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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 令和２年１月 28 日（火） 
    第１部 意見交換会 11:00～12:00 
          第２部 地方消費者フォーラム in 徳島 13:30～16:15 
場 所 徳島グランヴィリオホテル 
    徳島県徳島市万代町３－５－１  
    第１部 意見交換会 福寿 

         第２部 地方消費者フォーラム in 徳島 グランヴィリオホール 
参加者 第１部 関係者 10 名 

第２部 登壇者、一般申込者、他 計 101 名 
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１．３ 「令和元年度地方消費者フォーラム in徳島」プログラム 

時間 プログラム 

13:30-

13:35 
開会挨拶 

徳島県知事 

飯泉 嘉門 

13:35-

14:20 

基調講演 

「実践的な消費者力を育む 

消費者教育の推進について」 

椙山女学園大学教授 消費者教育学会長 

東 珠実氏 

14:20- 

14:45 

消費者庁作成教材「社会への扉」 

を活用した授業実践報告 

徳島県立鳴門高等学校 教諭 

山本 義裕 

徳島県「中学生向け消費者教育教材」 

を活用した授業実践報告 

徳島県立城ノ内中学校 教諭 

石丸 千代 

14:45- 

15:00 
休憩 

15:00-

16:10 

パネルディスカッション 

「誰一人取り残さない 

～成年年齢引下げに向けた対応と課題～」 
 

 

≪コーディネーター≫ 

鳴門教育大学 准教授  

坂本 有芳氏 

 

≪パネリスト≫ 

徳島県危機管理部消費者くらし安全局 

消費者くらし政策課長 

勝間 基彦 

 

徳島県教育委員会 学校教育課長  

小倉 基靖 

 

徳島県教育委員会 特別支援教育課長  

猪子 秀太郎 

 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 

関西支部長 

澤村 美賀氏 

 

消費者庁 消費者教育推進課 企画官 

米山 眞梨子 

 

16:10- 

16:15 
閉会挨拶 消費者庁 
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２．議事録 
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開会挨拶 

飯泉 嘉門 徳島県知事 
 

本日は、「令和元年度地方消費者フォーラム in 徳

島」を開催しましたところ、大変足元の悪い中、県内

外からこのように大勢の皆様方にご出席を賜りまし

た。誠にありがとうございます。今日のフォーラム

は、消費者庁の皆様方との共催という形で開催させ

ていただきます。また、皆様方におかれましては、そ

れぞれの団体・地域などで、消費者行政・消費者教育、

各般に渡り大変ご尽力をいただいておりますことを、この場をお借りしまして、厚く御礼申

し上げたいと存じます。本当にありがとうございます。 

さて、今日の副題にもありますが、民法が改正となりました。これによって、2022 年４

月から、成年年齢が 18歳となります。つまり、今は多額な契約をしても、未成年が故に解

約することができる 18歳・19歳の皆様方が、守られなくなるわけです。まさにこの世代の

皆様方が、「自立した消費者」にならなければならない。そこで必要となりますのが、まさ

に消費者教育の充実、なるべく若いうちからというところであります。 

そこで、ここ徳島におきまして、消費者庁の皆様方と、３年間のまさに実証として、霞が

関・中央省庁の本庁機能を地方に移せばどんなことが起こるのか。今、東京への人口の集中、

特に若い皆様方が、就学・就業を機として地方から、東京をはじめとする東京圏に集まって

しまう。こうした点を何とか地方へ、ということで、まさに地方創生がいよいよ令和２年度

から第二幕を開けることとなります。そこで、長らく東京にしかなかった本庁機能を地方へ

移そうと、真っ先に消費者庁が先陣を切ることとなり、３ヵ年間徳島県庁の 10階で、消費

者行政新未来創造オフィスによる事業展開をいただいてきたところであります。 

こうしたものの一つとして、若年者の消費者教育、特に高校生の皆様方へということで、

消費者庁が作られました教材「社会への扉」でありますが、こちらの教材を使って、徳島県

内における公私を問わず、特別支援学校・高専も含め、授業を行っていただくだけではなく、

全国から多くの先生方にご覧頂こうと、平成 29年度から公開研究授業を展開させていただ

きました。その結果、平成 30年の２月、消費者庁、また民法改正を行った法務省、教育を

所管する文部科学省、そして金融事案を対応する金融庁、４省庁の皆様方が、アクションプ

ログラム、これを作り、2020 年度中には日本の全高校で「社会への扉」で授業を行おうと

満を持してこのアクションプログラムスタートとなったところであります。 

そこで徳島としては、平成 30年度にはさらに学年を進行させていただきまして中学生の

教材を作らせていただきました。今年度令和元年度におきましては、小学生の皆さんを対象

とする教材を消費者庁の皆様方共々、作っているところであります。こうした形で、この若

年者の皆様方をいかに守っていくのか、そして「自立した消費者」として育っていただきた
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い。消費者教育の充実をいま、強力に展開しているところです。 

またもう一つ、生涯をかけて、消費者教育実践を行っていく必要がある。エシカル消費で

あります。特に今、日本をはじめとする国連加盟国 193ヵ国・地域ありますが、この皆様方

が 2030 年までに達成しなければならない 17 のゴール、持続可能な開発目標、今日本をは

じめ、これを世界中が取り組んでいるわけでありまして、この 17のうち、12番目「つくる

責任つかう責任」例えばエシカル消費、フェアトレードなど世界的にも今取り組みが進んで

きているところであります。 

そこで昨年は、日本が初議長国となるＧ20 が開催されました。この中で９月の５日、６

日、消費者庁の皆さんと徳島県が共催で、Ｇ20 消費者政策国際会合を開催しました。その

テーマは、「デジタル化時代における消費者政策の新たな課題」ということで、副題として

SDGs の達成を掲げたところであり、各国のパネルディスカッション・基調講演の中でも、

共通した一つの目標はやはり、若いうちからの消費者教育をいかに充実させていくのか、こ

の一点に尽きるということになりました。徳島セッションでは私からもパネルディスカッ

ションの中で、徳島での先ほど申し上げた取り組みを、世界の皆さん方にご紹介させていた

だいたところであり、いわば徳島、日本が消費者教育のメッカとして旗を挙げたＧ20 消費

者政策国際会合になったのではないか、このように思います。こうした形で、さらに高校生

の皆様方がどのくらいエシカル消費を日々学び、実践していただいているのか、この場を作

る必要があるであろう、コンペティションを、ということで、昨年の 12月 27日、「エシカ

ル甲子園」を徳島で開催させていただいたところであります。この時には、伊藤長官にもお

越しいただきました。 

こうした形で、今徳島をはじめ日本全国で、高校生はもちろんのこと、若い皆様方がしっ

かりとエシカル消費をはじめ、消費者教育を進めていく絶好のタイミングとなっていると

ころです。今日のフォーラムにつきましては、まずは日本消費者教育学会長であります東珠

実先生に基調講演をしていただきます。また、実践報告と、パネルディスカッションも開催

させていただく予定ですので、どうか皆様方にはお時間の許す限り、お付き合いいただきま

すようよろしくお願いいたします。 

結びとなりますが、今日のこのフォーラムが、まさに若年者の皆様方をしっかりと消費者

教育によりまして、消費者被害を防ぐことができる、そうした日本になる大きな契機として

いただきますことを心からご祈念申し上げまして、主催者としてのご挨拶とさせていただ

きます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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基調講演「実践的な消費者力を育む消費者教育の推進について」 

東 珠実氏 椙山女学園大学教授 日本消費者教育学会長 
 

 （はじめに） 
それでは皆様、改めましてこんにちは。ただ今ご紹

介いただきました、椙山女学園大学の東と申します。

先ほど飯泉知事のお話が、今日のイベントの全てを

物語っていたなと感じながら聞かせていただきまし

た。私の方は基調講演ということですけれども、実践

的な消費者力を育む消費者教育の推進についてとテ

ーマをいただきましたので、限られた時間ですがお話をさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします〔スライド１〕。 
今日は、フォーラム全体のタイトルとして「18 歳で大人に。徳島から発信する全国モデ

ルの消費者教育」というテーマがございます。これともかかわりを持たせながら、前半は成

年年齢引き下げのことと、若年者の消費者トラブルの話を少しさせていただきます。後半で

は、消費者教育で育むべき消費者力とはいったい何なのか。実践的な消費者力といった場合、

どういった力をつける必要があるのか、そして未来の創り手として、ということで、話をさ

せていただきます〔スライド２〕。 
 

（１．成年年齢引下げと若年者の消費者トラブル） 
前半のところは皆さんよくご存じだと思いますので、簡単にもう一度確認をしていただ

きたいということです。まず、成年年齢引き下げと若年者の消費者トラブルについてですけ

れども、こちら 2022 年の４月１日から改正民法が施行されます〔スライド３〕。そこで、

先ほどの知事の話にもありましたように、これまで未成年取消権の適用がなされて守られ

ていた 18 歳・19 歳が、これからその保護というものが無くなっていくという状況でござい

ます。実際に、このようなグラフもよくご覧になるかと思いますが、こちらは消費生活セン

ターの対応に関する現況調査ということで、18 歳・19 歳と、20・21・22 歳の間で、消費

生活相談の数がどれだけ差があるかとを示したものです〔スライド４〕。ちょうど 2017 年

のところに矢印がございまして、1.9 倍という数字も出ていますが、このような現状で成人

になると、トラブルが急増するということで、これからはこの 18 歳・19 歳が同じように成

人となって急激に消費者トラブルに巻き込まれる可能性が出てくるということでございま

す。 
若年者に多い消費者トラブルの実態については、後ほどのパネルディスカッションで全

相協の澤村様などからお話があるかと思うのですが、おおむね若年者、男性も女性もインタ

ーネット関連・デジタルコンテンツなどのトラブルが多いわけですが、この表でいいますと、

これは男性のものですが、20 歳を境にということですと、賃貸アパートとかフリーローン、
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サラ金が、上位に来ています〔スライド５〕。そして自動車などもあがってきます。こうい

った大きな契約に関するトラブルが成人するということを境に増えてくるという状況がご

ざいます。 
女性も同様でございまして、女性は全体を通して、インターネット・デジタル関係のもの

プラス、美容関係のトラブルが多いということもよくご存じかと思います〔スライド６〕。

やはりこちらも、20 歳を境に、賃貸アパートが非常に高くなり、相談件数の第一位に出て

きまして、次に脱毛エステが出てくると。脱毛エステは 15～19 歳は 10 位なのですが、一

気に上に挙がってきているという状況がございます。ここでもフリーローンやサラ金とい

う問題も出てきております。 
要するに、やはり大きな金額が動くような契約のトラブルが成人を境に増えてくるとい

うことですので、これから 18 歳にも同じような状況が訪れるということでございます。 
 
（２．若年者の消費者トラブルの特徴と消費者被害防止の施策） 
こちらは、具体的なトラブル事例で、少し文字が小さいのでまたあとでゆっくりご覧いた

だければと思うのですが、国民生活センターがまとめている若者の消費者トラブルの現状

ということで出しているものです〔スライド７～10〕。タレント・モデル契約、これは女性

を中心に、ですね。それからスマホ関連で内職をするというものですね、内職をして儲かる

よということで事前にホームページを作るための料金を取られるとか、痩身エステの中途

解約を申し出たけれども、結局高額な中途解約料を請求されていると。エステ関連のもの、

やはりクレジット契約が伴うようなトラブルになってきます。真ん中にもありますが、もう

二十歳だから自分で決めればいいというような、これがまさに成人を境に自己判断を迫る

という状況です。 
事例の４は、投資ですね。仮想通貨に関する投資のものですが、こちらも 20 歳の誕生日

が来たら契約できるとお友達から誘われているという状況がございます。若年者の投資関

係のもの、内職関係のもの、いろいろなトラブルに伴って、借金をさせられるというところ

が共通した問題となっています。 
こちらもエステ関係ですね。未成年契約の場合は親の同意が必要なため、日付は後日入れ

ると言われた、という典型的な 20 歳を契機にした契約を無理やりさせられるような状況、

投資用の教材、マルチ取引、借金を伴うようなものですね。そして SNS、自己啓発セミナ

ー。これも今大学生などでもよくありますが、就職などをきっかけに自分自身に自信がない

とか心が落ち込んでいるところに、自信が持てるようになれるというような、まさに弱みに

付け込んだ形でのセミナーがあると。勧誘して、高い入会料を払って、入会金約 90 万円を

払うということが書いてありますけれども、お金がないというとローンを組めという流れ

でございます。最後のところも、海外投資ということで仮想通貨に伴うもので、こうしたも

のはマルチ取引ということで他の人を巻き込んでいくという形になっています。最近です

と、バイナリ―オプションなどいろいろな形の投資が出てきております。 
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全体をまとめて見ますと、若年者に多いトラブルとしての SNS・スマートフォン関係、

あるいは車というもの、これは左側がどちらかというと男性に多く、右側は女性に多いとい

うように分けていますが〔スライド 11〕。若い人全般に多いようなトラブルに対し、成年に

なることを境に多くなるものとしてローンやクレジットなどの大きな金額が動くような契

約。あるいはマルチの取引を始めるためにこのローンを組むとか、そこに仮想通貨や投資の

問題が関わってくる。さらに就活や自己啓発セミナー、賃貸アパートなど、新しい暮らしを

始める、就職をするといったご本人のライフステージの重要な場面に伴って、トラブルが起

こっているということが現状としてございまして、成人年齢引き下げで、さらに２歳下がっ

たところに同じような状況が訪れるということが懸念されるわけでございます。 
こういったことに対して、大きく分けると３つの対策が考えられまして〔スライド 12〕、

１つは今日も最初の話にありました消費者教育を充実させて予防し事後の早期の対応を促

すというもの、それから制度を整備するということで、こちらはすでに消費者契約法による

取消権について対応がなされています。これがどのように活用されるかというところは今

後を待たないといけないですが、社会生活上の経験不足の不当な利用がなされたような契

約についての取り消しということですね。もう一つ、皆さんもよくご存じだと思います。「い

やや１８８」ですね。消費生活相談窓口の充実、周知ですね。教育、それから制度を整える、

さらに問題が起こった時にすぐに対応できるような相談体制についての周知を図るという

３つで、この成年年齢の引き下げに伴う消費者被害の増大について対応していこうという

のが、現状でございます。 
 
（３．消費者教育で育むべき消費者力とは） 
 これらの状況をふまえて、消費者教育で消費者力をつけようということで、今回も「実践

的な消費者力を育む」というテーマになっています。そもそも消費者力とは何かという話で

すよね〔スライド 13〕。消費者教育推進法の中で出てくる文言の中から消費者力って何かな

と考えますと、まずは自立するということです。消費者の自立を支援するための云々とあり

まして、自立的に消費生活を営む力、これが一つ目の消費者力だろうと。二つ目に、この括

弧書きにある消費者市民社会に参画する力があると思うのですが、これについてはおそら

く二つの視点があると思っています。消費者市民社会に参画する場合にまずは、個々の消費

生活の多様性を相互に尊重するということで、多様性を認め合いながら共生するという部

分。それから最後のところ、自らの消費生活に関する行動が、現在および将来の世代にわた

って経済や環境に影響を及ぼすということを自覚して、きちんと持続可能な社会の形成に

参画すると。まさに行動によって、持続可能な社会を作るという実践力ですね。ですので、

消費者力という場合には、まずは自分の消費生活を安全に営む力と、それから二つ目に、消

費社会を共に生き合う他の人たちと、うまく助け合ったり協力したりする力、そして自分の

行動で社会を変える力、たぶんこの３つが消費者に求められている力かなと思います。 
これは私がだいぶ前に作ったものを少し修正したもので、消費者教育で育成したい消費
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者力って何だろうということをもう一度整理しました〔スライド 14〕。ステップ１、２、３

