこれを見ると全然意味が違ってきます。 
 
【西村】 
そうですか。消費者教育の原点というかな、そのあたりはそこにあると思っています。も

ちろん今差し迫った問題として、成年年齢引き下げの問題がね、法律として挙がってきてし

まったからこれにどう対処するかというのがたしかに大きな課題にはなっていますけれど

も。今当面の。ありがとうございます。 
他によろしいですか。 
そうしましたら、時間の方が押していまして、もう５分もない時間帯になってきましたの

で、そうですねせっかくですからパネラーの皆さんから、何か皆さん方への投げかけという

ことでも結構です。一言ずつ、これだけは最後に伝えたいと、メッセージとして投げかけた

いということを、ご発言いただけたらと思います。では今度最後に反対によろしいですか、

髙木さんからで。はい、お願いします。 
 
【髙木】 
私は教育に携わっているわけではないので先生方のご負担がどれくらいなものなのかた
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ぶん半分も理解ができていないのではないかなと思います。本当にいろいろなカリキュラ

ムが多くてお忙しい中今日せっかく来ていただきましたので、ぜひですね無理に自分でや

ろうとせずですね、外部に委託する。例えば消費生活だったらこちらとか、あと情報関係で

すといろいろな NGO 法人さんとか使ってやってらっしゃる学校さんもありますので、どん

どんどんどんやはり外部のもの、使えるものは使っていただいて自分の生活もぜひ豊かに

してほしいなとなんていう風に思います。

外部の話を聞くという中に生徒にとっても刺激があって逆に聞いてくれるのではないか

なという風にも思いますので、ぜひ上手く外部を利用して消費生活、消費教育ですね推進を

していっていただければと思います。ありがとうございました。

【西村】

ありがとうございます。では続いて辻さんお願いします。

【辻】

はい、高校の先生方、大変いらっしゃるかと思いますけれども、これから大変な時期を迎

えます。特にこうやって先生は今年度半ばに先行実習をしなさいと言われたりですとかい

ろいろなことがありました。これから変わっていく中で今どこがゴールですかというお尋

ねがありましたが、私が考える高校教育のゴールというのはやはり考えられる人間をつく

ることだと思います。また家庭科の中でも考える、人生を考える、それから食生活を考える

全て考えるというところで授業を進めているのではないかと思っておりますので、これか

ら大変カリキュラムとしてもそれから学校の中、外も大変になりますけれども、ぜひこのセ

ッションを忘れずに頑張っていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

【西村】

ありがとうございます。宮本さんお願いします。

【宮本】

はい、まずはどんな子どもたちを育成していきたいのかということ、たぶん学校教育目標

とかもあると思うのですが、その辺をしっかり見据えてほしい。要するに先生方が多いかと

思うのですが、自分の学校の生徒たちを、どのように将来のために、どういう風に育てて賢

い消費者になるか。子供たちが将来困らないように、自立した人になってもらえるように、

どんな目標を持って子供を育てるのかというのを考えていただきたいなと思います。以上

です。

【西村】

ありがとうございました。では最後、島田さんお願いします。
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【島田】

