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～静岡県消費教育の推進のために～
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はじめに
私たち消費者を取り巻く環境は、経済のグローバル化や少子・高齢化により、大きく変化
している。様々な商品・サービスが提供されるようになり、それらを購入する方法も多様化
し、利便性が飛躍的に向上する一方で、食品の偽装表示や利殖商法などの悪質商法や消費者
トラブルが複雑・多様化し、消費者の生活を脅かす事態も生じるようになった。
平成 16 年に改正された消費者基本法では、
「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」
を基本理念とする大幅な方向転換が図られ、それまでの「単に守られるべき消費者」という
位置付けだけではなく、「自立した消費者」という位置付けもなされるようになった。
さらに、「消費者基本計画」が平成 17 年 4 月に閣議決定され、この計画に基づき、消費者
行政が推進されてきたが、その後も、食品の偽装表示など消費者に大きな不安を感じさせる
事件が後を絶たなかったのである。
こうした中、「平成 20 年版 国民生活白書」に「消費者市民社会」の考え方が示され、平
成 21 年９月には消費者庁が設置され、平成 22 年 11 月には消費者教育推進会議が設置される
など、消費者教育をめぐる流れが大きく変化したのである。
県では、静岡県総合計画（平成 23 年２月）において、消費者基本法における「消費者教育」
に、
「社会的価値行動」ができる消費者を育成する観点を加えた「消費教育」という考え方を
示し、自ら学び自立する消費者の育成を推進してきた。
平成 24 年３月には、
「ふじのくに消費教育研究会準備会」を開催した後、平成 24 年８月の
「消費者教育推進法」の制定・公布を受け、平成 24 年９月に当研究会が設置され、消費教育
の推進に向けた本格的な研究に着手し、いよいよ「消費者市民社会」の構築の具現化に向け
動き出したのである。
本研究会では、平成 25 年度の策定を目指す｢静岡県消費者教育推進計画｣を見据えて、消費
教育に関わりの深い様々な立場の方々を委員に迎え、本県消費教育の推進について検討を進
めてきた。
この研究会での検討の成果が今後の静岡県における消費教育の推進につながることを期待
している。

平成 25 年３月
ふじのくに消費教育研究会

注：｢消費教育｣と｢消費者教育｣について
本県では、静岡県総合計画に示された｢消費教育｣（消費者教育推進法の消費者教育と同義）という独自の表現を使用す
るが、本報告書においては、国や他団体等に関して、それぞれの団体が使用している表現をそのまま使用しているため、
｢消費教育｣と｢消費者教育｣という表現が混在している。(｢消費教育｣の内容については、5 ページ、イを参照)
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１

今、なぜ消費教育なのか？

(1) 国の動向
ア

消費者基本法の基本理念
消費者基本法（平成 16 年６月）は、その基本理念である第２条において、消費者に対し必要な
情報及び教育の機会が提供されることは消費者の権利の一つであることと位置づけるとともに、消
費者施策の推進は、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することが
できるよう消費者の自立を支援することを基本とした。また、同法第７条では、消費者に対し、自
ら進んでその消費生活に関して必要な知識を習得し、必要な情報を収集する等自主的かつ合理的な
行動に努めることを求めた。
消費者教育は、この消費者の取組を支援するものであり、同法第 17 条は、国及び地方公共団体
は、消費生活に関する知識の普及活動や教育を充実する等、必要な施策を講じることとしている。

イ 消費者市民社会への転換（平成 20 年版 国民生活白書）
「平成 20 年版 国民生活白書」では、1980 年以降、我が国における家計最終消費支出が国内総
生産（ＧＤＰ）の５割を超えていることを掲げ、消費者の消費行動が国内・国外の経済・社会に与
え得る影響は大きく、ますます「個人が、消費者・生活者としての役割において、社会問題、多様
性、世界情勢、将来世代の状況などを考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加す
る社会」である「消費者市民社会」への転換が必要であると訴えた。
そして、消費者の意識を「社会をより良いものに変える原動力」とするためにも、消費者教育の
重要性を説いている。
ウ

