
本日特にお伝えしたいこと（消費者教育推進課）

１ 成年年齢引き下げに向けた若年者への消費者教育・

情報発信

２ デジタル化に対応した消費者教育・啓発活動

３ エシカル消費特設サイトへの取組事例提供

４ 食品ロス削減推進計画の策定、食品ロス削減推進大

賞への応募

資料２－１



第一次国民生活審議会「消費者保護組織および消費者教育に関する答申」

昭和41年11月５日

「消費者保護基本法」 昭和43年５月30日施行
・消費者の保護に関する施策を実施

「消費者基本法改正」 平成16年６月２日施行
・保護から自立支援へ

・消費者基本計画策定（５年ごと）

「消費者行政推進基本計画」 平成20年６月20日閣議決定
・消費者を主役とする舵取り役として消費者行政を一元化する新組織を創設

・「行政のパラダイム転換」

消費者庁設立 平成21年９月１日

消費者教育推進会議（消費者基本法第17条に基づく）平成22年11月～24年３月
・学校、地域、ターゲット別、震災時の消費行動をテーマに議論、中間取りまとめ

・体系化、学校での消費者教育、地域での消費者教育の３分科会で議論、「報告書」公表

「消費者教育の推進に関する法律」 平成24年８月22日成立、同12月13日施行
※ 法施行前に消費者教育推進のための体系的プログラム研究会開催、「消費者教育の体系イメージマップ」公表

○ 消費者教育推進のこれまでの取組①



消費者庁に「消費者教育推進会議」設置 平成25年３月６日第１回会議
・ 委員相互の情報交換 ・ 「基本方針」作成に向けた意見交換

「消費者教育の推進に関する基本方針」 平成25年６月28日閣議決定
・ 消費者教育推進会議における更なる議論

・ 地方公共団体における消費者教育推進協議会の設置、消費者教育推進計画の策定等の取組

「消費者教育推進会議取りまとめ」 平成27年３月５日公表
・ 消費者市民社会における消費者の具体的行動例

・ 多様な担い手による消費者教育の実践に向けた事例の提示

・ 地域における多様な主体の連携・協働に向けた提案・事例の提示

「第二期消費者教育推進会議」 平成27年７月～平成29年６月
・ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の見直しに向けた論点整理

・ 社会情勢等の変化に対応した課題

「第三期消費者教育推進会議」 平成29年８月～令和元年７月
・ 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の見直し

・若年者の消費者教育分科会 教員の指導力向上のための方策について取りまとめ 等

・地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会 消費者教育コーディネーターの役割等について取りまとめ

「消費者教育の推進に関する基本方針」変更 平成30年３月20日閣議決定
・ 社会情勢等の変化を踏まえた変更 ・ 重点的に取り組む喫緊の課題を「当面の重点事項」として提示

「第四期消費者教育推進会議」令和元年10月～令和３年９月
・ 全世代における体系的な消費者教育に向けた連携に関する分科会

・社会のデジタル化に対応した消費者教育に関する分科会

○ 消費者教育推進のこれまでの取組②



消費者教育の推進に関する法律の概要

○学校における消費者教育の推進(第11条)
発達段階に応じた教育機会の確保、研修の充実、
人材の活用

○大学等における消費者教育の推進(第12条)
学生等の被害防止のための啓発等

○地域における消費者教育の推進(第13条)
高齢者･障害者への支援のための研修･情報提供

○人材の育成等(第16条)

・基本方針を踏まえ策定(努力義務)

・消費者庁･文部科学省が案を作成･閣議決定
･基本的な方向
･推進の内容等

国・消費者教育の総合的・一体的な推進
・国民の消費生活の安定・向上に寄与

目的(第１条)

定義(第２条)

『消費者教育』

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育
(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性
について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに
準ずる啓発活動

『消費者市民社会』

個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、
自らの消費生活に関する行動が将来にわたって内外の社会経済情勢
及び地球環境に影響を及ぼし得ることを自覚して、公正かつ持続可
能な社会の形成に積極的に参画する社会

国と地方の責務と実施事項

責務(第４条)

地方公共団体

団体の区域の社会的経済的状況に応じた施策策定、
実施(消費生活センター、教育委員会その他の関係機
関と連携)

推進に必要な財政上の措置その他の措置(地方は努力義務)財政上の措置(第8条)

基本方針(第９条) 都道府県消費者教育推進計画

義務付け(国・地方) 努力義務(国および地方)

○教材の活用等(第15条)

○調査研究(第17条)

○情報の収集(第18条)

基本理念（第３条）

消費者団体 (努力義務) （第６条）
～自主的活動･協力

事業者・事業者団体(努力義務)
～施策への協力・自主的活動（第7条)
～消費生活の知識の提供、従業員の研修、資金の提供

(第14条）

消費者教育推進会議(第19条)
消費者庁に設置(いわゆる８条機関)

①構成員相互の情報交換･調整～総合的、体系的かつ効
果的な推進
②基本方針の作成･変更に意見

委員(内閣総理大臣任命)
～消費者、事業者、教育関係者、消費者団体･

学識経験者等
※委員は20名以内、任期２年、幹事、専門委員を置く
（政令で規定）

消費者教育推進地域協議会(第20条)

都道府県・市町村が組織 (努力義務)

