
平成 30 年度 都道府県等消費者行政担当課長会議 
消費者庁 消費者教育・地方協力課 説明事項 

 
 
 
 
 
 
１．地方消費者行政強化交付金について（P.1～6） 
 
２．「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の変更及び 

消費者教育教材「社会への扉」などを活用した実践的な 
消費者教育の推進について（P.7～16） 

 
３．消費者安全地域確保協議会について（P.17～18） 
 
４．地方消費者行政の現況調査について（P.19） 
 
５．地方消費者フォーラムの開催について（P.21） 
  
６．消費者月間について（P.23～24） 
 





地方消費者行政強化作戦

 消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定）を踏まえ、

どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備

 地方消費者行政のための交付金を通じ、地方における計画的・安定的な取組を支援

 地方の自主性・独自性を確保しつつ、交付金を通じた当面の政策目標を設定

●都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援

＜政策目標１＞相談体制の空白地域の解消

１－１ 相談窓口未設置の自治体（市町村）を解消

＜政策目標２＞相談体制の質の向上

２－１ 消費生活センターの設立促進

（人口５万人以上の全市町及び人口５万人未満の市町村の50％以上）

【消費生活相談員】

２－２ 管内自治体（市区町村）の50％以上に配置

２－３ 資格保有率を75％以上に引き上げ

２－４ 研修参加率を100％に引き上げ（各年度）

＜政策目標３＞適格消費者団体の空白地域の解消

３－１ 適格消費者団体が存在しない３ブロック（東北、北陸、四国）における適格消費者団体の設立支援

＜政策目標４＞消費者教育の推進

４－１ 消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）

＜政策目標５＞「見守りネットワーク」の構築

５－１ 消費者安全確保地域協議会の設置（人口５万人以上の全市町）

趣旨

当面の政策目標

平成27年３月
消費者庁
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「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況

●平成28年4月1日から平成29年4月1日の１年間の進捗状況

平成30年4月

１－１ 相談窓口未設置の自治体を解消 ０市町村 → ０市町村

２－１ 消費生活センター設立促進

・人口５万人以上の全市町
・人口５万人未満の市町村の50％以上

【消費生活相談員】

２－２ 管内自治体の50％以上に配置
２－３ 資格保有率を75％以上に引き上げ
２－４ 研修参加率を100％に引き上げ（各年度）

・24府県 → 30道府県 （485市区町 → 509市区町）
・15道府県 → 19道府県 （467市町村 → 522市町村）

・39都道府県 → 41都道府県 （1,327市区町村 → 1,401市区町村）
・22都府県 → 24都府県 （2,701人 → 2,702人）
・9県 → ７県 （平均参加率 ： 91.8％ → 90.6％）

３－１ 適格消費者団体が存在しない３ブロック

（東北、北陸、四国）に適格消費者団体の設立促進

１４団体 → 1７団体 （平成30年４月）

「NPO法人 消費者支援ネットワークいしかわ」 （平成29年5月15日認定）

「特定非営利活動法人 消費者支援群馬ひまわりの会」 （平成30年２月５日認定）

四国 （平成30年４月）

４－１ 消費者教育推進計画の策定

消費者教育推進地域協議会の設置

（全都道府県・政令市）

（平成30年４月）

47都道府県中47都道府県・20政令市中18政令市 （未策定０県・２政令市）

47都道府県中46都道府県・20政令市中18政令市 （未設置１府・２政令市）

５－１ 消費者安全確保地域協議会の設置
（人口５万人以上の全市町）

（平成30年４月１日）

管内の全市町（人口５万人以上）で未設置： ２５県
設置自治体数：52自治体
（人口５万人以上の全市町で設置済：１県（徳島県））

政策目標１ 相談体制の空白地域解消

政策目標２ 相談体制の質の向上

政策目標３ 適格消費者団体の空白地域解消

政策目標４ 消費者教育の推進

政策目標５ 「見守りネットワーク」の構築

＜達成都道府県（設置・配置市町村数、資格保有者数等）＞

＜適格消費者団体が存在しないブロック＞

＜適格消費者団体数＞

＜推進計画の策定＞

＜推進地域協議会の設置＞

＜人口５万人以上の設置自治体数＞

＜未設置地方公共団体＞
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（国として取り組むべき重要消費者政策への取組）

