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消費者教育等について

○ 基本理念：「消費者の権利の尊重」・「消費者の自立の支援」
○ 第１７条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知
識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進すると
ともに、消費者が生涯にわたって消費生活について学習する機会が
あまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域そ
の他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要
な施策を講ずるものとする。

消費者基本法（平成16年６月２日改正）

● 国民の一人一人が自立した消費者として豊かな消費生活を営む上で、消費者教育は重要。
● 消費者基本法及び消費者基本計画において、国として消費者教育を充実するため必要な施策を講ずる必要がある。
● 東日本大震災でも、買い占め等の消費行動や食品の風評被害等が発生しており、消費者教育の充実が急務の課題。
● 平成24年８月に議員立法にて「消費者教育の推進に関する法律」が成立した。これに基づき、消費者庁と文部科学省において「消費者教
育の推進に関する基本的な方針」を変更（平成30年3月20日閣議決定）。国全体として消費者教育施策の推進を図ることとしている。

◎文部科学省における取組
【初等中等教育】 ・ 小・中・高等学校等を通じて社会科、家庭科を中心に児童生徒の発達段階に応じた消費者教育を推進
【高等教育】 ・ 学生への消費者生活における啓発や学生相談体制の充実を推進
【社会教育・その他】 ・ 公民館等の社会教育施設において消費者教育を推進

・ 「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」の作成（22年度）、消費者教育実践の手引き、親子向
け消費者教育教材の作成（23年度）、「消費者教育のヒント＆事例集の作成（27年度）」
・ 多様な主体との連携による「消費者教育フェスタ」の開催。（22年度～）

消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定）

○ 基本法第９条に基づき政府が策定
○ 消費者施策の計画的な推進を図るための５カ年計画
（平成27～31年度）
○ 学校や地域における消費者教育の推進について規定

○ 与野党の共同による議員立法により成立
○ 消費者教育の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な事項を
規定

○ 主な内容
・ 消費者教育及び消費者市民社会形成の定義、消費者教育の基本理念
・ 国及び地方公共団体等の責務、財政措置
・ 学校、大学等、地域における消費者教育の推進
・ 国の消費者教育基本方針の策定、消費者教育推進会議の設置（H25.3）
・ 地方公共団体の推進計画策定、消費者教育地域協議会の設置

消費者教育の推進に関する法律（平成24年８月成立、12月施行）
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）

○ 内閣総理大臣・文部科学大臣が「消費者教育の推進に関する
基本的な方針」を作成し、閣議決定

○ 消費者教育の推進の意義及び基本的な方向、推進の内容等に
関する事項を定めるとともに、都道府県・市町村消費者教育推
進計画の基本となるものとして作成（平成25～29年度の5年間）

○ 変更について、3月20日閣議決定（平成30～34年度の5年間）
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【文部科学省作成】
指導者用啓発資料
「いつでも どこでも だれでもできる！
消費者教育のヒント＆事例集」

学習指導要領の充実
中央教育審議会答申（Ｈ28.12.21）を踏まえ、関連する各教科等（社会科、公民
科、家庭科、技術・家庭科等）において、引き続き消費者教育に関する内容を規
定するとともに、現行の規定に加え、内容を更に充実