はい、これは自戒も込めてなのですけれども、先生方は多忙な中で消費者教育を効率的に

進めていく中で、外部の連携がぜひ必要なのですけれども、残念ながら私ども弁護士もそう

ですし消費生活相談員の皆さんの中でも、どうしても授業に行くと被害事例ばかりずっと

乱立してしまっているパターンが多いのですね。これでは、子供たちが日常生活の中で自分

を変えていく契機にはならない。こういったあり方を変えていって、「子供たちが自分で考

え、生活を変えていく力をつける消費者教育とは何なのか」をですねみんなで考える、これ

からの成年年齢引き下げまで、そういった年にしていきたいなという風に思っております。 

【西村】

ありがとうございました。

ついこの間の土曜日に、たぶんご覧になった方もいらっしゃるかと思うのですけれども、

「母、帰る」という日本のドラマが NHK で流れたのですね。病気で亡くなる母親がですね、

自分の記憶を AI に移植をして、その AI による遺言という形に組み込んだのですね。父と

子の関係が悪かったその家族にですね、その AI が組み込まれたスマホを通じて亡き母親が

話しかけてくるわけです。もう死んでしまっているのですけれども。そうやって自分が生き

るための証を子どもに伝えて、世話をしていこうと。何をその象徴しているか。これ興味あ

る方はですね、僕は非常に面白かったのだけれど、再放送が土曜日に深夜ありますから。た

だ現実起こりそうな話なのですよ。AI が進んでいますから。 
それで最後に言いたいのは、だけれど AI にできないことがあるわけですよ。やはりそれ

は AI 自身が考えるということができないわけですよ。いろいろなものを何万通りのものを

全部組み合わせて作って、そこで判断しているから今、投資も AI が投資するやつあるでは

ないですか、なんていうのでしたっけ、ロボアド投資でしたっけ。そのそういうことで、だ

けどその AI は責任持ってくれないですよね。損したからといって。だけどやはり自分で考

えなくてはだめだ、最後に人間にできることは考えること。

ですから繰り返しになりますけれども、やはりその創造性とか批判的な視点というもの

を、養うというのが教育の重要な柱だろうと言う風に思うのです。そんな時にやはり消費者

教育ということをですね、身近な毎日の生活ですから毎日の買い物ですから、そういう視点

で考えられる子どもたちを育てていく、大人たちを育てていくというか、この消費者教育に

よって、むしろ先生たちはその手助けをするというのかな、そんなサポートを先生方にも期

待したいし、親御さんたちにも期待をしたいとこんな風に思います。

ちょうど時間になりました。今日のこのシンポジウム以上でお開きとさせていただきま

す。パネラーの皆さんありがとうございました。

以上

56



３．開催速報
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４．アンケート
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平成 30 年度「消費者教育推進フォーラム in 神奈川」＜アンケート＞ 

本日は「消費者教育推進フォーラム in 神奈川」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神奈川」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、神奈川県・神奈川県教育委員会と共催で開催しました。 

（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？ 

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）本日のフォーラムを何でお知りになりましたか？（複数回答可）。 

  １．消費者庁ウェブサイトで知った  ２．その他のウェブサイトやＳＮＳ等で知った 

  ３．チラシを見た  ４．知人や友人から聞いた ６．その他 __________________________ 

（問５）参加したきっかけは何ですか？（複数回答可）。 

  １．「消費者教育」に関心があった ２．プログラムに興味があった ３．友人に誘われた 

  ４．登壇者および登壇者の所属団体の関係者  ５．その他 _______________________________ 

（問６）本日、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．基調講演「成年年齢引下げを踏まえた消費者教育について」 

２．取組報告 

３．パネルディスカッション  

４．展示交流 

※裏面に続きます。
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（問７）本日のフォーラムには 満足 されましたか。また、次回開催（文部科学省との共催も含む）があ

れば 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

全体的に満足した ５ ４ ３ ２ １ 

次回も機会があれば参加したい ５ ４ ３ ２ １ 

（問８）参考になった講演者等 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。 

講演者名 理   由 

◆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 (横浜市)  ２．開催地の都道府県内 

３．開催地の都道府県以外（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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５．アンケート集計結果
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消費者教育推進フォーラムin神奈川

日時：2019年1月8日

場所：横浜情報文化センター情文ホール

アンケート回収率 54％

（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？

1.今回初めて参加した 86.5%

2.今回で2回目の参加 4.5%

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

4.5%

3.3回以上参加 3.6%

未回答 0.9%

100.0%

1.結びついた 57.9%

3.どちらとも言えない 31.6%

2.結びつかなかった 5.3%

未回答 5.3%

4.新しい活動や連携した取り組みを実施する予定である 0.0%

（問２）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付きましたか？

1.今回初めて

参加した

86.5%

2.今回で2回

目の参加

4.5%

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

4.5%

3.3回以上参加

3.6%

未回答

0.9%

1.結びついた

57.9%

3.どちらとも言

えない

31.6%

2.結びつかな

かった

5.3%

未回答

5.3%
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（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り組みについて簡単にご紹介ください。