○地方公共団体における国として取り組むべき
重要な消費者政策の推進。

⇒ 中期的・計画的な取組を支援
・複数年（３年程度）の取組
・ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理

（消費生活センターの機能の維持・充実）

○消費生活センターにおける国の政策推進等へ
の対応力を強化

 国が指定する研修への参加

地方消費者行政強化交付金
概 要

○ 国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体を支援する。
○ 国の政策による制度変更等について正確な情報を消費生活センターが消費者に提供できるよう

消費生活センターの機能の維持・充実を図る。
○ 引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援する。

平成３０年度予算額
２４億円

※：毎年度の交付金の支出限度額は、各都道府県（管内市町村を含む）の消費者行政予算の総額の２分の１まで（被災４県及び熊本県は３分の２まで）

○平成２９年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備
等の事業について引き続き支援。

○被災４県及び熊本県においては、特例的に平成３０年度の新規事業の立ち上げを支援。

地方消費者行政推進事業（旧地方消費者行政推進交付金）（補助率 : 定額※）

○国として取り組むべき重要消費者政策
 ＳＤＧｓへの対応
 若年者への消費者教育の推進
 訪日・在日外国人向け相談窓口の整備
 地方公共団体における法執行の強化
 風評被害防止のための取組 等

○国の政策推進等への対応
 ギャンブル等依存症対策
 ＡＶ出演強要問題
 成年年齢の引下げ
 軽減税率の導入 等

地方公共団体
への支援

地方消費者行政強化事業（補助率 : １/２）
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地方消費者行政推進交付金の制度概要

○地方消費者行政活性化基金

２０年度２次補正 １５０億円 ２１年度補正 ８０億円

２４年度当初 ５億円（一般会計）／ ３．６億円（復興特会※）

２４年度補正 ６０．２億円

２５年度当初 ５億円（一般会計）／ ７．３億円（復興特会※ ）

２５年度補正 １５億円

２６年度当初 ３０億円（一般会計）／ ７．０億円（復興特会※ ）

○地方消費者行政推進交付金 （「骨太の方針」における基金見直しにより、単年度交付金化）

２６年度補正 ２０億円

２７年度当初 ３０億円（一般会計）／４．８億円（復興特会※ ）

２７年度補正 ２０億円

２８年度当初 ３０億円（一般会計）／４．８億円（復興特会※ ）

２８年度補正 ２０億円

２９年度当初 ３０億円（一般会計）／４．８億円（復興特会※ ）

２９年度補正 １２億円

※被災４県（岩手、宮城、福島、茨城）が対象

○消費者庁設立と併せ、地方消費者行政の充実・強化のためのスタートアップ支援として、「地方消
費者行政活性化基金」を造成。

① 平成26年度より当初予算化。平成29年度を新規事業の開始期限。

② 事業メニューごとに活用期限（主に７年間）を設ける。

③ 平成26年補正予算より、単年度の交付金化（基金の繰り入れ不可。）。

累計：約540億円 事業メニュー

１．消費生活相談機能整備・強化事業

３．消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業

７．消費者安全法47条2項に基づく法定受託事務

・消費生活センターの整備（広域連携による整備を含む）
・専門的な消費生活相談への対応力強化（弁護士等専門家の活用）
・商品テスト機能の強化
・裁判外紛争処理機能の強化

・消費生活相談員の計画的・集中的な養成

２．消費生活相談員養成事業

・消費生活相談員等の研修
４．消費生活相談体制整備事業

・消費生活相談員の配置・増員、処遇改善

５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業

・都道府県による市町村支援

６．地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業

・消費者教育の推進 ・地域の見守りネットワーク推進
・地域のリーダー育成 ・消費者団体の支援
・事業者指導や法執行強化 ・先駆的プログラム 等

・事業者への立入調査

当初予算化

徐々に自主財源化
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平成29年度 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39