○小学校学習指導要領の改訂（平成29年3月31日公示）［主な充実部分］
（社会科）

•販売の仕事が消費者の多様な願いを踏まえ売り上げを高めるよう、工夫して行
われていること

（家庭科）
•買い物の仕組み、売買契約の基礎
•物や金銭の使い方と買い物について、消費者の役割が分かること

○中学校学習指導要領の改訂（平成29年3月31日公示）［主な充実部分］
（社会科〔公民的分野〕）

•個人や企業の経済活動における役割と責任
（技術・家庭科〔家庭分野〕）

•購入方法や支払い方法の特徴が分かること
•計画的な金銭管理の必要性について理解すること
•クレジットなどの三者間契約

○高等学校学習指導要領の改訂（平成30年3月3０日公示）［主な充実部分］
（公民科〔公共〕）

•多様な契約及び消費者の権利と責任
（家庭科〔家庭基礎〕）

•契約の重要性、消費者保護の仕組みについて理解すること
•責任ある消費について考察し、工夫すること

小学校・中学校・高等学校

生涯学習・社会教育
〇連携･協働による消費者教育推進のための実証的調査研究

• 多様な主体の連携・協働体制による消費者教育推進のための実践モ
デルを作成

〇消費者教育アドバイザーの派遣

• 全国の社会教育等における消費者教育の先駆的実践者を、文部科学
省が委嘱し、地方自治体等の求めに応じて派遣

○消費者教育フェスタによる普及・啓発

• 文部科学省、モデル事業実践者等からの成果報告及び地域課題の共
有や人的交流が行われる場として開催

〇大学等及び社会教育における消費者教育の指針の見直し

• 社会の変化に対応した指針の見直しを実施 等

○指導者用啓発資料の活用・促進
• 文部科学省で作成した指導者用啓発資料について、学校の授業や地
域の活動での活用を促進

消費者教育の推進に関する文部科学省の施策について

大学等

〇学生に対する消費者教育等の実施

• 各大学の自主的・自律的な判断による消費者教育に関する授業科目
等の開設等

• ガイダンスや学生相談等において消費者トラブルやその対処方法に
ついて啓発

○消費者被害防止に関する通知

• 消費者庁や国民生活センター等が把握する消費者トラブル事例等に
ついて、各大学等に通知

○各種会議等での普及・啓発

• 消費者基本計画等を踏まえ、消費者教育の推進等の積極的な取組に
ついて､学生支援､教務の担当者が集まる会議で周知等を実施

○取組の普及・啓発

• 消費者教育に関する取組状況調査を実施し、先進事例を普及・啓発

文部科学省では、「消費者教育の推進に関する法律」及び「消費者教育の推進に関する基本的な方針」等に基づき、消費者庁をはじめとする関係省庁と連携しな
がら学校教育、社会教育を通じて消費者教育の充実に努めているところ。

【消費者庁作成】
消費者教育教材
「社会への扉」
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小・中・高等学校における実施状況
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学校教育の取組学校教育の取組

学習指導要領とは学習指導要領とは
• 学校が編成する教育課程の基準

• 全国的に一定の教育水準を確保するとともに、実質的な教育の機会均等
を保障するため、国が学校教育法に基づき規定

• 各教科ごとに、目標、内容、内容の取扱いを規定

• これまで、おおむね１０年ごとに改訂

• 学習指導要領の「解説書」：学習指導要領の記述の意味や解釈を詳細に
説明したもので、教員向けに文部科学省が作成

学校教育では、学習指導要領に基づき、小・中・高等学校
の社会科、公民科、家庭科、技術・家庭科などの教科等を中
心に、児童生徒の発達段階を踏まえ、消費者教育に関する内
容を指導。
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6

学習指導要領（H29.3.31公示）における消費者関係教育に関する主な内容（小学校）

○小学校

（社会科）
・販売の仕事が消費者の多様な願いを踏まえ売り上げを高めるよう、工夫して行われていること
・社会生活を営む上で大切な法やきまり

（家庭科）
・買い物の仕組み、売買契約の基礎
・物や金銭の使い方と買い物について、消費者の役割が分かること
・物や金銭の大切さ、計画的な使い方について理解すること
・身近な物の選び方、買い方を考え、工夫すること
・自分の生活と身近な環境との関わりや物の使い方などを考え、工夫すること

（特別の教科 道徳）
・節度を守り節制に心掛けること
・法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り、自他の権利を大切にし、義務を果
たすこと