①構成員相互の情報交換･調整～総合的、体系的 かつ
効果的な推進
②推進計画の作成･変更に意見

構成

～消費者、消費者団体、事業者、
教育関係者、消費生活センター等

・消費生活に関する知識を習得し、適切な行動に結びつける実践的能力
の育成

・主体的に消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与できるよう積極
的に支援

体系的推進 ・幼児期から高齢期までの段階特性に配慮

効果的推進 ・場(学校、地域、家庭、職域)の特性に対応
・多様な主体間の連携
・消費者市民社会の形成に関し、多角的な情報を提供
・非常時(災害)の合理的行動のための知識・理解
・環境教育、食育、国際理解教育等との有機的な連携

市町村消費者教育推進計画

消費者教育の推進に関する総合的な施策策定、実施

責務(第５条)

(平成24年12月13日施行(平成24年８月22日公布))

（検討）（附則）
○法律の施行後５年を目途として、施行状況に検討を加
え、必要がある場合には所要の措置を講ずる。

○ 消費者教育推進法



Ⅲ 消費者教育の推進の内容

様々な場における消費者教育 人材（担い手）の育成・活用

○基本方針＝消費者教育の推進に関する法律（平成24年12月施行）第９条の規定に基づき、

内閣総理大臣及び文部科学大臣が案を作成、閣議で決定。

○基本方針の位置付け＝誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けることができる

機会を提供するためには、消費者教育を体系的・総合的に推進することが必要

⇒幅広い担い手（国、地方、消費者団体、事業者等、消費者自身）にとっての指針

○手段＝幅広い担い手の支援・育成、担い手間の連携、情報共有の促進

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向

Ⅰ 消費者教育の推進の意義

・家計消費は国内総生産（GDP）の過半数（291.9兆円／538.4兆円）
⇒消費者の安全・安心の確保は、消費の拡大、更には経済の好循環の実現

にとって大前提
・インターネット利用の拡大、「デジタルコンテンツ」に関する相談件数の増加
・成年年齢引下げについての検討も踏まえた実践的な消費者教育の重要性
・社会の安定と持続可能性の確保のため、消費者が自身の社会的役割を
自覚し、行動することの重要性についての認識の高まり（SDGs）

消費者の自立を支援

被害に遭わない消費者、合理的意思決定のできる消費者の育成
さらには、社会の一員として、より良い市場とより良い社会の発展のために

積極的に関与する消費者の育成（消費者市民社会の形成に参画）

消費者を取り巻く
現状と課題

○各主体の役割と連携･協働

○消費者教育の体系的推進のための取組の方向

○他の消費生活に関連する教育との連携推進
（環境教育・食育・金融経済教育・法教育・主権者教育等）

・国と地方公共団体
・消費者行政と教育行政
・地方公共団体と消費者団体、事業者等

地域における多様な主体間の
ネットワーク化

（結節点としての消費者教育推進
地域協議会）

当面の重点事項
１．若年者の消費者教育
２．消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進
３．高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した

消費者教育の推進
※具体的に推進する施策は、赤枠箇所

○ 消費者教育の推進に関する基本的な方針 概要

消費者教育は、幼児期から高齢期までの
各段階に応じて体系的に行うべき

・ライフステージに応じた様々な教育の場（学校、地域、家庭、職域等）を活用して効果的に
消費者教育を行う

⇒それぞれのライフステージにおける消費者教育のイメージが様々な主体において共有
されることが重要

・消費者の特性（年齢のほか、性別、障害の有無、消費生活に関する知識の量など）
に配慮し、対象に応じた消費者教育の方法や内容を工夫

⇒例えば、高等学校段階までに契約などについての実践的な消費者教育を行う、
要支援者に対する教育については 本人だけでなくその支援者への働き掛けを行う、など

(小学校･中学校･高等学校・特別支援学校等)

・学習指導要領に基づく実践的な教育
を推進

・その着実な実施について周知・徹底

(大学･専門学校等)
自立した社会人としての育成のため消
費者教育に関する科目等の開設に期待

⇒特色ある取組事例や課題等の情報提
供・啓発

学校

地域
社会

・消費生活センターの拠点化
・社会教育施設等の活用
・国からは情報提供等の支援
・見守りネットワーク構築の促進、その活

用による消費者教育の実施

・職域における消費者教育の内容、事業者
にとってのメリットなどの認識を共有

・事業者の形態、事業分野等に応じた従業
者に対する教育を実施

職域

(小学校･中学校･高等学校・特別支援学校等)