展示を含めて多様な教材や講座の実践を知ることができました。

教科担当が授業で主体的に取り組めそうな内容を計画しても、生徒たちが乗ってこないこともあるので、
講師派遣を上手に取り入れて、印象に残るような授業を展開してみたい

私は高校の養護教諭ですが、教科として高校生に指導はできないが、成年年齢の引き下げに伴う消費に関する知
識を身に付けないで、消費トラブルに巻き込まれる生徒が出てくると思うと恐ろしく感じました。
保健室は、生徒の心の相談を含めた”相談”を受ける場なので、こちらもその対応を考えていかなければならないと
感じました。

消費生活センター相談員が卒業前の高校生向けに出前講座を行う。

消費者教育についてセンターと学校で一緒に取り組むことができるといいと思います。

成人年齢の引き下げに関する授業

他県の参加者との交流もあり、その後の情報交換になっています！

総合的な探求の時間の取組に結び付けることができないかと考えました。

今まで行ってきた授業に対して改善の必要性と方向性を再認識した。

高等学校での実践報告を参考に、明日以降の授業をつくっていきます。

消費者教育についてより深く学ぶことができました。ありがとうございました。

外部人材の積極的活用について周知したい。

今後の授業に生かしていきたいと思います。

今回の講演や資料をもとに検討したい。

授業実践

学校教育現場での活用
教材の作成

金融広報委員会が発行している教材は大変分かりやすく、授業で使用すると生徒の興味・関心を引き付けると感じ
たため、授業や総合的な学習の時間、LHR等で活用したい。

地域でもこのような消費者教育についての学習会を実施したい。

消費者教育の施策に生かしたい。

出前授業のご案内をたくさんもらったので、授業で取り入れられたらと思います。

授業で取り扱う予定です。

中学・高校の出前授業の際、今回の話を意識して取り組みたい。

実践するだけでなく、生徒が実生活で学んだことを活かすために、具体例を通し、主体的に考え、他社の意見を聞
き、さらにどう対応すればよいのかを考えられるように、消費生活センターのからの情報を提供してもらい、協働授業
ができればと考えています。また、若者が遭いやすいトラブル事例と対応策をまとめたリーフレットを作成したいと考
えています。

消費者教育の無料派遣

授業に活かしていきたい

授業内容の充実、校内での連携

消費生活相談員として学校・大学での取り組みに活用できた。

数学科の教員であるが、何か数値計算をする場面で活用できればと感じた。（例えば複利計算など）

教育委員会とのかかわりが不明
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（問４）本日の「地方消費者フォーラム」を何でお知りになりましたか？ 複数選択可

3.チラシを見た 44.0%

5.その他 30.2%

1.消費者庁ウェブサイトで知った 12.1%

4.知人や友人から聞いた 9.5%

2.その他のウェブサイトやSNS等で知った 4.3%

未回答 0.0%

100.0%

（問５）参加したきっかけは何ですか？ 複数選択可

1.「消費者教育」に関心があった 53.0%

5.その他 16.7%

2.プログラムに興味があった 15.2%

4.登壇者および登壇者の所属団体の関係者 13.6%

3.友人に誘われた 1.5%

未回答 0.0%

100.0%

＜上記質問に「５．その他」とご回答の方の詳細＞

職場からの案内があった

上司のすすめ

学校の紹介

所属先にＦＡＸが来た

成年年齢引き下げに興味あり

消費者教育実行部署所属

地方行政職員として

高校公民科の教員

職場（高等学校）管理職からのすすめ

3.チラシを見た

44%

5.その他

30%

1.消費者庁ウェブ

サイトで知った

12%

4.知人や友人から聞いた

9%

2.その他のウェブサイトや

SNS等で知った

4%

1.「消費者教育」に関心が

あった

53%

5.その他

17%

2.プログラムに興

味があった

15%

4.登壇者および登壇者の所

属団体の関係者

14%

3.友人に誘われた

2%
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（問６）本日、特に満足が高かったプログラムに○を付けてください。（複数選択可）