自治体
類型

事業
メニュー

①消費生活センター等 整備

②消費生活相談員
（人件費、研修費等）

③消費者教育・啓発 等
（※４）

①消費生活センター等 整備

②消費生活相談員
（人件費、研修費等）

③消費者教育・啓発 等
（※４）

※１　図上、平成29年度から開始した事業のみを抜粋しているが、平成28年度以前に実施したものについても、交付金の活用期間の適用を受ける。

※２　小規模自治体とは、人口５万人未満、かつ財政力指数0.4未満の市町村

※３　雇止めの規定をおく自治体は活用期間２年短縮

※４　効率的な事業執行を実現する観点から、一定の制約（１事業あたりの限度額（1500万円））を設定

通常自治体

小規模自治体
（※２）

地方消費者行政活性化基金について
○「地方消費者行政強化作戦」の目標達成に必要な事業に限って活用できる。
○活用期限は平成29年度末までを目途としており、期限終了後は、清算の後、残余額は国庫に返納することとなる。

地方消費者行政推進交付金に係る財政措置の活用期間について

新規個別事業

の開始期限

地方消費者行政推進交付金活用期間【３年】

地方消費者行政推進交付金活用期間【７年】

地方消費者行政推進交付金活用期間【９年】

地方消費者行政推進交付金活用期間【５年】

●地方消費者行政推進交付金における新規事業の開始は平成29年度までとしている。

●各地方公共団体において長期的視点に立った体制整備を進められるようにするため、個別事業ごとの交付金の活用期間を定めている。

●活用期間に沿って実施することにより最長で39年度まで交付金の財政支援は活用可能

首長表明による特例【＋２年】

首長表明による特例【＋２年】

首長表明による特例【＋２年】

首長表明による特例【＋２年】

首長表明による特例【＋２年】

首長表明による特例【＋２年】

地方消費者行政推進交付金活用期間【７年】

地方消費者行政推進交付金活用期間【９年】

平成29年度までに開始した事業を継続して支援
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 消費者庁創設以来、地方交付税措置が増額された一方、地方の自主財源は概ね
横ばい。

 地方交付税措置に対して、交付金を除く地方の自主財源は50％を下回っている。

地方消費者行政予算の推移

（注）地方交付税措置は、国から地方に交付される普通交付税（単位費用）における消費者行政経費
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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～34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