○中央教育審議会答申（Ｈ28.12.21）を踏まえ、関連する各教科等（社会科、公民科、家庭科、技術・
家庭科等）において、引き続き消費者教育に関する内容を規定するとともに、現行の規定に加え、内容
を更に充実

※太字は主な充実箇所



学習指導要領（H29.3.31公示）における消費者関係教育に関する主な内容（中学校）

○中学校

（社会科〔公民的分野〕）
・社会生活における物事の決定の仕方、きまりの役割、法の意義
・契約の重要性やそれを守ることの意義及び個人の責任について理解すること
・金融などの仕組みや働きを理解すること
・市場の働きと経済に関連して、希少性に着目すること
・個人や企業の経済活動における役割と責任
・消費者の保護と、それらの意義を理解すること
・消費者の自立の支援なども含めた消費者行政

（技術・家庭科〔家庭分野））
・購入方法や支払い方法の特徴、計画的な金銭管理の必要性、クレジットなどの三者間契約
・売買契約の仕組み、消費者被害の背景とその対応
・物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入について考え、工夫すること
・消費者の基本的な権利と責任、自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響を理解すること
・自立した消費者として責任ある消費行動を考え、工夫すること
・環境に配慮した消費生活を考え、実践できること

（特別の教科 道徳）
・節度を守り節制に心掛け、安全で調和のある生活をすること
・法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよい在り方について考
え、自他の権利を大切にし、義務を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること

※太字は主な充実箇所
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学習指導要領（H30.3.30公示）における消費者関係教育に関する主な内容（高等学校）

○高等学校

（公民科〔公共〕）
• 多様な契約及び消費者の権利と責任、私法に関する基本的な考え方
• 財政及び租税の役割、市場経済の機能と限界、金融の働き
• 活発な経済活動と個人の尊重を共に成り立たせることが必要であること
• 金融を通した経済活動の活性化

（公民科〔政治・経済〕）
• 経済活動と市場、経済主体と経済循環
• 財政の働きと仕組み及び租税などの意義、金融の働きと仕組み
• 市場経済の機能と限界、消費者に関する問題

（家庭科〔家庭基礎〕）
• 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう消費生活の現状と課題、消費行動における意思決定や契約の重要性、
消費者保護の仕組みについて理解すること

• 多様な契約やその義務と権利、消費者信用及びそれらをめぐる問題
• 自立した消費者として、生活情報を活用し、適切な意思決定に基づいて行動することや責任ある消費について考察
し、工夫すること

（家庭科〔家庭総合〕）
• 生涯を見通した生活における経済の管理や計画
• キャッシュレス社会が家計に与える利便性と問題点
• 消費生活の現状と課題、消費行動における意思決定や責任ある消費の重要性について理解を深めること
• 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう、消費者問題や消費者の自立と支援などについて理解すること
• 契約の重要性や消費者保護の仕組みについて理解を深めること
• 多様な契約やその義務と権利、消費者信用及びそれらをめぐる問題
• 自立した消費者として、生活情報を活用し、適切な意思決定に基づいて行動できるよう考察し、責任ある消費につ
いて工夫すること

※太字は主な充実箇所
※公民科のうち、「公共」は必履修科目

家庭科は「家庭基礎」及び「家庭総合」の
うちから１科目
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○教育基本法及び学校教育法の改正を踏まえ、学習指導要領において社会参画に関する学習内容を充実
○我が国の中・高校生は諸外国に比べ、社会や政治問題に参加すべきだという意識が低いとの調査結果
○学んだことを自らの問題として考え、具体的に実践する力を育成する指導が不足しているとの指摘

主体的な社会参画の力を育成する指導の充実

平成30年度予算額：20,240千円（平成29年度予算額：35,261千円）

成果の普及、次期学習指導要領の改訂に活用することにより、各学校の指導を改善

社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を育成

実社会との接点を重視した
課題解決型学習プログラムに係る実践研究

教育委員会等への委託により、小中高等学校におい
て、社会で自立し、持続可能な社会の形成に参画する
ために必要となる具体的な内容（例えば、労働、消費
生活、税、社会保障、政治参加、経済などに関するこ
と）を習得し、地域の課題の解決に取り組む体験的・実
践的な学習プログラムを開発する。