とありますが、必ずしも１、２、３の順番ということでもなく、１もありつつ３もあり、２

もあるということだと思いますが、一応わかりやすくするために３つの段階に分けて書い

てあります。 
 一つ目は、先ほども申しました自立ということです。自律と自立、両方あると思いますね、

コントロールもするし、自分できちんと自立的に消費生活を営むという力。ステップ２とし

て、共生・連携。先ほど多様性を認め合いながら、と言いましたが、共に生き合う力。３つ

目は変革・創造と書いてありますが、自分の行動で社会を変えていく力。この３段階の力を

消費者教育で育成したいと思っています。この図ですが、何となくわかりづらいですが、こ

の上の面に特に焦点のあたる対象、横の面に、特に焦点のあたる価値ということで整理をし

ています。この（ステップ１の）上にこれ（ステップ２）が積みあがり、これ（ステップ１）

とこれ（ステップ２）の上にこれ（ステップ３）が積みあがるということでこれを一つの完

成形、目標として掲げているわけですが、繰り返しになりますが必ずしもこの順番というこ

とでもなく、いろいろなアプローチが同時的に展開されるということであります。 
最初に私たちが消費者として安全を守りたいと思う対象となるのは自分自身のこととか

家族のことですね。そして、安全のことやお金のことをきちんと守っていきたいというのが

あるわけです。次の段階で、地域社会にその対象が広がっていくと、地域福祉やみんなが幸

せに、平和にということが出てきます。最後にもっと広域の社会、国民とか地球市民という

概念に広がっていきますと、環境、公正・平等など、まさに持続可能性ですよね。こういっ

たことに広がっていくというイメージをもっておりまして、この後の話を、３段階の消費者

力の順番に沿って説明させていただきたいと思います。 
ステップ１ですね。自立する力。自立的に消費生活を営む力〔スライド 15〕。これは消費

者トラブルを未然に防ぐ、あるいは早期に解決できる力、あるいは生涯にわたって安定した

経済生活・家計管理を計画・実践できる、生活設計力のようなものもここに入ると思います。

そして、安心安全で豊かな消費生活を実現するということで、言うなれば消費生活に関する

基本的で必要な知識を身につけましょうということです。ここでは、消費者力という名前が

ついているものとして、日本消費者協会の消費者力検定の内容を参考までに挙げています

〔スライド 16〕。消費者問題、契約、情報通信、生活設計、衣食住、暮らしの安全、環境と

いうテーマでこの中身が構成されておりまして、それぞれの内容につきましてもここにあ

ります通りでございます。 
この消費者力検定の中に入っている内容は、まさに基本的な消費者力だと、自立するため

の消費者力だと考えることができると思います。もう一つ、「社会への扉」の中で消費者力

はどのように捉えられているか〔スライド 17〕。徳島県の皆様には全国に先駆けて高等学校

でこういうものを使った実践をしていただいているのですが。「社会への扉」の中での消費

者力とは何かと考えますと、まずはこの契約に関する知識とお金・金融に関する知識、暮ら

しの安全、それから相談する力、行動が社会を変える力という形です。ご覧になったことも
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あるかと思いますが、この５つのステップで消費者に必要な力が説明されています。あるい

は、今日資料に私は掲げていませんが、この４つ〔スライド 18〕は消費者教育の体系イメ

ージマップに出てきている領域です。この後パネルディスカッションの米山様の資料の中

にこれがあったかと思うのですが、55 ページですね。消費者教育の体系イメージマップと

いうのがございまして、これも消費生活に必要な基礎的・実践的な知識、消費者力というこ

とで整理することができるかと思います。９つの分野、あるいは４つの領域の知識で、まず

は自立的な消費生活を営む。もちろんこの中の一部、環境や消費者市民社会というのは、次

の第二ステップや第三ステップにも関わってくる内容でございます。 
第一ステップが終わり、第二ステップですね。今度は共生力と言いますか、共に生き合う

力〔スライド 19〕。この消費者力をどのように捉えたらいいかというと、多様な他者を尊重

し、協力し合う力、あるいは消費生活弱者を見守る力。見守られる力もとても大事だと私た

ちは考えています。消費者庁で最初に見守りの冊子、教材を作った時も、見守る側だけでは

なく見守られる方のいろいろなサポートを受け入れる力もとても大事だということが議論

になったことがあります。見守る側にも見守られる側にも両者の関係を円滑にすることが

できるような資質、力が求められます。 
さらに、安心安全で平和なコミュニティを作る力。自分の生活だけではなくコミュニティ

が安全であるようにということ、自らそのために動こうということでございます。徳島県の

ほうでは、この見守りに関して私も見せていただきましたが、見守りネットワークというこ

とで、消費者安全確保地域協議会ですか、これが早々と全国に先駆けて全ての市町村で作ら

れたということがホームページにございましたが、とても力を入れていらっしゃるところ

かなと思います。こちらが徳島県のものです。こちらは、市町村のネットワークを作るため

のサポートをするということで、平成 29 年 12 月に作られたと書いてありました。 
それから、徳島市の被害防止のネットワークなどを見ると、見守り力というか共生力とい

うか、共に生き合う力として何ができたらいいのかというのが、このようなフローチャート

になっていました〔スライド 20〕。以前に消費者庁が作った見守りの教材の中にも、これに

似たようなものがあるのですが、何をするかというと、まずご本人があって、ご本人が発し

ているシグナルにきちんと気づく。気づくというのも一つの力ですよね。このように、つな

いでいく。どんどん関係者につないでいく、これもとても大事な部分になっていると思いま

す。気づくためには、日常的な接触を持つということも必要で、声をかけるとか挨拶をする

とか、そういうところから始まって、変化に早く気づき、そして専門家につないでいくとい

うような、これらが求められる力なのかなと思います。 
 また、徳島県のほうでは、暮らしのサポーターというのもすでに仕組みとして持っておら

れます。サポーター、要するに市民が、特別な資格を持った方ではなくて、市民の方々が立

場に応じて消費生活を守るための活動に協力するということですね。徳島県さんの仕組み

ですごくいいなと思ったのは、伝えるサポーター、とか学ぶサポーター、活動するサポータ

ー、教えるサポーター、こういったふうに多様なんですね。何でもいいんですよ。別にサポ
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ーターだからってすごいことができなくても、私はとりあえず自分で勉強するわ、でもいい

し、私はとりあえず聞いたことを伝えるだけでいいわ、いろいろな形でサポーターとして仕

組みの中に、一緒に生きるコミュニティの中に参画していくことができるという、これがや

はりとても大事なことだと思っております。 
 実は、徳島県のものは、高齢者の見守りが中心になっているものなのですが、もともと、

北海道 2003 年にすでに消費者被害防止ネットワークというものができていて、ここでは学

校なども全部一つになっているんですね〔スライド 21〕。福祉関係のところも学校も、弁護

士さんたちやその他警察や、いろいろなところが一つのネットワークをつくっていて。まさ

に福祉関係も学校も全部含み込んだ地域の消費者被害防止のための仕組みが早くからでき

ていました。ただ北海道では、最近これを消費者安全確保の地域協議会という位置づけにし

ますということがホームページにありましたが、仕組みとしては学校教育もきちんと含み

込んでいるということです。ここで私が申し上げたいことは、高齢者を見守ることと、学校

の若い人たちの安全を守っていくことをバラバラのものとして考えないで、地域として一

体的に連携していく中で、それぞれがコミュニケーションによって守られていくというこ

と。そのような仕組みづくりが必要だと思うわけです。 
 見守り力についてはこのような図を描いてみましたが、勉強していろいろ学んだら伝え

る、周りの方と交わる、声をかける、見守る、そして日常的な見守りの中で変化に気づく、

そして専門家につないでいくという、これがその一つの見守り力というか、地域の中で一緒

に生き合う人たちが互いに持っているべき態度なのかなと思っております〔スライド 22〕。 
 ３番目になります。こちらは変革・創造ということで、社会を変える力〔スライド 23〕。
徳島県のエシカル消費、倫理的消費の普及プロジェクトについては、先ほど知事からお話が

あった通り、ものすごく積極的な取り組みがなされていますので、ここでは繰り返しません

が、エシカル甲子園などもホームページでアピールされていましたし、いろいろな形の取り

組みがございます。環境や社会に配慮した消費、エシカル消費によって市場を変えていく力、

それから適切なライフスタイルによって持続可能な社会の形成に寄与する力、さらに消費

生活に関する問題や政策等に対して意見をきちんと言える。この３つが、３つ目の消費者力、

社会を変える力だと思っています。 
その一つがエシカル消費という行動によって市場を変えていく力。社会を変えるといっ

た場合には、消費者市民社会の形成に関わるいくつかの行動力も求められます〔スライド

24〕。先ほどのエシカル消費や環境にやさしいライフスタイルをとるとか、今日もレジ袋の

ことが朝ニュースでだいぶ流れていましたが、そういうことを含めたグリーンコンシュー

マー的なライフスタイルの形成。そして SRI 社会的責任投資、投資の部分でも、社会や環

境にやさしいそういうところに自分のお金が回っていくんだという意識を持った投資活動。

さらに、先ほど言った地域の見守り活動というのも社会を変えていく、みんなで悪質業者を

撃退するという力になりますし。それから相談したり意見を表明したりすることによって、

第二の被害者を出さない。まさにこれも社会を変える力になっていくと思います。 
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社会を変える力というのは、消費者の市場行動、エシカル消費のようなものを通して、公

正な市場を作りつつ、社会的価値行動ということで社会問題を解決していくということで

すね〔スライド 25〕。この接点にエシカル消費があるのですが、それを中心に、市場経済と

コミュニティに参画して、持続可能な社会を作っていくという行動力が求められると思い

ます。 
この３つをまとめて一つの図に表しましたが、多様な価値観、そして自分で自立的に生活

を営みつつ、共に他の人と一緒に生き合い、社会を変えていく〔スライド 26〕。いろいろな

価値観をもって、自分のため、地域のため、社会のために行動するということで、目指すは

消費者市民社会あるいは SDGs ということになっていくかと思います。 
 
（４．実践的な消費者力を育む消費者教育） 
さて、これまで消費者力をどう捉えるかという話をしましたが、ここで実践的な消費者力

ということを私は話さなければなりませんので、実践的な、と言った時にどういう点がポイ

ントになってくるのかということをお話させていただきます。 
ここでまず一つ、新しい学習指導要領の考え方ということです〔スライド 27〕。先生方は

よくご存じだと思いますが、新しい学習指導要領では、もちろん何を学ぶかということもあ

りますが、「どのように学ぶか」というのが非常に大事だということで、アクティブラーニ

ングですね。この後の先生方の実践の報告にもございますアクティブラーニング、どのよう

に学ぶか、そして「何ができるようになるのか」。つまり、自分が学んだ力を活かして社会

をどう変えられるのか。「社会に開かれた教育課程」ということも言われているわけです。

ですので、実践的な学び方、そして実践の場で活かせるような力を身につけることによって、

未来の作り手を育成していくということが大事なポイントになってきます。そしてそのた

めの３要素を今挙げましたが、一つずつ見ていきたいと思います。 
どのように学ぶか〔スライド 28〕。アクティブラーニング、主体的な学び・対話的な学び・

深い学びということで、先生方は非常によく勉強されているのではないかと思います。ラー

ニングピラミッドとアクティブラーニングということで知られているものがございます

〔スライド 29〕。講義だけでは５％しか頭に残らない。読書で 10％、視聴覚で見たり聞い

たりすると 20％、デモンストレーション 30％。ここら辺からです、グループ討議をすると

50％、自ら体験すれば 75％、他の人に教えると 90％、ということなので、下の３つですね。

グループ討議や自分で体験したり、他の人に伝えるということも、ぜひ消費者教育の中で取

り入れていきたい内容です。 
具体的なアクティブラーニングの手法については、今日は説明を省かせていただきます

が、ブレーンストーミング、KJ 法、ランキング、ディベート、フォトランゲージ〔スライ

ド 30〕。フォトランゲージなんかはとても面白いですよね。写真を見て写真に潜んでいる問

題やいろいろな気づき、あるいはそれをどうすれば解決できるかを考えるような学びも最

近増えてきています。シミュレーション、ロールプレイング、イメージマップ、４つのコー
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ナーゲーム等〔スライド 31〕。他にもたくさんございますが、とにかく自分たちで問題を捉

えてディスカッションをしたり頭を使ったり体を使ったりしながら、テーマについてアク

ティブに考えていくという手法を取り入れていくというのがとても大事になってきます。 
そしてこの「社会の扉」、徳島県で全ての高校でやっていただきました。この事例集を見

ると、いろいろとアクティブラーニングがすでに取り入れられていまして、例えばロールプ

レイングを途中で取り入れているものであったり〔スライド 32〕。これはキャッチセールス

のロールプレイを取り入れていたりとか。これはディベートが入っているのですが。電子マ

ネーをこれからの生活で利用すべきか、是か非かというディベートが取り入れられていま

す。この事例集はご存知だと思いますが、見ていただきますとこのような手法が使われてい

て、それからランキングも使われていますね〔スライド 33〕。これはクレジットカードの魅

力について 12 個の項目があってその順番をグループで考えていくというランキング。ラン

キングというのはディスカッションのテーマとしては非常に面白くて。正解があるランキ

ングと正解はないけれどもランキングをするという両方があると思いますが、みんなで一

つの問題について多面的に考えるという意味でランキング、順位付けをグループですると

いうのは非常に実践力が見につくと思われます。こちらは標語作りというもので、特別支援

学校で実施されたインターネットを使うときの約束事などを標語にするというものです。

ここにいくつか標語が出ています。少しにじんでしまって読めませんが、実際にこちらの

「社会の扉」の事例集の中に出ておりますので、こういう標語を作るというのも、問題につ

いてじっくり向き合って考えるきっかけになりますので、とても有効なものだと思います。 
以上がアクティブラーニングのどのように学ぶかという話で、二つ目に何ができるよう

になればいいのかということですよね〔スライド 34〕。何ができるようになるかというと、

学習の成果がきちんと社会で活かされる。活かすことができるようになるというのが、二つ

目の目標だと思います。学習成果を社会で活かすというのは、主に３つあるのかなと思いま

す。消費者教育について考えますと、まず、学んだことを伝える。例えば、学校で子供たち

が高齢者のトラブルのことを学んだら、おじいちゃんおばあちゃんこんなことがあるから

気をつけてよと言ってみたりする、など本当に小さなことから。あるいは逆もあるでしょう

ね。地域の講座で学んだご高齢の方が、お孫さんなんかに気をつけなさいよということもあ

るかもしれない。 
そして二つ目が、学んだことを発表する・公表する。これはいろいろなイベントなどがあ

るかと思いますのでポスターで発表したり、イベントに参画したり、作文コンクールに応募

してみたり、あるいは文化祭のイベントで発表したり。新聞の読者投稿欄に投稿するという

のも割と学校でやっているところがありますね。読書投稿欄に、みんなで学んだことについ

て感じたこと、消費者トラブルの防止につながるようなことを記事にして投稿するという

ことも行われています。伝える・公表する・発表する、そして教えると一番身につくという

のがありましたので、消費者教育の担い手になっていただく。大学生や高校生が小中学校で

授業を行ったり、あるいは高齢者の施設等で出前講座を担ったり。これも、すでに一部の地
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域では行われています。 
今申し上げた中で、イベントでの成果発表につきましては、こちらのＧ20、先ほどもお話

