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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 2 月 13 日（水） 

第１部 意見交換会 12:00～13:30 

第２部 消費者教育フォーラム in滋賀 14:00～16:30 

場 所 滋賀県立県民交流センター（ピアザ淡海） 

滋賀県大津市におの浜 1-1-20  

第１部 意見交換会 ３階 304会議室 

第２部 消費者教育フォーラム    in 滋賀 ３階 大会議室 

参加者 第１部 関係者 16 名 

第２部 登壇者、一般申込者、他 計 85名 
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１．３ 「平成 30 年度消費者教育フォーラム in 滋賀」プログラム 

時間 プログラム 登壇者 

14:00-

14:05 
開会挨拶 

滋賀県 県民生活部長 

浅見 孝円 

14:05-

14:20 
基調報告「消費者庁からの挨拶・報告」 

消費者庁 審議官 

高島 竜祐 

14:20-

14:50 

基調講演 

「成年年齢引下げを踏まえた 

消費者教育の推進について」 

椙山女学園大学 教授 

日本消費者教育学会 会長 

滋賀県消費生活審議会 会長 

東 珠実氏 

14:50- 

15:00 
休憩 

15:00-

16:25 

パネルディスカッション 

みんなで応援！若年者への消費者教育 

～「社会への扉」を活用した学校と地域

との連携による消費者教育～ 

≪コーディネーター≫ 

椙山女学園大学 教授 

日本消費者教育学会 会長 

滋賀県消費生活審議会 会長 

東 珠実氏 

≪パネリスト≫ 

滋賀弁護士会 

和合 佐登恵氏 

滋賀県立大津高等学校教諭 

名越 美鈴氏、 

横井 裕子氏 

滋賀県金融広報委員会金融広報アドバイザー 

丸山 高信氏 

滋賀県消費生活センター消費生活相談員 

徳田 初美氏 

16:25 閉会 
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２．議事録
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開会挨拶 

浅見 孝円 滋賀県県民生活部長 
 

どうも皆さんこんにちは。御紹介いただき

ました滋賀県 県民生活部長の浅見です。今日

は、消費者教育フォーラム in 滋賀ということ

で、消費者庁様と共同主催でございますが、消

費者庁様からは後程、御講演も含めて御挨拶

を頂戴します。私の方から僭越ではございま

すが、御挨拶をさせていただきます。 

このフォーラムの開催に当たりまして、本

日は、本当にお忙しい中、御参加をいただきましてありがとうございます。また、日ごろか

ら、本県の消費者行政の推進に格別の御理解と御協力を賜っておりますことを、厚く御礼申

し上げます。さて、本年は皆さま御承知のとおり、平成 後の年であると同時に、新しい世

代、時代に入る 初の年となってございます。消費者行政に携わる我々にとりましては、本

日、共に主催をいただく消費者庁様が設立 10 周年を迎えるという事で、大変縁深い年に開

催をさせていただくということになりました。 

こうした 2019 年におきまして、本県では、「変わる滋賀・続く幸せ」というのを基本理念

に据えまして、本県における長期計画である基本構想を策定いたしまして、新しく取組をス

タートさせる年になっています。SDGs の特長である経済・社会・環境のバランスが取れて

いて、誰もが新しい豊かさを感じながら、自分らしく生きていくことができる、そうした未

来へと幸せが続く滋賀を目指して、様々な取組を県として進めていきたい、このように考え

ているところでございます。 

消費者行政におきましては、滋賀県消費者基本計画に基づき、消費者被害の防止はもとよ

り、様々な政策に取り組んでまいります。特に、今後力を入れていく必要があると思ってい

るのが、消費者教育でございます。消費者教育をめぐる状況につきましては後程、消費者庁

様や東先生からお話しをいただけると思いますので、私からは詳細を申し上げませんが、

2022 年４月に成年年齢の引下げを控えて、若者を対象とした消費者教育の取組は待ったな

しではないかと思っております。高校生をはじめといたします若者の消費者教育を、学校任

せではなく、地域の様々な立場の方々と行政が一緒になって取り組んでいくことで、消費者

にとって安心安全な滋賀をつくり上げていきたいと考えておりますので、今日御参加の皆

様や、消費者庁様におかれましては、引き続き、御支援、御協力をいただきますようお願い

を申し上げる次第でございます。 

後になりましたが、本日のフォーラムが皆様を繋ぐきっかけの一つとなるよう、活発な

御議論をお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会の御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申し上げます。 
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開会挨拶 

高島 竜祐 消費者庁審議官 
 

消費者庁の高島と申します。本日は皆様、お

忙しい中、平日の昼間にも関わらずお集りい

ただき、誠にありがとうございます。本日のテ

ーマは『平成 30年度消費者教育フォーラム in

滋賀』ということで、滋賀県さんと私ども消費

者庁の共催でございます。消費者庁は、まだま

だ非力でございまして、その県の県庁の全面

的なご協力をいただかないと出来ないもので

すから、共催といいましても滋賀県さんの全面的なご協力で、準備をしていただきました。

改めまして御礼を申し上げます。ありがとうございました。  

消費者問題は、悪質業者の取り締まりといったような事も大事ですが、さらに、個々の消

費者の力を高める、消費者問題に関する地域社会の対応力を高める、といった事が非常に重

要になります。これは東京で全国に向けて物を言っていれば良いのではない、各地域、地域

でそういった運動を活発にやっていただくという事が、大変重要でございます。地域、滋賀

県といっても、広いと思います。琵琶湖の西から東まで行くのは、中々遠いと思います。つ

まらない事を言いますが、私は高島という名前ですが、曽祖父が敦賀の方から東京へ出て来

たという事で、多分もっと辿ると、あの辺に曽祖父の前くらいは居たのではないかと思って

おります。よく理解せず言うのもあれですが、湖西、湖東等そういう言い方があるのでしょ

うか、おそらくそんなに地域的に近くないだろうと思います。滋賀県の中だけで考えても、

消費者問題に携わっている方々、学校関係の方々が、県の中で顔を合わせて色んな情報交換

をするという事が、そんなに容易、日常的な事では必ずしもないのではないか、と思ってい

ます。こういうフォーラムをやらしていただくという事は、地域や、具体的には県の中での、

そういった繋がりが密になる一つのきっかけになる、という事を大きな目的としてやって

いるということでございます。 

さて、基調報告ということで、話を進めさせていただきますが、今、浅見部長からもお話

をいただいたように、2022 年の４月１日から成人年齢が 18 歳になります。現在は 20 歳で

成年になるわけですが、20 歳になる時点で、消費者被害の訴えが急増しており、とにかく

若い人が消費被害に遭うという事を防止する、という事が喫緊の課題でございます。そのた

めに消費者教育が極めて重要ということでございます。今日、これから東先生にお話を伺う

とともに、その後のパネルディスカッションにて、県内で消費者教育に携わっておられる

方々、あるいは、相談員、またはその他の形で消費者行政に携わっている方々のお話しを伺

って、皆様、私も含めて消費者庁側としても、理解を深めて、今後の行政に役立てていきた

いと思っております。 
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教育の話をする前に、少し消費者庁の宣伝のようになりますけども、こんなことを国とし

てやっております、という事のお話をさせていただければと思います。今、「地方消費者行

政強化作戦」という名前を付けまして、この３年程、消費者庁で取り組んできております。

どこに住んでいても質の高い消費者相談が受けられる、安心安全が確保されるという事を

全国的に広げていくということで、下の方に当面の政策目標の 5つほど掲げてございます。 

目標の１が、相談体制の空白地域の解消ということでございまして、市町村単位で市役所、

役場の中に相談対応窓口を設置していただいておりまして、この空白解消はおかげさまで

かなり進んで参りました。特にセンターと呼べる水準までいっていなくとも、少なくとも窓

口がある自治体という意味では、ほぼ全国的に達成が出来ている、そういう状況でございま

して、この３、４年で大きく進展しました。１つ、結果が出つつある分野ではないかと思い

ます。 

それから、目標の２ですけれども、相談体制の質の向上ということで、まずセンターの設

立促進ということでございます。これは、窓口を開ける回数や相談員の資格を持った方を配

置していただくといったことを進めていただいているということでございます。これも完

璧にはまだ遠いですけれども、段々進んできてはいると思っています。また、相談員の方に

関する事として資格保有率や研修参加率のことを目標として掲げております。相談員の方

の質の向上というのは、終わりがない世界でございまして、仮装通貨やマイナンバーネーム、

新しい技術、新しい問題が出てまいります。質の向上と言うのは簡単ですけども、相談員の

方も大変で、相談員の方が勉強していらっしゃるテキストを見ると、自分でもよく分からな

いなと正直思うものが結構多くて、かなり専門的ですけれども、そういったことを学んでい

ただくということを目標にしております。 

それから、目標の３、適格消費者団体の空白地域の解消、これも道半ばというよりはまだ

まだでございますけれども、少しずつ進んでいるところでございます。 

目標の４が消費者教育の推進、これは今日のメインテーマということでございます。 

一番下の目標５は、少し今日のメインテーマからは外れますが、高齢者の方、あるいは障

がい者の方、こういった方々を、市町村のさらに細分化された、市町村の個々の地域の単位

で見守りネットワークというものを創っていただきたいということで、各市町村にお願い

をしているところでございます。次の、紙でいうとめくっていただいて６ページの上の方で

ございます。 

６ページの上下になっておりますけども、上の方に今申し上げたような事が、一つ一つ数

字で書いてございます。一番下の見守りネットワーク、６ページの上の方の箱の一番下の政

策目標、見守りネットワークというところを見ていただきますと、人口５万人以上で見守り

ネットワークを構築していただいているのが、現在 88 市区町村ということになっておりま

す。日本全国で、1400 以上の市区町村ございますので、まだまだ手のついたところでござ

いますけれども、これも大きく広げていきたいと思っております。滋賀県におかれましても

是非、進めていっていただければと願っているところでございます。 
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それから、６ページの下の方ですが、これが今の見守りネットワーク、法律的には、消費

者安全確保地域協議会という長い名前になっておりますけども、普段は見守りネットワー

クと呼んでおります。少し図が小さいですけれども、右下の絵で、高齢者、障害者の方を囲

んで、警察、保健所、それからここがポイントなのですが、地域包括支援センターさん、病

院、消費生活協力団体、消費生活協力員、教育関係、色んな所にネットワークを組んでいた

だいて、地域、地域でおひとり暮らしの高齢者の方や障がい者の方が、なにか 近突然毎日

のように宅配で物を買っている、なぜかあのおじいさんは毎日、ATM へお金を下しに行く等、

そういう事を見守っていただくという事をお願いしているところでございます。 

ポイントは、地域包括センターさん、福祉の方でやっていただいているわけですけども、

こちらの既存のネットワーク、これを上手く活用していただくのが１つのポイントではな

いかと思っております。どの自治体も大体、国ももちろんそうなのですが、福祉の分野を担

当する部局と消費者問題を担当する部局とは、母局が違っているのが日本の場合普通であ

ります。県庁でもそうですし、市役所等でもおそらくそういうケースが相当多いと思います

が、部局が違うから連携しないということではなく、ぜひ壁を超えて、福祉の方と連携を図

っていただければと思っています。私も、国、県も、厚労省さんにはいつもお願いをしてい

るところでございます。ネットワークを熱心にやっていただいている地域を拝見すると、郵

便局の方やクロネコヤマトさんは、高齢者さんに接する機会が多いです。そういう所の方に

入っていただいて見守っていただくというのは、非常に効果的ではないかと思っておりま

す。 

７ページではもう少し消費者庁の紹介をさせていただきます。今、徳島県の徳島市に消費

者庁の消費者行政新未来創造オフィス、という名前のオフィスを設けておりまして、様々な

実験をしております。色が付いていれば真ん中の青い箱ですが、青い箱の所で１番、全国展

開を見据えたモデルプロジェクト、ここに色々書いてあるような事をやっておりまして、色

んな調査、成果があがってきております。例えば、一番上の、若年者向け消費者教育教材の

活用ということで、徳島県では全ての高校で高校生への消費者教育に取り組んでいただい

ております。私も何度も現場で先生の授業を拝見しましたが、生徒達も非常に関心を持って

くれるし、先生方も非常に工夫した授業をしていただくので、とても良い授業ができている

と思います。滋賀県においても取り組んでいただいていると思いますし、後でお話を伺いま

すけれども、是非是非進めていっていただければと思っています。私、ずいぶんと昔ですけ

れども、自分が高校生の時、ああいう事を教わった記憶が全くないので、今の子供達には良

い勉強になるのではないかと思います。私は、クレジットカードのリボ払いがどういう払い

方なのか、かなりの年齢になるまで知らなかったですけれども、今の子供達はやっぱりそう

いう事をちゃんと学んでいくのは良いし、是非とも教育していっていただければと思いま

す。それから、その下の方で、食品ロスの削減や、食品に関するリスクコミュニケーション、

シェアリングエコノミーに関する実証実験等、色んな新しい社会の動きに対応した新しい

調査、といった様なことを今やっているところでございまして、そこの成果をこれからどの
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ように全国に活用していってもらうか、ということが大きな課題になっております。 

もう少しで終わりますが、７ページ目の下の方から、今日のメインテーマであります、消

費者教育に関する事でございます。東先生からお話があると思いますので簡単にしますが、

７ページの下の方は消費者教育推進法、平成 24 年に法律ができて、それから法律に基づく

形で推進をしてきているということでございます。 

８ページの上の方は、法律に基づく基本的な方針というものでございます。 

８ページの下の方が、その方針のさらに下の具体的なプランで、「アクションプログラム」

でございます。８ページの下の段の右側の真ん中に黄色い箱があります。2020 年度までに

は、全てのすべての都道府県の全ての高校で『社会への扉』、私共が作った青い冊子ですが、

それを活用した授業が実施される事、というのを目標にしております。非常に厳しい目標で、

なんとか達成しなければいけないということで一生懸命、各都道府県にお願いをしている

ところでございます。１つ難しいかもしれないのは、県立高校の場合には県の方からご指導

いただけるかと思いますが、私立の高校にはどうご協力いただくかという点、それから、私

立の高校の多くの高校はご協力いただけると思いますが、私立、特に必要性の高い特別支援

学校でも是非というより、特別支援学校の方がむしろ必要だと思っていますので、そちらで

の協力の方もお願いをしているということになります。 

９ページの方を見ていただきますと、上の方の図が、消費者教育推進会議の下の消費者教

育分科会という所でやっていることです。ポイントは、教職課程の中にも消費者教育の要素

を取り入れる事、それから、今教員の方の免許状更新講習というのがあるということですが、

そこでも取り入れていただくという事で、学校の先生の方に知識を持っていただくという

事に非常に力点を置いているということでございます。 

９ページの下の方は、「エシカル消費」の普及ということでございまして、これも消費者

教育の重要な柱の一部になろうかと思いますが、「エシカル消費」という考え方も消費者庁

としては、全国で広めようと頑張っております。特に、消費者教育をやっていただく中で、

非常に大きな柱として「エシカル教育」というのも取り上げていただければ、大変ありがた

いと思っております。少し駆け足になりました。今日は、本当に滋賀でこのようなフォーラ

ムをやっていただいて、大変ありがたいと思っております。これから有意義なお話とパネル

ディスカッションがあろうかと思いますので、私も皆様と共に勉強したいと思っておりま

す。ご清聴ありがとうございました。 
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基調講演「成年年齢引下げを踏まえた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 会長、滋賀県消費生活審議会 会長 