【16都道府県、9政令市で設置済み】

平成25年６月28日 閣議決定
（平成30年３月20日 変更）

7



8



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 

2018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 

１．趣旨 

 民法の成年年齢引下げに向けた検討が進められていることを踏まえ、若年者

の消費者被害の防止・救済のため、また、自主的かつ合理的に社会の一員として

行動する自立した消費者の育成のための効果的な消費者教育の方策として、実

践的な消費者教育の実施が喫緊の課題となっている。成年年齢引下げを見据え、

実践的な消費者教育の実施を推進するため、関係省庁が連携し、2018 年度から

2020 年度の３年間を集中強化期間とする「若年者への消費者教育の推進に関す

るアクションプログラム」を推進する。 

２．実践的な消費者教育の取組の推進 

（１）高等学校等における消費者教育の推進 

① 学習指導要領の徹底【文部科学省】

・ 学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図り、社会科や家庭科を中心に各教科

等において充実した消費者教育を推進する（高等学校では、学習指導要領

に基づき、公民科において、消費者に関する問題を指導するほか、家庭科

において、消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任、消費生活と生涯

を見通した経済の計画、契約、消費者信用及びそれらをめぐる問題や消費

者の自立と支援などを指導する。）。 

② 消費者教育教材の開発、手法の高度化【消費者庁・金融庁・法務省・文部

科学省】

・ 実践的な能力を身に付ける消費者教育教材を活用した授業の実施を推進

する。実施に当たっては、消費者庁で 2016 年度に作成した高校生向け消

費者教育教材「社会への扉」を全国の学校に提供し、活用を促す（2017年

度は、徳島県内の全高校で「社会への扉」を活用した授業を実施し、その

効果を検証しており、2020年度に全国で同様の授業を実施することを目指

して働きかけを行う）。（参考１） 

・ 実践的な消費者教育の推進に当たっては、法務省で行っている法教育の取

組と必要な連携を行う。 

・ アクティブ・ラーニングの視点からの手法等（参加型授業、模擬体験）を

用いた消費者教育により、実践的な知識の習得を推進する。 

③ 実務経験者の学校教育現場での活用【消費者庁・金融庁・文部科学省】

・ 実務経験者（消費生活相談員、弁護士、司法書士、金融経済教育の実務者

9



等）の有する知識や経験を活用するため、学校での外部講師としての効果

的な活用を推進する。 

（活用の推進のため、独立行政法人国民生活センター等で研修を行うなど

して、消費者教育コーディネーターを育成し、都道府県等への配置を促進

する。）（参考２） 

④ 教員の養成・研修【消費者庁・文部科学省】

・ 若年者の消費者教育分科会においては、大学の教員養成課程、現職教員研

修、教員免許更新講習等における消費者教育に関する取組について検討を

行っている（平成 30年６月取りまとめ予定）。その報告を受けた消費者教

育推進会議における審議（平成 30年夏ごろ開催予定）を踏まえ、消費者教

育に関する取組を推進する。 

（２）大学等における消費者教育の推進 

① 大学、専門学校等と消費生活センターとの連携、消費者被害防止に関する

情報提供、取組の普及啓発等を行う。【消費者庁・文部科学省】 

② 大学、専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し、出前講座

等を実施する。【消費者庁】 

③ 大学における講義実施等を通じた正しい金融知識の普及【金融庁】

（３）その他 

① 全ての都道府県、政令指定都市において、消費者教育の推進に関する法律

に基づく消費者教育推進計画・消費者教育推進地域協議会の策定・設置を目

指す。【消費者庁】（参考３） 

② 大学等及び社会教育における消費者教育の指針を見直す。【文部科学省】 

３．関係省庁間の連携の推進 

  実践的な消費者教育の実施を効果的に推進するため、関係省庁は本アク

ションプログラムに沿って緊密に連携して各種取組を進めていく。 

４．各施策の実施時期とフォローアップ 

（１）上記の各施策については、いずれも各省庁が直ちに取り組むこととする。 

（２）また、集中強化期間の間、各年度において、各施策の進捗状況のフォロー

アップを行い、本アクションプログラムの着実な実施を確保するとともに、

必要な施策について検討する。その際、必要に応じて消費者教育推進会議の