がありましたけれども、これ素晴らしいですね〔スライド 35〕。中面のところに若い人たち

が「新次元の徳島モデルを世界に発信」ということで、経験されたことや発表されたことな

どが出ています。まさに発信していくということ。あるいは先ほど言いました学生リーダー

については各地で取り組みが行われています〔スライド 36～38〕。大阪府、本学の学生たち

もイベントで啓発したり中学校に行って授業をしたりということもしています。山口県な

どでも、ラジオ番組に登場したり、ポスターやチラシを作ったりとか、いろいろな啓発をさ

れているところです。とにかく自分が担い手になるということは、とても大きな意味を持ち

ます。 
 実践的な消費者教育の３つ目、社会に開かれた教育ということで、こちらも後ほど消費者

庁関連のことで、米山さんの方からまたお話があると思います〔スライド 39〕。今地域にお

ける消費者教育の推進体系ということで、イメージ図も出来ておりまして、コーディネータ

ーを中心に学校と地域の専門家をつないでいく。あるいはそこにいろいろな部局や機関が

関わっていくということで、地域を核に多様な担い手が連携して作る消費者教育というこ

とが目指すべき一つの方向性となっております。 
その事例として、これも消費者庁の推進会議で各自治体の特徴ある取り組み、コーディネ

ーターの取り組みなどを紹介させていただいています〔スライド 40〕。あるいは、外部講師、

地域の専門家をいかに授業に活かしていくかということなど〔スライド 41〕。これも徳島県

の事例でもございますし、それから他にも愛知県の弁護士さんに来ていただいて連携した

とか。消費生活センターの相談員や法曹関係の方などと連携して専門的な知識をわかりや

すく伝えるということが地域の独自性を活かした形で進められております。 
 あるいはこちらは、地域の専門家と高校生の講師ということで〔スライド 42〕。東北財

務局の方と高校生、それから両者がコラボして小学校で授業をしているという事例も、消費

者教育支援センターの資料（機関紙）の中で紹介されています。したがって、例えば成年年

齢引き下げに伴って高校生を中心に中学生、小学生など、若い人たちに知識を伝えるときに

は、自立的な消費生活を営む力の育成が最初に必要なのですが、他に情報を発信したり自分

が伝えたりしていくことなどにも広く取り組んでいただけたらと思います。 
 
（５．未来の創り手を育成する消費者教育） 
最後に、未来の作り手を育成する消費者教育ということでまとめてみました〔スライド

43〕。要は、いろいろな問題を自分事化する、そして社会的解決を思考する、そういう消費

者教育が求められているということです。調べてみる、知る、考える、自分の意見を持つ、

話し合う、合意形成をするときに違いを認め合いながら共感しあう、そして行動する。行動

してそれが社会を変えることにつながっていく。という形ですね。行動には意見の表明も含

まれます。合意形成までで終わっている、という事例がたくさんあります。とりあえずグル
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ープワークやワークショップをして、話し合って結論が出て、ああそうだね、って。そこで

終わらないで行動する。しかもその行動が、その時の課題に伴う行動だけではなくて、あと

に継続できたり、自分自身で何かやらなくてはと思ったりするような仕掛けを地域が作っ

ていくということも必要なのかなと思っています。 
地域で考え、世界を変える消費者教育ということで、まさに今、地域を中心に展開されて

いる消費者教育が、SDGs のような、世界共通の目的の解決のために役立っていく、そうい

う時代にこれからまさに当面していくわけですね〔スライド 44〕。この図の横は消費者被害

の防止と消費者市民社会の形成という、自分の被害防止だけではなくて社会全体がより良

くなることを考えながら行動するという消費者教育の目的、縦は今の、この時点のトピック

スとして成年年齢の引き下げがある、学習指導要領の改訂があるということ。。若年者の自

立、それから高齢者の見守り、これもぜひ一体的に地域で進める仕組みを作ってほしいそし

てエシカル消費。公共、今度新科目もできますし、シティズンシップをより一層高めて、持

続可能な開発に貢献できるような消費者を育成していくということではないかと思います。 
最後に一言、ここにキャッチコピーを書きました。持続可能な未来づくりに貢献する消費

者を学校と地域の連携によってぜひ育成していただきたいと考えています。 
それでは限られた時間で駆け足になりましたが、以上をもちまして私の話とさせていた

だきます。ご清聴いただきありがとうございました。 
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消費者庁作成教材「社会への扉」を活用した授業実践報告 

山本 義裕 徳島県立鳴門高等学校 教諭 

 

 失礼いたします。徳島県立鳴門高等学校で公民科

教員をしております山本義裕と申します。本日はこ

のような場を設けていただきありがとうございま

す。私が実践した「社会への扉」を活用した実践授業

報告をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、「社会への扉」を活用した実践授業は、１年

生の現代社会の授業の中で行いました。現代社会では、法的な学習分野で「社会生活と法」

という単元があり、経済的な分野で「自立した消費者への道」という単元があります。この

２時間の中で、「社会への扉」を活用した授業を実施しました。これは、新学習指導要領で

公民科の新科目として設定された「公共」、これを見据えた実践を意識するということを大

きなテーマとしての授業実践でした。実施クラスは担任をしている１年生のクラスでした。

今回の授業を計画するにあたって意識したことは、次の点になります。一つ目として、公民

科らしい消費者教育を実践することです。家庭科との連携を大切にし、それぞれの学習内容

や学習目標の共有、役割分担の確認を行いました。公民科らしい、生徒がよりよい社会の構

築を意識できる授業にするということを意識して、行いました。私自身がこれまで行ってき

た消費者教育は、どちらかというとよりよい家庭生活の実現というような家庭科寄りの授

業になっていたことも反省としてありましたので、今回このような機会をいただいて、自分

自身の公民科教員としての消費者教育に関わる視点のあり方というものを考えさせられる

時間となりました。 

 二つ目としては、新学習指導要領の「公共」を意識するということです。主体的・対話的

で深い学び、見方・考え方を働かせる、消費者教育を４時間の単元計画の中で行う、これら

のことを念頭に置き、「社会への扉」の有効活用を考えてみました。 

 授業までの流れとしては、スクリーンの通りになります。一時間目で契約とは何か、契約

の法的な意味や、私法に関する原則などをおさえた後、消費者の権利・責任・情報の非対称

性による、消費者が不利におかれやすい立場の状況など、問題商法、食の安全などを消費者

の権利と責任の立場から考えるということを、二時間目・三時間目で行いました。 
 また、成年年齢の引き下げによって、「今後消費者問題がどのように変わってくるのか」、

そういうことも見通しを立てたり、生徒に今後の自分の生活のあり方を考えてもらったり

するようにしました。今回発表させていただく授業は、第四時目の「消費者市民社会の実現

に向けて」という、消費者教育のまとめの授業実践に「社会への扉」を活用させていただき

ました。本時の目標はスクリーンにあるように設定しました。特に、自分の生活と社会の形

成を関わらせて考える、公正かつ持続可能な社会の形成を、自らの生活と結びつけて思考・
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判断する、そして積極的に社会に参画する態度を養う。これを目標に設定しました。 

 授業の導入としましては、このようなＡ・Ｂどちらの車を買うかというところで生徒にま

ず選択をさせるところから始まりました。実際生徒は前の時間に情報の非対称性というも

のを学んでいたのですが、感覚的に情報量の少ない見た目の良いＡの車を買うという生徒

が２／３以上で、Ｂの方を買うと手を挙げた生徒はごく少数の人数で、驚いたところから授

業はスタートしました。多くの生徒がＡを選択したところから、情報をよく吟味せずに購入

してしまった場合、どのようなトラブルが想定されるのか、またはそういったトラブルに巻

き込まれた時にどのように対応するのかというロールプレイを即興でやってみました。相

談に行くという生徒もいましたが、どのように、どこに相談すればいいのかわからないとい

うことがロールプレイでわかりましたので、「社会への扉」の 10ページを活用して、相談機

関やホットラインに関する紹介を行いました。特に、消費者ホットラインの「１８８」につ

いては、生徒の後の自己評価シートからもわかるように、非常に印象深く頭に残っていると

いうことがわかりました。 
 次に、現実問題に落とし込んで考えてみようということで、ちょうどこの授業を行ったタ

イミングで、ゲノム編集食品の販売というのが日本で解禁になりました。この件について考

えてみようと。今度はサバＡ・サバＢという、何も情報を表示せずに 100円、100円の情報

だけ提供して、どちらを買いますかと生徒に投げかけました。ゲノム編集食品に関するいろ

いろなメリットやデメリット、なぜこのようなものの研究開発が進んでいるのかなどを生

徒に情報として与えました。この時点では、まだ日本ではゲノム編集食品が解禁になったと

いうことは伏せたままで話を進めていきました。 

 グループワークで、推進派・慎重派に分かれて議論をしてもらいました。その際、公共の

授業で「見方・考え方を働かせる」というところで重要視されている「義務論」と「功利主

義」、どちらかの見方・考え方を使って、自分は推進派なのか、慎重派なのかをグループで

討論してもらいました。ゲノム編集食品に関する食品の情報を、このように提示してどのよ

うに考えるか、自分の根拠、意見の根拠などを考えさせました。そして、黒板にブロック分

けを行い、功利主義的に考えてゲノム編集食品の販売に、推進・慎重、義務論的に考えて推

進・慎重等、自分のグループの立場を表明してもらいました。授業を実践したクラスでは、

「やや義務論的に考えて慎重」、「まだ完璧に安全とわかっていないのだからそれはやるべ

きではないのではないか」という意見が多く見られました。功利主義的に考えて、食糧不足

や様々なアレルギーで悩んでいる人の問題が解決されるのであれば、やるべきではないの

かという意見もありました。 
ここで実際に 2019 年の 10 月にゲノム編集食品の販売が解禁されたこと、さらにその表

示義務がないこと、これを生徒に伝えました。その時の生徒の気持ちの揺らぎであったり、

考えの変化であったりというのが、非常に印象に残っています。 

 このように、賛成・反対いろいろな意見がある中で、販売が解禁になって、さらに表示義

務がないということに対して、多くの人が驚いたり疑問を持ったりしている。これが社会だ

20



 
 

とするならば、それはそれでいいことなのだろうかと。どのような社会にしていくべきなの

だろうかということを、最後に「社会への扉」を使ってまとめてみました。青丸がついてい

るところが、そういった消費者の声を届けなかった場合、赤丸は消費者の声を届けた場合、

動いた場合。それぞれどのようなシナリオというか過程で社会が動いていくのかというこ

とをそれぞれのグループで「社会への扉」をまとめるという形で、活用させていただきまし

た。 

まとめとしまして、実際にアメリカでは遺伝子組み換えの表示を消費者団体の運動で自

主的に行ったことや、今までも日本ではいろいろな消費者問題、サリドマイド事件やカネミ

油症事件等々の消費者問題をきっかけに、様々な制度や法令が整備されてきたこと、またこ

れからいろいろと社会が変化していく中で、取引の電子化であったり、電子決済であったり、

いろいろな特殊詐欺であったり、日常生活の社会の高度化により、商品のサービスや品質、

契約形態などはますます高度化が進んでいき、消費者が不利な立場に置かれやすいという

ことに拍車がかかっていくという状況の中で、さらに成年年齢が引き下げられる。そういっ

た弱い立場のものが守られるべきであり、かつ消費者自身も自立し、社会に参画していく姿

勢をもつことで「公正・公平」な社会を作っていくという姿勢が大切だということを最後に

まとめました。 
 この単元のまとめとして生徒に自己評価シートを記入してもらい、この授業の感想を書

いてもらいました。前の通りになっております。特に一番身に付いたと思うことは何かとい

うところで、三つ目、消費者の声が社会を変えるきっかけになること、最後に相談するかし

ないかで被害の規模が変わる、そういった自分たちの行動により社会は変わっていくとい

う視点に気付いてくれた生徒がいたことに、非常に嬉しく思いました。その他の感想等は冊

子の方にまとめさせていただいておりますので、ご覧いただければと思います。 
 最後に、授業実践を通して、この「社会への扉」を活用した消費者教育をすることによっ

て、特に三つ目の消費者教育というものが、その他のいろいろな分野の教育活動に使えると

いうことが、私自身手ごたえとして感じることができました。科学技術の発展に伴う倫理的

な課題、道徳教育や意思形成と合意形成のあり方、キャリア教育、法教育など、様々な分野

で消費者教育を中心にしていろいろな分野に発展・応用させることができるのではないか

と思いました。 
また課題としては、二つ目になりますが、消費者保護の観点にやや偏りすぎたという印象

もあります。「公平・公正」という点においては、様々な家計や企業ともに経済活動の自由

が保証されていますし、新しい技術やビジネスが生まれなければ社会の発展も望めない。そ

このバランスをいかに図っていくのかというところが、よりよい社会の構築への道だとい

うことを伝えきれなかった、それが残念なところでありましたが、今後の課題としていきた

いと思います。 
 今回の授業実践を通して、私自身も非常に多くのことを学ぶことができました。教材研究

を進める中で、消費者問題の歴史やこれまで社会が変わってきた過程を強く実感できまし
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た。これからさらに変化していく社会に出ていく生徒たちに、自分や友達や家族を守れる知

識と知恵を持ってもらい、社会の主役としていきいきと活躍してもらえるように、これから

も公民科教員として教材研究、自己研鑽に励んでいきたいと考えています。今回はこのよう

な機会を与えていただき、誠にありがとうございました。以上で終わらせていただきます。 
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徳島県「中学生向け消費者教育教材」を活用した授業実践報告 

石丸 千代 徳島県立城ノ内中学校 教諭 

 

徳島県立城ノ内中学校の石丸と申します。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。技術家庭（家庭分

野）における消費生活・環境の学習について、「食品

ロス削減のためにできることを考えよう」について

報告を始めます。 
 本校は徳島市に位置する県立中学校です。2020

年度から中等教育学校に移行し、その３年後の 2023
年、中等教育学校に完全移行します。高校入試がないことを生かし、体験的な活動を多く取

り入れることで、生徒たちの自主性や協調性を育て、高い志を持って社会の平和と発展に貢

献できる人材の育成を目指しています。生徒は徳島県内各地から通学しています。 
はじめに、最近消費者トラブルが多様化・複雑化し、成年年齢の引き下げに伴い、若年者

への実践的な消費者教育が課題となっています。徳島県危機管理部消費者くらし安全局が

事務局となり、消費者庁・大学などと連携し、中学生向け消費者教育教材「楽しく学ぼう!
“あわっ子”消費者教育」を作成していただきました。私も教材作成検討委員として勉強さ