 

（はじめに） 

皆様こんにちは。ただいまご紹介いただき

ました、椙山女学園大学の東と申します。 

今日は、先程ご趣旨等についてもお話がご

ざいましたように、成年年齢の引き下げを踏

まえて、消費者教育を地域でどんな風に展開

していけばいいか、という事を皆さんとご一

緒に考えていくという会でございます（シー

ト１）。まず、私の方から基調講演ということになっておりますが、簡単に、このテーマに

関わる様々な実態、動向等々につきましてご説明をさせて頂きたいと思います。限られた時

間ではございますが、よろしくお願い致します。今日の私の方からの話しでは、主にこの３

点について説明をさせていただきます（シート２）。１点目が、成年年齢引き下げと若年者

の消費者トラブルについて、２点目が成人年齢引き下げを踏まえた消費者教育の推進につ

いて、 後に、今日のフォーラムのサブテーマであります『社会への扉』こちらを活用した

若年者への消費者教育について、という内容でございます。 

 

（1．成年年齢引下げと若年者の消費者トラブル） 

さっそく、１番目の成年年齢引き下げと若年者の消費者トラブルということについて、お

話をさせていただきます。この度の民法改正と成年年齢引き下げについてまとめられた、法

務省ホームページでございます（シート３）。既に皆様からお話しがありましたように、2022

年の４月１日から、成年年齢が 20歳から 18歳へ引き下げられるということでございます。

こちらは、この資料でいいますと、民法の第４条の成年年齢に関する部分ですが、こちらに

書かれていますように 20 歳から 18 歳に、ということです。 

それ以外にも、実際に民法の改正については、女性の婚姻開始年齢の問題、16 歳を 18 歳

にする等です。他にもいくつかのポイントがあるわけではございますが、今回の消費者教育

に関するお話しというのはまさにここ（成年年齢引下げ）の部分でございます。成年年齢が

18歳になりますと、親の同意なしで契約できる年齢が、18歳になるという事でございます。

従いまして、18 歳、19 歳の未成年取り消し権がなくなる、未成年が契約した時に取り消せ

るというのが 18 歳、19 歳に適用されなくなるわけです。ですので、まさに 18 歳や 19 歳

が突然、取り消し権を奪われて、これからどの様にその年齢層の所でトラブルが広がってい

くのか、ということが心配されているという状況でございます。 

実際にこちらの資料（シート４）、よく色んな所で使われておりますけれども、これは何

かと言いますと、現在の 18 歳から 19 歳のトラブル、消費生活相談と、成人である 20 歳を
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超えたところ、20 歳から 22 歳のトラブル、相談の件数がどのように急激に上がっていく

か、というグラフです。つまり、未成年の取り消し権が無くなると、どうしてもトラブルが

急激に増えて深刻化していくということでございます。 

こちら 2011 年から 2016 年度までの資料となっていますが、こういった急激な増加、こ

れが今は 20 歳を境に起きていますが、今後 18 歳を境に同じようなことが起きてくる、と

いう事が考えられるわけで、成年年齢が引き下げられた後には、18 歳、19 歳成人のトラブ

ルの急増が心配されています。そうすると、その 18 歳、19 歳にどの様に事前にトラブルに

遭わないための知識や態度を形成していくか、という事が大きな課題になってくるという

ことでございます。ちなみに、若い人達にどの様なトラブルが多いのかということで、少し

データをご紹介したいと思います。 

こちらは、若い男性に多いトラブル（シート５）ということで、１位から 15 位まで書い

てあります。15 から 19 歳、20 から 24 歳、25 歳以降というようになっておりますが、こ

のうち 15 から 19 歳の時に無かったり、あるいは低い順位にあるが、20 歳になると高い所

に来るのは何かと言いますと、賃貸アパートの契約です。それから、フリーローン、サラ金、

これはここ（15 から 19 歳）には無いです。そして、他の内職、副業等、こういった様々な

契約に関するトラブルが、やはり 20 歳を境に大きく上昇しております。もちろん全体とし

ては、アダルト情報サイトにみられるようなインターネット関連のもの等が多いですけど

も、これは年齢に関わらず、20 歳を境にという事ではございません。ここから急激に上が

るというのは、やはり契約に関連する問題です。 

女性の場合（シート６）も、やはり同じようなのですが、賃貸アパートです。独立、自立

のためのアパートの契約で、取り消しが出来なくなってくるところです。それ以外に、ここ

を見ていただくと、エステです。脱毛エステ、痩身エステに、美顔エステということで。こ

こ（15 から 19 歳）でも脱毛エステが 12 位にありますが、20 歳を境にこれが上がって、他

にも痩身、美顔等、エステの契約が現れ、長期にわたって非常に高額な契約になってきます。

こういったもののトラブルが多いという状況にございます。また、購入形態ということで言

いますと、このグラフ（シート７）は青が 15~19 歳、赤が 20~24 歳、緑が 25 歳以上とい

うことですので、青と赤を比べていただいければ良いですが、どういった購入形態であって

もやはり、成人する事によってお金が自由に使えるようになり、トラブルが非常に増えてく

るわけです。そういう中で、皆様もご存知のように、マルチ取引、これが現在の未成年の所

では限られていますが、それがこのように（20 歳を境に）一気にたくさんの相談が出てく

る。現在でも男子大学生等の間でこういったトラブルが多いです。 

今度は、少し事例を見ていきたいと思います。若い人達に多いトラブルの事例として、ま

ずは、アダルトサイトやデジタルコンテンツ等（シート８）、こういったものがとにかく多

いです。こちらもよくご存知だと思います。アダルトサイトを見ようとしたら登録完了にな

ったという様な、代表的なものをはじめ、例えばここ等にもあります、二次被害的なもので

す。アダルトサイトの不当請求のトラブルを解決するためにネットで調べて、相談先にアク
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セスしたところ、そこが実は解決をするところではなく、探偵業者という事ですが、不当請

求をしている企業を調べる、つまり、お金を取られて、そこのアダルトサイト業者の事を調

べてもらう依頼をしてしまう様な形になっていくということです。この様なものも、一時か

なりたくさんの相談が寄せられた事例でございます。 

また、先程の上位に出ております、賃貸アパート関連です（シート９）。こちらも原状回

復費や敷金の問題等がございますし、自動車については、若い人ですので中古車を購入する

機会が多くなり、その中でやはりトラブルが増えてきます。先程、女性にエステ等が多いと

いう話でしたが、健康食品や美容、医療の関係のものが、ここにあるようにトラブルになっ

ております（シート 10）。お試しのつもりでダイエットサプリを注文したら、定期購入にな

っていた。これは必ずしも若い人達だけではありません。中高年、あるいは、アンチエイジ

ングのような健康食品についても同じような事が起こっておりまして、お試しで 1 回だけ

と思っていたのが、知らないうちに定期購入になる、というようなケースがここしばらくの

間、大きなトラブルになっています。そして、インターネットの通信販売の関連のものでは、

品物が届かない、イメージが違う等です。 

さらに、これも先程ご紹介しましたマルチ取引、今はネットワークビジネスというような

言われ方もしておりますが、このマルチ取引等は、学生ローンを使って、それが深刻化して

いくという様なパターンが増えてきております（シート 11）。友人に必ず儲かると誘われ、

学生ローンを利用して投資用の教材を購入したが、返済が困難なので解約して返金してほ

しい。その下の事例も、自己啓発セミナーに誘われて、お金がないので借金をして入ったと

いう様なものです。仮装通貨も同様です。ですので、マルチ取引とそのローンに関するトラ

ブルがとても多くなっております。自己啓発セミナーというのは、就職等が控えていて、自

分にもっと自信を持ちたい、いくつ受けても落ちる等、弱い心や落ち込んでいる所につけ込

んで、こういうセミナーを受けると強くなれる、就職が上手くいく、というものでございま

す。タレント・モデル契約、こちらも女子学生を中心に、ここにあるような色々な養成教室、

契約をめぐる問題や、プロフィール写真、果てはアダルト DVD への出演を求められる等の

問題も出ております。消費者庁では、これ専用の啓発のリーフレットの様なものを大分前に、

作っております。とても深刻な問題でございます。 

そして、ここでは（シート 12）色々なものが複合的にからんだトラブルが起こっていま

す、ということで、SNS×個人間取引、マルチ取引やインターネット通販等、いくつかのも

のが組み合わさった形でのトラブルを紹介しております。特に、一番上、SNS で知り合っ

た人からコンサートチケットを譲り受ける約束をして大金を支払ったが、相手と連絡が取

れなくなった。こちらは、今取引について「B to C から C to C へ」と言われているのです

が、B ビジネス、つまり企業や事業者から、Ｃ消費者、コンシュー―マーやカスタマー（両

方 C）が購入するというのではなく、消費者間の取引、C to C、消費者が売り手にもなり、

買い手にもなる、というところでトラブルが非常にたくさん発生しています。先程のお話し

の中でも、フリーマーケットアプリの話をしていただいていましたが、そういったもののト
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ラブル、こういうものが出て来ると一体どういった形でそれを解決していけるのか、という

ことがまた新たな課題になってくるわけございます。 

これらをまとめてみましたのが、こちらでございます（シート 13 ）。今の若い人のトラ

ブルの中心にやはりあるのは、SNS、スマホです。そして、20 歳を始点にしますと、クレ

ジットカードやローンの契約が一人で結べるようになるということで、この辺がコアのポ

イントになってくると思っております。さらに、自立して働いていくという就活に関するも

のや、自立に伴って新しく住まいを借りるというあたりで、男性に多いのはマルチ商法や、

ネットワークビジネスや自動車、女性はエステ、タレント・モデル契約等です。他にももち

ろん色んなものがあるわけですが、おおよそこういったものに集約することができると考

えております。 

 

（2. 成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の推進） 

こういったトラブルの紹介をさせていただいたところで、18 歳を１つのタイミングとし

て、そこから今言ったようなトラブルがますます増えてくるという状況がある中で、どのよ

うに消費者教育を進めていき、若い人達に知識を伝えていくか、ということが政策的にも大

きな課題になっているわけでございます。 

これらにつきましては、「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」

が昨年の２月にできまして、４月に一部改訂されております（シート 14）。民法成年年齢の

引き下げの検討を踏まえて、若年者の消費者被害防止のために、あるいは、自主的、合理的

に社会の一員として、きちんと行動が出来る自立した消費者をつくるために、どんな効果的

な消費者教育を進めていくべきか、といったことを検討していくということでございます。

消費者庁、金融庁、法務省、文科省によって、特に 2018 年から 2020 年の３年間を集中強

化期間とし、このプログラムを展開するということで現在進行しているところでございま

す。 

実際に、その内容は主にこの４点でございまして（シート 15）、高等学校の方を中心に見

させていただきます。１点目が学習指導要領をとにかく徹底していこうと。新しい学習指導

要領では消費者教育の充実が図られています。今日、後のシンポジウムでも、社会科関係の

先生と家庭科関係の先生にご登壇いただきますが、そういったところでどのようにやって

いくかという事。それから、教材の開発、特に今日のテーマにもなっている『社会への扉』

の活用の仕方、３つ目が実務経験者を学校の教育現場で活用しましょう、ということでござ

います。消費者教育コーディネーターというものを位置付けまして、実務家と学校の現場を

繋ぐという役目を果たす方達を育成していく。そして、教員の養成・研修です。この３番、

４番あたりは先程のお話でもご説明いただいた所でございます。先生自身の消費者教育の

能力を高めるというあたりも課題ということになっております。これらを踏まえて、具体的

に『社会への扉』については、徳島県で先程お話しがございましたように、全ての高校で

2017 年度に『社会への扉』を使った授業を実施してもらっているわけですが、これをどん
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どん広めていくということでございます。2020 年度までに、全ての都道府県の全高校でこ

れを使った授業を実施するということ（シート 16）。あるいは、消費者教育コーディネータ

ー、実務家の方と学校を繋ぐ役目を果たしている、こういった方達についても育成を図って

2020 度までに全ての都道府県に配置するということで（シート 17）、これらにつきまして

も、当初の想定以上のスピードで、推進、進行しているところでございます。 

以上が、アクションプログラムに関する話ですが、２つ目に、「消費者教育の推進に関す

る基本的な方針の見直し」というものについて、お話しをします（シート 18）。これも先程、

大きな資料が出ていましたが、この基本方針が５年ごとに見直されています。昨年の 3 月

の見直しにあたって、当面の重点事項の一番上に、若年者の消費者教育というのが出てまい

りまして、成年年齢引き下げを踏まえた実践的な消費者教育をする、コーディネーターをき

ちんと位置付けて、こういった専門家、相談員さん達と学校、他の場所もそうですが、これ

らをつないでいく事がここで重視されております。 

3 つ目として、「成年年齢引き下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」と

いうことで、これは法務省の方が中心になって進めているものでございます（シート 19）。

こちらも、赤い枠で示してありますような、若年者の消費者教育・消費者保護について、と

いうことで、主な論点として学習指導要領や教材作成、教員の養成・研修等も入っておりま

す。こういったテーマを掲げて、この推進が図られております。 

そして、この「成年年齢引き下げに対応した消費者被害防止のための施策」ということで

（シート 20）、今日、お話しをするのは、この中で言いますとここの部分です。「消費者教

育の充実」ということになりますが、実際にはいくら消費者教育をしても、それだけではや

はり十分ではなく、制度を少し見直していく、消費生活相談窓口の周知を図る等、こういっ

た 3 本柱でこの成年年齢の引き下げに対応していくことが課題といえます。今、この辺（対

応した施策）の話をしましたが、制度の整備に関しては、消費者契約法における取り消し権

について、広げていくというような動きがございまして、既に契約法が改正されております

が、取り消しが対象となる不当な勧誘行為に追加項目として、これらのものが挙げられまし

た（シート 21）。特に、成年年齢の引き下げという事で言うと、この不安をあおる告知、就

活中の学生の不安をあおるようなセミナーに関連するもの、恋愛感情に乗じた人間関係の

濫用ということで、いわゆるデート商法と呼ばれるようなもの等、こういったものが取り消

し出来る不当な勧誘行為に追加されたということです。その他にも、ご高齢の方に対応する

ようなものもこちらに追加されております。 

このように教育だけではなく、制度・法律も考えつつ、相談窓口の充実、さらにそこの周

知を図っていく、というような事がここでの課題になってくるわけです。 

４つ目の対策、その後の動きとして「若年者の消費者教育分科会の取りまとめ」というの

が、報告されています（シート 22）。こちら、消費者教育推進会議の方での取りまとめです

が、先程来でております、先生方に消費者教育を教えることが出来るようにしてもらいまし

ょう、というのはこの若年者の消費者教育の分科会の中で明確にされた内容でございます。
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教員の指導力向上のための提言と具体的な方策ということでまとめられておりまして、教