高等学校等における政治参加
に関する学習活動に係る調査

民間事業者等への委託により、
アンケート調査等により、高等
学校等における、政治参加意
欲を育むための効果の高い取
組や指導上の課題の把握を行
う。
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大学・社会教育における実施状況



大学における消費者教育の取組

各大学における取組

学内広報物や入学時におけるガイダンスでの説明等、以下のような学生への周知のための取組が行われている。

日本学生支援機構
「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（平成27年度）」

学生に対する事件・事故の防止等に関する指導・啓発の実施（消費者問題）割合
・ 学内広報物による周知 ６１．５％
・ ガイダンス ５５．３％
・ ホームページへの掲載 １８．０％

文部科学省における取組

日本学生支援機構 「学生生活にかかるリスクの把握と対応に関するセミナー」
・主な対象：大学等における学生担当の教員・職員
・過去のテーマ

－平成29年度 大学におけるリスク対応について総合的に取り上げる形で実施（295名参加）

東珠実日本消費者教育学会会長による講演「学生の消費者被害の防止と消費者教育」やパネルディスカッション等を実施
－平成28年度 「学生アルバイト問題への対応について」（210名参加）
－平成27年度 「SNS の利用に伴うトラブル防止について」（380名参加）
－平成26年度 「悪質商法の被害の現状と対策」（317名参加）

情報提供を受けての周知・啓発
平成26年度、国民生活センターから、学生に高額な投資用DVDを購入させるトラブルが増えているとの情
報提供を受け、様々な会議等において、注意喚起・周知・啓発を実施した。

日本学生支援機構によるセミナーや、国民生活センターからの情報提供を受けて、大学の学生担当の教職員が
集まる会議で、関連の周知・啓発を行なうなど、大学における適切な対応を促している。
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連携・協働による消費者教育推進事業 平成30年度 予算額 10,195千円 （11,170千円）

委託調査研究の審査及び評価、地域における消費者教育を推進する際の教育行政分野での取組方策等の検討を
行う。

１．消費者教育推進委員会の設置

自主的な消費者教育の推進体制づくりが困難な地域を想定し、効果的な教育体制を実証する。調査研究の実施体
制として、地域の教育委員会や関係機関等で実行委員会を組織し、多様な主体の連携・協働による消費者教育を実
施する。

２．連携・協働による消費者教育推進のための実証的調査研究

全国の社会教育等における消費者教育の先駆的実践者を、文部科学省が委嘱し、地方自治体等の求めに応じて派
遣する。具体的には、委託先への助言のほか、消費者教育推進体制が立ち上がった地域を対象に、推進する上での
個別の課題に関して指導・助言を行う。

３．消費者教育アドバイザーの組織化・派遣

文部科学省、委託先等からの成果報告及び地域課題の共有や人的交流が行われる場として、全国協議会を中央
及び地方で開催する。

４．消費者教育連携・協働推進全国協議会の開催

地域における消費者教育が一層推進されるよう、教育行政を含む連携・協働体制づくりを支援

効果的な連携・協働による消費者教育推進体制を全国に構築し、消費者の学習機会を確保

・・・・・効果的な消費者教育の体制づくり

・・・・・教育委員会等の連携強化

・・・・・教育委員会等の取組をサポート

・・・・・消費者教育の取組方策の検討
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団体名 事業名 事業概要 連携機関 期待される効果

1
国立大学法人
鳴門教育大学

エシカル消費への転
換をうながす地域協
働プログラムの開発

地域協働による社会教育を通じて、知識提供や意識啓発にとどまらず実際の行
動変容につなげることでエシカル消費への転換をうながす。そのために行動変容
ステージモデルを枠組みとしたプログラム開発とその効果検証及び生活経営を学
べるワークショップによる効果検証を実施する。