2.取組報告 31.8%

1.基調講演「成年年齢引下げを踏まえた消費者
教育について」

30.7%

3.パネルディスカッション 24.5%

4.展示交流 10.4%

未回答 2.6%

100.0%

（問７）本日のフォーラムには満足されましたか。

全体的に満足した

4 54.6%

5（そう思う） 29.6%

3 10.2%

未回答 3.7%

2 1.9%

1（そうは思わない） 0.0%

100.0%

次回も機会があれば参加したい

4 35.2%

3 31.5%

5（そう思う） 25.9%

未回答 5.6%

1（そうは思わない） 0.9%

2 0.9%

100.0%

2.取組報告

32%

1.基調講演「成年年齢引下

げを踏まえた消費者

教育について」

31%

3.パネルディス

カッション

24%

4.展示

交流

10%

未回答

3%

4

55%5（そう思う）

30%

3

10%

未回答

4%

2

2%

4

35%

3

31%

5（そう思う）

26%

未回答

6%

1（そうは思わない）

1%
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講演者名

静岡大学学術院教育学領域　教授　兼
静岡大学教育学部附属島田中学校長　色川　卓男氏

パネリスト　弁護士　島田　広氏

主体的・総合的判断の必要性がよく分かった。
ポジティブなという点に良さを感じた。
消費者教育の考え方（「ドライバー」）参考になった。
端的で分かりやすかった。
契約は人生を切り開く道具だという言葉に感銘を受けました。
消費者教育の視点を入れて進めるという提案が良かった。

（問８）参考になった講演者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。

なぜ定着していないか、非常にわかりやすかった。
授業をしてる立場として耳の痛い話もありましたが、とても勉強になりました。
今後の消費者教育実践に向けてのアドバイスが大変分かりやすく参考になった。
消費者教育の全体像、課題を丁寧に解説していただいた。消費者教育の問題点がよく分
かった。
消費者教育の必要性と問題点について理解できた。
消費者教育について改めて知ることができた。
現状を知る良い機会となった。あとの対策の基準案を出す。
悪質商法とクーリングオフだけじゃないよと… 上から目線でなく、下から苦労しながら構
築されてきた内容が好感が持てた。
以前から取り組んでいるが成果が出ていないとのこと。
①深い学び…に対する知見
②課題の分析＋処方箋を示していること
③NPO出前講座への意見（限界あり）→同感です
自分たちの行っている講座にもう1歩ふみこんでみなくてはいけない点が発見できた
引き下げなのに何を新たにする必要にあるのかと疑問に思っていたから。
教育の全体的事態を知ることができました。基本に戻った内容でとても分かりやすかっ
た。
取り組み、またなぜについて。定着について。
消費者教育を受けた側の効果測定をもとにした新しい視点の教育法はとても新鮮だっ
た。

理由

神奈川県立生田東高等学校　総括教諭　辻　美枝氏

授業の参考になった。もう少しお聞きしたかった。
具体的な授業内容
教員として授業実践が参考になったため。
授業案が大変勉強になるつくりだったから。
携帯会社のロールプレイングが面白かった。大変参考になった。
実際の授業（すばらしいと思った）での取り組み内容と
生徒の学習結果
自身の授業にぜひ生かしたい実践でした。
具体的な授業と生徒の様子を知ることができた。
考える時間が多い授業内容であり、
契約について分かりやすく学べると思います。
実際に使用したワークシートや授業の方法を知ることができたから。
授業実践が実生活に結び付く、充実したものがあったと感じたため。
学校での実践的な取り組み、自ら考えさせることでの深い学び。
事例だったため分かりやすかった。
実践例や指導計画もあり、とても分かりやすかった。
実際の授業に取り入れることができそうだった。
実践例の紹介で参考になった。
具体的でわかりやすかった。
良い授業であった。
実践授業がすばらしかった。新聞の活用方法が参考になりました。
学校現場での実践の様子がうかがえ、大いに参考になった。
現場での実践例のため。
実践報告の内容がとてもよかった。
授業に実践方法が参考になった。
学校での授業の取組みがとても参考になりました。
高校における消費者教育の実践。
授業の組み立て方、実践、進め方等、大変勉強になりました。
消費者教育のヒントをもらったように思う。
具体的な授業の説明、生徒の反応についての説明が興味深かった。
テーマに一貫性のある題材を取り上げた点。教育の視点。
同じ高校教員として、授業に活かせそうだったから。
実際の授業例を聞くことができ、
現場の状況を知ることができて良かったです。
携帯会社のロールプレイがすばらしいと思いました。
事例は具体的で理解が進めましたし、活用できそうだ。
実践内容に感銘を受けました。
生徒のやる気を喚起させる設定、企業と守秘者という役割分担、そして振り返り。とても
素晴らしいカリキュラムです。
ぜひパッケージ化して、多くの先生に広めていただきたい。
お二人（辻氏、島田氏）の言葉から、消費・契約などについて、
考えることは生き方について考えることなのだと思わされました。
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コーディネーター　横浜国立大学　名誉教授　西村　隆男氏