職課程で消費者教育をきちんとする、有機的に連携した継続的な体制を作る、外部の人材を

活用する等、こういった事が、この分科会の取りまとめとしても出ております。 

以上のような形で、成年年齢が引き下げになり想定される若者のトラブルが多くある中、

国としてもいくつかの段階を踏みながら、それへの対応を検討しているという状況でござ

います。 

 

（3. 「社会への扉」を活用した若年者への消費者教育） 

後に、今日のサブテーマにもなっています『社会への扉』の話をさせていただきたいと

思います（シート 23）。お手元の資料の中に『社会への扉』というものが入っているかと思

います。ご覧いただけますと、ありがたいとです。こちらは、後ろに書いてありますが、2017

年の３月に消費者庁の方で取りまとめをして作ったものでございます。「12 のクイズで学ぶ

自立した消費者」ということで、一番の特長は 初の見開きの所にこういった 12 個のクイ

ズがありまして、「さあ、街を眺めてクイズに挑戦しよう。」ということで、答えを考えなが

ら、後ろの方に 

載っている解説を見る、というものでございます。またこちらには、今日の資料には入っ

ていませんが、消費者庁のホームページからダウンロード出来る、『社会への扉』の教師用

解説書というものもございまして、さらにこの内容について詳しく説明をしたものもつい

ております。 

これが出来た経緯について、少しだけお話しをすると特長が分かるかと思いますので、

『社会への扉』政策プロセスにおける論点ということで、ご紹介を致します（シート 24）。

18 歳の成人になると、日常の消費生活がどのように変わるかという事をイメージ出来るよ

うにする、そして、内容的には契約を中心に支払い方法や金銭管理、生活設計と関連した金

融に関する学習、さらに、製品の安全の事も少しだけ入れてあります。もう一つ、④にあり

ます、消費生活センターに繋いでいく、消費生活センターや事業者の窓口に声を発して社会

を変える力になる、というあたりもここで重視した点でございます。また、③に消費者市民

社会に関する記述とあります。消費者市民社会については、先程、高島審議官の方からのご

説明の中で、消費者教育推進法をまとめた資料が入っていたと思います。 

 こちらの資料にありますように、消費者教育というのは、消費者の自立を目指すのですが、

自分が自立すれば良いだけではなく、消費者市民として他の人や環境、社会の事等にきちん

と配慮して、自分自身の消費行動が自分のためでもあり、社会も良くする、環境も良くする、

そういった消費者市民を育成しましょう、と。そして、そういう人達が創る社会を、消費者

市民社会と呼んでいます。本当は、そういう事をこの『社会への扉』に盛り込みたかったの

ですが。高校生にトラブルから身を守ってもらうだけではなく、きちんとエシカル消費、つ

まり物を選んで環境に優しい物を買う事が出来ること等、色々盛り込みたかったのですが、

なかなか限られた誌面でそれが出来ず、冒頭の所に少し、消費者が主役の社会ということで、
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消費者市民社会の理念を書きました。また、 後の所で、消費生活センター等にトラブル情

報を伝える事、自分はこんな被害に遭ったと伝える事によって第二の被害者を出さない、つ

まり、自分が社会を良くする事に貢献しているということ。こういう事も消費者市民社会に

繋がりますよ、という様な解説が入っています。『社会への扉』を制作する上では、いくつ

かの工夫やこだわった点がございますが、 終的には今皆さんにご覧いただいているよう

な形でございます（シート 25）。 

それから、もう１つ見ていただきたいと思いますが、活用されるための工夫のところに、

少し書かせていただきました（シート 26）。ここでは、身近な事例を盛り込んでいきました

が、その中でも特に、卒業後の消費生活を中長期的に見通して、そこで想定される自分の色

んな選択に対して、適切な対応が出来るように、ライフサイクル、ライフステージの視点を

重視しました。また、書き込み欄や疑問の投げかけと言いますか、ワークシートのようなも

の、自分でテーマについて考えるというものをたくさん盛り込むような形で作成をしてお

ります。こちらに特長点等が整理されておりますので、ご覧いただければと思います（シー

ト 27）。 

そして、この『社会への扉』は、実際に私もいくつか授業と言いますか、講座をやらせて

いただいているのですが、実際に全部を 1 時間でやるのはとても大変です。ですので、ここ

にポイントを絞ってこの様にやれば良い、という徳島県の事例を集めたものが消費者庁の

ホームページからダウンロード出来ます（シート 28、29）。ここの学校ではここの部分を使

ってこんな風に授業をしてみました、という様な事例がたくさん出ております。こういった

事例も、これから皆様が活用される時に参考になるかと思います。 

 

（おわりに） 

ということで、非常に駆け足にお話しをさせていただきましたが、 後に、これからの消

費者教育の展望ということで、簡単に整理を致しました（シート 30）。 

今回、きっかけとなっているのは成年年齢の引き下げですが、同時に学習指導要領の改訂

等もあって、まさに消費者教育の充実が求められています。そういう中で、今話題になって

いるのは、どちらかというと消費者被害の防止や、安全・安心ですが、長期的に見ると、そ

の消費者市民社会の形成、SDGs であるとか、消費者がまさに行動して自分達でより良い社

会を作っていける、そういう消費者を育成するという事が、より大きなところで課題になっ

ています。今日、後ろのパネルに SDGs やエシカル消費のものが貼ってあります。社会や

環境に優しい行動が出来る消費者、しかも、トラブルにも巻き込まれない、自分が何かあっ

た時にはきちんと相談して、他の人が被害に遭わないようにする。そういった本当の意味で

持続可能な社会、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つくっていき

たい、というのが今回の主旨でございます。 

以上を持ちまして、私の話とさせていただきます。どうもご清聴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 

「みんなで応援！若年者への消費者教育～「社会への扉」を活用し
た学校と地域との連携による消費者教育～」 

【東 珠実氏 椙山女学園大学 教授、日本消費者教育学会 会長、滋賀県消費生活審議会 会長】 

それではあらためまして、パネルディスカ

ッションの方を進め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。座っ

て失礼いたします。今日のパネルディスカッ

ションのテーマですけれども、お手元の資料

の 29 頁をご覧いただきたいと思います。テ

ーマは、先ほど司会の方からもご案内があり

ましたが、「みんなで応援！若年者への消費

者教育」、サブタイトルとして、「『社会への扉』を活用した学校と地域との連携による消費

者教育」ということでございます。趣旨につきましては、先ほどまでいろいろお話をさせて

いただきましたので、割愛させていただきますが、「みんなで」というところに、やはり地

域のいろんな立場の方が力を合わせてという意味が込められております。今日は、若年者へ

の消費者教育をどのように推進させていき、成人年齢の引き下げがあってなお、十分に若い

人たちが自分たちの利益や権利を守って豊かな消費生活を送ることができるようにするた

めに何が必要か、皆さんと共に考えてまいりたいと思います。 

この後の進行について簡単に申し上げます。今日はこちらに５名のパネリストの方に来

ていただいています。それぞれの立場でいろいろな活動をすでにされていますので、まずは

それぞれのパネリストの方の普段の活動の内容や課題の認識について一人ずつお話を頂く

ことにしたいと思います。そのあと、「社会の扉」にこだわりまして、もしそれぞれの方に

「社会への扉」を活かして、いろんな消費者教育をやっていただけるとしたら、どの辺が私

は得意ですよとかどの辺を担うことができますよ、などについてもご紹介いただきたいと

思っております。その後、それぞれのパネリストへの質問を受け、時間が許せば会場の方か

らも質問を頂ければと思いますが、質問に答える形で今日のテーマに戻るということで、こ

の後進めさせていただきます。また 後に一言ずつまとめの言葉を頂きますので、パネリス

トのみなさまにはよろしくお願いします。 

早速ですけれどもお一人ずつ、現在の消費者教育に関連する活動、あるいは考え方につい

て、ご披露頂ければと思います。まず和合さんの方からお願いします。 

 

【和合 佐登恵氏 滋賀弁護士会】 

先ほどご紹介いただきました滋賀弁護士会所属の和合と申します。座って説明させてい

ただきます。資料の方の 31 頁の方をお願いいたします。では、時間の関係もありますので
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私の方から説明させていただきます。滋賀弁

護士会では、かっこよく言いますと、人権擁

護と社会正義のために各種委員会を設定し

ておりまして、その中の一つに消費者保護委

員会というものがございます。私は、滋賀弁

護士会の中の消費者保護委員会のメンバー

でして、今回こちらのフォーラムの方に参加

させていただいております。消費者保護委員

会で行っている活動についてまとめさせていただきましたので順番にご説明させていただ

きます。 

まず、自治体への弁護士の派遣というものがございます。こちらは県内の各自治体様から、 

消費者生活センターのほうからぜひ弁護士に来てもらって法律相談であるとか事例につい

て、弁護士の立場からどのように解決できるかというご質問に対して、そちらに伺って、回

答を行っております。こちらにつきましては、地方自治体のみなさまからお声かけ頂きまし

て、私たちが派遣で行くという形を取っております。次に、消費生活相談員向け研修を行っ

ております。滋賀県の場合には、彦根市さんの方に滋賀県の消費生活センターがありまして、

生活相談員さんの方々を対象にして、事例研修を行っております。ちょうど私が今月、先週、

彦根市の滋賀県の消費者センターの方に行ってまいりました。 

事前に、事例問題を実際にあった問題ですけれども、３問、こんな言い方していいかわか

りませんけれども、3事例を事前に連絡いただいております。私以外に２名の弁護士、３名

の弁護士が、そちらに参りまして、事例に対して、消費者寄りの立場、消費者の弁護士の立

場だったらどうするか、そしてもう一人は事業者の弁護士だったらどういう回答をするか、

そして３人目、中間的な立場、いわゆる裁判官だったらどのように判断するか、ということ

を３つの事例に対して、それぞれ回答しながら来ていただいている消費者センターの相談

員さん方に解説をします。前回２月の事例でしたら、学生さんというか若い方の相談はなか

ったですけれども、１問目はウェディング会場のトラブル、ということで、昨年の夏にあっ

た問題について、事例があったので回答いたしました。もう一つはご高齢者が、まさに訪問

販売をされて、浄水器を二度買ってしまったという事例がありまして、これについても回答

させていただきまして、年に３回させていただいていますが、毎回好評を頂いております。

また、相談員さんを対象にしたレベルアップ研修と名付けておりますが、相談員さんからこ

ういうことをしてほしいというテーマを頂いて、弁護士会で行うこともございます。 

次に、市民向け講座への講師派遣ということがございまして、大津市さんの方から依頼が

ありまして、毎年夏ですね、７月か８月だったと思いますけれども、毎週テーマを変えて、

６週にわたって講義をさせていただいております。６～７名の弁護士を派遣し、そこでどん

なテーマ、独商法であるとか、消費者契約法であるとか、テーマに応じて講演をさせていた

だいております。 
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では次 32 頁のほうにいきます。まず、今回のテーマに近いですけれども、高校生等を対

象にした講演会の派遣依頼がありましたら私含め弁護士たちがそちらの高校に行きまして

講演をさせていただいています。私の場合ですけれども、ちょうど大津市ではない滋賀県内

の市の、中学校に行ってまいりました。そこで契約とは何ぞやという話をさせていただいて、

まさに契約の成立時期はいつなのか、契約書は何であるの、ということを説明したのですね。

中学校３年生の生徒さんが対象だったのですけれども、やはりみなさん契約書を作った時

に契約は成立すると思っている生徒さんが多くて、こういうところで契約って何だよとい

うことを教えることが大事だということを改めて私自身実感したこともあります。あと、県

内の大学の方にも、ご依頼がありましたら消費者教育の講演をさせていただいております。

特に、大学の入った新年次ですね、一人暮らしが始まってアルバイトをするであるとか、一

人暮らしをはじめるとか。そんなときにどんなトラブルがあって、どういうところに注意し

たらいいか、契約書の見方などを説明したりしております。 

次ですけれども、野洲市さんで事業者向けの出前講座への派遣依頼もございます。こちら

が、野洲市さん限定になってしまうのですけれども。私たちが野洲市さん限定でと言ってい

るのではなくて、野洲市さんからこちらへ依頼があるということです。事業者向けの講演に

なっております。多いのは特定商取引法の関係の講演をしてほしいということが多いので、

この辺はやはり事業者の皆さんの認識がなかなか難しくて、トラブルになりやすいのかな

と私たちも思っているところでございます。 後ですが、近江八幡市さんからご依頼があっ

て、（近江八幡市さんと）共同しまして、訪問販売禁止のステッカーを作らせていただきま

した。近江八幡市さんの名前と滋賀弁護士会を連名にさせていただきまして、特にお年を召

した方、訪問販売が来られたときに拒否、ノーと言えない方のために作っております。近江

八幡市さんにあとで聞きましたら、対象のご家庭に配っていただきまして、今活用していた

だいているというように聞いております。以上、私たち弁護士会、消費者保護委員会がどん

な活動をしているか、簡単にご説明させていただきました。ありがとうございました。 

 