消費者庁の設置と消費者基本計画
平成 21 年９月、国の消費者行政の司令塔となる消費者庁が設置され、平成 22 年 3 月 30 日に
閣議決定された「消費者基本計画」において、
「政府は、学校、家庭、地域、職域その他の様々
な「場」において消費生活に関する教育が充実されるよう必要な施策を講じます。」とし、
「消費
者教育の体系的・総合的な推進」「学校における消費者教育の推進・支援」「地域における消費者
教育の推進・支援」「消費者に対する普及啓発・情報提供」を重点的な取組と位置付けた。

エ 「消費者教育推進のための課題と方向（平成 24 年４月）」（消費者教育推進会議）
消費者庁は、消費者基本計画に基づき「これまでに蓄積された研究・実践の成果を生かして小学
生から大学生、そして成人に至るまでの多様な消費者教育を連携して体系的に進める体制を確立」
するため、関係省庁、学識経験者、消費者団体、教育関係者等をメンバーとする「消費者教育推進
会議」を設置し、平成 24 年４月に、会議の検討内容と今後の施策の基本的方向に関する報告書「消
費者教育推進のための課題と方向」が取りまとめられた。
この中で「体系化」
「学校での教育」
「社会での教育」の３つのテーマについて、課題の整理と提
案がされ、今後実施する施策の基本的方向が示された。
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オ

消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年８月 22 日公布）
消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、もって国民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、
消費者教育に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、
基本方針の策定その他の消費者教育の推進に関し必要な事項を定めた「消費者教育の推進に関する
法律（消費者教育推進法）」が、議員立法により提案され、平成 24 年８月 22 日に公布、平成 24 年
12 月 13 日に施行された。

(2)

静岡県の消費者施策における消費教育
ア

静岡県総合計画で初めて「消費教育」を位置づけ
本県では、静岡県消費生活条例（平成 11 年３月）第９条に消費者教育の推進を規定し、消費者
に対する学習機会の提供等の施策に取り組んできた。

静岡県消費生活条例
第９条
２

知事は、消費者が生涯にわたって消費生活について学習することができるようにするため、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ものとする。
その後、「静岡県消費者行政推進基本計画（平成 22 年５月）」を策定し、目指す姿として「くら
しの理想郷“ふじのくに”」(注 1)を掲げた。
「くらしの理想郷“ふじのくに”」とは、消費者が確かな
目で、安全で安心できる多彩な県内農林水産物など“本物”の商品・サービスを選択することで、
消費者を第一に考える事業者により、適切な事業活動が展開され、よりよい商品・サービスが循環
する地域社会であり、これを実現するためには、消費者と事業者が、ともに地域社会の一員として、
よりより地域社会づくりに参画することを必要としている。
消費者が確かな目で本物を見極め、物を大切にすることにより、心も豊かになる｢ものづかい｣(注
2)

に心を配り、自らが考え行動することが大切であるとの考えから、実施する施策の柱に「自ら学

び自立する消費者の育成」を掲げ、消費者教育を推進することとした。
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静岡県消費者行政推進基本計画の消費者施策の展開の方向
１

自ら学び自立する消費者の育成
③消費者教育の推進
家庭、学校、社会のそれぞれの場で消費者教育の充実を図ります。
○消費者学習支援の推進（くらし・環境部県民生活局）
○私立学校での取組促進（文化・観光部文化学術局）
○環境に配慮した消費生活に関する環境教育・環境学習の推進（くらし・環境部環境局）
○小・中学生に対する食の安全教室の開催（健康福祉部生活衛生局）
○食品衛生消費者講座や消費者懇談会の開催（健康福祉部生活衛生局）
○県産農林水産物に関する情報提供（経済産業部振興局）
○公立学校での消費者教育の推進（教育委員会）
○社会教育施設における消費者教育の推進（教育委員会）
平成 23 年２月に策定した、静岡県総合計画では、戦略体系の大柱「“ふじのくに”の豊かさの実
現」の中に、「安全で安心できる心豊かな消費生活の推進」を位置付け、自ら学び自立する消費者
の育成のため、県民に対する消費生活に関する情報提供や消費教育を充実することとした。

(注 1)

静岡県消費者行政推進基本計画に示された消費者が確かな目で“本物”の商品、サービスを選択することで、消費者を
第一に考える事業者により、適切な事業活動が展開され、よりよい商品、サービスが循環する地域社会。

(注 2)