せていただきました。平成 30 年 12 月に、実践フィールド校で試作段階の授業を行いまし

た。今年度は県下の全ての中学校に教材が配布され、教材を活用した研究授業が４校で公開

されました。 
教材について、本教材は技術・家庭（家庭分野）の学習指導要領に基づき、育成する資質

・能力が明確に示されています。また、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

のための教師用手引きや、中学生が身近な消費生活の事例から実践的に学べるワークシー

ト・関連資料を盛り込んだ構成となっています。消費生活相談員の話なども取り入れられ、

より実生活に即した場面設定の内容となっています。 
実践フィールド校によるアンケート結果です。平成 30 年 11 月から 12 月に実践フィール

ド校で実施されたアンケート結果を参考に授業計画を考えました。教員対象のアンケート

では、「本教材について生徒の興味を惹きつけられた」「生徒が理解しやすい内容だった」に

ついて、「とてもあてはまる」「ややあてはまる」と答えた人が約 87%でした。生徒に対する

アンケート結果では、小題材「食品ロス削減のためにできることを考えよう」に関してわか

りやすかったかについて、「とてもあてはまる」と答えた生徒が約 67％、関連資料は生徒の

実態からは内容が少し難しかったため、補足資料として消費者庁作成の「計ってみよう家庭

での食品ロス 食品ロス削減マニュアル」を用いることとしました。 
「楽しく学ぼう!“あわっ子”消費者教育」を活用した授業実践です。技術家庭（家庭分

野）の授業時数は、３学年で 87.5 時間なのですが、そのうち内容Ｃ消費生活・環境につい

て総授業時数が 11 時間を計画しました。２年生 137 名を対象に、教科書と教材を併用して
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授業を進めました。題材の目標は、「消費者の権利と責任について基礎的・基本的な知識を

身に付け、消費生活が環境や社会に及ぼす影響について理解を深め、自立した消費者として

の責任ある消費行動を工夫することができる」としました。研究授業は消費生活・環境の最

後の時間として、小題材「自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響を考えよう」と

し、本時の目標を「食品ロス削減のためにできることを考え、工夫することができる」とし

ました。 
学習活動に沿って教材をどのように活用したかについてご説明します。学習活動１、事前

の授業で教師用教材 55 ページの、食品ロス削減に向けての貢献度チェックを行いました。

導入ではまず、調査の結果を提示し、普段の行動を振り返ることができるようにしました。

「適量を盛り付けてもらうか、食欲のないときは少なめにする」などですが、そういう項目

については、「いつもあてはまる」「ときどきあてはまる」と答えた生徒が 93％となりまし

た。冷蔵庫の整理整頓をするかという項目に対しては、「いつもあてはまる」「ときどきあて

はまる」と答えた生徒が 45％でした。 
学習活動２です。そこで、冷蔵庫の整理整頓の必要性に気付くことができるように、身近

な人の冷蔵庫の中の写真をスライドで作成し、提示しました。生徒は写真を見て、「ペット

ボトルが多い」「多くの食品が入っていて賞味期限がわからない」などの意見が出てきまし

た。本時は、食品ロス削減のためにできることを考えることを伝えました。 
学習活動３です。生徒は各自、家庭で食品ロスになってしまった食品を調査した結果をも

とに、食品ロスになりやすい食品と、その原因について話し合いました。調査のワークシー

トは、教師用教材 56 ページを、CD-ROM を活用して記述する部分を広げました。班活動

で出た意見も記入できるようにしました。また、ホワイトボードを使うことにより、自分や

友達の考えを可視化して、整理してまとめることで共有化が図られ、食品ロスについての理

解を深めることができました。 
学習活動４。そして、食品ロス削減のためのポイントを考え、班で発表し合いました。そ

の後、消費者庁作成の「計ってみよう家庭での食品ロス 食品ロス削減マニュアル」を参考

に、調理テクニックや冷蔵庫の整理整頓の仕方、保存方法について個人で確認してまとめま

した。 
学習活動５です。食品ロス削減に向けて、今後取り組みたいことを考え発表しました。生

徒の発表には、「食品を買うときには家にどんな食材があるか把握してから行く」「代用でき

そうなものはあるものはあるもので代用する」「食品ロスの現状に目を向け、余った料理は

リメイクして飽きないようにする」「野菜の根の部分や皮の部分は食べられるものは工夫し

て使う」「家族で協力し合って冷蔵庫を見やすく中を把握しやすいように整理整頓を工夫す

る」などがありました。 
 学習活動６。最後に、徳島県における食品ロス削減に向けた様々な取組みを紹介しまし

た。令和元年 10月 30日に徳島で開催された食品ロス削減全国大会の様子を紹介しました。

また、教師用教材 58 ページを参考に、消費者庁による徳島県内モニター家庭での実証や、
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高校生によるフードロス削減に向けたカフェの開催なども紹介し、主体的に取り組むこと

ができるようにしました。 
 成果としては次のことが挙げられます。教材として「楽しく学ぼう!“あわっ子”消費

者教育」を用いることで、生徒は学習を深め、自立した消費者としての責任ある消費行動を

考え、工夫する資質・能力を身に付けることができました。具体的には、お手元の冊子にま

とめている３点が挙げられます。教師は教材を活用することで、本時のねらいに沿って授業

を進めたり、教材研究の時間を削減したりすることで、学習を効果的に進めることができま

した。 
今後の課題としては、食品ロスを削減するために、冷蔵庫の整理整頓のための小分けや冷

凍の仕方など、具体的な方法を実物提示して気付くことができるようにすることです。また、

生徒考案レシピやリメイクレシピサイトの活用により、食品ロス削減の調理実習につなげ

るなど、より実践的な指導が考えられます。また、先ほど東先生にも教えていただいた内容

になるのですが、学んだ内容を校内や家庭へ発信する方法について、有効な手段の研究を進

めていきたいと考えています。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうご

ざいました。 
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講評 

東 珠実氏 椙山女学園大学教授 日本消費者教育学会長 

 

それでは失礼いたします。山本先生、それから石丸

先生、本当に素晴らしい実践報告をありがとうござ

いました。私も今日はじめて具体的な内容をお伺い

したので、十分なコメントにはなりませんが、気づい

たことを少しだけお話させていただきます。 

 まず、山本先生のご報告につきましては、公民科

らしい授業ということを前提に進められたというこ

と、これは、最後にカリキュラムマネジメントの話もしたいと思っているのですが、今は

公民科と家庭科という２つが消費者教育では大きな部分を占めていると思います。公民科

の独自性をどこに求めるかというあたりで非常に工夫が見られたと思いました。 

そして、内容については３点ほどいいなと思ったのですが、１点目は教材として、車で

あったり魚だったり、現実社会で考えてみるということを十分意識されていたというこ

と。それから手法として、即興のロールプレイもされているんですよね。ディベートもさ

れ、ディベートの時には特に功利主義と義務論のところで、いかにも公民科らしい形での

ディベートを組まれたり。こういう手法は非常に素晴らしいと思いました。それから、テ

ーマとしてゲノム編集食品という、今本当に動いていて、途中で国の方針も出たわけです

が、新しいテーマをできるだけ無理なく取り入れていくというのはとても大事なことだと

思っております。この３点は特に素晴らしいと思いました。 

それから、後半の石丸先生の方ですけれども、こちらは中学校の家庭科ということでご

ざいました。私は「楽しく学ぼう!“あわっ子”消費者教育」という教材を、まだ目にし

たことがないので後でぜひ見せていただきたいと思いますが、地域でいろいろな専門家が

知恵を寄せ合って作った教材が一つあると、それをよりどころにしながら、先生方が一定

の共通したレベルで、ご自身の独自性も交えつつですが、一つの問題にみんなで、地域で

きちんと向き合おうという時にとても役立つなと思います。ワークシートや相談員の方の

話とかも入っているという話でしたので、非常に実践性の高い教材なんだろうと思いまし

た。そういうものをきちんと使われていること。 

それから二つ目に、教材のリアリティーということ。冷蔵庫の写真もありましたが、私

の冷蔵庫は見せられないなと思いながら、ああいうものは自分自身の生活と照らし合わせ

る良い教材選びだったと思います。そして何よりも、手法としてグループワークやワーク

ショップを非常にきちんとされてまとめられたということですね。最後のところで、ここ

もいいなと思ったのは、今度取り組みたいことを考えて発表するというのを学習活動の５

としてされていますよね。これは大事だと思うんですよ。特に家庭科は学んだことが自分

とか家庭の生活に非常に近いところにあるので、学んだことを活かして自分は今何ができ
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そうか、何をしたいかということを最後に考えさせる、しかも発表させるというのはとて

も大事なことだと思って伺いました。 

お二人のお話どちらも、公民科の取り組み、それから中学校の家庭科の取り組みという

ことで、興味深く伺ったのですが、冒頭で申し上げましたカリキュラムマネジメントのこ

とです。実際に私も「社会への扉」をどのように活用できるかということを、自分でいろ

いろとプランニングするために、高等学校の家庭一般や家庭科系のものと、公民・現代社

会などの教科書を調べて、どこで何ができそうかというのをみていくと、けっこう重なっ

ていることがたくさんあるんですよね。教科書の内容自体がかなり重なっているところが

あります。そうすると、もちろん重ねてやるということも意味があるのですが、最初に山

本先生がおっしゃったように、公民科ではこういうやり方ができるし、家庭科ではこうい

うやり方ができるなというような、それぞれの差別化をしつつ、重複部分についてできる

だけうまくコントロールしていく必要があるのかなと思いました。 

他にも例えばよくある事例ですと、英語でフェアトレードを取り扱うとか、数学で金利

の計算をするとか、いろいろな事例が紹介されるところですが、全体のカリキュラムマネ

ジメントとして各学校が教科間で総合学習などその他の取り組みも含めて、どういう計画

や仕組みを持ってやっていくのかというのがとても大事だと思いました。 

 それから、今回の実践はそれぞれ特徴があるのですが、専門家と連携するという場面

が、もう少しこういうところに上手く入れられたらさらにいいなと感じました。これはこ

れでもちろん十分なのですが、どこかで専門家の人が一言言っている DVDを流すとか、地

域の専門家とつないでいくということもこれから考えつつ、ますます充実していくといい

と思った次第です。 

 最後に、私の先ほどの話の時にも申しましたが、すでに二人の先生方の実践というの

は、生徒たちの行動を変えていくということにつながってきているなと感じるんですね。

いろいろとやれることは何かなと。そこまでいっていると思うのですが、その行動を変え

ていくことを継続的に行っていくこと。自分で継続的に、主体的に、これを工夫してみよ

うかな、これやってみようかなと。そこにもっていくために、今後他のところを学びなが

ら、こういったことに関連する振り返りであったり、あるいは学校だけではないと思うの

ですが、地域でそういう場面で発表する機会があったりする。学んだことというのはその

時にはやる気になるのですが、消費生活に関する問題は生涯を通じて体に染み込ませなけ

ればならないので、そういう点で学校教育をサポートするような地域の仕組みができると

さらにいいと思った次第です。 

先生方、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 

誰一人取り残さない～成年年齢引下げに向けた対応と課題～ 

 

【鳴門教育大学 准教授 坂本 有芳氏】 

 皆さまこんにちは。失礼します。ただいまご紹介

いただきました坂本でございます。これから 60分

～70分ほどになるかと思いますが、「誰一人取り残

さない～成年年齢引き下げに向けた対応と課題～」

というテーマでディスカッションを進めてまいりま

す。 

新たな時代を担う若者が、安全で安心した消費生

活を送ることができるよう、また若者が自立した消費者として責任ある行動がとれるよ

う、今後の消費者教育を進めていく上での対応や課題について、ここ徳島において皆様と

共に考えてまいりたいと思います。 

本日は５名のパネリストの方に来ていただいております。まず、それぞれのお立場から

自己紹介と共に、普段なされている業務や活動、また現在取り組まれている消費者行政・

消費者教育をご紹介いただきたいと思います。では最初に、消費者庁からお願いいたしま

す。 

 

【消費者庁 消費者教育推進課 企画官 米山 眞梨子】 

 座ったままにて失礼いたします。消費者庁消費者

教育推進課で企画官をしております米山 眞梨子と

申します。よろしくお願いいたします。最初のセッ

ションで若干スライドを用意してお話をさせていた

だきたいと思います。この資料の最後の方にござい

ます、「消費者庁における消費者教育の取組」とい

うものと、この今映りますものが基本的に同じです

ので、恐縮ですがそちらのどちらかをご覧いただければと思います。お集まりの皆様にと

りましては、すでにご案内のことが多いかと思いますけれども、改めまして消費者庁とい

うのがどのような消費者教育を行っているのかということを、若干ご紹介させていただき

ます。 

消費者庁ができましたのは、2009年のことでございます。昨年の９月でやっと 10周年

を迎えたという若い役所でございます。ただ、消費者庁ができるずっとずっと前から、国

の消費者行政を担う役所はございましたし、今から半世紀以上前の 1960年代から、当時

の国民生活審議会というとこで、消費者保護と消費者教育はどちらも重要と言われていた

ものでございます。 
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1968年に、消費者保護基本法という消費者を保護する憲法のような法律ができたのです

が、このスライドの一番上にあります消費者基本法というのが、2004 年（平成 16年）

に、「保護」が取れて消費者基本法となったというのが、今紹介している消費者教育推進

の大きなきっかけです。そして、消費者教育推進法という法律が 2012 年にできました。

文部科学省と消費者庁が共管、一緒に担当する法律になっています。学校教育について

は、学習指導要領によって教えることが定められていますが、学校に限らず、消費者教育

に関しましては、国としてはこの法律に則って進めているということです。消費者教育推

進に関する基本的な方針を立てたり、消費者教育推進会議を置いて、そこで様々な教育施

策を決めたりしています。先ほど基調講演いただきました東先生がその会長であるという

ことで、ご紹介されたところでございます。 

 このように、消費者教育というのがこの消費者教育推進法に基づいて動いているとい

うこと、これも先ほど東先生のお話の中にありました、消費者教育・消費者市民社会の定

義と共に重要なのは、消費者団体や事業者団体などの各種の団体などと連携をする、様々

な主体で連携しましょうということや、いろいろな関係教育と連携しながら取り組んでい

くものだということが、法律上謳われているところです。 

そして、消費者教育の基本方針を立てましたと先ほども言いましたが、これが現在の基

本方針の中身です。ここにありますように、様々な主体が様々な世代に対しての消費者教

育を行うということがこの基本方針でも謳われているところで、当面の重点事項というの

が右上にありますけれども、その中の一つとして若年者の消費者教育、それから消費者の

特性に配慮した体系的な消費者教育、そして高度情報通信ネットワーク社会、いわゆるス

マホやネットの世界における消費者教育をきちんと進めていくと、この３つがこの５年間

の基本方針のポイントであると決めて掲げております。 

 こちらも先ほど東先生がご紹介くださいました消費者教育の体系イメージマップ、こ

のイメージマップは様々な領域の消費者教育を行う、幼児期から高齢期までということで

やっていて、本日のテーマである若年者ということももちろん大事、喫緊の課題ではあり

ますが、このように全ての世代・あらゆる分野の消費者教育が大事であるということを、

消費者庁としても考えながら進めているところです。 

 若年者の消費者教育の大きな柱として、消費者教育の充実と制度整備と窓口の充実・

周知ということ、こちらも先ほど東先生がご紹介してくださいましたし、成年年齢とは何

か、引き下げの意味ということもご説明があったところです。そしてこのように、若年者

の消費者教育の推進のために国として、先ほども紹介した基本方針の中でも重点としてい

ますし、さらに若年者の教育のためのアクションプログラムというのも、関係４省庁と共

にやっている、これは最初の知事のご挨拶でもあったところです。主に高校と大学におけ

る消費者教育の充実、そして先生方の研鑽の場を設けるといったことが肝になっているの

ですが、現実問題として成年年齢の引き下げがもう目の前にしているから、高校生・大学

生と言っていますが、本来的にはイメージマップではありませんが、幼児期からの消費者
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教育が重要であるというのは変わりません。ただ、喫緊の課題ということです。 