【東氏】 

ありがとうございました。弁護士会の方でもいろいろされていましたね。自治体への弁護

士の派遣、相談員向け研修、市民向け講座への講師派遣、高校生等への講演会、事業者への

出前講座、そしてお断りステッカーということでした。特に高校生への講演会は、今日のテ

ーマと近いので後ほど伺いたいと思います。ありがとうございました。それでは続けてお願

いしたいと思います。名越先生の方からお願いします。 

 

【名越 美鈴氏 滋賀県立大津高等学校教諭】 

はじめまして。大津高校の地歴公民科、と書いてあります。一応教科的には正式には地歴

公民科ですが、学校の中では「社会」と呼んでおり、社会科の教師をしております名越と申

します。座ってご説明します。 
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通常私が教えるのは、地歴科がメインで歴史関係のことを教えることが多いですけれど

も、今年度は３年生の担任をしておりまし

て、政治経済の教科を持つことになりまし

た。そこで、政治経済の中に消費者に関する

部分がありましたので、その授業の中でどの

ようなことを伝えたのか、ということをさせ

てもらって、使った教科書については次のペ

ージに詳しく書いてあるのですけれど、政治

経済の教科書で、 初に政治があって、後半

に経済があって、さらにその経済の中でも、需要と供給とか市場経済の経済理論、社会主義

のことも触れながら経済理論をやり、それから市場経済の需要と供給の詳しいこととか、企

業のこととか金融とか財政とか仕組みの話をして、その後戦争に負けてから、高度成長、安

定成長期、バブルとバブル崩壊、その後の失われた 10 年、そういう時代の話をした後、い

ろんな経済問題を学習します。実はそのような中でも、２学期に入って全部やっていると大

変ということで、中小企業、農業、労働の中でどれをやろうかと他の担当と話をしたときに、

消費者に関しては高校を卒業した後、消費の主体となっていくので重要だろうということ

で、この消費者問題をやらねば、と考えて今回授業をしました。 

担当したのは３年生の普通科の文系のもので、本校は進学希望者が多いので、10 月の下

旬の時期でしたが、（この時期は）進学に向けてドキドキしている推薦入試を控えている時

期だったのですが、卒業後大事ということでこの授業をさせてもらいました。導入としては

教科書に書いてあることであったり、受験のことも意識して、受験に出るかも、みたいな形

で、過去にあった戦後経済の大量生産・大量消費の風潮の中で、さまざまな消費者が被害を

受ける事件が起こったのですが―それを一つ一つ細かく説明できればよかったですが、テ

スト解説的に事件名のみになってしまったのですけれども―「詳しくはここに書いてある

からね」と言いながら事件名を挙げたり、あと悪徳商法の例を挙げたりしました。 

実は私、大学時代に道で声をかけられて英語の教材を押し売りされかけたことがあって、

たまたま母に話したら「そんなのは騙されている」と言われて、即刻解約したという経験が

あって、そういうキャッチセールスやアポイントメントセールス、 近は SNS を使った様々

な商法があるよ、という話をしました。私がキャッチセールスに引っかかりかけた話をする

と生徒も興味を持ったところがあったように思います。そのあとは教科書に則って契約の

話をして、弁護士の方もお話されていましたが、大津高の前にはコンビニがあって、毎日生

徒が登校に行き帰りにガムとかお菓子とかジュースとかいろんなものを買って、それを買

うたびにそれが契約だよという話をして、さらにこれも教科書に出ていますけれども、では

なぜ消費者がそういう商品を買いたがるかという「依存効果」とか、周りの人が持っている

とほしくなるような「デモンストレーション効果」とか、消費者が自由に選択しているので

はなく、いろんな影響を受けながら買っているという話をさせてもらいました。 
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ページがまたがっていて申し訳ないのですが、33～34 頁にかけて「消費者の権利」とい

うのがあるのですが、おそらく元祖になるのは、ケネディさんが 1962 年に言われた「安全

である権利」「知らされる権利」「選択できる権利」「意見を反映させる権利」、いまこれに２

つほど加わって「消費者の権利」というふうに書かれているのですが、そのような権利が消

費者にはあるんだよという話をして、あと国民生活センターや消費生活センターの設立に

つながった消費者保護基本法、現在は自立支援を中心として消費者基本法に代わったこと

とか、名前は挙げませんが様々な法律について、これも詳しくは話ができなくて法律名だけ

になりましたが、こういう法律があるってことで、自分たちが守られているということを紹

介して、消費者庁が 10 年前に設置されたという話をして、ここでは書いていませんが、そ

のあとには消費者として考える消費として「グリーン・コンシューマー運動」とか、「エシ

カル消費」という書き方はしてないですが、考えて適切なものを買いましょうというのが教

科書にあったので、それも話をして、クレジットカードのこと、カードというプラスチック

の板切れ一枚を見せるだけで何十万のものがポンと買えてしまう、その詳しい話はしませ

んでしたが、それが多重債務につながるという話をしました。 

まとめのところに消費者として自立した判断が必要になるんだよと言いながら、本当は

学び合わせるような学習を取り入れるとよかったかもしれないですが、1.5 コマ、50 分の授

業一回とその次の授業半分くらい使って授業したので、どちらかというと講義形式になっ

てしまって、生徒にどの程度伝わったのかなと心配ではあるのですが、何かしら暗記したり

覚えたりする中で、これから自分の生活につながっていって、自分を守ることにつながれば

いいなと考えています。それからあとから気付いた、というか、このあと横井先生の報告が

あるのですけれども、実は 1 年次に 7～8 時間もかけて詳しく家庭基礎でされていたので、

そことすり合わせができていればよかったなと思います。今後、また成績が出たり、それを

担当したり、消費者問題とかを担当する中では、そのように他教科の先生と話をしながら、

より効果的に消費者問題について生徒が理解できるように授業ができたらなと考えていま

す。以上です。 

 

【東氏】 

ありがとうございました。高校の公民科の方のお話を頂きました。今話された内容を 1.5

時間でやるということなので、いかに内容を詰め込んでやっていただいたかというご苦労

を感じるところでございますが、現代の経済問題の１つという位置づけの、消費者問題とい

う扱いになっているということでございました。ありがとうございました。 

家庭科は７時間ほど使って１年生でやっているということでしたが、今からそのお話を

伺いたいと思います。横井先生お願いいたします。 
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【横井 裕子氏 滋賀県立大津高等学校教諭】 

 失礼いたします。大津高校の家庭科の横井

と申します。座ったまま話をさせていただき

ます。家庭科における消費生活分野の学習の

取り組みですけれども、家庭科の学習という

のは、もちろん経済・消費分野はありますが、

それ以外に保育、食生活、住生活、家族・家庭、

高齢者、多岐にわたります。それを一年間で学

ぶことになります。資料の履修学年 1 年生普

通科 240 名、家庭科 80 名、合計 320 名が大津高校では家庭基礎を学んでおります。２単位

というのは週に２時間学習をするという意味です。学習時期は、普通科が入学して４月から

５月の初旬、家庭科は専門学科で食生活の分野、保育、衣生活の分野を学んでおりますので

時期を変えておりまして、３学期の２月、ちょうど今消費生活の分野を学習しております。 

指導目標ですが、資料に書かせていただいたように、まず、高校一年生に入学してきたば

かりの生徒に契約の話や消費者信用の話をしてもピンとこないので、まずお金の流れ、家計

の収入・支出とか、どんなお金の流れがあるのだろう、というところを学ぶということで、

初に取り組んでいるのが、指導内容の 1時間目、資料の真ん中あたり、指導内容の１時間

目ですが、「雇用形態について」ということと、「収入と支出を知る」ということで、雇用形

態というのは例えば正社員で雇用される場合もありますし、非正規雇用、アルバイトですと

かパートですとか契約社員、派遣社員などいろんな働き方があると思いますので、いろんな

雇用形態があるんだよという話をした上で、正社員で働いたら生涯賃金は２億円くらいに

なるかな、とかアルバイトで同じ年数働いたら大体７000 万くらいになるかなとか、お金の

話に興味を持ってもらったうえで、今度は家計の収入と支出ということで、家計の収入には

給与による収入の他に、受贈金があったり、土地、家屋があったり、勤め先の収入以外の収

入があるよということとか、支出の方にも、生活にかかる食費、光熱費、水道費、諸々かか

るお金の他に、税金、社会保険料などの目に見えない支出もあるという話を１・２時間目あ

たりにしております。 

２時間目のところに、「一人暮らしにかかるお金（自作プリント）」と書いてありますが、

高校を卒業すると、大学や専門学校に本校の生徒は進学するのですが、一人暮らしに憧れて

いる生徒もけっこうおりまして、例えば大阪で一人暮らしをすると一体いくらかかるんだ

ろう、とそれを予想させるような形式のワークプリントを作りまして、グループに分かれて

それを予想しながら書かせます。そうすると１か月の食費大体 5000 円かな、と書いたりし

ます。「5000 円で一か月食費いけるの」とか、「一週間 1000 円ちょっとくらいであなたは食

べていけるのかな」みたいな話もしながら、こちらの想像を超えた金銭感覚といいますか、

逆に５万円と書く子もいたりして、高校 1年生の金銭感覚ってそんなもんなのかなとか、自

分の一か月のお小遣い、高校一年生ですと 5000 円から 1万円くらいもらっているようなの
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ですが、それのやりくりで手いっぱいで、家のお金がどれくらい使われているか、あまり知

らないのかなということがわかります。 

３時間目では「国民経済と国際経済のつながり」という、もっと大きなお金の流れの話を

しまして、やっと本題に入ってくるのが４時間目になります。このあたりから社会科の方で

もやられているような契約についてということで、「今日朝コンビニ寄って来たやろ」とい

う話をしながら「パンを買っているのも契約なんやで、売買契約っていうんやで」と言いな

がらこのような話に入っていきます。５時間目に、「契約とは」ということで、消費者信用、

クレジットカードの三者間契約ということで、資料の方にもワークプリントを付けている

のですけれども、一枚めくっていただきまして、36 頁・37 頁辺りで、書き込み式のワーク

プリントで、これは自作プリントです。普段使っています教科書に合わせた学習ノートもあ

るのですが、ちょっと足りない思う場合は自作プリントを作って書き込み式で学習をさせ

ております。消費者信用において、クレジットカードの三者間契約の話はすごく大事になっ

てきますし、消費者トラブルになった場合、カードを使って契約してしまっていた、支払い

を履行してしまっていた、というケースもありますので、名越先生もおっしゃっていたよう

に、それは魔法のカードではなくて、自分の貯金が 終的には払うもので、立て替え払いを

してもらっているだけなのだということをこのプリントで確認しております。そのあと、特

商法、クーリングオフの話もしまして、クーリングオフの通知の書き方もワークシートを使

ってしております。 

後の方になるのですが、まとめの時間として 終的には７時間目に、DVD 視聴「もしあ

なたが消費者トラブルにあったら」ということで、消費者庁さんが出されています DVD があ

るのですが、３本話がありまして大体一本７分くらいで、高校生がモデルになっているもの

です。一つ目が「ネットショッピングの落とし穴」ということで、男の子と女の子が出てく

るのですが、女の子の方は、チケット詐欺にあうという話、男の子のほうはネットショッピ

ングで靴を買うのですけれども、後から別の新しいデザインの靴が欲しくなってしまって、

解約をして返品をしたいけれども返品ができなくなってしまうという話です。ちゃんと、契

約をするときに返品ができませんという小さく書かれた文字が見落とされていて、写真が

今出ておりますが、生徒たちは食い入るように見ております。 

もう一つの男の子の方は、自分で選んでインターネットで靴を買うのですけれども、スニ

ーカーを購入した後に契約条件を十分確認していなかったということで、返品・交換したい

のだけれどできない、どうしよう、困ったなということですが、このようなビデオを見せま

して、ワークシートを使いながらこれもグループワークで、男の子女の子のどこが問題だっ

ただろうということを生徒たち自身に考えさせる時間を取りまして、そのあとグループで

話して発表させるという流れで、 終的には受け身にならないように、自分たちで考えて問

題提起して、課題解決へという授業をしております。このような流れで大体７時間から８時

間使ってさせていただいております。 

ビデオを使った授業をするときに、これですね、「社会への扉」の６頁にこのビデオの学
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習をするのにちょうどいいページがありましたので「こんなネットショップには注意」とい

うことで、ビデオに出てくる男の子大樹さんが確認しなかったところというのをこれで確

認していきまして、ここを注意するとよかったねというように使っております。このページ

を使いながら自作のプリントに記入をしているところがこの写真です。 

以上が７回～８回の指導内容になります。成果としては、高校生であっても日ごろから契

約に関わっているのだなと、財とサービスを利用する一消費者であることを認識できたか

なと思います。また契約について理解して、もし自分がこのような契約トラブルに巻き込ま

れたらどうすればいいのだろう、ということも考えることができたかなと思います。 

課題としては、2022 年４月から成人年齢引き下げに関して、次年度入学生より、以下の

ことに留意して指導することが必要であると考えております。スマートフォン利用の危険

性を教員がより熟知しておく、ということで、私もなかなか分かっていない部分もたくさん

ありまして、実は先日、LINE ミュージックというのがあるのですが、３か月間無料視聴み

たいなものがあって、「３か月無料か」と思ってポチっとやったのですけれども、確かに３

か月間無料でいろんな音楽がダウンロードできたりするのですが、そのあと特に何の連絡

もなく３か月を過ぎると自動契約になっていまして、その後４か月目に 900 円が引き落と

されていたんです。「あれっ」と思ってびっくりして、その間だけだと思っていたのですが、

自動的に登録していることになっていて、LINE さんは大きな会社だしそんなことはないだ

ろうと思っていたのですが、「そういうふうになっているのね」と初めて気づきまして、900

円も取られて音楽ダウンロードしたくないなと思って解約したのですが、生徒もポチっと

しているうちにいろんなものを契約するかもしれないとハタと気付きまして、まだまだ私

もわかっていないな、と思いましたので、教師自身がいろいろなことに巻き込まれる具体的

な事例を深く熟知している必要があるなと思いました。 

それからこの「社会への扉」を今回は６頁しか活用できなかったのですが、高校生の興味

を引くような内容になっていますので、もう少し活用できるような方法を来年度以降考え

ていきたいと思います。それから社会科との連携ですね。今年度の反省点なのですが、この

発表をすることになってはじめて名越先生と話をして、「そういうことをやっているのね」

と知ることがあったので、これから連携を一層密にして、お互い上手く棲み分けをしながら

やっていきたいと思います。そして、18 歳になる高校３年生に、「特別時間割を活用して」

と書いているのですが、３年生の秋ごろに高校総体というのがありますが、高校３年生はク

ラブを引退しておりますので、ほとんど学校に残っております。その間、生徒たちは学校で

２時間の特別時間割になるのですが、大体自習課題になるので、このような機会を利用して、

卒業目前に、卒業してしまうとこういう学習の機会が少なくなると思いますので、例えば消

費生活センターの方による講演などをできればなと思います。 

後になりますが、中学校や小学校でも消費生活分野を学習していると思いますので、そ

のあたりの学習内容を踏まえたうえで、 終学年になるかもしれない高等学校での教育で、

限られた時間数の中でより効果的に指導するために何を重点的にすべきか、ということを
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さらに今後検討して進めていきたいと思います。長くなりましたが、以上です。 