意見を聴く。 

（以上） 
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16
17

30

47 47

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

1

8

25

47 47

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

すべての都道府県で全高校で実施

「社会への扉」を活用した授業の実施

⇒実践的な能力を身に付ける

すべての都道府県で配置

徳島県内の全高校で

「社会への扉」を活用した
授業を実施
（全56校／約6900人）

・「社会への扉」を活用した授業を実施する
教員向けの研修の実施、講師派遣

・消費者行政強化交付金を活用した育成・配置の促進

・国民生活センターによる研修を活用した育成

・消費者教育教材「社会への扉」の提供

16都道府県で配置済み（2017年４月１日現在）

・関係省庁（金融庁、法務省、文部科学省）との連携

・徳島県での実証結果について情報共有（活用手法等）

都
道
府
県
数

都
道
府
県
数

集中強化期間

集中強化期間

参考１

参考２

消費者教育コーディネーターの育成・配置
⇒学校教育現場における外部講師の活用（実務経験
者の有する知識や経験を有効活用）

※消費者教育コーディネーターとは、消費者教育を担う多様な関係者や
場をつなぐため、間に立って調整をする役割を担う者。

目標

目標
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計画策定済及び地域協議会設置済 青森

計画策定済 秋田 岩手

地域協議会設置済 山形 宮城

新潟 福島

富山 群馬 栃木

石川 山梨 埼玉 茨城

福井 岐阜 長野 東京 千葉

島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重

福岡 和歌山

長崎 佐賀 大分 愛媛 香川

熊本 宮崎 高知 徳島

鹿児島

沖縄

北海道

【現状】46都道府県で策定済み

香川

（平成30年１月現在）

計画策定済及び地域協議会設置済 青森

計画策定済 秋田 岩手

地域協議会設置済 山形 宮城

新潟 福島

富山 群馬 栃木

石川 山梨 埼玉 茨城

福井 岐阜 長野 東京 千葉

島根 鳥取 兵庫 京都 滋賀 愛知 静岡 神奈川

山口 広島 岡山 大阪 奈良 三重

福岡 和歌山

長崎 佐賀 大分 愛媛 香川

熊本 宮崎 高知 徳島

鹿児島

沖縄

北海道

【現状】45都道府県で設置済み

香川

（平成30年１月現在）

○消費者教育推進計画の策定状況

○消費者教育推進地域協議会の設置状況

大阪

和歌山

参考３
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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について 

平成 30 年 2 月 20 日 

４省庁申し合わせ 

１．趣旨 

 民法の成年年齢引き下げに向けた検討が進められていることを踏まえ、若年

者の消費者被害の防止・救済のため、また、自主的かつ合理的に社会の一員と

して行動する自立した消費者の育成のための効果的な方策として、実践的な消

費者教育の実施が喫緊の課題となっている。 

この取組を推進するにあたり、関係省庁が緊密に連携して取組を推進するた

め、「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」を設置

し、若年者における効果的な消費者教育の実施、関係者の取組推進のための方

策等について検討する。 

２．会議構成員 

消費者庁  消費者庁次長 

文部科学省 生涯学習政策局長 

初等中等教育局長 

法務省 大臣官房司法法制部長 

金融庁 総括審議官 

３．担当課長会議構成員 

４省庁関係局長会議の下に、担当課長会議を置く。 

消費者庁  消費者教育・地方協力課長 

文部科学省 生涯学習政策局 男女共同参画学習課長 

初等中等教育局 教育課程課長 

教職員課長 

法務省 大臣官房司法法制部 司法法制課長 

金融庁 総務企画局 政策監理官 

４．庶務 

消費者庁消費者教育・地方協力課において処理する。 
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8

【目的】 成年年齢の引下げが議論されていることも踏まえ、高等学校段階までに、契約
に関する基本的な考え方や契約に伴う責任を理解するとともに、身近な契約等を通じて、
社会において消費者として主体的に判断し責任を持って行動できるような能力を育む。