教職員の指導力向上が必要
：教員養成課程や現職教員研修等における

消費者教育に関する内容の充実
⇒実態把握と必要な情報提供

：国民生活センター等の教員向け研修の
活用を推進

(大学・専門学校等)
・地方公共団体や関係団体との連携の枠組みを
構築

・消費者教育推進地域協議会への参画を促進

・消費者団体・ＮＰＯ等による消費者教育
・担い手育成拠点としての国民生活センター、
消費生活センター、社会教育施設等の活用

・消費者教育としての、事業者による消費者へ
の情報提供、商品サービスの開発・提供

・積極的な情報提供としての「出前講座」、
「出前授業」の充実に期待

Ⅳ 関連する他の消費者施策との連携 Ⅴ 今後の消費者教育の計画的な推進

○食品と放射能に関する理解増進 ○事故・トラブル情報の迅速的確な分析・原因究明
○食品表示の理解増進

平成30年度～令和4年度の5年間を対象

消費生活相談員や専門家
（弁護士、司法書士、行政
書士等）などの外部人材

消費者教育
コーディネーター

多様な関係者や場をつなぐため、
間に立って調整

職域 家庭

学校

消費生活センター等を拠点とする、多様な主体が連携・協働した体制作り
様々な場における、外部人材を活用した効果的な消費者教育を実現

育成・配置の促進

消費生活相談員、元教員、NPOの一員など

平成25年６月28日 閣議決定
（平成30年３月20日 変更）



若年者への消費者教育の推進

関係省庁（消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁）が緊密に連携し、
2018年度から2020年度までを集中強化期間として、取組を推進

成年年齢の引下げを見据え（※）、若年者の消費者被害の防止・救済のため、また自立した消費者の育成
のため、若年者への実践的な消費者教育の推進は喫緊の課題

※成年年齢を引き下げる民法の改正は、平成30年６月13日可決、同月20日公布（令和4年４月施行予定）

社会経済情勢等を踏まえて重点的に取り組むことが求められる
喫緊の課題として、若年者への消費者教育を「当面の重点事項」
に位置付け

「消費者教育の推進に関する基本的な方針」
（平成30年３月20日変更の閣議決定）

「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」
（平成30年２月20日 若年者への消費者教育の推進に関する

４省庁関係局長連絡会議決定）

民法の
未成年者取消権 事業者の行為の不当性の有無に

関わらず取消しの対象となる

成年年齢の引下げ 引下げで
取消権が
無くなる

消費者教育の充実 消費生活相談窓口の
充実・周知対応した施策

（消費者の年齢）

制度整備等

18歳 20歳

主体的に判断し、責任を持って
行動する能力を育む必要
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令和３年度は、成年年齢引下げ施行に向けた最後の１年

「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン

として関係省庁と連携しつつ、地方公共団体・大学等、関係団体、メディア等も

巻き込んだ重層的取組を行う

消費生活上の契約、家計管理等に関する教育

消費者被害防止に資する教育

※平成３０年のアクションプログラムの内容はキャンペーンに取り込んで実施。

7
令和３年４月～取組をスタート



＜「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン＞
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地方公共団体・大学等
への働き掛け

（都道府県（教育委員会含む）、
大学等への働き掛け 等）

関係団体への
働き掛け

（消費者団体、日弁連、
金融関係団体 等）

イベント・メディアを通
じた周知

（イベント・セミナー、
ＳＮＳ等の活用 等）

消費者庁 法務省 文部科学省 金融庁

関係４省庁が連携し、各々の立場から関係各所に働き掛け重層的に取り組む

４省庁決定事項

（各種動画、授業用教材 等）

コンテンツの充実・活用の促進
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地方公共団体・大学等への働き掛け

【４省庁連携】

 都道府県（教育委員会含む）、大学等への働き掛け（関係省庁連名の通知）

【消費者庁】

 地域における消費者教育等の充実・強化に向けた地方公共団体への直接的な働き掛け

 地方公共団体、関係団体と連携した高校・大学向け出前講座の実施

 情報発信、セミナー開催等の実施について関係団体へ働き掛け

 徳島の高校で実施した消費者教育のベストプラクティス等を横展開

【文部科学省】

 「消費者教育アドバイザー」の派遣の実施

【法務省】

 地方公共団体で実施している教員向け研修への講師派遣の実施

 高校等における成年年齢引下げをテーマとした若者との意見交換会（オンライン含む）の

実施

【金融庁】

 高校・大学等での金融経済教育に関する出張授業（オンライン含む）の実施

 地方公共団体で実施している教員向け研修への講師派遣の実施

関係団体への働き掛け

【４省庁連携】

 消費者団体、日弁連、金融関係団体等、各省の若年者に関連する団体を通じた注意喚起・

情報発信を働き掛け
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イベント・メディアを通じた周知

（イベント）

【４省庁連携】

 シンポジウム・セミナー等の開催（４省庁連携）

【消費者庁】

 地方公共団体と連携したシンポジウム等の開催

 成人式等を活用した取組の働き掛け

 消費者月間や若年者が多く参加するイベントを活用した情報発信

【文部科学省】

 消費者教育フェスタの開催

【法務省】

 教員向け法教育セミナー等の開催

（メディアを通じた情報発信）

【４省庁連携】

 テレビ等を活用した周知

【消費者庁】

 インターネット広告、ＳＮＳ広告等を活用した周知

 消費者庁専用Twitter（消費者庁「18歳から大人」）、若年者向け消費者情報発信用LINE
アカウント及び特設サイトを活用した周知

【法務省】

 インターネット広告を活用した成年年齢引下げの周知
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コンテンツの充実・活用の促進