静岡県総合計画に示された本県に潜在する資源や担い手などを新たな視点で組み合わせ、新しい価値を生み出す考え方。

コラム 環境学習リーダー派遣事業【県】
家庭、学校、地域社会、企業等の多様な場で行われる環境学習会に環境学習指導員や県職員等を派遣し、環境保全
に関する教育や主体的な学習を支援しています。
地域の環境保全団体や学校、県有施設等で実施される体験的な環境学習・環境学習を推進するため、環境 NPO や
環境学習指導員と協働して、実施します。
市町においても、環境学習指導員の登録制度と連携を取りながら、同様の派遣事業を実施してもらうよう普及に努
めています。

消費教育の
切り口

¾

環境に優しい消費行動を通じた、持続可能な社会の形成に寄与する消費者の育成。
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静岡県総合計画の戦略体系
3

“ふじのくに”の豊かさの実現

（大柱）

3-2

「和」を尊重する暮らしの形成

（中柱）

3-2-2 安全で安心できる心豊かな消費生活の実現

（小柱）

(1) 自ら学び自立する消費者の育成

（施策の方向）

○消費教育の推進
・環境に配慮し、モノを大切にする生活等、社会的価値行動ができる消費者を育成する。
・幼児期から高齢期まで、消費者の年齢や生活環境などに応じたカリキュラムに基づく消費教
育と学習機会を提供する。
【県の主な取組】
取組

区分

消費教育と学習機会
の提供

計画

22年度
23年度
消費教育カリキュラムの検討
消費教育通信講座
くらしのサポーター養成講座等

24年度

25年度

消費教育講師養成講座の実施
講師フォローアップ研修

そして、平成 24 年度には、県総合計画との整合、消費者教育推進法の施行、
「ふじのくに消費
教育研究会」の開催（次ページ参照）を受け、静岡県消費者行政推進基本計画を、以下のとおり
一部改正することとなった（下線部、改正か所）。
１

自ら学び自立する消費者の育成
③消費教育の推進
学校、地域、家庭、職域その他の様々な場で消費教育の充実を図ります。
平成 24 年 12 月には「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、都道府県は、政府が策定する
「消費者教育の推進に関する基本方針」を踏まえて「都道府県消費者教育推進計画」の策定に努める
ものとされています。

【具体的な取組に以下を追加】
○ふじのくに消費教育研究会による消費教育に関する研究（くらし・環境部県民生活局）

イ

「消費者教育」と「消費教育」
静岡県総合計画では、消費者基本法における、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的
かつ合理的に行動できるよう消費者の自立を支援する「消費者教育」に、
「社会的価値行動」
（Ｐ８
「ア

くらしの理想郷“ふじのくに”の消費者に求められる行動」を参照）ができる消費者を育成

する観点を加えて「消費教育」という用語を使用することとした。
消費者教育推進基本計画では、｢くらしの理想郷“ふじのくに”｣は、消費者と事業者がともによ
りよい地域社会づくりに参画することにより実現するとしており、それは消費者だけで作り上げる
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ものではない。
静岡県が使う「消費教育」という言葉には、消費に関する諸能力を育む教育により、自立する消
費者とともに、適正な事業活動を行う事業者をも育成することとなり、「くらしの理想郷“ふじの
くに”」を実現するという考えを表しているのである。
なお、本研究会においては、県総合計画を尊重し、「消費教育」を使用することとするが、消費
者教育推進法が施行され、今後、それに基づく県消費者教育推進計画を策定していく中で、法と異
なる言葉の使用は、混乱が生じる恐れがある。また、従来の「消費者教育」に「社会的価値行動」
が加わった新たな「消費教育」なども、県民には非常にわかりづらいものとなるため、県消費者教
育推進計画においては、法で使用する「消費者教育」に統一すべきと考える。
(3) 消費者教育推進法の施行への対応
消費者教育推進法の施行後に速やかに「県消費者教育推進計画」を検討できる準備として「ふじ
のくに消費教育研究会」を設置し、本県の消費教育のあり方を検討・提案することとした。

消費者基本計画

消費者基本法

消費者教育推進会議

【消費者教育の意義】
・消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供されることは、消費者の権利である。（第２条）
・国は、消費者の自立を支援するため、・・・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じる。（第17条）