• 徳島県（危機管理
部、教育委員会）

• 徳島県消費者情報
センター

• 金融広報委員会
• 民間人材

• 行動変容につながるプ
ログラム開発

• 消費行動の段階や変容
をとらえる尺度の開発

• 消費者教育を担う地域
人材ネットワークの構
築

2 就実短期大学

公民館との協働によ
る「こどものまち」
を用いた消費者教育
実践と効果の検証

子供たちによるまちづくり遊びである「こどものまち」を公民館で実施する。
評価指標として消費者教育の体系イメージマップを活用し、活動の中に小学生期
における10の目標を達成できるような仕組みを取り入れることで消費者教育の視
点を用いた実践モデルを構築する。

• 岡山市（市民協働
局、教育委員会）

• 公民館、
• 消費生活センター

• 公民館等多様な地域主
体の協働による地域コ
ミュニティの活性化

• 地域における消費者教
育実践モデルの構築

3
国立大学法人
岐阜大学

中学校・高校から学
ぶ多様な主体による
消費者主権教育の実
践
－家庭科と社会科の
融合－

成年年齢引下げの議論がある中、主権者教育と消費者教育とを結び付けた「消
費者主権教育」を実践するため、多様な主体との連携により中学校、高等学校用
の教材の開発を行う。教材の作成に当たっては中学校から高等学校をつなぐ社会
科と家庭科の教員の視点から共同で作成し、意識の融合による効果的な消費者教
育の実践を図る。

• 岐阜県（環境生活
部、教育委員会）

• 消費者団体
• 岐阜大学教育学部
付属中学校、

• 岐阜県各務原市立
中学校

• 岐阜県立高等学校

• 現在の消費者市民教育、
主権者教育、家庭科と
社会科の連携の実態の
明確化

• 多様な主体との連携・
協働による教材の開発

平成29年度「連携・協働による消費者教育推進のための実証的調査研究」について

教育委員会、消費者行政部局、学校（大学等含む）、公民館、企業、消費者団体、ＮＰＯ等の関係者で実行委員会を組織し、社会教育の仕組みや取組
を活用して、連携・協働による消費者教育の取組を実施する（実施例参照）。さらに、その取組の検証を通して、教育行政を含む消費者教育推進のための
連携・協働体制の実践モデルを作成する。

概 要

平成29年度の取組

•学生や地域住民に対し、消費者団体等と協働で、消費生活や消費者問
題に関する情報や地域の学習機会を提供

•図書館等社会教育施設において、消費者団体等と協働で、消費者教育
講座を実施し、親子、高齢者など受講者の特性に合わせた学習機会を提
供

連携・協働による消費者教育の取組の実施（実施例）

• 地域の消費生活に関連する教育と消費者教育との連携推進（国立大学法人北海道教育大学）
• 教員に対する「衣」生活を通した消費者教育の実践力育成事業（国立大学法人宇都宮大学）
• 保険薬局薬剤師によるヘルスケア商品に対する消費者サポート（国立大学法人金沢大学）
• 単位互換制度を活用した大学教育課程への普及拡大及び商店街活性化消費者教育モデルの
構築（ＮＰＯ法人南大阪地域大学コンソーシアム）

平成28年度の調査研究テーマ
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• 地方自治体における消費者教育推進方策に係る指導助言