【４省庁連携】

 実践的な消費者教育に資するコンテンツを作成し、情報発信に活用

【消費者庁】

 契約、家計管理や消費者被害拡大防止等に資する動画等を作成し、ＳＮＳ等での情報発信

に活用

 特別支援学校向け教材、若年者向けアプリ教材等を作成し、高等学校等での活用を促進

【法務省】

 成年年齢引下げに向けた高校生向け法教育リーフレットを作成・配布し、活用を促進

 成年を迎えるに当たって知っておきたい知識を集約し、マンガ、クイズや解説を交えて伝える

特設ウェブサイトのコンテンツを追加し、活用を促進

【金融庁】

 年齢層別の動画コンテンツを作成し、活用を促進



○消費者庁「18歳から大人」
Twitterアカウントでのツイート（３月22日）
https://twitter.com/caa_18sai_otona

○「18歳から大人」特設ページ（消費者庁ウェブサイト）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/co
nsumer_education/lower_the_age_of_adulthood/
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https://twitter.com/caa_18sai_otona
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/


成年年齢引き下げに向けた若年者への消費者教育・情報発信
地方公共団体に特にお願いしたいこと

１ 実践的な消費者教育の実施

 関係機関と連携した実践的な消費者教育の実施

 継続的な消費者教育の機会の確保

⇒ 消費者庁等が提供する教材や情報、出前講座の活用を

 「１８歳から大人」特設ページ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/

 「１８歳から大人」twitter
https://twitter.com/caa_18sai_otona

２ 若者の集まるイベントの活用や関係団体等との連携による取組の推進

 成人式や大学の入学ガイダンス、消費者月間のイベント等を活用した情報発

信の取組

定期的なチェック・活用を

フォロー・リツイートを

本年度一年間は、あらゆる機会を活用し、成年年齢引き下げの周知を

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/
https://twitter.com/caa_18sai_otona


国

交付金

（運営の委託等）

地方公共団体

・デジタル機器・サービスに不慣れな高齢者等を対象に、地方公共団体の事業により、
最低限の技術や知識（トラブル回避のための知識含む）を身に付ける機会を提供す
る。

・見守りネットワーク等の地域の高齢者等を支援する枠組みと連携した、デジタル消費
者教育サポーター（仮称）育成及び高齢者等向けオンライン消費者教育講座等の実
施に必要な経費（人件費、旅費、広報費、借料、デジタル機器調達費、教材開発費
等）を支援。

消費者教育
関連団体

（例）消費者団体、
福祉団体等

高齢者等

見守りネットワーク等との連携

事業者等

必要経費（委託費）
・広報費
・サポーター育成講座開催費
（講師謝金等）

・高齢者等への講座開催の
ためのデジタル機器調達費

・教材・啓発資材作成費
・サポーターによる講座等の
実施に必要な経費（人件費、
旅費、広報費等） 等

・通信事業者
・インターネット事業者 等

育成・支援

講師派遣等

・技術・知識の提供
・オンライン消費者
教育講座

デジタル化に対応した消費者教育を
地域の見守り活動等と連携して推進

することにより、
高齢者等の孤立化・消費者被害を防止

⇓

デジタル消費者教育サポーター
（仮称）

○新型コロナウイルス感染症拡大による
デジタル化の一層の加速

○対面での消費者教育機会の減少

○デジタル化に対応した消費者教育・啓発活動に関する取組の事業イメージ 参考資料２：別添



消費者月間統一テーマ 

１．テーマ 

「“消費”で築く新しい日常」 

２．趣旨 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする

生活用品の買い占め、買いだめなどが発生しました。また、個人等によ

る誤った風説や心理的に不安定な状態となっている消費者に付け込む

悪質商法等により、合理的でない消費行動や新たな消費者被害が発生し

ています。 

このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行

動を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求

められています。 

また、急速なデジタル化の進展に伴い情報が氾濫する中、新たな消費

者被害を防止していくためには、行政による正確な情報発信等の取組に

加え、消費者の自立と事業者の自主的取組の加速化など、消費者、事業

者、行政が一体となって取組を進めることが重要です。 

そこで、消費者一人一人が「新しい日常」において、より良い消費行

動について考え、こうした社会情勢の変化に適切に対応することができ

るきっかけとなるよう令和３年度の消費者月間においては、「“消費”で

築く新しい日常」を統一テーマとして掲げます。 

資料２－２



過去の消費者月間統一テーマ一覧 

 

 
 

 

 