基本方針

消費者教育推進法

消費者教育推進会議

【基本理念】（第３条）
・消費生活に関する知識を習得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨とし
て・・・
・主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、・・・
・幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、・・・
・学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方法により、・・・消費者教育を推進する多様な主
体の連携・・・

消費者教育
ポータルサイト

県

消費者庁

文部科学省

県教育委員会

・県総合計画
・県総合計画
・県消費者行政推進基本計画
・県消費者行政推進基本計画

消費者団体
（消費者団体連盟）

労働者団体

・学習指導要領

H24 ふじのくに
消費教育研究会
⇒あり方検討、報告

（労働者福祉協議会）

事業者団体
研究機関
（消費者教育支援センター）

H25 県消費者
教育推進計画の
検討

金融広報
（金融広報委員会）

（経営者協会）

法曹関係団体

実践的な
推進方法

（弁護士会、司法書士会、法テラス）

環境に配慮し、モノを大切にする生活等、社会的価値行動ができる消費者の育成
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２

消費教育が目指す姿、目標

(1) 消費者教育推進会議（「消費者教育推進のための課題と方向（平成 24 年 4 月公表）」)による整理
ア

消費者教育の理念・目的
消費者と事業者の間に様々な格差がある経済社会において、消費者が、自らの権利と役割を理解
し、選択と行動を通じて、自らの消費生活の安全・安定の確保と向上を目指すとともに、経済社会
のあり方や持続可能な社会の発展に参加できるよう、諸能力の育成を図る。

イ

消費者教育の目標
①消費者の権利と役割及び消費者の自立について理解し、それに基づいた意思決定と消費行動がで
きる能力を育む。
②消費生活の安全・安定の確保と向上を図るため、消費生活に関する基本的な知識・技能を習得し、
これらを活用して、将来を見通した合理的な意思決定や生活設計を行い、消費者被害等を回避し、
必要に応じて他者と協力しながら問題解決ができる能力を育む。
③持続可能な社会の実現に向けて、自分の行動と社会経済との関連を意識し、持続可能な社会へ寄
与する消費生活を実践するとともに、諸課題について他者と協力して取り組むことができる能力
を育む。

(2) 消費者教育推進法による整理
ア

消費者教育の定義（第２条）
①「消費者教育」とは、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をいう。

②「消費者市民社会」とは、消費者が、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現在及び将来の世代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ものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的
に参画する社会をいう。
イ

消費者教育の目標（基本理念（第３条）から）
①消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育
まれること。
②消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発
展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援すること。
③消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球
環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った情報を提供すること。
④災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態にお
ける消費生活に関する知識と理解を深めること。
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(3) 静岡県の整理
ア くらしの理想郷“ふじのくに”の消費者に求められる行動
くらしの理想郷“ふじのくに”の消費者に求められる行動として「社会的価値行動」がある。
具体的には、
「食育の観点及び地産地消の観点から商品を選択する」
「環境に配慮した商品を選択
する」
「モノを大切にする」
「環境に配慮している生産者の商品を選択する」など、自分の消費行動
が、現在及び将来の世代にわたって、内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るもので
あることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に寄与する行動をいう。
消費者教育推進法の消費者市民社会を担う消費者は、自らの消費生活に関する行動が現在及び
将来の世代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ものであることを自
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とされており、本県が目指す「社会的
価値行動のとれる消費者像」との違いはないと考える。
イ

本県の消費教育の目標
国が目指す消費者像と、本県が目指す消費者像の間に違いはない。したがって、今後の国施策
と整合をとる観点からも、消費教育の目標は消費者教育推進会議の目標に準拠するものとする。

①消費者の権利と役割及び消費者の自立について理解し、それに基づいた意思決定と消費行動
ができる能力を育む。
②消費生活の安全・安定の確保と向上を図るため、消費生活に関する基本的な知識・技能を習
得し、これらを活用して、将来を見通した合理的な意思決定や生活設計を行い、消費者被害
等を回避し、必要に応じて他者と協力しながら問題解決ができる能力を育む。
③持続可能な社会の実現に向けて、自分の行動と社会経済との関連を意識し、持続可能な社会
へ寄与する消費生活を実践するとともに、諸課題について他者と協力して取り組むことができ
る能力を育む。