そして、先ほどもこれもずっとご紹介いただいている「社会への扉」を活用した授業を

全国展開しているということです。徳島で実践していただいて、先ほどのような実践報

告、昨年も一昨年も実践報告をこちらでやっていただいています。そういう情報などを全

国各地の先生方に情報提供しながら、全国の消費者教育の中での「社会への扉」の活用を

今頑張って進めているということです。 

 その他に、消費者教育推進会議の分科会や各種会議において、とりまとめの提言を出

していただいていますということが、その後のページに入っています。消費者教育教材の

有効活用ということで、消費者教育ポータルサイトの見直しや、先ほどこれも東先生がご

紹介くださいました地域における消費者教育の推進ということも、分科会の方でご提言を

いただいて、消費者教育の推進のためにどのような施策が必要かというのを、頭をひねり

ながら進めているというのが、現在の消費者教育でございます。 

今日は時間がないのですが、このエシカル消費、先ほどご紹介ありましたエシカル消費

の普及に関しましても、消費者庁のほうでも取り組んでいるところでございます。以上、

駆け足になりましたが、現在の消費者庁の消費者教育についてご紹介いたしました。あり

がとうございます。 

 

【坂本】 

 米山様ありがとうございます。では、次に徳島県 危機管理部消費者くらし政策課長 

勝間様、お願いいたします。 

 

【徳島県 危機管理部消費者くらし政策課長 勝間 基彦】 

徳島県の消費者くらし政策課長をしております勝

間でございます。私からは、徳島県の取り組み概要

につきまして、簡潔にご説明させていただきたいと

思います。 

 まず、本県の消費者教育の基本的な計画というこ

とで、教育の推進計画がございます。お手元の資料

に添付はされていないのですが、画面の方でご覧い

ただければと思います。基本理念としまして、主体的に行動できる消費者の育成を図り、

徳島モデルを全国に発信するということを基本理念として掲げているところです。また、

目指すべき消費者像としては、消費者被害に遭わない、合理的な意思決定ができる「自立

した消費者」、それに加えて「積極的に行動できる消費者」というものを目指していると

ころでございまして、その延長線は、エシカル消費や SDGsという取り組みも熱心に進め

ているところでございます。この基本理念等に基づいて、ここに掲げている７つの基本目

標を定めまして、総合的・体系的に施策を推進させていただいているところです。 
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 また、本県の取り組みの特徴としては、消費者庁との連携ということを挙げなければな

りません。平成 29年７月に消費者庁・国民生活センターによって、「消費者行政新未来創

造オフィス」が徳島県庁 10階に開設されたところでございます。これまで、消費者庁あ

るいは国民生活センターの方々と連携し、全国展開を見据えた 10を超えるモデルプロジ

ェクトを展開させていただいていますけれども、この中には消費者教育、さらにはエシカ

ル消費、これらもしっかりと含まれています。 

 それでは、徳島モデルとは何かということでございますが、左上でございます。消費者

庁の作成されている「社会への扉」を活用した授業。先ほども実践報告がございました

が、平成 29 年度に全国ではじめて、県内全ての高校、特別支援学校、高等専門学校、定

時制の学校で実施し、現在もそれを継続させていただいているところです。こういった徳

島での取り組みを県内だけではなく、関西・四国、さらには首都圏でもフォーラムを開催

し、情報発信を行っているところです。 

 また、エシカル消費については、下段でございます。左側は小中学校の親子の方々を対

象に、実際に商業施設に出向いていただいて、商品を手に取って認証マークを見ていただ

く。そういうことによってエシカル消費の理解・実践力を高めていただこうという「エシ

カル教室」。また、右側ですが「エシカル自治体ミーティング」といたしまして、全国で

エシカル消費に関心のある自治体の職員に徳島に来ていただいて、一緒に情報共有しよ

う、意見交換しよう、さらに何かを生み出していこうというような取り組みでございま

す。 

 また、消費者教育の体制づくりといたしましては、消費者教育の人材バンクというもの

を平成 29年８月に開設し、運用しています。これは、高度な知識や経験を有する専門

家、例えば弁護士の先生、大学の先生にご登録いただき、学校さらには地域のニーズに応

じて講師を派遣するというものです。民間企業の方にもご参加いただいております。現在

32 団体、２個人が登録いただいているところです。 

 また、待ったなしの成年年齢の引き下げに関しましては、今日お手元の方に小さなリー

フレットもお配りさせていただいています。そういう啓発活動も今継続的に実施している

ところです。 

 また、本県は実は全国初となります「徳島県消費者市民社会の構築に関する条例」、通

称エシカル条例と呼んでいますが、これを一昨年の 10月に制定したところです。誰もが

暮らしやすい公正で持続可能な社会の構築に向けて、消費者・事業者・関係団体の役割を

明記するとともに、エシカル消費あるいは消費者志向経営の普及・展開を図っているとこ

ろです。来年度には、消費者庁の新たな恒常的な拠点となります「新未来創造戦略本部」

が、徳島に移設されることとなります。今後とも消費者庁との連携を深めながら、また先

ほど申し上げました本県のエシカル条例、そういったものに基づきまして、さらに展開を

図ってまいりたいということで、今一生懸命頑張っているという状況でございます。以上

でございます。 
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【坂本】 

 ありがとうございます。消費者庁との連携で 10を超えるモデルプロジェクトと、それ

以外に独自の取り組みもされていて、大変積極的に様々な取り組みを進められていること

をご紹介いただきました。では、教育の取り組みにつきまして、徳島県教育委員会学校教

育課長 小倉様お願いいたします。 

 

【徳島県教育委員会学校教育課長 小倉 基靖】 

 徳島県教育委員会学校教育課長をしております小

倉です。前方のスクリーンを使って説明させていた

だきますのでご覧ください。 

まず教育委員会なのですが、一言で言うと、行政

と学校の架け橋の仕事をしております。教員の先生

方の配置だけではなく、今の子供たちにどのような

学力が求められているのか、その学力を養うために

どういった授業改善が必要なのか、我々教育委員会が各学校現場に出向いて仕事をしてい

ます。その中で、教育委員会が行っている若年者向け消費者教育の推進について説明いた

します。 

簡単に説明させていただきますが、ポイントは教育といっても様々な手法がありまし

て、学校に対するもの、教員に対するもの、そして児童生徒の取組み、この３つの視点は

忘れてはいけないと思います。 

１つ目、これはまず教員に対するものですが、先ほど発表いただきました新しい教材の

配布であるとか、それを使った授業実践です。右下のところは先ほど説明された山本先生

の絵が映っているかと思います。これは先ほどの説明通りです。 

続きまして、こちらは学校向けです。県教委では、徳島消費者教育ステップアップ事業

をやっておりまして、発達段階に応じて、具体的には幼稚園から高校まで、順次消費者教

育の実践をする学校の取組みを応援しています。左下の写真は、中学生がエシカルの取組

みを行っている企業に訪問している、こういう活動の支援を行っています。右下は幼稚園

における販売実習の様子です。 

続きまして、生徒さん自身の取組みを促すということで、徳島県ではエシカル消費のリ

ーディングスクール事業というものを設けまして、エシカルクラブを全校に設置しまし

て、高校生の主体的な取組み、まさに授業だけではない取組みをすることによって、エシ

カル消費の普及を推進させるものです。左下の絵は、高校におけるカフェの運営の絵なの

ですが、このカフェではオーガニックやフェアトレード商品の販売をしております。右下

は、高校生が幼稚園か小学校か忘れましたが、読み聞かせをやっています。高校生が授業

で勉強したことを幼稚園や小学校に出向いて行って読み聞かせをすることで、若者同士が
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学び合うという絵になっています。 

こういうものをどんどん発信させていくということで、昨年末エシカル甲子園を消費者

庁さんとの共催で行わせていただきました。高校生が自分たちの取組みを、全国 70校か

らの参加申し込み、当日は 20校以上の高校も来られていましたが、こういうところで意

見発表していくことで、自らの学びをどんどん発信して、更なる取組みにつなげていくと

いうことを教育委員会では推進しています。以上です。 

 

【坂本】 

 ありがとうございます。学校教育の場で、教科教育の中ももちろんですが、それ以外の

場所でも体系的に、幼稚園から教育が実施されているということで、大変頼もしく改めて

感じたところです。では次に、徳島県教育委員会特別支援教育課長 猪子様、お願いいた

します。 

 

【徳島県教育委員会特別支援教育課長 猪子 秀太郎】 

特別支援教育課長の猪子です。特別支援学校のエ

シカルチャレンジということですが、徳島県は 11

校の県立特別支援学校がございます。約 1000 人の

子供が学んでいると。おそらく日本で一番小さいサ

イズになるのかな。数としてはですね。都道府県で

は一番少ないと思います。この 11校が団結してみ

んなで一緒にエシカル消費について取り組んでいる

ということです。 

 特別支援学校ならではの、特別支援学校の強みを活かしたというところがポイントにな

るのかなと。それはどういうことかというと、いろいろな障がいの子供たちが学んでいる

のですが、特別支援学校はやはり美術、何かを制作する活動、それから作業学習と言って

手を動かしながら物に触れていく学習というのがすごく多いです。この中で、リサイクル

ですね。一つはリサイクル資源を活用するという取り組みと、それからもう一つは地域と

連携する、支援学校がある地域と連携して商品を開発するという、そういう二つの取り組

みについてこれからご紹介します。 

 まず、リサイクルの方ですが、特別支援学校エコステーション化と称しまして、リサイ

クル資材の回収ボックスを全ての学校に設置したということで、いろいろな食品トレーで

あるとか、空き缶などが学校にたくさん集められていくと。それを例えば小学部であった

らこういう美術の作品制作をする。それから中学部・高等部の年齢になってくると作業学

習ですね。先ほど言ったように、リサイクル資材自体を使って、これは牛乳パックで紙漉

きをしているところです。牛乳パックを活用した紙漉き。これもたくさんの学校がやって

いるのですが、そういうものをやっています。それによって、これは子供たちの作品です
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が、かまぼこ板を利用したスプーンであるとか、これは竹なんですね。竹を砕いて繊維を

小さくしていって、紙を漉くと和紙が出来上がると。こういう行灯ですね。竹和紙の。い

ろいろな作品を作っていると。 

少し宣伝ですが、皆様の配布資料の中に、きらめきアート展というチラシが入ってい

て、あとでまたご覧いただいたら良いのですが、２月 20日から 24日に文化の森というと

ころで子供たちのこのような作品をたくさん集めた展覧会をやりますので、ぜひ足をお運

びいただけたら、入場料は無料でございます。 

 それから、こういうリサイクル資材を、地元のスーパーのチェーン店があるのですが、

そこが地域の福祉施設と共同で、リサイクル資材を活用する取り組みをされていると。そ

こに特別支援学校の生徒も出ていって、そのお手伝いをすることで、仕事の練習もできる

し、それからエシカルな活動、エコな活動もできるというような、これはリサイクル資材

を運んで、お客さんの持ち込んでこられたものも集めて、チケットを渡したりするなどそ

ういう活動に参画しています。 

 それから、今度は地域と連携したエシカル活動ですが、今言った作品展であるとか、そ

れから四国霊場の札所が近くにある学校は、そこで御接待活動ですね。御接待活動をして

そこでいろいろ先ほど言った牛乳パックで作ったしおりなどをお遍路さんにお渡しする

と、そういうので大変喜ばれていたりします。竹和紙の活動などは、この間のエシカル甲

子園で消費者庁の長官賞もいただいたということで、大変喜ばしいことでした。 

 それから、地産地消ということで、今の竹の、竹はいろいろな活用方法があって、パウ

ダーにすると肥料になるということで、竹パウダーの肥料、それから近隣の NPO法人さん

がものすごく協力的にやってくれて、そばを作ってそれの刈り取りをして、最終的にこう

いうクッキーを作ったりですとか、いろいろな立地している地域ならではの活動を続けた

りしているということで、これはもち米を田植えして、そこから刈り取りをしておはぎを

作って、最終的に売るというような、六次産業化と言っていますが、特別支援学校は。そ

れから「みまカフェ」って知っている方もいらっしゃるかもしれません、美馬分校という

ところにカフェがありますが、それを地元の喫茶店さんと一緒に、そこのお菓子を提供し

ていただいて出しているとか、いろいろな活動を学校の立地の地域と連携してやっていま

す。 

 こういう形で、エシカルチャレンジということで、小学校から高校段階までの、様々な

障がいの子供たちが、それぞれの地域でエシカルの活動をしているということで、これか

らも続けていくということです。以上です。 

 

【坂本】 

 ありがとうございます。実に様々なエシカル消費推進の取り組みをご紹介いただきまし

た。たくさんの学校が団結して実施されているということで、こちらも大変頼もしく存じ

ます。それでは次に、全国消費生活相談員協会関西支部長でいらっしゃいます澤村様、お
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願いいたします。 

 

【全国消費生活相談員協会 関西支部長 澤村 美賀氏】 

全国消費生活相談員協会関西支の澤村でございま

す。よろしくお願い申し上げます。私の方は、資料

が 45ページからになります。まず自己紹介という

ことで、本協会の消費者教育における取組の活動に

ついて、この資料を基にお話させていただきます。 

 本協会は、全国の自治体の消費生活センターで、

消費者相談および消費者被害の予防を目的とする消

費者教育に携わる消費生活相談員が主な構成員となっております。消費者問題の専門家団

体で、設立は 1977年、会員は約 1800 人です。活動は、消費者団体はたくさんございます

が、本協会は消費生活相談業務をやっている者の団体になりますので、週末の電話相談、

土日等につきましては、センターの休みの時のご相談を、関東・東京・関西・北海道で開

催しています。そして、消費生活相談員の資質の向上、消費者啓発、消費者教育、出前講

座、冊子作成など情報提供、適格消費者団体としての差し止め請求、そして行政・事業

者・消費者との連携をしています。 

週末電話相談につきましては、全国３ヵ所で土日にしていることもありまして、件数も

平成 30年度で 2408件ございますので、2408 件と申しますと、私が大阪で勤務している市

町村が 18万の人口でございます。そこでの年間の相談件数が年間 1200 件でございますの

で、18 万市の人口における相談件数よりもその倍以上来ているということですので、相談

の傾向がこちらで見えてくるということになります。今日は皆さんには配布しておりませ

んが、こんな相談がありましたという形の相談のトピックスを集めたものを、宝くじ協会

の助成を受けて配布しています。 

消費者教育の取り組みにつきましては、消費者啓発・消費者教育、そして出前講座とと

もに、これまでの高齢者向けには多くの啓発活動も進んできておりました。しかし、最近

若年者向けの出前講座、消費者教育を実施しておりまして、2017年度からは学校、その他

PTA、大学等におきましても 38件、受講者数は 2624件、2018年におきましては、大学等

60件、受講者数 4919 件というのを、協会の自主事業として消費者教育講座を全国各地

で、無料で開催しております。他には自治体から受託を受けた受託事業ということで、多

くの消費者教育講座を開催しております。 

今年度につきましては、先ほど消費者庁の米山様からもありましたが、九州・福岡の消

費者教育、「社会への扉」につきましての受託事業を開催しています。消費者教育は、他

に本協会では、消費者教育推進法の施行を受けまして、消費者教育推進会議にも委員とし

て参画していまして、2017年度には消費者教育研究所というのを立ち上げました。研究所

では主に、小学生・幼児向け、中学生向けの教材を作っております。やはり先ほど東先生
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のお話にもございましたが、地域における消費者教育というところで、消費生活センター