年 度 統一テーマ 

昭和 63年 「消費者の主体性の確立を目指して」 

平成元年 「豊かな生活を創る」 

平成２年 「明日の生活文化の創造」 

平成３年 「ゆとり，安心，多様性のある生活をめざして」 

平成４年 「地球を見つめた暮らし」 

平成５年 「くらしの安全，心のゆとり」 

平成６年 「かしこい選択，ゆたかな生活－新時代の消費者像を求めて－」 

平成７年 「確かな選択，ひろがるくらし」 

平成８年 「活かそう情報，暮らしの中へ」 

平成９年 「ともに創ろう 明日の暮らし－規制緩和と自己責任－」 

平成 10年 「学び，考え，行動する－ ともに築こう くらしのルール －」 

平成 11年 「たしかな情報 かしこい選択－ともに創ろう新時代－」 

平成 12年 「考えよう みんなが結ぶ契約」 

平成 13年 「新世紀をかしこく生きる ～活用しよう消費者契約法～」 

平成 14年 「安全・安心に暮らせる社会をめざして」 

平成 15年 「みんなで考えよう くらしとルール」 

平成 16年 「しっかり選ぼう 消費者の知恵で」 

平成 17年 「活かそう権利 めざそう自立」 

平成 18年 「知恵と勇気で 消費者被害を防ごう」 

平成 19年 「みんなで築こう 身近な安全・安心」 

平成 20年 「活かそう 消費者・生活者の視点」 

平成 21年 「消費者新時代 消費者が主役」 

平成 22年 「守ろうよ、みんなを！ ～なくそう！高齢者の消費者被害～」 

平成 23年 「地域で広げよう 消費者の安全･安心」 

平成 24年 「安全・安心 いま新たなステージへ」 

平成 25年 「学ぶことからはじめよう ～自立した消費者に向けて～」 

平成 26年 「つながろう消費者 ～安全・安心なくらしのために～」 

平成 27年 「みんなでつくろう！ 消費者が主役の社会！！」 

平成 28年 「みんなの強みを活かせ ～安全・安心な社会に一億総活躍」 

平成 29年 「行動しよう 消費者の未来へ」 

平成 30年 「ともに築こう 豊かな消費社会 ～誰一人取り残さない～」 

令和元年 「ともに築こう 豊かな消費社会 ～誰一人取り残さない 2019～」 

令和２年 「豊かな未来へ～『もったいない』から始めよう！～」 

参考 



5月は消費者月間
2022年4月から成年年齢が18歳に！



エシカル消費特設サイトによる情報発信

より多くの消費者に対しエシカル消費を知ってもらい、身近※なことから取
り組んでいただけるよう情報発信を充実・強化することで認知拡大を図る。
また、各主体における取組とその背景等を発信することで消費者のエシカル
消費への機運の醸成を図る。

自分ごととしてエシカル消費に取組やすくする
ための個人情報を発信
・有識者のエシカル消費に対するエッセイ 他
・4つの大別整理と統一感をもたせた各ページ

・各種団体や有識者に改めて協力を依頼し、有識者や著名人の身近なエシカル消費の取組を紹介・掲載していく。
・エシカル消費のイベント等を通して、取組の先駆者や積極的な企業を発掘していく。
・個人、企業の取組についても積極的に収集する。
（最終的にＳＤＧｓにつながる取組でもよいが、エシカル消費を軸とする）

〇「エシカル消費」の普及に向けた取組

マイ
エシカル消費
ページ

今後の取組

みんなの
エシカル消費
ページ

全国の地方公共団体・事業者の取組を発信
・申請フォームより応募
・実施済イベント 他

つくること かうこと

つかうこと すてること

※身近＝①地方 ②すでに取り組んでいること③取り組まれているが認知さ
れていないエシカル消費を発掘し発信する。

エコ、リサイクル、食品ロス、エシカルファッション、フェアトレード、寄付付き、地産地消、伝統
品、被災地産品、オーガニック、ユニバーサル、ダイバーシティ（障がい者支援）等

資料２－３



学校でも活用できる教材の作成・公開

消費者庁が実施している子供向けワークショップの前半部分（環境問題や貧困、児童労働等の世界が抱える課
題と、その課題解決につながる買物の仕方についての学習）を内容とする啓発用動画「よりよい買物の仕方を考
えよう～エシカル消費ってなぁに？～」を作成し、消費者庁ウェブサイトに公開。
▶チャプター（DVD版）
１．エシカル消費とは？
２．働く人たちの生活と環境を守る
（国際フェアトレード認証ラベルの解説）

３．森と森に住む動物を守る
（FSCの解説）

４．熱帯雨林とそこに生きる動物を守る
（RSPOの解説）

５．水産資源や環境を守る
（MSC「海のエコラベル」の解説）

６．大量生産、大量消費、
大量廃棄の生活を見直す

７．地球の資源、環境を守る
（エコマークの解説）

８．チャレンジマップにトライ！
９．おさらい

〇「エシカル消費」の普及に向けた取組

エシカル消費につながる身近
な商品や認証ラベルを記入

DVD

子供向けワークショップの内容を小学校の授業や学童クラブ等の地域での活動でも活用できるようにアレンジした学習用教材と
して、指導者向け解説書及び認証ラベルの付された商品の解説資料を作成し、消費者庁ウェブサイトに公開。

①エシカル消費やSDGsの概要
②子供向け啓発動画の解説
③授業での展開例
④発展学習のポイント
等を整理。

指導者向け解説書 認証ラベルの付された商品の解説資料

子供向け啓発動画

（イメージ）

指導者向け解説書

①商品の画像・規格
②認証ラベルの解説
③エシカル消費やSDGsとの
関連性
等の情報を集約（約80商品）。

本教材の更なる充実化を図っていくとともに、若年者、保護者世代、高齢者等、各層に応じた効果的な普及啓発を実施する。
今後の取組

認証ラベルの付された商品の解説資料



食品ロスの削減の推進に関する法律

0
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「食品ロスの削減の推進に関する法律」
令和元年５月31日公布（令和元年法律第19号）
令和元年10月１日施行

＜食品ロスの問題＞
• 我が国ではまだ食べることができる食品を
大量に廃棄

• 持続可能な開発のための2030アジェンダでも言及

資源の無駄（事業コスト・家
計負担の増大）、環境負荷の
増大等の問題も

• 世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、大量の食料を輸入し、
食料の多くを輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題