ウ

その他の消費生活に関連する施策との連携
消費者教育推進法第３条第７項では、「環境教育、食育、国際理解教育その他の消費生活に関連
する教育に関する施策との有機的な連携」について規定されている。
消費教育は、消費者被害に遭わないようにすることのみを目的とするのではなく、自らの消費行
動を、個人のニーズの満足とともに、社会を良くする原動力としていくことを目指しており、個別
分野で実施されている「○○教育」と繋がるものである。
実際、本県においても、既に環境教育（環境ふれあい課）、食育（茶業農産課）、地産地消運動（マ
ーケティング推進課）、国際理解（多文化共生課）などが展開されており、それらを消費教育の視
点から検証し、連携することで、実効性のある消費教育を推進していくこととする。
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３

消費教育の体系化

(1) 消費者庁（消費者教育推進会議等）による整理
ア

消費者教育の体系化の意義
消費者教育における体系化とは、消費者が、すべてのライフステージを通じて、消費生活の特徴
的な場面（以下「対象領域」という）において必要となる消費者としての諸能力を発展させること
ができるよう、断片的でなく、かつ重複のない、系統的な教育を受ける機会を保障するためのプロ
グラム作りである。
体系化に当っては、消費者教育の対象領域ごとにより具体的な目標を定め、その目標に向けて、
ライフステージごとに消費者自身の発達段階及び消費者を取り巻く状況に応じた課題を設定し、そ
れに答えるための教育内容や手段を検討する必要がある。この考え方に基づき、消費者教育推進会
議では、対象領域ごとの具体的目標と各ライフステージの分類を示し、平成 24 年４月に公表した
（以下イ、ウ、エ）。なお、平成 24 年９月に消費者庁が立ち上げた「消費者教育推進のための体系
的プログラム研究会（以下「プログラム研究会」という。）」の報告書「消費者教育の体系イメージ
マップ～消費者力ステップアップのために～」
（平成 25 年１月）での修正を反映した。

イ

体系的プログラム作りに際して前提となる共通理解

①社会における消費者の
位置づけ

消費者が経済社会の中で重要な役割を果たしていること、消費をめぐ
る諸問題が単に個人だけの問題ではなく、社会全体で解決すべき問題を
含んでいることを理解する。

②消費者問題の背景と消

消費者問題が生じる背景には、消費者と事業者との間の情報の質及び

費者の権利保障のための

量並びに交渉力等の格差等があること、及び消費者の権利保障のために

施策の意義

とられる諸施策の意義を理解する。

③消費者教育を受ける権

消費者教育を受けることが権利であることを知ると共に、消費をめぐ

利と問題解決に向けた消

る諸課題の解決のために、生涯を通じて自ら積極的に学び行動すること

費者の行動の重要性

の重要性を理解する。

④将来を見通した生活の

自らの消費生活が固定的なものではなく、年齢や家庭環境、社会情勢

設計と非常時等の生活の

の変動等に伴って変化しうることを理解し、将来を見通して生活設計す

変化への対応能力向上の

るとともに、状況に応じてライフスタイルを調整することの必要性を理

必要性

解する。
特に災害等の非常時には急激な生活の変化が生じること、消費生活に
おいて優先順位が変わることなど、対応能力向上の必要性を理解する。

⑤消費者の特性に応じた

個人によって情報の質や量、判断力等の格差があり、特に支援が必要

連帯、支援と協働の重要性

な消費者も存在する。高齢者、障がい者など様々な特性をもつ消費者の
存在を知り、相互に連帯して支援しあい、それぞれの特性に応じた自立
を支援するなど、よりよい社会を作るために協働することの重要性を理
解する。

出典：「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会」報告書「消費者教育の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～」（平成 25 年１月）
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ウ

消費者教育が対象とする領域とそれぞれの目標
対象領域

目

(ア)消費者市民社会
の構築

標

自らの消費が環境、経済、社会及び文化等の幅広い分野において、他者に影
響を及ぼし得るものであることを理解し、適切な商品やサービスを選択できる
力
持続可能な社会の必要性に気づき、その実現に向けて多くの人々と協力して
取り組むことができる力
消費者が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、主
体的に社会参画することの重要性を理解し、他者と協働して消費生活に関連す
る諸課題の解決のために行動できる力