契約や消費者トラブル等が身近な暮らし
の中に存在することに気付かせる。

○ 高校生向け消費者教育教材「社会への扉」

Ｐ.１～２
導入

生
徒
用
教
材

契約について理解しよう！

消費者が主役の社会へ
お金について理解しよう！

暮らしの安全について理解しよう！

－12のクイズで学ぶ自立した消費者－

グループ学
習にも活用
できるワーク

を掲載

ワーク３ なぜ、法律では上のよ
うな取引に関してクーリング・オフ
制度を定めているのだろうか。

高校生にも
身近なイン
ターネット
ショッピン
グの注意
事項を具体
的に掲載

消費生活センターについて知ろう！

あなたの行動が社会を変える！

・クレジットカードの仕組み、多重債務、将来の詐欺的投資
被害を防ぐための注意を掲載

・暮らしに潜む危険の例を紹介し、安全に配慮した行動、
再発防止のための行動がとれる消費者になることを促進

・「高校生が消費生活センターに相談したら」という設定の
マンガで紹介

・消費者トラブルにあった際に行動することが、消費者市
民社会の実現につながることを紹介

教
師
用
解
説
書

消費生活に関する１２のクイズを掲載

生徒用教材に関わる学習指導
要領の項目等を示す表

●生徒用教材各ページ
の解説

●教師として知っておきた
い若年者を取り巻く消費
生活に関する情報

●生徒用教材の「ワーク」
「発展」、「プラスα問題」
の考え方

公民科、家庭科の指導案例とワークシ
ート例（ワークシート実物大はウェブサイト掲載）

消費者教育の必要性についての
メッセージ
・消費者教育を実践している
教師・弁護士・消費生活相談員

Ｐ．３～１１

キャッチセールスのイメージ

消費者庁 社会への扉 検索
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消費者教育コーディネーター

Ⅲ消費者教育の推進の内容に関する事項
1 様々な場における消費者教育
(7)コーディネーターの育成
消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐためには、間に立って調整をする役割を担う者が必要となる。このような
コーディネーター（いかなる名称とするかは問わない。以下同じ。）は、消費者教育の推進に重要な役割を果たすことにな
ることから、地方公共団体においては、消費生活センター等が拠点となって、多様な主体が連携・協働した体制づくりが進
むよう、コーディネーターの育成及び配置に取り組む。
コーディネーターは、幅広い分野から人材を求めるべきである。例えば、消費生活相談員、長く教員として活躍していた
学校現場の事情に詳しい元教員、消費者団体やＮＰＯの一員として活動する者、社会教育に関する専門的・技術的
な助言・指導に当たる社会教育主事、元企業人などが、学校、消費者団体、事業者・事業者団体、大学等と連携する
ためのコーディネーターの役割を担うことが期待される。また、金融経済教育等消費生活に関連した他の分野で育成を
行っているコーディネーターとの連携も有効と考えられる。
国は、消費者教育を推進するコーディネーターの仕組みを検討するとともに、コーディネーターの役割や要件を具体的に
提示し、コーディネーターの育成や配置を促進し、調整機能を実効あるものとするための具体的方策を検討し、活動の支
援を行う。

当面の重点事項
1.若年者の消費者教育
(3)国は、学校と地域の消費者教育の担い手が連携・協働し、学校外の専門家を活用することによる消費者教育の充
実を目指し、働き掛けを行う。また、地方公共団体においてコーディネーターの育成及び配置に取り組み、国はその促進のた
めの支援を行う。
2.消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進
(1)消費生活センターを地域における消費者教育の拠点として位置付け、様々な情報を集積し、地域住民に消費者教
育を提供する場として、また、消費者教育の担い手を育成する場として活用するため、国は情報提供などの支援を行う。
加えて、消費生活センターを拠点とする、多様な主体が連携・協働した体制づくりが進むよう、コーディネーターの育成・

配置の促進に向けた支援を行う。

○「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月28日閣議決定・平成30年3月20日変更)より
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【背景】

・ 認知症の方を含め、高齢者等を中心に消費者トラブルが増加、悪質化・深刻化

・ 相談体制の整備に加え、消費生活上特に配慮を要する消費者に対する

更なる取組が必要

⇒消費者安全法の改正（平成26年６月成立）により、地域で高齢者等を

見守るための消費者安全確保地域協議会を組織することが可能に

【制度の概要】

・ 協議会の役割：構成員間での必要な情報交換、協議

・ 構成員の役割：消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、

その状況を見守ることその他の必要な取組を実施

・ 構成員： ・地方公共団体の機関（消費生活センター等）

・医療・福祉関係（病院、地域包括支援センター、

介護サービス事業者、保健所、民生委員・児童委員等）

・警察・司法関係（法テラス、弁護士、司法書士等）

・教育関係（教育委員会等）

・事業者関係（商店街、コンビニ、生協、農協、宅配事業者、金融機関等）

・消費者団体、町内会等の地縁団体、ボランティア

・ 他分野のネットワークとの連携（福祉、防災等）

・高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、
地方公共団体及び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を構築

【今後の取組】

・ 地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進 （人口５万人以上の全市町）（「地方消費者行政強化作戦」（平成27月３月24日））
（2018年３月末時点 85地方公共団体（うち、人口5万人以上の市区町は47市区町））