• 消費者教育に関するフォーラム等における講演、パネリスト

• 教職員、民生委員、社会福祉主事等に対する研修等の講師

• 連携・協働体制構築のためのコーディネーター 等

派遣の申請等詳細は、文部科学省HPをご覧ください。

地域における消費者教育が連携・協働により推進されるよう、
地域での消費者教育に関する取組の先駆者や専門家を派遣します！

連携・協働による消費者教育推進事業

地域における連携・協働による消費者教育の推進のため

【派遣例】

アドバイザー派遣の流れ・手続き

文部科学省

地方自治体

アドバイザー

派遣決定
通知

派遣申請

派遣要請・日程調整

相談内容等詳細打合せ後、

地方自治体を訪問、アドバイスの実施

消費者教育アドバイザーの派遣

①

②

③

④

を派遣します！

【本件担当】 文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課消費者教育推進係
電話 ０３－６７３４－３４６２ メール consumer@mext.go.jp
詳細は、文部科学省のHP又は下記URLにてご確認ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1339570.htm

消費者教育アドバイザーの紹介

荒 木 武 文

元神戸市教育委員会

事務局担当部長

消費者問題の専門家を育成す
る「神戸コンシューマー・スクー
ル」の運営や、学校・地域に対し
ても、消費者教育の実践例を提
案したり、出前講座を提供すると
ともに、自らも講師として活動し
ました。大学でもカリキュラムの
企画及び講義を行っています。

「考える力」「消費者力」を養う
ための消費者教育を共に考えて
いきたいと思います。

あんびるえつこ

生活経済ジャーナリスト

子供のお金教育を考える会 代表

年間数十回、各地の自治体・学校
等でワークショップ、講演会、研修
会を行っています。対象は、ＰＴＡ、
教職員、幼稚園児～大学生まで
様々。地域や企業の方と協働で企
画・実施した例もあります。

「誰もが参加しやすい講座作り」で、
今までに消費者講座に興味のな
かった方にこそ参加して頂けるよう、
マスコミで培ったノウハウを生かし、
工夫を常に心がけています。

上 村 協 子

東京家政学院大学

現代生活学部教授

教育現場の先生方にとって、手
間のかかる消費者教育ですが、連
携・協働の電流を流せば、能動的
な学び、アクティブ・ラーニングが
実現します。

各大学が消費者教育の交流拠点
（ハブ）となれば、産学官民が連携
した実践的な学びの共同体にス
イッチオンし、継続させる仕掛けづ
くりが可能です。

地域に密着したアクティブ・ラー
ニングで消費者市民社会を目指し
ましょう！

清 國 祐 二

香川大学
生涯学習教育研究センター長

消費者教育の推進のためには、
社会教育や社会福祉の蓄積し
てきた資源やネットワークを有効
活用する必要があります。PTA
組織、女性団体、高齢者団体、
おやじの会、自治会、民生委員・
児童委員などの連携・協働や、
他の教育課題と連携させ、その
連携の要の役割を担うことで一
層の推進が図られます。

地域の実情に応じた連携・協
働のあり方を考えましょう！

萩原 なつ子

立教大学大学院

21世紀社会デザイン研究科教授

専門である環境教育、持続可能
な社会からつながる消費者市民
社会を考えます。平成２５年度消
費者教育フェスタ in札幌では、
ワールド・カフェの企画を行いまし
た。連携・協働による消費者教育
のきっかけとなる仕掛けなど一緒
に考えましょう！

須 黒 真寿美

全国消費生活相談員

協会参与

毎日の相談業務を通して見えてく
る、消費者被害の実態をもとに啓
発活動を行っています。また、世田
谷区区民講師として、消費者啓発
の講座を行うとともに、「あんしんサ
ポーター制度」のマニュアルと台
本・ツール集の作成に携わり、毎年
更新を行っています。

いわゆる市民講師の養成も消費
者市民養成の第一歩であり、各地
で同様の制度が作られるお手伝い
ができればと思います。

西 村 隆 男

横浜国立大学

名誉教授

長年の消費者教育の実践と研
究をベースに、消費者教育推進
法の制定に向けて、当初より関
わってきました。

消費者教育では消費生活に
関する学習が行動に生かされる
ことが肝要であり、自らの利益
や幸福を追求するばかりでなく、
他者への配慮ができる消費者
市民社会の考え方や実践の広
がりを目指します。（平成26年