• 基本的な視点として、
① 国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体とし

て対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていく
② まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品と

して活用
多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進

1



【食品ロスに関する記載】
目標 12.
持続可能な生産消費形態を確保する

12.3
2030年までに小売・消費レベルにおける世
界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、
収穫後損失などの生産・サプライチェーンに
おける食料の損失を減少させる。

持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals：SDGs）

持続可能な開発目標（SDGs）と食品ロス

 2015（平成27）年9月に国連の「持続可能な開発サミット」で採
択された、2016年から2030年までの国際目標。

 貧困を撲滅し、持続可能な世界を実現するために、17のゴール
（目標）が設定されている。
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定義（第２条）
「食品ロス削減」＝まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組
責務・役割（第３条～第７条）
国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力
食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進（第８条）
食品ロス削減月間（第９条）
10月を食品ロス削減月間、10月30日を食品ロス削減の日
基本方針等（第11条～第13条）
・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（← 令和２年３月31日閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定
基本的施策（第14条～第19条）
① 教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
② 食品関連事業者等の取組に対する支援
③ 表彰
④ 実態調査、効果的な削減方法等に関する調査研究

⑤ 先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥ フードバンク活動の支援

フードバンク活動のための食品の提供等
に伴って生ずる責任の在り方に関する調
査・検討

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）
内閣府に食品ロス削減推進会議（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

法律の内容
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食品ロスの削減に向けた政府の体制

消費者、事業者等に対する
教育・学習の振興、知識の
普及・啓発等

食品ロス削減関係省庁

農林水産省

環境省

消費者庁

文部科学省

経済産業省 厚生労働省

相互の緊密な
連携・協力

食品関連事業者等の取組に
対する支援

顕著な功績がある者に対す
る表彰

実態調査、効果的な削減方
法等に関する調査研究

先進的な取組等の情報の収
集・提供

フードバンク活動の支援、
フードバンク活動のための
食品の提供等に伴って生ず
る責任の在り方に関する調
査・検討

食品ロス削減推進会議
・構成員：関係大臣、有識者（業界団体、地方公共団体、学識経験者 など）
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））
・食品ロスの削減の推進に関する基本方針の案の作成等を行う

4
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食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針



持続可能な社会の実現

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進

学校
大学等

事業者

地方公共団体
文部科学省

経済産業省
農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

厚生労働省

食品ロス削減推進の基本的方向

「食品ロスの削減の推進に関する法律」の規定に基づき、行政、事業者、消費者等の取組
の指針となるものとして策定（令和２年３月31日閣議決定）

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針

国民各層が食品ロスの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだ
けにとどまらず「行動」に移すことが必要。
• 食べ物を無駄にしない意識を持ち、
• 食品ロス削減の必要性について認識した上で、
• 生産、製造、販売の各段階及び家庭での買物、保存、調理の各段階において、食品ロス
が発生していることや、

• 消費者、事業者等、それぞれに期待される
役割と具体的行動を理解し、

• 可能なものから具体的な行動に移す

6



日々の生活の中でできることを一人一人が考え、行動に移す。
【例】
 買物の前に家にある食材をチェックし、使い切れる分だけ購入
 定期的な冷蔵庫内の在庫管理
 食卓に上げる料理は食べきれる量に
 外食時は食べきれる量を注文、宴会時の３０１０運動等の実践、残った場合は
自己責任の範囲で持ち帰り

注文の際、

適量を注文しましょう。

乾杯後３０分は、

席を立たず、料理を楽しみ
ましょう。

お開き前１０分は、
自分の席に戻って、再度、

料理を楽しみましょう。

３０１０運動

自己責任で持ち帰ることができることを
明示した店舗ステッカー

《消費者》

消費者、食品の生産・製造・販売等に関わる事業者等に
求められる役割と行動

ドギーバッグの新しいネーミング
「mottECO」（もってこ）

7



事業活動による食品ロスを把握、商慣習を含め見直しに取り組む。

【例】
 規格外や未利用の農林水産物の有効活用
 賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延長、納品期限（３分の１ルール）の緩
和

 季節商品（恵方巻きなど）の予約販売等
 値引き・ポイント付与等による売り切り
 外食での小盛りメニュー等の導入
 持ち帰りへの対応

《農林漁業者・食品関連事業者》

小盛りメニュ―等の
導入 恵方巻きのロス削減

プロジェクト

8



国の施策

食品ロス削減全国大会

教育及び学習の振興、普及啓発等

• 暮らしの中で意識して実践できる内容の普及啓発、期限表示の正しい理解の促
進

• 宴会シーズンや季節商品の予約時期など、季節ごとの消費の機会を捉えた情報
発信、外食時の食べきり・持ち帰り等に係る啓発

• 食品関連事業者が行う取組についての普及啓発
• 食品ロス削減月間（10月）、食品ロス削減の日（10月30日）を中心とした広報
の強化

• 地域等における人材育成のための教材開発・提供等
• 学校給食での取組の推進
• 各種イベント等での対策実施の推進

9



食品関連事業者等の取組に対する支援

• 規格外や未利用の農林水産物の活用の促進
• 商慣習見直し等の取組の推進
• 需要にあった販売の推進
• 食品関連事業者が一体となった取組の推進の呼びかけ、啓発資材の提供、横展
開の促進