で受けた相談事例をもとにして消費者教育をするということにつきまして、やはり会員が

相談員でございますので、それについては自信を持って提供させていただいています。 

また、消費者相談に寄せられるうち、契約に関する相談が非常に多くございます。やは

りそうしますと、消費者教育につきましても、トラブルに遭わないために生きる力が必要

だということに尽きまして、生きる力を補い、サポートして解決に導いていくということ

を消費者生活センターの仕事にしています。そして、消費生活センターが悪質商法だけの

機関ではなく、相談を通じて相談と消費者教育両輪で、センターの業務、相談員としての

業務についています。本協会では、消費生活相談の現場から後ほどもお話しさせていただ

きますが、見えてくる問題を数多くの冊子・リーフレットという形で教材として作成し、

皆様に配布するということを行っております。本協会は、消費生活相談および消費者教

育、それぞれの相談員が各フィールドで消費者教育を進めていきたいと思います。今日の

皆様の資料に、本協会で出させていただきました「民法改正で生活が変わる」というこち

らのリーフレットを入れさせていただいていますので、お時間ある時にご覧いただければ

と思います。以上でございます。 

 

【坂本】 

ありがとうございます。それぞれのお立場から、現在進めておられる消費者行政・消費

者教育についてお話をいただきました。私も消費者教育の授業を担当しておりますが、学

生を取り巻く消費生活の環境も、以前と比べると大きく変化をしてきていると実感してい

ます。インターネット取引が浸透してきているというか、ほとんどの学生がスマートフォ

ンを持って、ネット通販ですとかフリマアプリでの買物、そして QRコード決済などを利

用しています。さらに次世代型社会「Society5.0」の実現に向け、様々な産業分野での取

組みも加速されていますので、消費生活がより一層高度化・複雑化していき、消費者には

中身が見えにくい取引が増えていくのではないかと感じています。 

こうした中で、成年年齢の引下げが行われるということで、新たな消費者被害やトラブ

ルも懸念されるところですが、様々な相談に対して最前線で対応されております澤村支部

長、若者の現状というのはいかがでしょうか。 

 

【澤村】 

 先ほどの資料の続きの 48ページから、私の方から若年者層に多い最新のトラブルの現

状と今後どのようなものが予想されるかということについてご報告させていただきます。

若年者層における消費者トラブルですが、先ほど東先生からもお話ございましたが、やは

り知識・社会経験・資力が乏しいというところで、悪質商法のターゲットになりやすいと

いうところです。最近は皆さん SNSで、インスタグラムの広告・フェイスブックの広告か

らということで、バーチャルな人間関係、それも小学生もそうですが、ゲームで知り合っ
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た人についていくという事件が昨今起こっていますが、バーチャルな人間関係を信用して

ついていってしまう、そしてその場の雰囲気に壊されないようにする気持ちが強く、なか

なか断ることができない、そして簡単に友達を信じてしまうというところもありますし、

マルチ商法のように自ら加害者となってしまうということもあります。 

 あとは収入の少なさや将来の経済的な不安に起因するトラブルも非常に多いと感じてお

ります。就職活動の解禁の話がございまして、もう１年生からでも就職活動ができますと

いう報道が流れたとたんに、今はできませんけれども、それを聞いたとたんに就活につい

ての不安というのが大学 1年生の調査でもございました。そういうことについて、情報に

ついて心が揺れるというのがございます。こちらの消費者相談の上位相談件数は、先ほど

東先生からもお話ございましたが、新しいところに大学進学・就職において、一番はじめ

にある問題は賃貸アパートの相談もございます。賃貸アパートにつきましては、仲介業者

の契約をする、そして賃貸アパートと大家さんとの契約をするという二重の契約構造にな

っておりまして、はじめての話でございます。 

その後、入ってから退去後のトラブルもございますので、私も「社会への扉」などを使

って各高校の方で講座をさせていただいていますが、そちらの進学後の話を聞くと、賃貸

住宅を今探しています、と高３の方にはよく言われていますので、このあたりについては

すぐにアプローチをするということにさせていただいています。 

また、今後も懸念される消費者トラブルですが、こちらの資料にもつけておりますが、

サブスクリプションの契約がこれから入ってくるのではないかと思います。サブスクリプ

ションというのは、皆さんアマゾンプライムを代表するように、去年の流行語にもありま

したが、月単位契約ということですが、なかなか規約を読まずにこれを契約してしまうと

いうケースもございます。その次に定期購入、無料という広告につられて４回購入が条件

だったという、今非常にそのような相談が多くございます。現状、今も高校生の男の子・

女の子からもご相談が来ております。今は 18歳なので、保護者の方に未成年者契約取り

消しの主張をというところで、18歳の場合はそのようにして、だいたい 1回無料と言いな

がら４回まで購入が条件で、トータル４万円払わなければならないという事例が挙がって

くるわけです。今なら未成年者契約取り消しができるのですが、2022 年になったときに、

果たしてそこで社会経験が少ないということで主張をして、どこまで事業者が聞いてくれ

るのかというのが、非常に私の中では悩ましいなと思いながら相談を聞いています。 

また、転売サイトのチケット、それから 18歳になりますと、学生証にクレジットカー

ドの機能をつけましょうかという大学もこれから増えてまいります。その段階でリボ払い

の話についても、きっちりおさえておかないと、すぐにリボ払いの契約をしてお金が払え

なくなったというご相談もけっこう増えております。マルチ商法につきましても、先ほど

仮想通貨の話がございましたが、「物なしマルチ」完全に商品がない状態のマルチ商法と

いうご相談も入ってくると思います。 

 キャッシュレスについても、先日報道でございましたが、キャッシュレスのアプリを入
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れすぎて、多重債務になっている若年者層が増えているというのがございましたが、実際

私が大阪で非常勤をやっています大学生で、今年 400人に対して集計を取ったのですが、

キャッシュレスについて 400人のうち３割はすでにやっていますと。アプリを入れてモバ

イル決済をしていますと。フリマアプリについても３割から４割はしていますということ

で、リボ払いについてはそんなにしていないのですが、マルチ商法についても３割くら

い、大学１年生の段階から誘われているということが報告で挙がっております。クーリン

グオフの期間についても、マルチ商法が 20日で、訪問販売が８日で、通信販売について

はそれができないという認識についても、なかなか消費生活センターとクーリングオフと

いう言葉は知っていますが、それ以降については忘れたとか、けっこうそういう回答が来

ておりますので、そのあたりについても何度も繰り返して教育をしていくことが必要なの

かなと思います。以上でございます。 

 

【坂本】 

ありがとうございます。このようなトラブルを未然に防ぐことができるように、消費者

として必要な知識や技術など、実践的な力を、東先生から御講演いただきましたけれど

も、実践的な消費者力を育むことがまさに求められていると思います。 

消費者庁では、平成 29年度から、先ほど取組報告をいただきましたが、「社会への扉」

を活用した授業を全国へと展開されていると思いますが、現在の進捗状況などをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 

【米山】 

 ありがとうございます。先ほど私が話す時に使わせていただいた資料の最後のページ、

お手元の資料の最後ですね。そちらにも１枚載せていますが、2018年からこのアクション

プログラムというのをはじめまして、消費者庁の職員が全ての都道府県を訪問して、消費

者行政のご担当の方と教育委員会のご担当の方に、実践的な消費者教育を、今もやってい

らっしゃると思いますが、ぜひこの「社会への扉」を使ってお願いいたしますということ

を、営業活動をして回りました。その際にも、徳島県がその 1年前からやってくださって

いた実践報告や実践事例、こういうものをご紹介しながら、普通の先生が普通にやってく

ださっているんです、こんな活用の仕方がありますというのを一生懸命話して、それでや

っていただいた。実は皆さんご承知かわかりませんが、消費者庁のホームページにはパワ

ーポイント版の「社会への扉」もございます。そんなものも使って下さいという勧誘行動

をしました。 

その結果、2018 年度末までの結果がこのお手元の資料にあるところで、全ての高校で

「社会への扉」使いました、という県はさすがに徳島県さんだけなのですが、９割以上の

学校でやったという県がもう一県ありますし、７割以上の高校でやれましたというのが６

県になっています。2019年度末はまさに現在進行中でございますが、消費者庁から学年、
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学期が始まる前に、全国の約 4200校に「社会への扉」が要ります、といったところにお

送りしています。それが今活用していただけていると思います。年度途中でも追加の申し

込みをいただいていて、この間調べてみたら 670件、13万冊も年度途中でもお送りしてい

ます。先ほどご紹介にありました全相協さんが、福岡県の方を全部やってくださっている

のもあるので、まだまだ動いております。 

そして、すでに 2020 年度の各都道府県の活用希望数の調査も終了いたしまして、年度

末くらいにはそれぞれ必要数を高校に直接お届けすることとなっています。今の話にもあ

りました「社会への扉」、一生懸命お教えしても、１年２年経つとやはり忘れちゃうんで

すね。仕方がないです。教え方がどうこうではなくて、人は忘れるものだということで、

今日はあとで見ていただきたいのですが、このような一枚の「社会への扉 契約編」とい

う振り返りシートを作りまして、契約の部分だけでももう一回卒業間近にやってもらおう

というつもりでおります。このページは実は昨日公表したばかりでホームページからダウ

ンロードできるようになっておりますので、ご活用いただければと思います。以上でござ

います。 

 

【坂本】 

ありがとうございます。ただいまのお話ですと、全国に「社会への扉」の活用が広がっ

ているということですね。教材の活用方法については、先生方の裁量でということです。

成年年齢が引下げられる 2022年 4月からは、高等学校、特別支援学校(高等部)において

も、新しい学習指導要領が全面実施されることになります。来年度小学校の新しい学習指

導要領は、来年度から全面実施で、中学校は 2021年に全面実施ということで、体系的に

家庭科や社会科などでも、学校教育でも進めていこうという形が作られてきているという

ところです。 

徳島県でも、小学校や中学校で成年年齢引き下げに向けた対応として、教材を作成しま

して、昨年度中学生向けの消費者教育教材を作成いたしました。私もその検討委員会の委

員長を務めさせていただきましたが、教材を作っていく上で、非常に様々な機関の先生方

と連携することができまして、この消費者教育を進めていく上での連携というのが、徳島

県が全国的なモデルになるのではないかと思います。この連携につきまして、勝間課長少

しご説明いただけますでしょうか。 

 

【勝間】 

私の方からは、中学校・小学生向けの教材の作成ということについてご報告をさせてい

ただきたいと思います。パネルディスカッションの前にも、中学校向けの教材ということ

で石丸先生から授業の実践報告がございました。実は、県では高校生向けには消費者庁の

作成された「社会への扉」がある。ところが、もっと若い時から消費者教育をするべきで

はないのかと、これは県の消費生活審議会からもそういうご意見がありました。というこ
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とで、昨年度中学生向けの教材というものを作成いたしました。これは、坂本先生あるい

は澤村支部長、それから報告のあった石丸先生にもご参画いただいたところでございま

す。内容については、やはり現場で使っていただくためには学習指導要領に準拠したもの

でなければならない。あるいは、授業ですぐに使えるようなワークシートにしなければい

けないということに注意して作成しました。 

 また今年度、高校生次に中学生ときましたから、小学生向け教材も作成しているところ

です。これについて、同じように学習指導要領に沿った形で構成をしておりますし、中学

生の教材との系統性というものも十分に踏まえて、契約の意味や健全な金銭感覚を身につ

けていくようなものにしたいと思っているところです。実際に使われるためには、学校現

場で一回使ってみていただこうということで、実は昨年の 11月・12月にかけて、県内６

つの小学校で実際に試用していただいたところです。ここに掲示されておりますように、

教材はパワーポイントで使えるようなものとしております。この小学生向け教材につきま

しては、今年度中に完成予定でございまして、来年度にはそれぞれの小学校に配布させて

いただきたいと思っています。 

 それから連携という観点からは、やはり教育委員会との連携というのが非常に重要にな

ります。学校現場で使っていただける教材の作成という形になってきますと、先ほど申し

上げました通り、学習指導要領に準拠する必要がある、あるいはどのタイミングで授業を

するのか等の学校現場の実情というものもある。それはやはり我々だけではできず、教育

委員会との連携が不可欠になるだろうと思っているところでございます。 

 もう一点、実は私は県の消費生活センターである徳島県消費者情報センターの所長も兼

務をしているところです。この消費生活センターは、消費者教育の拠点としての機能も持

っています。そういう観点から言いますと、実際の消費生活の相談を受ける相談員と学校

の先生方、そういうところがうまく連携できれば、より実効性の高い消費者教育が図れる

のではないかと。今回の教材作成にむけた検討委員会にも両者に入っていただいて議論い

ただいたところでございます。そういう実感を今強めているところで、そういう面ももう

少しプッシュできないかなということで、今取り組みを進めているところです。以上でご

ざいます。 

 

【坂本】 

ありがとうございます。消費者教育を推進する上で、教育委員会と連携体制を構築して

進めていくことが、とても全国の消費者行政においてもヒントとなるのではないかと思い

ます。 

では、徳島県では特別支援学校高等部においても「社会への扉」を活用した授業を行っ

ているとのことですので、先生方の活用方法や、また消費者教育を推進する上での課題に

ついて、猪子様ご説明いただけますか。 
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【猪子】 

 特別支援学校の高等部で、「社会への扉」を活用した取り組みはどのように進んでいる

かについてご説明いたします。特別支援学校は、対応する障がいは５種類なんですね。視

覚障がい、聴覚障がい、それから知的障がい、肢体不自由、それから病弱、この５つで

す。大雑把に分けると、知的障がいがあるかないかで、取り扱いが全然違います。この上

の方に書いてあるのが、知的障がいがないところですね。高等学校に準ずると言います

が、高等学校と同じ内容を教えているところ、それから知的障がいがある子供たち。まず

高等学校に準ずるところでは、家庭基礎など高等学校と同じように授業の取扱い、授業の

中で教えています。 

それから知的障がいがある子供たちの教育課程になると、家庭科、それから生活単元学

習という知的障がい独自の教育内容ですが、例えば宿泊学習がいつあります、そこでその

ために買い物をしなければなりません、のような取り扱い方をするわけです。そうする

と、知的障がいがある子供たちでも、とても興味がわいてわかりやすくなると。こういう

形でそれぞれの障がいに応じて「社会への扉」を活用しています。 

その中で、課題というか、まず消費行動を経験する機会が少ないですね。知的障がいの

子供だけではなくて、障がいがあるとどうしても買い物、一人で買い物をするという経験

が少ないです。経験が少ないのでイメージがしにくく、学びにくい。それから教材に用い

られている言葉も難しい。それから、どうしても繰り返しが必要になってくるので、少な

い時間で大事なことをということで、学習内容の精選が必要になります。それから、支援

者である家庭も一緒に消費者教育を行っていく、これは学校からは難しいことなのです

が。「社会への扉」についても、各障がいの特性に合わせて教材の工夫がとても必要にな

ってくるということが課題として挙がってきております。 

最後になりますが、自分自身で問題を解決するというところまでは到達しない生徒たち

がいると思います。なので、相談やヘルプをどうやって出していくかも、これから考えて

いかなければいけないことかもしれません。以上でございます。 

 

【坂本】 

ありがとうございます。特別支援学校における教材の活用についてお話を伺いました

が、今年度消費者庁では、特別支援学校、主に高等部における消費者教育の在り方に関す

る意見交換会を徳島県で立ち上げたとのことですので、その内容について米山企画官お願

いたします。 

 