 

【東氏】 

ありがとうございました。社会科公民科よりは家庭科が中心となっているなということ

がよくお分かりいただけたかと思います。それから、どうしても短い時間だと講義というこ

とになりますけれど、グループワークをしたり、いろいろなワークシートを作って、生徒さ

ん自身が考える工夫をされているというご報告でした。ありがとうございました。 

では続きまして丸山さんの方からお願いいたします。 

 

【丸山 高信氏 滋賀県金融広報委員会金融広報アドバイザー】 

 それでは、滋賀県金融広報委員会金融広報

アドバイザーの丸山からご報告をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

着席させていただきます。今から私たち金融

広報委員会の取り組みをお話させていただく

のですが、その前に少しお聞きしたいのです

が、金融広報委員会をご存じですか？大丈夫

だよ、知っているよという方、教えていただけ

ますか。ありがとうございます。こんなに手を挙げていただくことは初めてでして、いつも

どこかに行ってもほとんど挙がらなくて、誰やお前というところから始まっているのです

が。少し安心しました。まだご存じない方もおられると思うのですが、金融広報委員会につ

いてお話をさせていただきたいと思います。 

前にもあるのですが、公正・中立な立場で活動しています。金融広報委員会はその名の通

り金融ということになりますので、お金に関する広報活動をしていく立場になります。もと

もとは日銀のところに、日銀本店内に金融広報中央委員会がありまして、そこの各支部が都

道府県に設置されていると。その中で滋賀県は滋賀県金融広報委員会ということで、県庁に

事務局が存在しています。私たちはアドバイザーが７人から８人いるのですが、私たちは基

本的に、依頼を受けてその時だけ出前講座という形でお話をさせていただく立場になりま

す。なので、行政の方のように常にその業務に従事しているわけではなく、本当にそういう

依頼があった時に初めて、テーマに沿った内容を１時間～２時間、お話をさせていただくこ

とになります。 

下のところを見ていただきますと、「2018 年学校地域の集まりでの出前講座」これが基本

的に私たちのメインの仕事・役割になっています。昨年度 2018 年だと、67 回させていただ

いています。その他の高校とか小学校の支援ということで、金融教育研究校というものがあ

りまして、そういうところの支援も事務局がさせていただいています。その他大規模講演と

いうことで、年に一度かニ度大きなイベントをさせていただいています。先日は、経済評論
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家の山崎元さんがまさしくこのピアザ淡海のメインのホールでお話をしていただいたり、

昨年でいきますと杉村太蔵さんをここにお呼びしてお話をしていただいたりと。そういう

ことで、皆様に金融リテラシーを持っていただくための情報提供・啓発活動をさせていただ

いている立場が金融広報委員会であると思っていただければと思います。 

その中で、学校・地域の集まりでの出前講座ということで、多くのところから依頼を頂く

中ですと、たとえば保育園・幼稚園の保護者の皆様から、子供に対してどういう金銭教育を

すればよいのか、あとは小学校の中だと、お小遣い帳のつけ方であるとか、欲しいものと必

要なものの考え方や、あとは老人会のことでいきますと、この１～２年非常に多いのですが、

やはり相続に関する内容であるとか。そういうことをお時間頂いてお話をさせていただく

と。その中で、 近やはり今日のテーマにも挙がっているのですが、成年年齢の引き下げと

いうことで、高校の先生からのご依頼も 近少しずつ増えてきました。その結果、「昨年度

高校への出前講座」ということで、次のページを見ていただくと、実施回数６回と。ただ受

講生の生徒数 1440 人なので、見ていただくと一回当たり 200 名以上で行っています。とい

うことは、教室で私たちがお話するのではなくて、体育館に一学年まとめて二学年まとめて

三学年まとめて、大人数の前で比較的お話をさせていただく機会が多いと思います。そうい

う時に、少し問題提起的なことにもなるのですが、老人クラブの皆様にお声がけいただいた

ときは、皆様は興味があって私たちを呼んでいただいているのですね。ただ高校の生徒さん

に関しては、生徒さん自身が興味を持って呼んでいただいているわけではなくて、先生から

お声がけを頂いていますので、比較的高校の生徒さんは温度差があるというところも正直

あります。では、短時間、１時間、50 分、45 分内で私たちが伝えるべきことをどう伝えて

いくのか、興味を持って聞いていただけるのかというところに注力させていただいている

ところです。 

もう一つポイントがあるのですが、やはり学校の先生も、私たちにご依頼頂くときに、ど

う依頼を頂いていいのかわからない、何を話してもらえるのかわからないからどう依頼を

頂いていいのかわからないので、よくあるテーマとして「消費者トラブルについて」につい

て話をしてよ、ということになりますと、上の表にありますように、「契約と若者に多い消

費者トラブル」、「金融トラブルに巻き込まれないために」などのテーマが非常に多いと思い

ます。ただ私たちは、金融広報ということで、立場上本業としてはいろいろな方がいまして、

司法書士の先生、税理士の先生、行政書士の先生、社労士の先生、様々な方が居る中で、私

自身はファイナンシャルプランナーという立場で参加させていただいていますので、なる

べくライフプランの話ですとか、経済・金融の話をさせていただければなと思い、取り組み

をさせていただいています。 

では、実際にライフプランなどになってくるとどうなるのか、いくつか使っている材料 

を見ていただきたいのですが、こういうふうな形でお金というものを中心に、私たちはいろ

んな角度で考えなければならないだと。中には稼ぐということもあれば、それを「貯める」、

「使う」。一方、リスクに「備える」、自分のお金を「増やす」、「守る」、自分の財産を守る
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ためにどういう知識が必要なのか、このようなことを基本的に考えていかなくてはならな

いのだと。これを一回でやるのはなかなか難しいのですが、これを全部やるのは時間的に難

しい。ということで、学校の先生からは優先順位を持って対応を頂いていると思ってくださ

い。中には、「稼ぐ」と「貯める」の間に、これから「借りる」ということも知識として必

要になります。そのようなことだけを知るのではなくて、その人その人に合った人生の設

計・ライフプランがいかに必要なのか、ということをお話させていただいています。いきな

り高校生の方にライフプラン考えましょうといったところで、なかなか難しいところもあ

ります。なので、いかにわかっていただくかを考えながら、人生で何を優先したいかという

ことに少しでもフックで、きっかけで考えていただいて。「人によってそれはちがうよね」、

と。「考え方が違うのだから暮らし方も違うよね。暮らし方も違うならお金の必要な部分も

違うよね」。そういうかたちでお話をさせています。具体的に、先ほど横井先生のところに

もありましたが、一人暮らしをした時どうなるか、ということでいろいろな項目があります。 

これらにいくらくらいかかるか考えましょう。大人数を前にしていますのでワークとい

う形は難しいですが、例えば家賃というものがあって、新宿の１LDK の８万円に住みたいと

か、中古でもそこそこの５万円でいいのか、とりあえず安くて３万でいいのか、と選択肢を

いくつか出しながら、自分だったらどれを選ぶか、一か月経つとどれくらい貯まるのか、そ

れは自分の思っていたのとどうなのか。給料をもらった時に、例えば一か月の給料 20 万円

の場合、今言ったものを全部賄えるのか、ほんとに？という話ですよね。その時に、ほんと

うは 20万もらっても全部使えるわけではないんだよ、ということで、社会保険や税金の話、

それらが必ずいるんだよと。それらが必ず引かれて、残った分で生活していくんだよ、とい

うことをお話させていただいています。このような形でやっています。  

どうしても見ていただかないといけないので、なるべくパワーポイントを使って、動きの

ある形で皆さんに提示させていただいているのが現状です。このような内容とか、先ほどか

ら出てきているクレジットカードですね。こういう形で、例えば一か月目にパソコンを 10

万円で買った、二か月目にカメラを６万円で買った、三か月目に旅行で４万円払った、では

クレジットカードを使ったらどのようになるのか。払い方によって変わるんだよ。一括払い、

分割払い、リボ払い、これでどういう風になるのかということも見てもらっています。一括

払いであればこのように翌月に払えますし、分割払いであればこのように分割でどんどん

払っていくんだよ、と。5回で、3回で、というように払い終わるんだよ。一方、リボ払い

で１万円払っていく定額であったらこういう形になって、結局このままいくと 23 か月払わ

なければならないんだよ。ヴィジュアルで、これだけ時間がかかるんだということを見てい

ただくと、そんなに掛かるのか、と少しでも持って帰ってもらえるものができるのではない

かという形を考えています。レジメの方にはないのですが、クレジットカードをベースとし

て、これから私たちには考えつかない世界が出てくるかなと。特に見えないお金という言い

方を私はしているのですが、電子マネーですね。そういうところで、自分がいくら使ったか

わからないままでお金を使う行為がこれから出てきます。そういうところも意識しながら、
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いかにお金を使う家計が大事なのかということを伝えていきたいと思っています。 

基本的には消費者庁が作っている「社会への扉」がベースになるのですが、金融広報委員

会でもこのようなテキストを作成してもらっています。これは中央委員会が作っているも

のですが、「契約の知恵」です。金融広報委員会でも数年前から、成年年齢の引き下げに向

けて高校生に向けて「巣立ち教室」というものに注力しています。その中で、契約の話、ク

レジットの話、マルチの話を常に啓蒙していくようなことをさせていただいている中の一

つのツールです。このような「これであなたも独り立ち」という分厚い冊子もありまして、

この中に一人暮らしのお金の話、ローンの話、いろいろなコンテンツが入っています。これ

を必要な部分だけ切り取ってその時間に使うということにも対応させていただいています。

次のページを見ていただくと、具体的にはこのような内容で、こういうケースでどうしたら

いいの、先ほどの実践されている先生の内容にも被ってきますが、こういう形でお話させて

いただいています。 

後になるのですが、どうしても私たちが依頼を受けてから講演をするということでど

うしても受身になってしまいます。その中で、問題点としては、先生自身が私たちにどう依

頼してよいかを私たちが伝えきれてないということもありますので、そういうことを伝え

ていくことがこれからの課題になっていくのではないかなと。先生方に対して私たちがど

ういうことができるかを伝えることによって、どう組み込むのかを一緒に考える場を作っ

ていくようにしたいなと考えている中で、私の報告を終わらせていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

 

【東氏】 

  ありがとうございました。金融広報委員会の方でいろいろな教材ですとか、工夫をされ

ていて、たくさん材料もお持ちなのですね。駆け足でやっていただきましたけれど、その中

で 後におっしゃったように、依頼がないとこういう情報も届けられないということです

ね。学校側に存在を知っていただいて、どうしたら依頼ができるかなど、情報交換がとても

大事な課題になってきますね。ありがとうございました。 

それでは 後になりますけれども徳田さん、お願いいたします。 

 

【徳田 初美氏 滋賀県消費生活センター消費生活相談員】 

 滋賀県消費生活センター相談員の徳田と

申します。よろしくお願いいたします。座ら

せていただきます。まず滋賀県消費生活セン

ターの紹介ですけれども、滋賀県消費生活セ

ンターは現在、相談員９名、主任相談員１名、

職員６名で、彦根にございます。平日土日を

含めて開所しており、インターネット相談、
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メールを使った相談なども行っております。基本的には消費生活にかかわる相談を受けて、

個別の相談の解決に向けて、助言や情報提供、斡旋なども行っています。同時に、今日のお

話のメインともなります消費者教育の場として、地域の高齢者の方、高校・大学などで出前

講座も行っています。そしてセンターからいろいろな形で注意喚起の提供なども行ってお

ります。ツイッターも始めましたし、アプリの提供も行っております。 

まず、2018 年度に高校・大学への出前講座というものを行いました。こちらに書かせて

いただきました通り、９校に行かせていただいております。全体では 1521 名ですが、２校

のみいろいろな事情があって理解しにくいかもしれないということで「社会への扉」をお配

りできなかったところもありますが、1463 名に対して見ていただけるように配らせていた

だきました。実際の出前講座の流れですが、まずこれもそうですが、学校側から依頼を受け

ます。約一か月前を前提とさせていただきますが、依頼を受けて担当の先生とどういったテ

ーマで行うかの検討をいたします。その中で内容の検討としまして、単純な講義の形式のも

のもありますが、向こうのご希望に沿ったものとして、寸劇、ワーク、ゲーム形式といった

ものも行います。その上で、実際学校に合わせた組み立てというものを作り上げていきます。

お伝えする中には、必ず 新の「生きた事例」を含むようにしています。そして、それぞれ

の聞いてくださる対象の皆さんに合わせて、わかりやすい解説になるような工夫をして講

座の実施を進めています。そして今回の「社会への扉」という冊子を実際に活用しました滋

賀県立玉川高校、全校生徒 950 名に対して行った事例を紹介させていただきます。 

まず、要望としては「SNS に関するもの」ということで 1時間の講義のご希望を頂きまし

たが、せっかく滋賀県消費生活センターをご利用いただきましたので、一般的な SNS での情

報リテラシーに加えて、SNS をきっかけとした契約トラブルのお話をさせていただくことに

しました。そして、８月に「社会への扉」の活用についてもお話がありましたので、それを

使って消費者教育につなげようということで中身を構成いたしました。実際には、パワーポ

イントを使いました。こちらにありますように、契約に関するものや通販に関するものが、

「社会の扉」に適宜紹介されていますが、それらをそのままパワーポイントに写し込みまし

て、必要な部分に関しましては解説といった形で詳しいパワーポイントの資料をつけまし

た。また、皆さんから向かって右下に「ネットショップにはご注意」ということが書かれて

いますが、これは消費者庁さんのウェブの紹介になっているのですが、その中で特に高校生

の皆さん自分たちが選ぶ時には、悪質な海外ウェブサイト一覧というのが随時更新されて

いるので、ここで講義を聞いたからには、まさかここで紹介されているサイトで使わないで

くださいね、という注意喚起を含めて、いろいろな自分が情報を得られる部分も紹介しつつ、

活用させていただきました。また、クレジットカードの仕組みや「消費者市民社会」につい

てもお伝えしました。「社会への扉」の冊子の内容を少しかみ砕くために、いろいろな補足

のシートもつけ加えて見ていただきました。 

後には、新しいキャラクターとして「イヤヤン」というものができていましたので、「こ

の『社会への扉』の中にまず『188』はいくつ書いているでしょうか、自分で読んで探して
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見てください。『188』のキャラクターがあるのですが、皆さんご存知ですか、これもググっ