度 消費者支援功労者表彰・内
閣総理大臣表彰受賞）



趣 旨：文部科学省の消費者教育に関する事業の成果を広く還元するとともに、消費者教育を実践する多様な主体と連携・協働
することにより、消費者教育の更なる推進を図る。

主 催：文部科学省
協 力：社会的責任に関する円卓会議
主な参加者：教育委員会関係者、消費者行政関係者、大学関係者、消費者団体等
開催実績：平成２２年度から計２１回、参加者延べ６，８１０人

独立行政法人国立女性教育会館主催の「平
成２９年度男女共同参画推進フォーラム」にお
いて「消費者教育」をテーマとしたワークショッ
プを実施。

、「消費者市民社会」の実現のためには、日
ごろの消費生活や身近な環境について考える
とともに、男女が自らの意思により個性と能力
を発揮し、共に社会に参画することの必要性
について理解することを目的に「男女が共に
つくる消費者市民
社会」をテーマとし

て開催。

消費者教育ワークショップinヌエック

実践交流会 「社会的責任に関する円卓会議」の協力を得て、様々な企業や団体等消費者教育を実施する民間企業、ＮＰＯ等の作成した教材、資料等を紹介。 （柏での参加企業の例）

柏市（防災安全課、廃棄物政策課）、柏市消費生活センター、柏生活クラブ、柏市消費者の会、柏市消費生活「かたくりの会」連絡協議会、千葉県消費生活相談員の会、金融広
報中央委員会・千葉県金融広報委員会、株式会社LIXIL、株式会社日清製粉グループ本社、一般社団法人日本ヒーブ協議会、日本労働組合総連合会、ビザ・ワールドワイド・ジャ
パン株式会社、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)、株式会社ワコール、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会、公益財団法人日本
環境協会エコマーク事務局、公益財団法人生命保険文化センター、株式会社ウエノフードテクノ、公益財団法人消費者教育支援センター、一般社団法人日本自動車工業会、トヨ
タ自動車株式会社、三菱自動車工場株式会社、独立行政法人国民生活センター、日本弁護士連合会、公益社団法人消費者関連専門家会議(ACAP)、特定非営利活動法人
ACE、全国大学生活協同組合連合会、第一生命保険株式会社、生命保険協会、サステナビリティ消費者会議、公益社団法人全国消費生活相談員協会、サッポロビール株式会
社、消費者庁、独立行政法人国立女性教育会館、文部科学省（順不同） 【３６企業・団体が参加】

消費者一人一人の行動が社
会に与える影響及び消費者
教育・啓発の在り方について、
消費者団体、消費者行政と教
育機関との連携を考えること
で、消費者市民社会、持続可
能な社会の構築

消費者教育フェスタin柏 消費者教育推進フォーラムin北海道

「身近なところから始めよう！～あなたの
一言から始まる！消費者教育～」をテーマ
に、多くの教科・領域で消費者教育の視点
を持った授業を実践している柏市内の小・
中・高等学校の取組について、授業公開と
いう形で紹介。

全体会場においては、基調講演や身近なと
ころから始める消費者教育のヒント等につ
いてのパネルディスカッションを実施。

「消費者が主役の社会を目指して～新たな
取組から未来づくりへ～」をテーマに、消費
者庁主催の平成２９年度「地方消費者フォー
ラム」（北海道ブロック）との連携企画として
開催。

消費者一人一人の行動が社会に与える影
響及び消費者教育・啓発の在り方について、
消費者団体、消費者行政と教育機関との連
携を考えることで、消費者市民社会、持続可
能な社会の構築を検討。
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消費者教育の指導者用啓発資料
「いつでも どこでも だれでも できる！消費者教育のヒント&事例集」

（ 概 要 ）
教員、社会教育主事などの消費者教育の指導者に消費者教育を行う上でのヒントを示し、
学校や社会教育での消費者教育の充実を図ることを目的として啓発資料を作成。