【米山】 

 ありがとうございます。その研究会・意見交換会なのですが、実際に特別支援学校で実

践的な消費者教育が、今やっていただいているよりもっとやりやすくできるためにどうす

ればいいのか。障がいの種別、先ほどご紹介ありました種別ごとに、特性を把握して、教
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育上配慮すべき点を整理して、特別支援学校でどのような消費者教育をやっていくのか、

どのような支援策が必要なのかというもののヒントをいただこうということで設けた研究

会・意見交換会です。障がい教育の専門家の先生方や、特別支援学校で実際に教えておら

れる先生にご意見を頂戴して、こちら徳島県の新未来創造オフィスで行っているところで

す。 

 実際には特別支援学校でどんなことをやっていますか、というお話を伺って、その中で

先生が日々困っておられること、悩んでおられること、今ご紹介ありました中身を、具体

的にお話を聞いて、生徒の生活の中であまり見られないような「契約」というものを、ど

うやって理解していただくのか。家庭においての買い物や金銭の管理やネットの利用、ト

ラブルに遭った時に、今は守られている学校の中だけれども、社会に出たらどんな風に困

るのかというのを知ってもらうのに、もっと使えるような教材が欲しいですねというお話

をいただいています。 

 今、取りまとめの最中で、年度末までにはどのようなご意見が集まっていたかというこ

と、今後どのような方策が必要かという、専門家だけが話したわけではなく、現場の声で

集めたような報告・取りまとめになると思いますが、そういうものも公表していきたいと

思っております。以上です。 

 

【坂本】 

ありがとうございます。現在多様な主体と連携し、論点整理が進められているというこ

とですが、成年年齢引下げに向けて、多様化・複雑化する課題に適切に対応できる教員の

指導力の向上が全国的な課題となっています。質の高い消費者教育の実現に向けての現状

や課題について、小倉課長に少しお話をいただけますか。 

 

【小倉】 

質の高い消費者教育の実現に向けての課題ですが、私もこの立場についてから、消費者

教育・キャリア教育を担当させていただいていますが、例えば環境教育・主権者教育、こ

ういうものもあります。さらに法教育・金融教育・租税教育・放射線教育・命の教育・平

和教育…挙げるときりがありません。こうした中で、消費者教育をどのように現場の先生

方に意識していただいて、またそれを学ぶ生徒さんたちが、消費者教育を学んでためにな

ったな、勉強になったな、と思っていただくために、どう進めていくか、この点をしっか

り考えていかなければならないのかなとまず思っています。 

 消費者教育については、新しい学習指導要領の中でも、知識・技能のみならず、未知の

状況にも対応できる思考力・判断力・表現力であるとか、学んだことを人生や社会に活か

そうとする学びに向かう力・人間性をバランスよく学ぶこと、とされています。消費者教

育はこれらの力を養う絶好の教材であり、いい機会なのかなと思っております。 

ただ、新しい学習指導要領が来年度からどんどんはじまっていきますが、なかなか先生
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方もいきなり導入するのは難しいという声もあります。そうした中で、先生方の負担をな

るべく軽減しながら、質の高い教育を実現させるために、県教委としましては、消費者庁

作成の教材「社会への扉」の活用を、研修や公開授業を通して、わかりやすく普及させる

という、使い方と合わせた授業の展開を進めること、また活用事例集の作成、こういうも

のもやっています。 

今教員の指導力についての話もありましたが、こちらは消費者庁、鳴門教育大学さんと

も連携しまして、消費者教育に関する指導力向上を図る研修を、校種別に開催していると

ころでありまして、こういう研修も引き続きしっかりやっていきたいと思っています。 

また、冒頭の東先生の講演で、学んだこと・教えてもらったことを授業で聞くだけでは

なかなか定着しないというものは、私も含め皆さんも、授業で習ったことを全て今覚えて

いるかというとそうではありません。そのために、東先生の話でも出たのは、ディスカッ

ションの機会、あとは生徒さんが自ら教え、社会で使っていくというお話もございまし

た。ここでは、生徒さんが授業で学んだことを探究的な活動や、部活動・生徒会活動など

の自らの取り組みを通じて、それを発信することで、しっかりと身につけていただいて、

世の中で実践していて、最終的には消費者の一員として市民社会の形成に参画していくこ

とが重要だと思っています。 
昨年度末開いたエシカル甲子園も、そういう思いを込めて教育委員会としては企画をし

たつもりですが、こういう取組みを引き続きしっかり続けていければと思っています。以

上です。 

 

【坂本】 

ありがとうございます。様々な教員研修を行ったり、研究授業をされたり、様々な取り

組みをされているということですね。私も現在、教員を目指す学生の指導を行っていま

す。本学の学生、これは全国の学生の内容も入っておりますが、アンケート結果を御覧く

ださい。２割前後の学生が、悪質な事業者に関わった経験があると回答しています。そし

て、「社会への扉」に載っているクイズの正答率を尋ねたところ、キャッチセールスはク

ーリングオフできることは、まあまあ大学生は理解していたのですが、残念ながら消費者

ホットラインの認知度は低いということですとか、問２・問１など、成立した契約は原則

取り消し解消ができない、契約の成立のタイミングは承諾など、契約の基礎知識は乏しい

ということがよくわかりました。 

また、高校までにどのような消費者教育を受けたかというのを聞きますと、製品のマー

クや表示、また様々な悪質商法については６割以上が学習したということですが、ローン

やクレジットに関する知識、家計管理の仕方など金銭管理の学習者は少ないという結果に

なりました。これから見えないインターネット取引や、見えないお金を管理するというこ

とがどんどん進んでいきますので、この見えないお金・取引と関わるというところを重点

的に取り組んでいくのがこれからの課題ではないかと私自身は感じているところです。 
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それでは、終わりのお時間が近づいて参りましたので、最後に 2022年に向けて、それ

ぞれのお立場で、今後取り組んでいきたい施策や連携等について、一言お話いただきたい

と思います。澤村支部長から順番にお願いします。 

 

【澤村】 

 徳島県の取り組みを聞かせていただきまして、勉強させていただきました。ありがとう

ございます。今の話にもありましたが、人に教えるというところですね、まず。全然高校

生に何度言っても大学生になってもわからないというケースもありますので、何度も伝え

るということと、理解してもらって人に大学生や高校生が教えるというところの部分を、

今いろいろな自治体でやっていますが、学生リーダーというものもやっていますが、あれ

は意識が高くて興味がある人たちが結構いらっしゃるかなと、活動を一緒にしていて思う

のですが、興味がない学生にも興味を持ってもらうような取り組みを、センター及び自治

体も全部含めた上でやっていかなければならないと思いますし、私たちの方も、相談現場

から持っているところの被害のアラートの部分については、行政の中だけではなくて連携

を通じて発信をしていければと思っています。 

 

【坂本】 

 ありがとうございます。 

 

【猪子】 

 今日は本当にありがとうございました。まず、我々特別支援教育の分野で進めていくの

は、最初にも紹介しましたエシカルチャレンジですね。あれは、やはり子供たち自身が、

自分たちも地域で活躍できるという自信を持ってもらいたいと思っていますので 、ああ

いう活動をこれからもどんどん推進していきたいなと思っていますので、ご協力いただけ

たらと思います。 

 それから後の方で申し上げました、成年年齢引き下げに伴う教育の充実というのは、特

別支援学校でもとても必要です。けれども、やはり難しい課題になるところがあるという

ことで、消費者庁の方で進めていただいている「社会への扉」を改訂していくという作業

にはとても期待しています。これからもよろしくお願いいたします。以上です。 

 

【小倉】 

学校教育課としては、やはり生徒が自ら主体的に学んで探究活動や実践を通じて取り組

んでいくということが一番重要だと思っておりまして、今日授業実践報告がありました公

民科・家庭科という各教科との連携や各学校の取組み、そういうもので生徒さんが自ら行

動することで、学校での授業、学校を超えて将来的に大人になっても大学生になっても取

り組む、そういう主体性を身につけるような勉強をしてもらうように取り組んでいきたい
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と思っています。 

 

【勝間】 

 思いつくままに３点だけ。１点目は、続けていくことが非常に重要だと思います。成年

年齢引き下げも待ったなしでございますので、教育委員会としっかりと連携を継続しなが

ら、高校・中学校・小学校での消費者教育を継続的に続けていきたいと思っています。２

点目として、消費者庁の「新未来創造戦略本部」が来年度立ち上げられると聞いていま

す。その中では消費者政策の研究や国際業務なども取り組まれると聞いていますので、引

き続き消費者庁と連携を図って参りたいと思っています。 

また、３点目としては、知事の挨拶にもありました通り、昨年９月に消費者庁と共催し、

Ｇ20の消費者政策国際会合というものを行いました。このレガシーを継承いたしまして、

県内あるいは全国だけではなく、世界に向けても本県の取り組みを発信していきたいな

と。その中で本県、全国、世界の消費者教育の深化に少しでも本県の取り組みが貢献につ

ながればと思っておりますので、これからも引き続き本県の取り組みに対してご理解とご

協力をいただけますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。以上です。 

 

【米山】 

 やはり消費者教育は、理屈だけではなく体が動いてその人一人の行動が変わっていくと

ころまでいって、やっと成果だと思います。そのためには、国のようなところが遠くで何

か言っているのではなくて、地元・地域でのいろいろな方との連携というのが大事なのだ

ということを今日新たに実感させていただきました。という観点から消費者庁は何をする

のかというと、消費者教育・成年年齢引き下げの部分ももちろんですが、先ほども少し言

いましたエシカル消費、消費者市民社会を作るような消費者を育てていっていただけるよ

うに、地域の皆様が活用しやすい情報の提供というのをやっていくのだろうと。消費者庁

が自ら出かけていくというのは本当に難しい。だとしたら、今はネット社会でもありま

す、情報発信をより充実させていきたい。 

先ほどの特別支援学校のお話で、「社会への扉」をどうやって特別支援学校の生徒さん

たちに教えていくのかという時に、一人一人の生徒さん全部違うんですと。その一人一人

の生徒さんが使えるような、先生がカスタマイズできるような情報のあり方が大事ですと

いうことも繰り返しご発言いただいていた。例えば、それは特別支援の方に限りません。

一人一人の消費者のために、何か皆さんが教えよう、伝えようと思った方が使えるよう

な、カスタマイズしやすい情報、教材なのか情報なのか、教具なのかわかりません。そう

いうものもどんどん提供していかなければならないなと。地域の連携が進むような後押し

をしていくことが、国としても大事な仕事になるんだなということを感じまして、そうい

う仕事をしたいと思いました。ありがとうございました。 
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【坂本】 

ありがとうございます。本日はそれぞれのお立場から、成年年齢引下げに向けて、それ

ぞれの強みを生かした取組みや、2022年に向けての対応や課題についてお話をいただきま

した。徳島県では、「社会への扉」の活用や、エシカル甲子園 2019 の開催など、全国モデ

ルとなる消費者行政・消費者教育に取り組んでいます。これからも関係機関が一丸となっ

て、成年年齢引下げに対応するとともに、ここ徳島から様々な情報を発信して参りたいと

思います。皆様、ご清聴いただきましてありがとうございました。パネリストの皆様、あ

りがとうございました。 
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閉会挨拶 

高島 竜祐 消費者庁 審議官 
 

皆様本日は、「地方消費者フォーラム in徳島」にご

参加いただきまして、誠にありがとうございました。

本日、若年者への実践的な消費者教育をテーマとし

て、東先生の基調講演、それから教員の方々による授

業実践報告、また消費者教育関係者によるパネルデ

ィスカッションが行われました。多くの皆様と実践

的な消費者教育について考える大変いい機会にでき

たのではないかと思っておりまして、おかげさまで大変意義ある会ができたと考えており

ます。 

消費者教育につきましては、幼児期から高齢期までの生涯を通じて、それぞれの時期に応

じて、学校・地域社会・職域、その他の様々な場において推進することが重要でございます。

全国各地で消費者教育を充実させるためには、地域においてあらゆる関係者の皆様の連携・

協力が欠かせません。今後とも、より一層のご協力をここ徳島で、また日本全国でどうかよ

ろしくお願いいたします。 

最後になりますが、徳島県教育委員会をはじめといたしまして、このフォーラムの開催に

ご尽力いただいた全ての皆様に感謝申し上げます。本日は大変ありがとうございました。 

 

以上 
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５．アンケート集計結果 
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地方消費者フォーラムin徳島

日時：2020年1月28日（火）

場所：徳島グランヴィリオホテル グランヴィリオホール

アンケート回収件数：65件（参加者：101名　回収率64％）

（問１）平成２２年度から開催している消費者庁主催「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 49 75.4%

2 今回で２回目の参加 10 15.4%

3 ３回以上参加 5 7.7%

4 未回答 1 1.5%

65 100.0%

（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？

1 結びついた 7 46.7%

2 結びつかなかった 0 0.0%

3 どちらとも言えない 7 46.7%

4 新しい活動や連携した取組みを実施する予定である 0 0.0%

5 未回答 1 6.7%

15 100.0%

(問3)　問2で「1.」または「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、簡単にご紹介ください。

授業改善。

消費者教育の重要性。

小中学生の消費者教育に取り組んでいきたいです。民法改正まで残り2年ということから考えると、特に中学生への教育機会の充実が必要であると感じました。

成年年齢引下げによる教育の必要性。特別支援学校の障がい生徒への情報・啓発の重要性。エシカル普及。

現在、行政と学校との連携が大きな課題です。特に公民科の先生方と連携した授業や研修を働きかけていこうと思っています。

実践的な学びに必要な要素を今後は取り入れ、消費力を高める活動に活かしていきたいと思いました。

生活に活かせる、社会人になっても活用できる消費者教育の知識や技術を身につけさせたいと思った。

知識→表現へ、活用へ。

社会の扉から展開して、体験授業を受けた生徒さんは本当に恵まれた時間を持ちました。社会を変える人間に成長することですね。

若年層の消費者教育について、もっと考えていきたいと思った。

地域で様々な団体等と連携をとって、消費者教育の助けとなるような取り組みを行いたいと思っています。

地域のステイクホルダーとの連携によるワークショップ開催など。

若者向けの啓発活動について模索中です。

昨年７月、グランヴァリオにて消費者イベントSDG's「冨永愛、谷まりあさん」の女優を招いて9月の国際会議の前哨イベントがあり、有意義で９月の本会議に即効で効き目があり、効果大で素晴らしかった。私もメッセージカードを書き、９
月のクレメントホテルにて掲示されていたので、感無量で感動の連続でした。

徳島県の取り組みに驚き、全国に向けて、世界に向けて発信したいとの姿勢に心から賛同します。ぜひ、推進を行ってください。（東京都羽村市代表として、これからの消費者活動の参考にできたらと願っています。特に小中学生から
の教育の大切さは心得ています。）

結びついた
46.7%

どちらとも⾔えない
46.7%

未回答
6.7%

今回初めて参加した
75.4%

今回で２回⽬の参加
15.4%

３回以上参加
7.7%

未回答
1.5%
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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？（複数回答可）