てください。」とお伝えして、皆さんに自分で調べることをお願いしてみました。そして実

際の 950 名でしたので、体育館の広い中でしたが、暗い中でも「社会への扉」という冊子を

開いてくださる生徒さん何人もいらっしゃいました。私がその時特徴的に思ったのが、「皆

さんの力が社会を変える」ということを 後の方にお話したのですが、そこで意外とみなさ

ん顔を上げてくださいました。こんなつまらない話と思われていたのかもしれませんが、皆

さんの声が社会を変えていくことができるよというお話をしましたところ、意外と後ろの

方からも顔を上げてくださっている姿が見受けられました。 

また、特別支援学校についても講座をさせていただいているのですが、この時には特別な

配慮としましてワークシートなども皆さんの記憶に残るようにということで使わせていた

だいているのですが、その時のパワーポイントにも「ここが大事だよ。ワークシートに書き

込むところだよ。」というところには、特別なポイントマークを付けています。それによっ

て「ここは大事だよ、書かなきゃいけないよ、ちゃんと見てね」ということをわかりやすく

紹介したパワーポイントとワークシートの組み合わせという形で講座を行っております。 

以上のような形で、様々な出前講座を行っているのですけれども、現段階で考えています

課題としては、やはり学校からの要望があっての出前講座であります。また、単発の講座と

いうことで、一回で完結しなければなりません。失敗も許されないということもあります。

また、出前講座が学校教育というよりも、どうしても「社会に出る前に」、「学校に入った際

に」といったオリエンテーションの性質が強いように感じています。また、パンフレットも

「社会への扉」とか「クーリングオフ」の形のものもお配りしているのですが、なかなかう

まく活用いただいているのか、若干不安が残るところであります。 

後に、センターとして消費者教育の観点で様々なことを行わせていただいているので

すが、なかなか学校現場の方や教育委員会の方など、様々な主体の方とお会いしたり、いろ

いろなことについて検討する場がありません。接点が少なく、連携が取れていないなと感じ

るところが多くあります。以上で報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

【東氏】 

ありがとうございました。相談員のお立場でいろいろな事例をご存知ですので、とにかく

「生きた知識」を伝えていくということで、具体的にお話いただきました。 後に、丸山さ

んと同じようなことをご指摘されまして、要望がないと出向いていけないと。ここが、やは

り「つなぎ方」というのが、まさに今求められているところですね。 

実は今５人のパネリストの方にとても熱心にご報告頂いたので、既に１時間ほどの時間

が経ってしまっているのですね。そこで、後の議論のところを少しコンパクトにしながらも、 

要点をきちんと押さえられるような形で進めていきたいと思います。先ほど冒頭で申し上

げましたように「社会への扉」の活用が今回のテーマなので、その活かし方ですとか 私た

ちはこんなことができるよということを、既に今お話しいただいた方もいらっしゃいます
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けれど、その場合も含めてもう一度簡単に言っていただけますか。短い時間で、１～２分で、

私たちのところだとここをこんな風に使うことができますよ、ということをご紹介してい

ただければと思います。 

 

【和合氏】 

では簡単にご説明させていただきます。「社会への扉」のこちらのページですと、私たち

弁護士の得意分野ですと、青色と茶色のところですね。クエスチョン１～５、とクエスチョ

ン 10 であると思っています。めくっていただいて３頁目になりますが、まさにこの３頁、

４頁、５頁、ですね。このあたりは契約のお話ですね。契約はいつ成立するか、そしてなぜ

契約は守らなければならないのか、それから今回は未成年者の場合ですから「未成年者取消

権」が行使できますよ、という話、ページを変えると、特定の契約については、クーリング

オフ、無条件で、無条件は言いすぎですが理由は関係なくその契約はなかったことにできま

すよ、という話ですとか、ここには載っていませんが、消費者契約法、もしクーリングオフ

ができなかったとしても業者に問題があれば消費者契約法に基づいて取り消しができます

よ、というお話をさせていただきます。特に生徒さんに今の話をしてもちんぷんかんぷんだ

と思います。例えば、なぜ契約をしたら守らなければならないのか、ということだと、「そ

れは法的拘束力があるからだよ。」と言ってもそれはハテナですよね。では法的拘束力とは

何かというと、それは法律です。法律はそもそも何かというと、国家が私人間を縛るために

作ったものです。わかりますかね。そうなると、なぜ縛るのかというと、皆さんが平等に生

活しやすいようにそういう法律を作っているというのは建前です、内容は別として。ですか

ら、法的拘束力ができて守らなければならない。だけれど、友達と遊ぶ、それを破ってしま

った場合は、国が関与することではないですよね。だから破ったらそれは少なくとも友達に

対して失礼ではあるけれども、法的拘束力がないからそれは法的問題にはならないよ、とい

う話を一応弁護士の立場からさせていただいたりします。 

そして９頁になりますが、製造物責任法（PL 法）の話ですね。事例が載っているように、

カラーコンタクトで目に傷がついたとか、エステでやけどした、という場合にどのような法

的手段がとれるか、という話がメインだと思います。私たちは生徒さんに対して、もしこう

いうところでケガをしたとしても、きちんと責任を取ってくれることがありうるから、弁護

士に相談する、親に言うとか、そのように解決に持っていこうね、という話をさせていただ

きます。なので、私が言いたいことは、法律に関することは私たちができなければいけない

ことですし、ぜひ生徒さんに対してわかりやすく説明をしたいと思っています。さらに、ご

希望があれば、そこに契約だけではなく契約書について何がポイントなのか、どういうこと

が大事か、あとは賃貸借契約、アパートを借りるときの敷金・礼金って？「これ、どういう

ことかわかる？」ということを、きちんとわかりやすく説明させていただきたいと思います。

長くなったかもしれませんが、以上です。 
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【東氏】 

ありがとうございました。ここはやはり私たち自身も知りたいところで、法律的なことは

突き詰めていくと専門家がいないと正しい答えがわからないことがたくさんあると思うの

で頼りにしております。 

すぐ変わりますよね、法律はいろいろなところが細かくて。この「社会への扉」もすでに

法改正で一か所訂正が入っておりますけれども。そのあたり法律に関する部分、ぜひ専門的

なことをわかりやすくお伝えいただきたいと思います。それでは先生方いかがでしょうか。 

 

【名越氏】 

全部が使えるかな、という感じですけれど、ただ、３年生の政治経済だと、受験も意識し

つつ、先ほど授業では 1.5 コマ、50 分と少しでやったということで、これに則ってやった

ら詳しくできるけれども、実際に扱えるかというとなかなか厳しいかなと思います。そうい

う時に、例えば、期末テストが終わると長期休業の前に少し時間があるので、そのような時

にこちらでしっかり勉強して、この「社会への扉」を使って、政経あるいは１年生の現代社

会の中で使えるかなという感じがします。私たちで手に負えないときには、消費生活センタ

ーの方に来ていただいたり、金融広報委員会の方に来ていただいて特別の時間を取ったり

できるかなと思います。18 歳が 2022 年から成年・成人になってしまうということ、高校生

も未成年者の解約が３年生になるとできなくなってしまうということを考えると、高校に

おいて、その生徒を目の前に置いている以上、消費者教育にどこかでしっかり取り組んでい

かなければいけないなと考えています。私の足りないところがあれば、横井先生お願いしま

す。 

 

【横井氏】 

家庭科の観点から言いますと、まず 1 頁目のクイズのところが導入に使えるなと思いま

した。次年度はこれをぜひ導入に使いたいと思っています。その中でいろいろなキーワード

が出てきていますので、例えばクーリングオフ、デビットカード、クレジットカード、プリ

ペイドカード、そのような、高校生でも知っている子は知っている、中学校でも出てきます

ので、その振り返りをしながら確認をしていくということに使いたいと思います。次の３～

４頁の方は、家庭基礎でもライフステージ全体を見通して収入を計画的に使えるようにす

るというのが一つの目標でもありますので、このとてもかわいらしいわかりやすいイラス

トが一面になっているので、説明するときにイラストがあると生徒の心に入っていきやす

いので、これらも使いやすいなと思って見ております。その他のページも実際に授業で使っ

ているところはあるのですが、教科書とリンクしているところも非常にこの冊子は多いの

で、要所で「このページを開いて」という形で使わせていただけると思っています。６頁に

関しては、今年も DVD を見ながら確認するのに使用・活用させていただきました。以上で

す。 
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【東氏】 

ありがとうございました。内容的には、いろいろな方が検討に検討を重ねて作っていただ

いたので、どれも使えるだろうということだけれども、限られた時間の中で、どこをどの程

度実際に使えるかというあたりですね。 

その教科だけではなく他の教科であったり、そのほかの時間であったり、ある程度中学校

まででやっていることと高校でやることとか、総合学習の時間とか。いろいろなところで、

どこで何を、このへんはここでやれるとか、そういうことが整理されるとか。ここは外部か

ら来ていただかないと弱いかな、とか。少し整理されるとこれから使っていく上ではいいの

かなと思いながら伺いました。ありがとうございました。丸山さんいかがでしょうか。 

 

【丸山氏】 

金融広報委員会の立場としましては、「巣立ち教育」のコンテンツとしては、この見開き

のクイズでいきますと、問（Q）の 10 番以外のところは網羅しております。ただ、問１～５

のポイントについては弁護士さんの前で言うのはおこがましいので、少し控えめにさせて

いただきます。立場上、Qの６～９、お金に関するところについてはやはり私たちの得意分

野になるのかなと思います。ここをいかにうまく伝えられるのがポイントかなと思います。 

 

【東氏】 

ありがとうございました。控えめに言っていただきました。まさにお金の使い方に関する

６～８、６は今はやっていないけれども、８あたりのまでは 初のところから全体を含めて

すでに出前でやられている内容は網羅している、特に金融に関するところは得意分野だと

いうことでした。ありがとうございます。相談員さんの方はどうでしょう、徳田さん。 

 

【徳田氏】 

センターとしては３つ考えました。まずセンターは、たくさんの資料を持っています。DVD

やパンフレットと合わせて、毎日受けている「生きた事例」を提供させていただいていると

思います。二つ目に、相談員というのが、お年を召した方から若い方まで、いろんな相談を

受けた際に、かみ砕いたお話を通じてさせていただくことが多いです。ですから、内容に関

してもそれぞれの学校のそれぞれのご要望に関して、かみ砕いたわかりやすい説明をお手

伝いさせていただけるのかなと。そして、これが一番強みなのですが、センターは相談先で

あります。この「社会への扉」で学んだことがあったとしても、トラブルにあったときに、

その時に相談を受けて、そのことの解決に導いていくことができるのがセンターの強みで

す。何か困ったことがあった時に受け皿になれるのが、まさにセンターの強みではないかと

思います。  
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【東氏】 

ありがとうございました。これ（「社会への扉」）を使った事例をご紹介いただきましたけ

れども、他の教材とうまく組み合わせて皆さまご使用になっていますよね、先生方も含めて。

ですからそれぞれの分野に関するところを中心に、他の教材も合わせて広く使えるという

ことですけれども、今 後に徳田さんがおっしゃったように、これを使ってその後現実社会

の中でどういうことが起こるか、どういう会話が必要なのか、ということを、相談員さん、

弁護士さんなど、この続きのところで対応を求められることもたくさんあると思いますね。

そういう現場の方に話を伺うというのは大切なことですもちろん高校の先生もいろんなこ

とをお伝えいただけるのですけれども、地域でこれだけ資源がありますし、金融広報委員会

さんもそうですし、地域にある資源をもっとうまく活用すると、より効果的な指導ができる

かなと思った次第であります。 

ここで皆さんに質問していただけるとよいのですが。フロアの方にいいですか、お尋ねし

て。せっかくですので何かこれは伺いたいという方、お願いいたします。 

 

【質問：消費生活相談員の方】 

 私は消費生活相談員をしていまして、消費者教育の出前講座、啓発にも関わっていますの

で、とても興味深く聞かせていただきました。質問なのですが、家庭科の先生に、クーリン

グオフの自分で書くもの、細かい話なのですが、クーリングオフの雛型を覚えさせて書かせ

るのか、それとも契約の内容について十分理解させたうえで書かせるのか、その点をお聞か

せいただきたいのと、さっき若者の消費者が被害にあう心理的な要因が報告されています

けれども、これも意思決定の重要な要素であるし、契約の重要な要素である意志を考えても

らうためにはこういうことも必要なのではと思うのですが。これが「社会への扉」に活かさ

れて、消費者教育の一つのポイントになるのではないかと思いますが、どなたに聞いたらい

いかわかりませんが、どう考えていらっしゃるのか、わたしはこれも重要だと思うのです。

ご意見があったらお聞かせください。 

 

【東氏】 

ありがとうございます。本当はたくさん伺いたいのですが、残りの時間も限られておりま

すので、今のご意見をお答えいただくということで進めさせていただきます。家庭科のクー

リングオフのことですね。 

 

【横井氏】 

はい。クーリングオフについては教科書にも割と詳しく載っておりまして、どういう場合

にクーリングオフができるかとか、クーリングオフができる条件ですとか、授業の方で抑え

まして、「では実際にクーリングオフってどうやってするの、電話連絡でするの、どうする

の？」ということで、「電話はダメだよ、証拠が残らないから」ということで、書面で作り
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ます、と言うのですが、なかなか口頭で説明しても、生徒の中にはスーッと右から左に消え

てしまいますので、一回とりあえず書いてみたら残るのではないか、と。教科書に実は通知

文の書き方というのが載っておりまして、これが雛型、プリントの様式で書かせております。

写すだけなのですが、一度書いておくと、もし必要になった時に、「なんか高校の時に書い

た記憶があるぞ、なんか紙に書いたな、紙でやらなあかんねんな」と自分でそこから調べる

と思うのですけれども、経験は大事だろうなと思いますので、記憶に残すためにそのような

授業をしております。 

 