神奈川県金融広報委員会　金融広報アドバイザー
高木　典子氏

全員

パネルディスカッション
「若年層に向けた消費者教育について～成年年齢引下げを
見据えて～」

基調講演　「成年年齢引き下げを踏まえた消費者教育
について」

消費者市民社会のその先、「自分で考えて行動する人間の育成」
の総論、本当に素晴らしいです。
コーディネーターとしてのお話。
どこがゴールかとの質問への回答に大変感銘を受けました。
質問の口答が良かった。
思考、話し方がとても好きだから。
考えることの重要性、講師依頼を考えたい。
消費者問題に関すること、消費者教育の関することをお話しいただいて、考える訓練です
ね。

同じく実生活に結ぶ、考えさせる授業だったため、外部の方に依頼してみようと思いまし
た。
短く分かりやすかった。
話し方がとても聡明で分かりやすかった。
県金融広報委員会の取り組みがよく分かった。

それぞれの立場での内容がとてもよかったため。
西村先生のお話をお聞きしたかったです。
それぞれの質問についてのお話があり、大変興味深かったから。

考える生徒を育成しようと思った。
啓発と教育の違いを考えることができた。

消費者教育に求められるコーディネーターのイメージが具体化できました。

72



＜性別＞

2.女性 51.9%

1.男性 43.5%

未回答 4.6%

100.0%

＜年齢＞

5.50代 29.6%

4.40代 25.0%

2.20代 15.7%

3.30代 12.0%

6.60代 10.2%

未回答 5.6%

7.70代 1.9%

1.20歳未満 0.0%

8.80歳以上 0.0%

100.0%

＜所属区分＞

3.教育（団体）関係者 48.6%

7.地方自治体 21.1%

1.消費者団体関係者 8.3%

5.消費生活相談員 8.3%

未回答 6.4%

9.一般 3.7%

6.事業者（団体）関係者 1.8%

8.学生 0.9%

10.その他 0.9%

2.高齢者・障害者（団体）関係者 0.0%

4.弁護士、司法書士等の専門家 0.0%

100.0%

◆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○をつけてください。
（回答内容については、今後のフォーラム運営の参考のため以外には利用しません。）

男性

51.9%

女性

43.5%

未回答

4.6%

3.教育（団体）

関係者

48.6%

7.地方自治体

21.1%

1.消費者団体

関係者

8.3%

5.消費生活相談員

8.3%

未回答

6.4%

9.一般

3.7%

6.事業者（団体）関係者

1.8%
8.学生

0.9%
10.その他

0.9%

5.50代

29.6%

4.40代

25.0%
2.20代

15.7%

3.30代

12.0%

6.60代

10.2%

未回答

5.6%

7.70代

1.9%
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＜上記質問に「１０．その他」とご回答の方の詳細＞