（ 主な内容）
・消費者教育を通じて育むべき力と指導者の役割
消費者を取り巻く課題と消費者教育を通じて育むべき力を明らかにし、消費者教育の
指導者に求められる役割について解説。

・消費者教育のヒント＆事例集
消費者教育を行う上で、日頃の授業や活動に「消費者」の視点を加え、実生活の場面
で捉え直してみることや、関係者が相互に連携して取り組む効果等について示し、学校
の授業や地域における消費者教育の実践事例を紹介。

（ダウンロード）http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1368878.htm

--研修等の教材として啓発資料の「冊子」御希望の方は、以下担当までご連絡ください--
文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課

小 江、鈴 木 TEL: 03-5253-4111［3462］
--------------------------------------------------------------------------
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問 消費生活センターと連携して実施している取組について教えてください。実施
している取組はありますか。また、その内容はどのようなものですか。（複数選択）

「学校や社会教育施設等への情報・教材の提供（５９．５％）」が最も多く、次い
で「広報物等で消費生活センターの情報提供（４３．７％）」が多くなっている。

消費生活センターと実施した取組内容

59.5%

39.1%

13.7%

9.9%

43.7%

10.2%

10.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

学校や社会教育施設等への

情報・教材の提供

学校や社会教育施設等への

専門家の派遣

教員対象の研修事業の実施

教材・広報物を共同で作成・配布

広報物等で消費生活センターの

情報を提供

セミナー・シンポジウムの開催

その他の取組

H28

学校や社会

教育施設等

への情報・教

材の提供

学校や社会

教育施設等

への専門家

の派遣

教員対象の

研修事業の

実施

教材・広報物

を共同で作

成・配布

広報物等で

消費生活セ

ンターの情報

を提供

セミナー・シ

ンポジウムの

開催

その他の取

組

連携した取

組を実施して

いない

域内に消費

生活センター

がない

都道府県 53.3% 60.0% 44.4% 17.8% 42.2% 15.6% 4.4% 17.8% 0.0%

政令指定都市 77.8% 61.1% 33.3% 22.2% 38.9% 0.0% 11.1% 5.6% 0.0%

市 25.5% 14.5% 3.7% 3.2% 16.2% 3.5% 5.4% 54.0% 9.7%

区 30.8% 38.5% 7.7% 15.4% 38.5% 0.0% 0.0% 23.1% 7.7%

町 9.0% 5.7% 0.9% 1.4% 8.5% 2.5% 1.6% 56.3% 35.4%

村 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 1.1% 0.0% 52.2% 48.9%

○消費生活センターと実施した取組内容（クロス集計）

※全国都道府県教育委員会及び市町村教育委員会を対象として実施
出典：平成28年度消費者教育に関する取組状況調査報告書
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67.0%

47.8%

18.0%

23.7%

5.6%

15.9%

10.5%

3.4%

0.8%

17.3%

0% 20% 40% 60% 80%

学校や社会教育施設等への

情報・教材の提供

学校や社会教育施設等への

専門家の派遣

教育委員会との連携による

研修事業の開催

教材・広報物の作成（支援）

共同でのセミナー・シンポジウム

等の開催

消費生活センターでの消費者

教育に関する研修

域内における専門家や関連

団体とのコーディネート

域内での消費生活センターの

設置

その他

特にない・わからない

問 消費者教育を推進する上で、消費生活センターに期待する役割や内容ついて
教えてください。（複数選択）

「学校や社会教育施設等への情報・教材の提供（６７％）」が最も多く、次いで
「学校や社会教育施設等への専門家の派遣（４７．８％）」が多くなっている。

消費生活センターに期待する役割

※全国都道府県教育委員会及び市町村教育委員会を対象として実施
出典：平成28年度消費者教育に関する取組状況調査報告書
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