【東氏】 

ありがとうございます。今ご紹介いただいたように、実は教科書とか学校で使っている資

料集って、ものすごく良いのですよね。正直、これ（「社会への扉」）を使わなくてもといっ

たら怒られてしまいますけれど、本当にかなりのことは教科書や資料集に書かれているの

で、外の方が高校などでお話しいただく場合は、事前に先生方と「こういうことは授業で取

り扱うことができていますよ」と話していただくことが必要だと思います。ありがとうござ

います。 

もう一つのご質問、こちらをお使いになっているのはどなたでしたっけ、相談員さんでし

たかね。これをよく使っているのは徳田さんでしたかね、お願いいたします。 

 

【徳田氏】 

言っていただいたように、先ほどの資料ですけれども、とてもまとまっていて、事例など

もわかりやすく書かれているので使った方がいいと私も思いまして。ただとても難しい漢

字の表現がありまして、それをいかに高校生の皆さんに伝えるかということも難しかった

ですけれども、やはり 終的に批判的な眼を持つとか、そういうこともコンパクトに書かれ

ていましたので、キーワードとして中に書かれていることを使わせていただいています。今

回この資料はプリントアウトされたものでしたけれども、その中の事例だとか、注意すべき

点もとても網羅されていましたので、それを伝えるのがいいのではないのかと思います。 

 

【東氏】 

ありがとうございます。心理的なもの（チェック）も、よくこういうところの後ろとかに

あって、「見守り」の方の冊子はそういう作りになっていますよね。「騙されやすさのチェッ

ク」とかが目立つところにあって、それをやって私も気をつけなければ、と思うような作り

になっています。これ（「社会への扉」）は詰め込む内容がすごく多い中で、文字の大きさを

見ていただいてもお分かりかと思いますが、ギリギリまで詰めたのでそこの余裕がなかっ

たなと私も思っております。心理的な要因は一番生徒たちの心に刺さりますので、そういう

アプローチとかそういう教材、それが足りなければ他のものでカバーしていただくという

ことですね。ありがとうございました。 
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それでは本当はもっといろいろと議論したいところでしたが、あと５分で終わるよう指

示がありました。今日、他の方のお話を聞かれて感じたり、ご自身が改めて思ったりしたこ

とを含めて、今日のテーマ「みんなで応援！若年者への消費者教育～「社会への扉」を活用

した学校と地域との連携による消費者教育～」に関して、いまお考えいただいていることが

ありましたら、お一人 30 秒でお願いいたします。 

 

【和合氏】 

では手短に、ですけれども、若年者への教育が必要なのは、騙されてしまうからですよね。

騙されなかったらいいわけです。ではなぜ騙されるのかというと、私が思うに、やはり知識

がなくて、知識がないので自分は騙されないと思いこんでいるからではないかと思います。

もう少し、私の立場であれいろいろな立場の皆さんと協力し合って、あなたは騙されてしま

うかもしれないよ、という危機感を持ってもらうのがいいかなと思います。その中で私もい

ろいろな教育ができればいいかと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

【名越氏】 

私はどちらかというと、このようにパネリストとして座らせてもらっていますけれど、 

いろいろな情報を聞きに来たという形ですが、これから高校３年生が成人になって、契約な

どで責任を持つということで、そういう自覚をどのように持たせていけばよいのかを考え

なければならないなと。学校側がいろいろと考えることを頂いたと思っています。皆様と協

力して、若い高校生にいろいろなことが伝えられたらいいなと考えています。 

 

【横井氏】 

私も今日はたくさんのことを勉強させていただきました。高校教育にたずさわる者とし

て、高校を卒業してしまったら、社会で勤めていく子もいますし、大学に行って全く違う学

問を学ぶ生徒もいる中で、家庭科を学ぶのは高校でこれが 後という使命感と言いますか、

責任を果たさなければならないと思います。消費者センスを高める授業をこれから考えて

いきたいなと感じました。ありがとうございました。 

 

【丸山氏】 

やはり、私たち金融広報アドバイザーとしては独立でしていることがありますので、この

ような場に出させていただくことによって、やはり横の組織の連携ですね。同じようなこと

を隣でされている、しかもさらに専門的にされているということであれば、そういう方と連

携する方が、結局私たちが情報を伝える相手にとってはメリットがあるのではないかとす

ごく痛感しました。やはりこうした場で縦割りではなく、横の連携がどれだけできるか、そ

れが次につながっていくのではないかと考える時間になったと思います。ありがとうござ

います。 
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【徳田氏】 

ありがとうございます。私たちのところでも、消費者教育ということで実際行ってはいる

のですが、今日この場でそれぞれの専門のところがいろいろなことをされていることをお

聞きしまして、私たちのところができるのは、それに対してお手伝いさせていただけること

ではないかなと思いました。これからもお手伝い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。 

 

【東氏】 

本当に急がせてしまい申し訳ありませんでした。危機感を持つ、それから責任をもつ、自

覚をさせる、消費者センス、そして連携の仕方、それぞれの専門の立場でできることという

ことで、一言ずつおまとめをいただいたところでございます。今日のお話、ここからどうい

う連携が、というところに本当は進みたいところですが、すでに予定の時間が近づいており

ます。簡単なまとめになりますけれども、今日出たご意見について少し私が気になったこと

をお話させていただきます。 

一点目は、今回の、この「社会への扉」ですが、教材の扱い方の工夫とかこれを使った効

果的な進め方ということです。やはり「社会への扉」“プラス”というところで、どういう

教材・どういうものを合わせて使ったら、より効果的にこれが使えるのかということで、そ

れぞれ情報を持ち合うことができました。そしてワークショップをやってみたり、パワーポ

イントでいろいろやってみたり、様々な刺激を与える効果的な議論の方法も考えていただ

きたいと思います。 

二点目として、今回ライフステージ、ライフプランという言葉が出てきましたよね。成年

年齢ってまさにこれから大人へという社会の扉ですよね。その扉に向けて、これから将来に

わたってどういう選択があるのか、ということ。人生の選択が一つ一つ適切にできるように

すること、教材を使うときにぜひ大切にしていただきたい視点だと思いました。選択という

意味ではエシカルとか SDGs とかももちろん含まれると思うんですね。社会の中で自分がト

ラブルに巻き込まれないようにすることは社会・地域を安全にすることにもつながるわけ

です。また、社会における将来（未来））の選択という視点もあります。 

後に連携ですね。誰が何を担うのが一番効果的なのか、地域資源のつなぎ役として、消

費生活センターが地域の拠点となっておりますので、今日のような情報が一つにまとめら

れて、「こういうところについてはこういう情報があるよ」「こういう人がいるよ」「こうい

う活用の仕方をすると効果的だよ」ということが地域の情報としてある。ここにいらっしゃ

る皆様もそれぞれ地域資源のお一人お一人だと思うので、登録しておけばこういうところ

で活用してもらえるとか、そういう仕組みづくりなど。このことについては、また機会を改

めて申し上げたいと思います。消費者教育推進地域協議会、消費者教育コーディネーターな

ど、冒頭にもお話しましたような地域のこれからのつなぎ役、連携の仕組みをきちんと整え
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まして、成年年齢の引き下げに地域で力を合わせて備えていきたいと思っております。 

それでは駆け足になりましたが、以上をもちましてパネルディスカッションを終了させ

ていただきます。皆さまご清聴ありがとうございました。パネリストの皆様もありがとう

ございました。 

 

以上 
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３．開催速報
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【テーマ】
成年年齢引下げを踏まえた

若年者への消費者教育

【日 時】 平成31年2月13日（水）14:00～16:30 
【会 場】 滋賀県立県民交流センター 大会議室

（大津市におの浜1-1-20 ピアザ淡海3階）

平成30年度消費者教育フォーラム in 滋賀 開催報告（速報） 滋賀県

滋賀県県民生活部長
浅見 孝円

消費者庁審議官
高島 竜祐

椙山女学園大学 教授
日本消費者教育学会 会長

滋賀県消費生活審議会 会長
東 珠実 氏

滋賀弁護士会
和合 佐登恵 氏

滋賀県立大津高等学校教諭
名越 美鈴 氏

滋賀県立大津高等学校教諭
横井 裕子 氏

滋賀県金融広報委員会
金融広報アドバイザー

丸山 高信 氏

滋賀県消費生活センター消費生活相談員
徳田 初美 氏

＜フォーラム開催風景＞

＜意見交換会 開催風景＞

時間 プログラム

14:00-
14:05 開会挨拶 滋賀県県民生活部長 浅見 孝円

14:05-
14:20 消費者庁からの挨拶・報告 消費者庁審議官 高島 竜祐

14:20-
14:50

基調講演
「成年年齢引下げを踏まえた消費者教
育の推進について」

椙山女学園大学 教授
日本消費者教育学会 会長
滋賀県消費生活審議会 会長
東 珠実 氏

14:50-
15:00 休憩

15:00-
16:25

パネルディスカッション
「みんなで応援！若年者への消費者教育
～「社会への扉」を活用した学校と地域との連携による消費者教育～」

≪コーディネーター≫
椙山女学園大学 教授
日本消費者教育学会 会長
滋賀県消費生活審議会 会長
東 珠実 氏

≪パネリスト≫
滋賀弁護士会

和合 佐登恵 氏

滋賀県立大津高等学校教諭
名越 美鈴 氏 横井 裕子 氏

滋賀県金融広報委員会金融広報アドバイザー
丸山 高信 氏

滋賀県消費生活センター消費生活相談員

徳田 初美 氏

16:25 閉会

＜ホール内展示スペース＞

平成31年2月13日、大津市の滋賀県立県民交流センターで「平成30年度消費者教育
フォーラム in 滋賀」が、消費者庁・滋賀県の主催、文部科学省の後援で開催されました。
今回の消費者教育フォーラムは、「成年年齢引下げを踏まえた若年者への消費者教育」
をテーマに、滋賀県内外から85名が参加しました。当日はテーマに基づいた基調講演、
「みんなで応援！若年者への消費者教育～「社会への扉」を活用した学校と地域との連
携による消費者教育～」をテーマにしたパネルディスカッションが行われました。

本フォーラムを通して、各主体が若年者への消費者教育の推進に向け「何をこれから
どのようにやるのか」を具体的に考え、行動に移すための情報を得る貴重な機会となり
ました。
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４．アンケート
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平成 30 年度「消費者教育フォーラム in 滋賀」＜アンケート＞

本日は「平成 30 年度消費者教育フォーラム in滋賀」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。 

（問１）平成 22年度から開催している消費者庁主催「消費者教育（地方消費者）フォーラム」の 

ご参加は、初めてですか？（他地区開催を含む） 

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 

（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「消費者教育フォーラム」を何でお知りになりましたか？（複数回答可）。 

  １．消費者庁・滋賀県・その他のウェブサイトで知った 

２．消費者庁・滋賀県・その他のＳＮＳ等で知った 

  ３．チラシを見た（設置場所：       ） 

  ４．知人や友人から聞いた 

５．その他 __________________________ 

（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 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 _______________________________ 

※裏面に続きます。
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（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。 

プログラム 理   由 

１．基調報告 

「消費者庁からの挨拶・報告」 

２．基調講演 

「成年年齢引下げを踏まえた

消費者教育の推進について」 

３．パネルディスカッション 

（問７）本日の「消費者教育フォーラム」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 

他地区で開催された場合、機会があれば参加したい ５ ４ ３ ２ １ 

◆最後にご自身のことについて差し支えのない範囲で、ご記入願います。該当する番号に○をつけて下さい。 

（回答内容については、今後の「地方消費者フォーラム」運営の参考のため以外には利用しません。） 

性 別：１．男 性   ２．女 性 

年 代：１．20 歳未満  ２．20代 ３．30代  ４．40 代 ５．50 代 ６．60 代 

７．70代  ８．80歳以上 

所 属：１．消費者団体関係者   ２．高齢者・障害者（団体）関係者   ３．教育（団体）関係者 

  ４．弁護士、司法書士等の専門家   ５．消費生活相談員    ６．事業者（団体）関係者 

７. 地方自治体  ８．学生 ９.一般 10. その他（  ） 

居住地： １．滋賀県内（      市・町） 

 ２．滋賀県以外（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

49





消費者教育推進フォーラムin滋賀

日時：2019年2月13日

場所：滋賀県立県民交流センター

参加者：85名

アンケート回収件数：53件（回収率 62％）

(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 33 62.3%

3. 3回以上参加 11 20.8%

2. 今回で2回目の参加 7 13.2%

未回答 2 3.8%

53 100.0%

(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付きましたか？

1. 結びついた 8 42.1%

3. どちらとも言えない 8 42.1%

2. 結びつかなかった 2 10.5%

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 1 5.3%

未回答 0 0.0%

19 100.0%

1. 今回初め

て参加した

62.3%

3. 3回以上参

加

20.8%

2. 今回で2回

目の参加

13.2%

未回答

3.8%

1. 結びつい

た

42.1%

3. どちらとも

言えない

42.1%

2. 結びつか

なかった

10.5%

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

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。

(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)

5. その他 16 28.1%

4. 知人や友人から聞いた 14 24.6%

1. 消費者庁・滋賀県・その他のウェブサイトで知った 12 21.1%

3. チラシを見た 11 19.3%

2. 消費者庁・滋賀県・その他SNS等で知った 3 5.3%

未回答 1 1.8%

57 100.0%

＜上記質問に「3.チラシを見た」とご回答の方の詳細：設置場所＞

消費生活センター（3件）

職場

学校に送られてきた資料から

法テラス

＜上記質問に「6.その他」とご回答の方の詳細＞

案内・お知らせが郵送された

生協からの案内

消費生活センターHP

滋賀県金融広報委員会からの連絡

全国消費生活相談委員協会からのメール…2件

自治体からの通知

消費者庁、滋賀県からの案内

メール

消費生活サポーターの事務局から

職場で知った

職場（市役所）

センター連絡会で

滋賀県消費生活審議会への郵送による案内

消費者教育全般について内容を再認識することができた。今後とも消費者市民社会を築くために県民・市民の方々に情報提供をしていきたい。

地域での消費者推進活動に取り組んでいる。

消費生活センターに勤務しているが高齢者向けの出前講座が中心となっている。
今後、中・高生や保護者への講座を進めていきたいと思っている。

市の消費生活センターとして小・中学校への消費者教育を進めていきたい。まず、出前講座の申込書、マニュアルが必要だ。

消費者教育に関する自主研究での調査・研究活動の先考とさせてもらっています。

・消費生活についての授業をより濃度の高い、実践的な内容にしていく。
・身近なテーマで分かりやすい、インパクトのある伝え方を工夫する。
・世の中の動き、流れに沿った内容を意識し「社会の扉」を取り入れた授業を計画する。