1 消費者庁・徳島県・その他のウェブサイトで知った 24 31.6%

2 消費者庁・徳島県・その他のSNS等で知った 7 9.2%

3 チラシを見た 23 30.3%

4 知人や友人から聞いた 12 15.8%

5 その他 10 13.2%

6 未回答 0 0.0%

76 100.0%

＜上記質問に「３．チラシを見た」とご回答の方の、「設置場所」の詳細＞

大学構内、学校

勤務地、職場、勤務校

徳島県庁、鳴門市

消費生活センター、羽村市消費生活センター

その他複数施設

＜上記質問に「５．その他」とご回答の方の詳細＞

徳島県消費者情報センターのメルマガ

県教委からの依頼文書

行政（消費生活課より）

上司より聞いた

消費者協会から連絡

１月27日NHK夕方ニュース

職場

消費生活センターから配信されたメールにて

 （問５）参加した理由は何ですか？（複数回答可）

1 「消費者教育」に関心があった 47 60.3%

2 プログラムに興味があった 16 20.5%

3 友人に誘われた 3 3.8%

4 登壇者および登壇者の所属団体の関係者 6 7.7%

5 その他 6 7.7%

6 未回答 0 0.0%

78 100.0%

＜上記質問に「５．その他」とご回答の方の詳細＞

証券会社での勤務の為、多大な興味があったため。

行政担当。

上司に誘われた。

徳島市消費者協会役員、県くらしサポーター発信者

消費者教育の啓発の参考。

徳島市、県に関心があった。良いチャンスと捉えて。

（問６）参考になったプログラムに○をつけて下さい。（複数回答可）併せてその理由もお知らせください。

1 基調講演 30 26.3%

2 授業実践報告 41 36.0%

3 パネルディスカッション 36 31.6%

4 未回答 7 6.1%

114 100.0%

消費者庁・徳島県・そ
の他のウェブサイトで

知った…

消費者庁・徳島県・その他の
SNS等で知った

9.2%

チラシを⾒た
30.3%

知⼈や友⼈から
聞いた
15.8%

その他
13.2%

基調講演
26.3%

授業実践報告
36.0%

パネルディスカッ
ション
31.6%

未回答
6.1%

「消費者教育」に関
⼼があった
60.3%

プログラムに興味が
あった
20.5%

友⼈に誘われた
3.8%

登壇者および登壇者
の所属団体の関係者

7.7% その他
7.7%
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＜その理由＞

３つの消費者力について、それぞれのステップで取り組むべき項目の理解ができました。

今後の授業展開の参考になった。

実践は成果が見えるが課題も見えて、これから徳島県がやっていかなければならないことが見えてきたように思う。

素晴らしい実践をされていた。

実際に授業をされている立場で工夫された点や技術など、とても参考になりました。

教科ごとの特性があり、ディベートなどが取り入れられ、こんな感じで消費者教育ができるのかと勉強になりました。

色々な消費者トラブルが多くなっている中、中高生にも消費者教育が必要である。

実際に取り組まれている先生方からの報告は説得力があり、参考になる。

鳴門高校の山本先生の実践報告が大変勉強になった。中学校向けの教材も活用したいと思った。

学校現場の様子がわかった。

鳴門高校（公民）城之内中（家庭科）教員のお二人の授業実践報告。東先生からも話がありましたが、同じ学校内で授業が重ならないよ
うに教員供に話し合いを行ってほしいです。（私も教員です）

とても興味深く聞いた。私たちの中でも「小学生も消費者です」というプログラムを消費生活センターで作成して、小学校で実施しているの
で！

学校現場での活用状況がよくわかったから。

現場の実践例が聞けて良かった。

実際の取り組みを聞くことができ、参考になった。

県立鳴門高等学校の先生の報告で、生徒たちに考えさせる授業が良かったです。

公民での授業実践は参考となった。特にゲノム編集食品という最近のトピックを教材とした点は良いと感じた。

実際に行われている授業内容がよくわかった。

高校の授業実践は参観させていただき、公民科新科目「公共」を意識した内容であった。改めて消費者教育の大きな可能性を感じるもの
でした。

センターとして関わることができることが、すこしわかったように思います。

社会への扉の導入の仕方や中学教材のアレンジのしやすさ

身近な教材を基にした授業の説明は参考になりました。

自分の授業でも参考にしたいと感じました。

山本先生ははっきりと聞こえ、自信をもって発表されていたのでよかった。

今後の礎となった。

中学校の発表。教材のコピーなり抜粋でもよいので、別途資料がほしかった。

先生方が生徒たちに理解してもらうために、様々な工夫をされているのがわかった。

鳴高山本先生の授業実践が、身近な物から問題提起されており、大変参考になった。主催者教育やキャリア教育など、幅広く学びを深
めることができた。

山本先生の実践授業も参観しており、狙いや授業後の生徒の感想も聞くことができた。

実践的な報告が参考になった。

子供たちが主体的であった。また、学校での実践内容が具体的でよくわかった。教材が見てみたい。

ゲノム編集についての授業が興味深かったです。

消費者教育について多くの資料を掲示して説明していただき、よく分かった。

消費者教育を行ってどのような力を身につけさせるか、どのような手法を取るべきかを学ぶことができた。

中学生、高校生への消費者教育について、単発的な出前講座を実施しているが、実践報告のような授業が全国的に実施されることを願
います。

同科目の先生がどのように授業展開しているのか知ることができた。

社会への扉の冊子だけでなく、中身を充実させるための具体策が聞けて良かった。

「消費者力」＝「１．自立・自制」、「２．共生・連携」、「３．変革・創造」を知ることができて良かった。

消費者教育推進の考え方や手法の理解が進んだ。

Good!!

若年層の消費者としての教育の大切さが必要。

少し早口過ぎて理解に苦しんだ。

子供たちに伝えなければならないことが沢山あるとわかった。

実践的な力を育むために必要なことがよく理解出来ました。

色々な角度からのたくさんの情報を、コンパクトにわかりやすくお話しいただけたから。

△残念、逆に動画で説明した方がよく分かりやすい（山本氏の場合）。時間オーバーでヘタ。○丁寧に説明、ポイントをうまく分かりやすい
（石丸氏の場合）。

プログラム

１．基調講演

２．授業実践報告

Very very good.　説明した内容を冊子に説明した気の配り方が最高ですし、話の仕方が圧倒的にすごい。さすが長になるだけの器。

今後の授業展開の参考になった。

「消費者力」というはじめて聞いた言葉が実践的な消費者力を育む消費者教育など、目から鱗であった。

今後の消費者教育の在り方、方向性について、大きな指針を頂いた。

理由

成人年齢引き下げによる消費者教育の重要性は強く感じている。

消費者力を備えた消費者市民社会の形成、SDGsの大切なことがわかった。

消費者教育の推奨の重要性が理解できた。

アクティブラーニングの具体例が書いてあり参考になりました。

東先生の講演の中でディスカッションや他学年に教えることで知識が定着するということが大変参考になった。

アクティブラーニングの手法例など、実践に活かせるから。

良い機会となった。

消費者教育の全体像が掴めた。ポイントがわかりやすく図式化されていた。

成年年齢引き下げに対する教育の必要性と、その教育方法について学ぶことができた。
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（問７）本日の「地方消費者フォーラム」には満足されましたか。また、他地区で開催された場合、機会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○をつけて下さい。

全体的に満足した

1 そうは思わない 0 0.0%

2 0 0.0%

3 10 15.4%

4 23 35.4%

5 そう思う 28 43.1%

6 未回答 4 6.2%

65 100.0%

他地区で開催された場合、機会があれば参加したい

1 そうは思わない 1 1.5%

2 3 4.6%

3 17 26.2%

4 21 32.3%

5 そう思う 16 24.6%

6 未回答 7 10.8%

65 100.0%

基調講演や授業実践報告で学んだことが、総合的に様々な主体の取り組みを通して理解できた。

色々な立場からの幅広い話を聞くことができた。

色んな機関が消費者教育に取り組んでいるのかと驚いた。

３．パネルディスカッション

様々な立場からの考えを聞くことができてよかった。

行政（国・県）、教育委員会、消費者団体それぞれの立場からの意見が聞けた。

盛りだくさんで、消化不良の感もあり！

各方面の様々な意見や実績などを聞くことができ、消費者教育の実体を理解できた。

消費者教育の現状を多方面に知ることができた。

しなければならないことが沢山ですね。

各機関が何をされているのかわかった。

実践は成果が見えるが課題も見えて、これから徳島県がやっていかなければならないことが見えてきたように思う。

それぞれの場でどのように消費者教育が行われているか、よく理解できました。

庁として県として、学校教育として、相談窓口として、それぞれの立場で消費者の自立をサポートするために取り組んでいることがよくわ
かった。

特別支援学校の取り組みなどを知ることができて良かった。地域との関わりが重要であると感じた。

多方面からのパネリストからの発表や意見を聞くことができ、参考になりました。

各部それぞれの立場の説明は、参考になり分かりやすかった。

様々な分野での取り組みがわかり、その連携等も含めてとても参考になりました。様々なご意見を聞かせていただき勉強になった。

各現場での意見がよく聞き取れました。

今後の授業展開の参考になった。

消費生活相談員として学校の先生との関わりの話が出ましたが、どのような取り組みがなされるのか興味がわいた。

異なる事業団体による様々な取り扱い事例。

特別支援学校における消費者教育推進の紹介が特に気になりました。

実践的な取り組みがよくわかりました。教えることは難しい。

行政と教育委員会との連携。新たなトラブル事案や、防止に向けた消費者教育の重要性。

様々な立場からの取り組みが聞けて良かった。

新しい情報を得られるとともに、消費者教育の今後の重要性を再認識した。

様々な先進的取り組みがよくわかった。消費者教育をどのように実施していくのか詳細に理解した。

徳島県において教職員のセンター派遣はとても有意義であると感じました。

0.0% 0.0%

15.4%

35.4%

43.1%

6.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

1 2 3 4 5 6

1.5%

4.6%

26.2%

32.3%

24.6%

10.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

1 2 3 4 5 6
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（問8）今
後、どの

1 SDGs 33 16.4%

2 エシカル消費 34 16.9%

3 食品ロス 22 10.9%

4 消費者教育 33 16.4%

5 消費者被害とその対処法 20 10.0%

6 高齢者や障がい者を対象とした地域の見守りネットワーク 18 9.0%

7 消費者の安全（製品や食品の安全）に関すること 13 6.5%

8 契約取引（商品・サービス）に関すること 14 7.0%

9 食品や生活用品の表示に関すること 9 4.5%

10 その他 1 0.5%

11 未回答 4 2.0%

201 100.0%

＜上記質問に「１０．その他」とご回答の方の詳細＞

機会あるごとに繰り返してほしい。

＜性別＞

1 男性 20 30.8%

2 女性 42 64.6%

3 未回答 3 4.6%

65 100.0%

＜年齢＞

1 ２０歳未満 0 0.0%

2 ２０代 6 9.2%

3 ３０代 10 15.4%

4 ４０代 14 21.5%

5 ５０代 13 20.0%

6 ６０代 10 15.4%

7 ７０代 7 10.8%

8 ８０歳以上 2 3.1%

9 未回答 3 4.6%

65 100.0%

２０代
9.2%

３０代
15.4%

４０代
21.5%５０代

20.0%

６０代
15.4%

７０代
10.8%

８０歳以上
3.1%

未回答
4.6%

男性
30.8%

⼥性
64.6%

未回答
4.6%

SDGs
16.4%

エシカル消費
16.9%

⾷品ロス
10.9%消費者教育

16.4%

消費者被害とその
対処法
10.0%

⾼齢者や障がい者を対象
とした地域の⾒守りネッ

トワーク
9.0%

消費者の安全（製品や
⾷品の安全）に関する

こと
6.5%

契約取引（商品・サービス）に関
すること
7.0%

⾷品や⽣活⽤品の表⽰に
関すること
4.5%

その他
0.5%

未回答
2.0%
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＜居住地＞

1 徳島県内 46 70.8%

2 徳島県以外 14 21.5%

3 未回答 5 7.7%

65 100.0%

＜上記質問に「１．徳島県内」とご回答の方の詳細＞

徳島市（２０名）

鳴門市（５名）

藍住市、阿南市、三好市、吉野川市、美馬市、上坂町、北島町（１名）

＜上記質問に「２．徳島県以外」とご回答の方の詳細＞

岡山県、香川県（４名）

東京都羽村市、高知県（２名）

鹿児島県、兵庫県（１名）

＜所属区分＞

1 消費者団体関係者 22 33.8%

2 高齢者・障碍者（団体）関係者 0 0.0%

3 教育（団体）関係者 15 23.1%

4 弁護士・司法書士等の専門家 2 3.1%

5 消費生活相談員 0 0.0%

6 事業者（団体）関係者 0 0.0%

7 地方自治体 12 18.5%

8 学生 3 4.6%

9 一般 4 6.2%

10 その他 2 3.1%

11 未回答 5 7.7%

65 100.0%

＜上記質問に「８．その他」とご回答の方の詳細＞

消費生活センター運営委員

その他、感想・意見等がありましたらご自由にご記入ください。

消費者教育について様々な角度からの話が聞けたので、学ぶことが多かった。実践事例やトラブル事例などを知ることができて良かった。

企業や市町村がどのような形で連携・協力を図れるのかという観点からの議論もしていただきたい（実際に何をすべきか？何ができるのか？を知りたい）。

資料が重すぎて大変！

高知で3月に行われる四国フォーラムの参考になりました。ありがとうございました。

若者は高齢者と同様に問題解決にできることは何か、考えて頂きたい。地域でのつながりも大切。

配布資料は精選した方が良い。

このような機会に参加できてよかった。学生に教える立場として、どのように指導したらよいか、どこを重点的に指導したらよいかなどがわかりました。様々な資料を駆使して授業に取り組めたらと思います。ありが
とうございました。

参考になりました。ありがとうございました。

学校教育＋家庭での会話時間、消費者市民社会へ

色々の事をもっともっと多くの人が知ること。その為にチャンスを多く。エシカル甲子園があったことも良かった。重ねてほしい。（競う中で新しい発見がある）

とても勉強になったし、これを若年層の教育に活かせていけたらと思う。

会場に来て講演を聞いた甲斐がありました。Tokusima２０２０新春の取り組み紹介の詳しく分かりやすいガイドブックをいただいたので、十分満足しています。ありがとうございました。講演料をとっていただいても
いいくらいの、中身の濃い久しぶりのイベントでした。最高最高最高。

配布資料が一冊のテキストとしてまとめられていたのがとても良かったです。活用しやすいと感じました。また参加したいです。運営にあたられた皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

自分の知らないことばかりで、今後は積極的に新しい情報を聞いたり、見たりして、消費生活相談員としてキャッチアップしスキルアップにつなげたいと思いました。そのような機会を与えて頂き、ありがとうございました。

授業実践報告後に、時間の都合もあると思われますが、質疑応答の時間を取ってほしく思います。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

消費者力を高めてエシカル消費を広め、SDG'sの社会達成に向けて努力したいと思います。ありがとうございました。

このような研修をどんどん実施してほしい。子供たちが社会の一員として、教育の中に取り組んでいることが素晴らしい。

知事の挨拶を初めて聞きました。言葉にぶれがなく、挨拶の話は勉強になりました。

現知事の消費者庁一色の徳島県ですが、育てた子たちは都会の大学へ都会の職場へと巣立って行ってしまいます。なぜならこの徳島県に仕事場がないからです。何か重要な問題から、知事は県民の目くらまし
をしているのではと思う今日この頃です。現在私は月に一回東京に出る生活者ですので、一言申し上げます。

消費者団体関係者
33.8%

教育（団体）関係者
23.1%弁護⼠・司法書⼠等

の専⾨家
3.1%

地⽅⾃治体
18.5%

学⽣
4.6%

⼀般
6.2%

その他
3.1%

未回答
7.7%

徳島県内
70.8%

徳島県以外
21.5%

未回答
7.7%
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消費者庁 

令和元年度地方消費者フォーラム in 徳島 

開催報告書 

 

 

令和２年３月 

 

消費者庁 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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