・ 消費者安全確保地域協議会設置済地方公共団体の先進事例集の作成

・ 徳島におけるモデル事業（全県的に地域協議会を構築）

地方公共団体における消費者安全確保地域協議会

「見守りネットワーク」における地域の連携イメージ

地方公共団体

相談窓口

高齢者等

地域協議会

３つの不安
「お金」「健康」「孤独」

（消費者行政担当課）

庁内連携

消費生活センター

消費生活相談員

構成員間での情報共有
（個人情報保護法の例外）病院

教 育 機 関

警察

消費生活
協力団体

消費生活
協力員

保 健 所

※ 秘密保持義務を課す

情報共有

情報共有情報共有

※ 民生委員等

※ 事業者、
消費者団体等

地 域 包 括 支 援
セ ン タ ー
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宮城

北海道

青森

秋田
岩手

山形

福島
新潟

茨城

栃木

長野
埼玉

東京
千葉神奈川

静岡

山梨

富山
石川

愛知

岐阜

群馬

福井

京都
兵庫

大阪

滋賀

和歌山

三重
奈良山口

鳥取

島根

徳島

香川

愛媛

広島

高知

岡山

鹿児島

佐賀
福岡

長崎

沖縄

大分

宮崎

熊本

＜政策目標５＞消費者安全確保地域協議会の設置（人口５万人以上の全市町）

：１自治体以上設置 （21都道府県）

：全自治体で設置済 （１県）

：設置なし （25府県）

平成30年４月１日現在
人口５万人以上の自治体による設置状況

消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）：高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの
消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携した消費者安全法に基づく組織 18



消 教 地 第 3 8 号 

平成 30 月２月１日  

都道府県  消費者行政担当課長  様

 消費者庁消費者教育・地方協力課長

（  公  印  省  略  ）

「平成 30 年度  地方消費者行政の現況調査」にかかる調査票配布に

ついて（依頼）  

平素より消費者行政の推進に御尽力いただき、厚く御礼申し上げ

ます。  

標記調査につきましては、消費者庁創設以前から地方公共団体に

おける消費者行政の現況を把握するために実施してきたところです。 

 例年、調査にあたっては委託業者から直接、各地方公共団体に対

して調査票等を送付させていただいておりましたが、次回、平成 30

年度調査からは作業の効率化のため、都道府県より管内各地方公共

団体に対して調査票の送付をお願いいたします。なお、回答の提出

方法については、これまでどおり各地方公共団体から直接委託業者

へ提出していただく予定としております。  

御多忙の中恐れ入りますが、地方公共団体における消費者行政の

現況を把握するための重要な調査であることから、何卒御理解、御

協力の程よろしくお願いいたします。  
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「平成30年度からの地方消費者フォーラム」について

＜イメージ図＞
⇒第１部
地域有識者、開催県、消費者庁との意見交換

⇒第２部
一般向け公開セミナー

○地域の消費者問題に携わる団体・グループの「交流の場」、地域の多様な主
体の連携・協働のきっかけの場として、平成22年度より開始。

○平成22年度から平成29年度までに各都道府県での開催がほぼ一巡（山梨県
のみ未実施）し、消費者団体間の「交流の場」というきっかけづくりとしては一定
の成果が出ていると考えられる。

○一方で、現在消費者行政の重要課題として、消費者安全確保地域協議会の
設置促進、若年者への消費者教育の推進、SDGs（持続可能な開発目標）の達
成に向けて、消費者団体関係者のみならず、幅広い分野における関係者との
更なる連携・協働が重要となっている。

○平成29年度までの８ブロックの実行委員会との共催形式から衣替えし、消費
者庁と開催県との共催で４箇所で開催。（うち1箇所は消費者教育テーマで文部
科学省と連携）。

○２部制とし、第１部において開催県で選定した消費者行政に関する有識者との
意見交換、２部では、参加者との情報共有、交流の場となる情報交流セッ
ションを含む一般向け公開セミナーを開催。（プログラムは今後調整）

○本フォーラム以外にも、地方消費者行政の充実のため、消費者団体等から意
見交換の要望があれば消費者庁職員の派遣も検討する。

３．平成30年度の取組

２．アウトプット（次の目指す姿）

消費者団体

“地域”の多様な主体の連携・協働のきっかけの場にとどまらず、当面の重要課題の解
決を見据えた、その場限りではない継続性のあるつながりの場とする。

開催県消費者庁

セミナー 交流の場

消費者庁、開催県、
消費者行政に関する地域有識者、一般消費者

学識経験者
事業者関係

医療・福祉関係者

教育関係者

１．これまでの総括
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