地域における消費者教育の推進（エシカル消費など）

このようなフォーラムに参加できたことで各機関ができることが分かり、活用したいと思いました。

住んでいる町の自治会で高齢者、障害者、今回の対象者を含め、見守り隊を現在検討中です。

NPOの組織化、活動内容の強化と充実、とくに”支えあい”のネットワークづくり、団体間の連携活動のあり方については、
実践に活かすことができました。

社会の扉の活用方法が具体的に聴講できてよかった。

今後出前講座をする機会があるかもしれませんので参考になりました。

県のフォーラムに参加した。

5. その他

28%

4. 知人や友人

から聞いた…

1. 消費者庁・滋賀

県・その他のウェ

ブサイトで知った

21%

3. チラシを見た

19%

2. 消費者庁・滋賀

県・その他SNS等

で知った

5%

未回答

2%
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（問5）参加した理由は何ですか？ 複数選択可

1. 「消費者教育」に関心があった 45 64.3%

2. プログラムに興味があった 12 17.1%

4. 登壇者および登壇者の所属団体の関係者 7 10.0%

5. その他 4 5.7%

3. 友人に誘われた 1 1.4%

未回答 1 1.4%

70 100.0%

＜上記質問に「5. その他」とご回答の方の詳細＞

関わる委員をしている

今後の消費者行政への取り組みにプラスになればと思い

消費者教育の知識を深め

授業をしなければならないから

（問6）参考になったプログラムに○をつけて下さい。（複数選択可）

1. 基調報告「消費者庁からの挨拶・報告」 8 9.9%

2. 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」 25 30.9%

3. パネルディスカッション 42 51.9%

未回答 6 7.4%

81 100.0%

1. 「消費者教育」

に関心があった

64%

2. プログラムに興

味があった

17%

4. 登壇者および

登壇者の所属団

体の関係者

10%

5. その他

6%

3. 友人に誘われた

1%

未回答

1%

1. 基調報告「消費者庁

からの挨拶・報告」

10%

2. 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

52%

未回答

7%
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＜上記質問の参考になった理由＞

プログラム

消費者庁の動向が分かったこと。

消費者庁の課題、進行状況が分かった。

理由

消費者庁の取組み概要

成人年齢引き下げに伴い消費者教育の喫学の課題。
消費者教育の必要性を感じた。

基本的な事項として理解した。

最新の情報が得られ、多くを学びました。今後の教育活動に有効です。

政策目標5「見守りネットワーク」の構築。
2県が全市民（6万人以上）で設置済みになったこと。

現状が消費者教育の重要性が理解できた。

流れが分かった。

重要なところがうまくまとめていただいて分かりやすかったです。

これからの課題とこれから何をしなければならないかわかりやすく理解が進んだ。

最後に言われた、本当に大切なのは
消費者市民社会の目線かできる人を育てることが大事。

大学入学時など未成年者取り消しが使えなくなることによる
実際のリスク具体的な説明が不足しているのでは？

社会への扉の活用について雰囲気が分かった。

短い時間でコンパクトにまとめられていた。

懸念されている18、20歳の成人トラブル増加、男女別消費生活相談の内容と傾向に
ついては出前講座のテーマを考える上で参考になります。

ネットに関する啓発を行っており、その際に参考となったから。

成年年齢の引き下げによる問題点と現状、それに対してやっていること、
また、これからどうするべきかを知り、考えることができたから。

最新の情報が得られ、多くを学べました。今後の教育活動に有効です。

授業でどこにポイントを置いて、展開したらよいのか、ある程度考えがまとまったから。

基本的な事項として理解した。

今回参加の目的が達成できた。消費者教育の重要性を感じた。

「社会への扉」の活用、予備軍である小学校高学年・中学生の冊子も欲しい。

成年年齢引き下げで早い時期に消費者教育が必要だと感じていたので
社会への扉の活用法が参考になった。

全体的な方向性はわかりました。

今日に至るまでの経緯（法整備など）やその背景について、再確認することができた。

2.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」

1.基調報告「消費者庁からの挨拶・報告」
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高校での消費者教育を知ることができて、
小・中学校でどのように取り組んでもらえるのかの情報提供ができます。
講演依頼や連携ができるようにしていきたい。

教える側が今までのやり方の延長、
これからの社会をつくる子供たちにはもっと違うやり方が必要だとつくづく感じた。

実際の高校教員の方から、消費者教育の内容（どんなふうに、どんな流れでなど）を
聞くことができ、
今後高校向けに消費者教育の重要性をアプローチしていく際の参考になった。
丸山アドバイザーの取組報告については、
巣立ち教室の説明が非常にコンパクトにまとめられているので、
当委アドバイザーに対しても伝えていきたい内容であった。

パネラー各氏の立場からの発言が興味深かった。
高校での消費者教育の実践状況が参考になった。

連携がまだまだ不十分である消費者教育の現状を再認識した。

それぞれの取り組みが連携し、高校生にうまく届くように調整が必要と感じた。
横の連携

いろいろな取り組みが聞けて参考になりました。

いろいろな立場での取り組みが分かって有意義でした。

様々な立場の方からの実例や考えが分かった。

これからの取り組みのヒントがあった。出前講座に活用したい。

・学校での学習がとても興味深かった。
・成年年齢が変わる時、成年となる今の中学生がどのように学習しているのかも聞き
たかった。

社会の扉の活用方法が参考になった。

それぞれの立場から、様々な視点での意見や考え方をうかがえて、
大変参考になりました。

各立場で消費者教育の実践について伺えたので参考になりました。

実際の高校での授業内容が分かり、興味深く大変勉強になった。

実践事例のため。

ネットに関連する啓発を行っており、その際に参考となったから。

高校生に対するこういくが大切。

県庁にそのような却省があるとは知らなかった。

冒頭のパネリストの方々の「取組報告」、
各位が緻密な活動をされていることに感銘を受けました。

各分野での具体的な活動内容を紹介いただき、参考になった。

消費生活サポーターとして寸劇をしながら出前講座に参加しているので
参考になりました。

パネラーの事例の紹介が良かった。参考になった。

高校生にどう伝えていったら良いのか（成人を前に）
具体的なアドバイスをたくさんいただくことができました。
様々な立場が連携しながら、若年者を守っていくという実感が
感じられるパネルディスカッションでした。

各機関・各教科の有効な取り組みが学べました。今後の活動に有効です。

様々な立場からの消費者教育についての取り組みを知ることができたから。

各パネリストが普段、活動されている内容が、とても分かりやすかった。
高校の先生方の現場の声を聞くことができて良かった。

大津高校名越先生、横井先生の取組報告を聞き、
教育現場の取り組みが良く理解できた。とても参考になった。
対象者が消費者教育についてどこでどのような内容を学習しているのか、
他の主催者の情報交換の必要性も感じた。

現場でどのような取り組みをしているのかが生で分かった。

弁護会の消費生活相談員に対して行う
「事例研究（三者の立場から）」が参考になった。
家庭科の指導内容はとても参考になった。
お金に関わる高校での出前講座の構成はとても参考になった。

学校でのとりくみなどとても参考になりました。

具体的な消費者教育の苦労話が聞けて、大変勉強になりました。

成年年齢引き下げで早い時期に消費者教育が必要だと感じていたので
社会への扉の活用法が参考になった。

各パネラーの取組。

自分は引っかからないと思わないことやみんなと協力していくことが
大切ということを改めて学ばされたから。

社会の扉の具体的な活用方法が分かり、とても参考になった。

高校における教育実践内容や時期など、大変参考になった。
当消費センターでは小中学校での出前講座の実施を課題としており、
学校との連携や教材の選択についていただいたヒントを活かしていきたい。
「社会への扉」をぜひ一度参考にしてみたい（消費者庁HP掲載データ含め）

具体的な実践例が聞けた。

3. パネルディスカッション
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（問7）本日の「消費者教育フォーラム」には満足されましたか。また他地域で開催された場合、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○を付けて下さい。

全体的に満足した

4 22 41.5%

5. そう思う 15 28.3%

3 10 18.9%

未回答 5 9.4%

2 1 1.9%

1. そうは思わない 0 0.0%

53 100.0%

他地区で開催された場合、機会があれば参加したい

4 16 30.2%

3 15 28.3%

5. そう思う 11 20.8%

未回答 9 17.0%

1. そうは思わない 1 1.9%

2 1 1.9%

53 100.0%

4

42%

5. そう思う

28%

3

19%

未回答

9%

2

2%

4

30%

3

28%

5. そう思う

21%

未回答

17%

1. そうは思わない

2%

2

2%
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【回答者情報】

＜性別＞

2. 女性 28 52.8%

1. 男性 22 41.5%

未回答 3 5.7%

53 100.0%

＜年齢＞

5. 50代 16 30.2%

6. 60代 15 28.3%

7. 70代 7 13.2%

4. 40代 6 11.3%

1. 20歳未満 4 7.5%

未回答 3 5.7%

3. 30代 1 1.9%

8. 80歳以上 1 1.9%

2. 20代 0 0.0%

53 100.0%

＜所属区分＞

1. 消費者団体関係者 14 25.9%

7. 地方自治体 10 18.5%

5. 消費生活相談員 8 14.8%

9. 一般 8 14.8%

10. その他 4 7.4%

3. 教育（団体）関係者 3 5.6%

未回答 3 5.6%

2. 高齢者・障害者（団体）関係者 2 3.7%

8. 学生 2 3.7%

4. 弁護士、司法書士等の専門家 0 0.0%

6. 事業者（団体）関係者 0 0.0%

54 100.0%

＜上記質問に「10. その他」とご回答の方の詳細＞

京都府金融広報委員会（2件）

市民任意団体（1件）

2. 女性

52.8%

1. 男性

41.5%

未回答

5.7%

1. 消費者団

体関係者

25.9%

7. 地方自治体

18.5%

5. 消費生活

相談員

14.8%

9. 一般

14.8%

10. その他

7.4%

3. 教育（団体）関係者

5.6%

未回答

5.6%

2. 高齢者・障害者（団

体）関係者

3.7%

8. 学生

3.7%

5. 50代

30.2%

6. 60代

28.3%

7. 70代

13.2%

4. 40代

11.3%

1. 20歳未満

7.5%

未回答

5.7%

3. 30代

1.9%

8. 80歳以上

1.9%
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＜居住地＞

1. 滋賀県内 33 62.3%

2. 滋賀県以外 17 32.1%

未回答 3 5.7%

53 100.0%

＜上記質問に「1. 滋賀県内」とご回答の方の詳細＞

大津市（5件）

草津市（5件）

大江八幡市（7件）

東近江市（2件）

守山市（2件）

彦根市（2件）

湖南市（1件）

甲賀市（1件）

米原市（1件）

日野町（1件）

＜上記質問に「2. 滋賀県以外」とご回答の方の詳細＞

京都府（4件）

和歌山県（2件）

奈良県（2件）

岡山県（2件）

鳥取県（1件）

福井県（1件）

東京都（1件）

石川県（1件）

兵庫県（1件）

千葉県（1件）

1. 滋賀県内

62.3%

2. 滋賀県以外

32.1%

未回答

5.7%
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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。

内容をしぼって深めていけると良いのではないかと思う。
盛りだくさんで全体がかけ足だった。

高校の教育現場の実例が良かった。

消費者教育が大切である（特に若年者向け）と第一番に思うが、どう具体化させるかと思うと難しいと感じる。
積極的に行くしかないか…。

「社会への扉」がうまく活用されたらと思いますし、我々も何ができるかを改めて思いました。
授業としてだけでなく、みんな消費者なので、1つの生活のシンとして考えてもらえたらと思います。

日々変化する社会の中で、「社会への扉」が活用されるよう、随時、改訂をされてバージョンアップを繰り返し、末永く活用される教材であってほしい。

消費者庁に対しての意見となりますが、高校生の消費者教育の重要性をもっと高めるには、高校の教員、教育委員会自体の認識が不可欠である。
そのためには消費者庁が文科省と一層協力をして、文科省からの全面バックアップをしていかないと
高校生に直接伝えていく機会を得るのは厳しい現状だなと思っている。
実際、当委内での高校については社会の扉についてほとんど知られていないのが現状であった。
何とか、各省庁の縦割りから横の連携に変え、まずは消費者教育の重要性を隅々まで広めていただき、また当委でもその活動に参加したい。

教える側からの困りごと、他責、宣伝と大人の立場が前面に強く出ていたのが残念。
一方的に伝える授業からもっと自分で考えさせて、気付かせる授業にできるように工夫しなければならないと感じました。

ありがとうございました。

今回の開催について、事前に宣伝、広報が遅かったように思います。
開催について知らない消費者教育関係者が多かったのではないでしょうか。

ディスカッションでもう少し意見の川試合ができればよかったのではないでしょうか。
聞きたかったことがあったので少し残念でした。
でも、とても良きフォーラムでした。ありがとうございました。

本日はありがとうございました。
「社会への扉」しっかり活用したいと思います。盛りだくさんなので、ピックアップして取り組んでみたいと思います。

基調講演について、講演の内容は重要だと思っていますが、講演のスピードが私には早くて少し残念に思っています。

カメラの音が気になる、連写はやめたほうがいいです。

・パネラーの時間管理がまずい。・そのため消化不足の内容になった。
・教育関係者の発表があったのは良かった。・全体の時間が短い

・前回までのフォーラムでは、その地域（他府県の活動も見てみたかった）の活動パネルなどもあって、
　活発な活動が目で見ることができたが、今回はなかった。
・消費者フォーラムは横のつながりができる場と思っていたが、今回が期待外れだった。
・写真撮影のシャッター音が気になった（シャッターを押しすぎだと思う）。

今後もいろいろと検討し実現したい。

障害児さんや親に渡すためのグッズ（バッグ）などをいただきました。ありがとうございます。

このような機会はとても有意義です。
多くの先生方も聴かせていただきたいと思う内容だと思います。しかし、校務多忙で出張には出にくい状況下です。
資料だけでも各校、社会家庭担当者に配布されることができれば有効だと思います。
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消費者庁 

平成 30 年度地方消費者フォーラム in 滋賀 

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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