• 利用者の希望に添った量での料理の提供の促進、外食時の食べ切りや持ち帰り
に関する留意事項の周知

• 需要予測の高度化等新技術を活用した取組の促進
• 過度な回収を防ぐための制度の周知 等

その他

• 表彰制度の創設
• 実態調査及び調査・研究の推進
• 先進的な取組等に関する情報提供

• 未利用食品を提供するための活動の
支援

等

10



生活に身近な地方公共団体において、
それぞれの地域の特性を踏まえた取組を推進していくことが重要。

【地方公共団体における計画策定への国の支援】
• 地方公共団体における計画の策定を促進
• 計画策定に伴い生ずる新たな事務負担等が軽減されるよう必要な支援（優良事
例等の全国への情報提供を含む）、地方公共団体の職員の研修機会の提供など
適切な支援に努める。

地方公共団体による計画策定

11

積極的に食品ロス削減推進計画を策定することが望まれる。
※努力規定
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【地方推進計画策定の際の留意事項】
① 推進体制の整備
• 関係する部局間で認識を共有、推進体制を整備
• 地域の関係団体・事業者等の意見を十分に聴き、協働
• 関係法令に基づく各種の計画との調和
② 地域の特性等の把握
• 取組の現状や課題等を把握し、その結果に基づき計画を策定
• 一般廃棄物の組成調査を行い、現状を把握した上で策定
• 近隣の地方公共団体との間で情報交換等を行うことにより、地域間の連携を深
める

③ 計画策定時の留意事項
• 地域の特性に応じた取組を盛り込む
• 廃棄物処理計画又は一般廃棄物処理計画との整合性
• 目標を設定し、明記することが望ましい
• 食品ロスの削減に十分に取り組んだ上でも生じる食品廃棄物について、再生利
用を検討等

④ 策定後の推進
• 定期的に取組の成果を検証し、PDCAサイクルの徹底を図りつつ、効果が上が
るよう推進



 削減目標等

 関連する施策との連携

「多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進する」ため

 実施状況の点検と基本方針の見直し
• 国は、多様な取組や施策の実施状況について、必要な体制を整備し、継続的に
点検を行い、進捗の確認を行うとともに、必要に応じて施策を見直し

• 社会経済情勢や、食品ロスをとりまく状況の変化、施策の実施状況等を踏まえ
て、法施行後おおむね５年を目途に基本方針の見直しについて検討

• 地方公共団体が策定する食品ロス削減推進計画についても、基本方針の見直し
を踏まえ、定期的に見直し

（目標）
• 家庭系食品ロス、事業系食品ロスともに、

2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減
• 食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合：80%

その他

13



食品ロス量の推移と目標
食
品
ロ
ス
量
（
万
ト
ン
）

目標

547
330 339 357 352 328 273

433

302 282 289 291 284
216
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2000 ・・・ 2013 2014 2015 2016 2017 ・・・ ・・・ 2030

事業系 家庭系
980

632 621 646 643 612
489

年度

年度 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2030
家庭系 433 302 282 289 291 284 216
事業系 547 330 339 357 352 328 273
合計 980 632 621 646 643 612 489

（農林水産省及び環境省 推計）

2030年度に、2000年度と比べ、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量
ともに半減
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食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合

15

消費者庁において、毎年「消費者の意識に関する調査」を実施。

（参考）集計方法
問『あなたは、「食品ロス」が問題になっていることを知っていますか』で「よく知ってい
る」「ある程度知っている」を回答し、問『あなたは、「食品ロス」を減らすために取り組
んでいることはありますか。（複数選択可）」で「取り組んでいることはない」以外を選択
した割合を算出したもの。



食品ロス削減の取組について

消費者庁消費者教育推進課
食品ロス削減推進室
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webサイトでの情報発信

≪消費者庁ＨＰ≫

17

≪特設サイト≫

（主な掲載内容）
・法律、基本方針
・会議関係資料（食品ロス削減推進会議 等）
・当庁の取組や調査等の公表資料
・取組事例
・啓発資材（ダウンロード、郵送申込）
・食品ロス削減レシピの投稿

（主な掲載内容）
・外食時に食品ロスを減らすポイント
・家庭で食品ロスを減らすコツ
・「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫
・各シーズンに合わせたトピック
・食品ロス削減推進大賞の応募



消費者庁ＨＰでの情報発信

地方公共団体や学校などに
おける取組の紹介

おいしいふくい
食べきり運動協力店
ステッカー（福井県）

災害時用備蓄食料を活用した料理
レシピの考案（愛知学院大学）

残った料理のリメイクや、
ちょっと残った食材の活用
法など、食品ロスを削減す
るレシピの紹介
（Cookpad 消費者庁のキッチン）

自発的な取組に基づく
提案を施策に活用する
ため、提案受付の方法
や提案内容を紹介
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特設サイトの開設

消費者庁食品ロス削減特設サイト めざせ！食品ロス・ゼロ
https://www.no-foodloss.caa.go.jp/

【常設ページ】
 食品ロスとは？
 外食時の食べきり
 家庭での食品ロス
 めざせ！食品ロス・ゼロ
【各シーズン等に合わせたトピックの掲載】
 食品ロスにしない備蓄のすすめ
 恵方巻きの予約販売の活用
 「新しい生活様式」での食品ロス削減の工夫