消費者啓発員

＜居住地＞

2.開催地の都道府県内 47.2%

1.開催地の市（横浜市） 25.0%

3.開催地の都道府県以外 20.4%

未回答 7.4%

100.0%

＜上記質問に「３．開催地の都道府県以外」とご回答の方の詳細＞

東京都…11

静岡県…3

北海道…1

群馬…1

三重…1

◆その他、感想・意見等ありましたらご自由にご記入下さい。

消費者教育は全ての教育に根付いているので、これからの授業実践の参考にしたいと思いました。

高校の教員です。かつてＮＨＫ-Ｅテレとかかわっていました（全通研経由で）。
ＩＣＴ時代なのだから、ＮＨＫの高校講座をモデルにweb上で20分程度で、オンデマンドで視聴できるコンテンツを単元
別に作成し（スマホでも見ることができるように）、教材プリント（ＰＤＦ）や簡単なチェックアンケート（eラーニング）を添
えてくれたら、高校の（公民）授業としてはたいへん福昔である。出前講座はいくら増やしても利用しにくい（行事とな
るため）。全通研の放送教育委員会と協調したらどうですか？製作費は1分10万円でした。

行列に並ぶ消費者は、大切なのではないか、というかあって良いことと考えます。情報社会、検索の社会の中で否
定できない。
ＡＩの進む社会の中で、何が豊かなのかを案が得る時間が大切で、その先に消費がある。子供たちの将来の消費で
損をしないかとかでなく、この目の前にいる子供たちが将来、消費することで日本の経済、社会がつくられる視点で
「市民」を育てるという考えが大切と思います。

西村氏の消費者教育の原点を伺えてよかった。
消費者教育の各々の立場、連携が必要。実社会の仕組みを知る必要がある。

高校教育に求められる役割の重要性、高校教育が果たし得る役割の可能性について、その大きさと重みを改めて
認識できました。ただそれだけに、高校に行かない人、かつて高校は行ったけれど、そこで学んでことを忘れてし
まっている人は、消費者として必要な力をどこで身に付ければよいのかという疑問（不安）も生まれました。

ゴールはどこか？という質問は興味深かった。

たいへん勉強になりました！ありがとうございました。

衣食住等の単元でも、消費者教育の視点で考えていけるような教材を作ろうと思った。

消費者教育の定着に向けて、もっと勉強したいし、工夫したい。

長時間ではありましたが、その長さを感じないほど充実したものでした。参加できてよかったです。
今後の授業に活かしていきます。ありがとうございました。

リーフレットや教材など全ルビにしてほしい。外国につながる生徒が多数いるため、漢字が読めないのが現状です。
また、かみくだいた表現にしていただけるとありがたい。

有意義な話をありがとうございました。

消費者教育を国民・県民にもっと浸透させるために、この会を録画したり、オンラインで教員が研修できたりすると良
い。200人だけの会にして終わらせるのはもったいない。

契約免許証を持っていれば、ショップのポイントやキャッシュレス決済の還元率がアップするようになるといいと思い
ました。
ゴールド免許を目指したいです。

神奈川県の先生方の取組について聞かせていただき、大変参考になりました。
考える力を育む教育に共感しました。ありがとうございました。

考えること、考えさせることの重要性を改めて感じました。
授業実践例や資料も充実し、とても参考になりました。本日は有難うございました。

教育と啓発の違いを改めて実感しました。

神奈川県の消費者教育の取り組みは、様々な人達が連携・協働しており、成年年齢引き下げを契機として、更に今
求められている「自立」の必要性を本フォーラムで再確認することができた。
学校の教員と生徒だけではなく、外部機関との情報共有を図っていきたい。
大変、今後の教育実践に参考になる貴重な機会をいただき、有難かったです。

2.開催地の

都道府県内

47.2%

1.開催地の

市（横浜市）

25.0%

3.開催地の

都道府県以

外

20.4%

未回答

7.4%
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昨年、神奈川県主催の消費者教育のイベントに参加しました。社会の環境が大きく変化する中、消費者という概念
を考え直す時期に来ていると思われます。縦割りの組織ではなく、組織横断的な横に広がる展開が必要かと思料し
ています（AIの影響等）。地域のnetworkは必須です。

ありがとうございました。機会があればまた参加させていただきたいです。
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消費者庁 

平成 30 年度消費者教育推進フォーラム in 神奈川 

開催報告書 

平成 31 年 3 月 

消費者庁 消費者教育・地方協力課 

請負業務者：株式会社オーエムシー 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-34-1 新宿御苑前アネックスビル 8 階 

TEL：03-5362-0117  FAX：03-5362-0121 
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