など
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啓発資材の配布

20

 パンフレット等が必要な場合は、消費者庁HPにてお申込みください

※ポスターもあり ※ポスターもあり



地方公共団体や消費者団体から寄せられた「食材を無駄にしないレシピ」を発信。

cookpad 「消費者庁のキッチン」

クックパッドニュースにも紹介されました。

 

 

「食材を使いきる」レシピのほか、
「リメイク」レシピを掲載し、食べきる工夫を発信。
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消費期限と賞味期限のイメージ

品
質

劣化が遅いもの（日持ちする食品）

消費期限 製造日からの日数賞味期限

おいしく食べることが
できる期限
→まだ食べられる

過ぎたら食べない方が
よい期限

食品の期限表示（賞味期限・消費期限）

菓子、カップめん、缶詰等

意味

賞
味
期
限

おいしく食べることができる
期限（best-before date）

定められた方法により保存した場合
に、期待される全ての品質の保持が
十分に可能であると認められる期限。
ただし、当該期限を超えた場合でも、
これらの品質が保持されていること
がある。

消
費
期
限

過ぎたら食べない方がよい期限
（use-by date）

定められた方法により保存した場合、
腐敗、変敗その他の品質（状態）の
劣化に伴い安全性を欠くこととなる
おそれがないと認められる期限。

劣化が早いもの（傷みやすい食品）
弁当、サンドイッチ、惣菜等

●名称：いちごジャム●原材料名：いちご、砂
糖、増粘多糖類、・・・●内容量：400g●賞味
期限：枠外下部に記載●保存方法：直射日光を
避け、常温で保存●製造者：○○株式会社 東
京都千代田区△△

賞味期限 2021.10.31

賞味期限の表示例

未開封の状態で定められた方法により保存した場合
開封した場合は、消費期限又は賞味期限まで安全性や
品質の保持が担保されるものではないため、速やかに
消費する必要
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「賞味期限」の愛称（おいしいめやす）

23

普及啓発ポスター



食品ロス削減推進大賞
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令和２年度 食品ロス削減推進大賞 受賞者一覧

25

【内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）賞】
〇株式会社ハローズ

【消費者庁長官賞】
○井出留美
○株式会社クラダシ
○チーム「それいいね‼」

【審査委員会委員長賞】
○株式会社静鉄ストア
○株式会社ダイエー・豊中市・社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
○滝沢秀一
○バリュードライバーズ株式会社
○福井県連合婦人会



10月 食品ロス削減月間における取組の推進

26
出典：消費者庁ウェブサイト（食品ロス削減）

<令和２年度版ポスター>
令和２年度版は、
全国の地方公共団
体に配付

令和元年10月１日施行された食品ロス削減推進法で、10 月は「食品ロス削減月間」、10 月30日は「食品
ロス削減の日」と定められました。
消費者庁、農林水産省、環境省は共に、食品ロス削減月間の周知及び取組の啓発を行いました。

<令和元年度版ポスター>



食品ロス削減全国大会の開催

27

食品ロス削減に向けて、消費者を含めた様々な関係者との連携、フードチェーン全体での認識の共有や全国的な機
運の醸成を図るため、平成29年から毎年の食品ロス削減の日（10月30日）に、食品ロス削減全国大会を開催。

第１回大会
開催日：平成29年10月30日、31日
開催場所：長野県松本市
主催：長野県松本市、全国おいしい食べきり運動ネッ

トワーク協議会
共催：環境省、農林水産省、消費者庁

第２回大会
開催日：平成30年10月30日
開催場所：京都市
主催：京都市、全国おいしい食べきり運動ネットワー

ク協議会
共催：環境省、農林水産省、消費者庁、京都大学

第４回大会
開催日：令和２年12月16日※
開催場所：富山県富山市
主催：富山県、全国おいしい食べきり運動ネットワー

ク協議会
共催：消費者庁、農林水産省、環境省
※新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、開催日
程を変更（オンライン試聴も可能）。

第３回大会
開催日：令和元年10月30日、31日
開催場所：徳島県徳島市
主催：徳島県・徳島市、全国おいしい食べきり運動ネッ

トワーク協議会
共催：消費者庁、農林水産省、環境省

〈基調講演「賞味期限のウソ
食品ロスはなぜ生まれるのか」 〉

〈トークセッション
「地域で挑む商慣習の見直し
～食品ロス削減に向けて～」〉

画像提供：富山県

〈オープニングイベント「おわら風の盆」〉



その他
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 地方公共団体における施策状況照会
毎年実施。各地方公共団体の取組や計画策定状況等を把握。

 消費者の意識に関する調査
基本方針の目標値を設定している「食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合」等を
アンケートにより算出。

 地方消費者行政強化交付金（地方協力課）
重要消費者政策を積極的に取り組む地方公共団体に対して、計画的な取組を支援。

 地方モデル事業（地方協力課）
官民連携の活用など行政手法を工夫して、地域における優良事例の創出及び全国的な横展開を図る。

 twitter 「消費者庁食品ロス削減推進【公式】アカウント」による情報発信
（アカウント）@caa_nofoodloss

調査等の実施

地方公共団体等の支援

情報発信（SNS）
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