(イ)商品の安全

商品等に内在する危険を予見し、安全性に関する表示等を確認し、危険を回
避できる力
並びに商品等による事故・危害が生じた際に、事業者に対して補償や改善、
再発防止を求めて適切な行動がとれる力

(ウ)生活の管理と契
約

適切な情報収集と選択による、将来を見通した意思決定に基づき、自らの生
活の管理と健全な家計運営ができる力
並びに契約締結による権利や義務を明確に理解でき、違法・不公正な取引や
勧誘に気づき、トラブルの回避や補償や改善、再発防止を求めて適切な行動が
とれる力

(エ)情報とメディア

高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し、情報の収集・発
信により消費生活の向上に役立て得る力
並びに情報、メディアを批判的に吟味して適切な行動をとるとともに個人情
報管理や知的財産権保護等、メディアリテラシーを身に付け、活用できる力

出典：「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会」報告書「消費者教育の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～」（平成 25 年１月）

エ

ライフステージの分類と各段階の特徴

ライフステ
ージの分類
幼児期

対象年齢段階
小学校の入学前の
段階

分類の考え方、期待される能力等
保護者のもとでの生活が中心となり、保護者等身近な人の消費
生活のあり方に強く影響を受ける。また、モノを購入するにはお
金が必要なこと、自分の好みのモノの購入、使用ずみのモノの処
理など、消費生活への関心が芽生える時期、遊びを中心とした生
活の中で、自分の生活に関係の深い情報に興味を持ち、生活に取
り入れようとすることが期待される。

小学生期

小学校入学から卒
業までの段階

お小遣いなどお金を自分で管理したり、自分でモノを買う機会
が徐々に増える。また、ＣＭを批判的にみたり、環境問題に強く
関心を持つなど自然や環境、社会に対する関心が拡大する時期。
モノや金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考え、適切に購
入できるようにする、環境に配慮した生活を工夫するなど消費者
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としての素地を育むことが期待される。
中学生期

中学校入学から卒
業までの段階

自分で購入するモノの範囲が広がり、情報収集に関して携帯電
話やＩＣＴ(情報通信技術：ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ)の利
用を含め積極的に行い始める時期。消費者の権利・責任や契約、
販売方法の特徴などについて理解を深めること、環境問題に関し
て自らが行動し始めることが期待される。

高校生期

高等学校入学から

保護者からの自立意識が強まり、購入行動を一人や友人と共に

卒業までの段階

行うことが多くなり、また自らは働いて収入を得る者もいる時期。

(高校進学しない者

自分の進路を考える上でも、生涯を見通した生活における経済の

の同年期も含む)

管理や計画の重要性について認識し、消費者として主体的に判断
できることが期待される。

成人一般

精神的にも経済的にも自立し、職業人として、親として、市民
として、さまざま立場での責任を果たすことが求められ、社会の
中心的な役割を担う時期。個人が消費者として、適正な消費者生
活を営む一方、持続可能な社会の実現に主体的に参加することが
期待される。

特に若者

消費生活全般に自立が進み、個人の主体的な判断のもとで消費

成人期

生活を実践しはじめる時期。ライフスタイルについての考え方、
消費に対する価値観が確立していく。消費者としての視野も広が
ることが期待される。
特に高齢者

行動力・情報収集力の低下にともない、生活の維持管理や、社
会の変化への対応について地域の幅広いネットワークによる支援
が必要となる時期。地域に根付いた消費生活文化を次世代に伝え
る能力を有する高齢者もあり、その積極的な活躍の場を設ける等、
一人一人に応じた消費者教育を展開することで、社会全体の消費
生活をより持続可能なものにすることが期待される。

出典：「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会」報告書「消費者教育の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～」（平成 25 年１月）

この対象領域とライフステージをマトリックス状にした図表により、体系的プログラムの学習要
素を示すことが効果的であり、消費者庁が立ち上げた「プログラム研究会」の報告書「消費者教育
の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～」（平成 25 年１月）において、「体系
イメージマップ」(以下、｢イメージマップ｣という。)が示されたところである。今後は、消費教育
の「テーマ設定」や「不足領域」の把握などにおいて、イメージマップの活用が期待される。
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＜イメージマップ＞
幼児期

小学校期

様々な気づきの体験を
通じて、家族や身の回
りの物事に関心をも
ち、それを取り入れる
時期

主体的な消費者行動、
社会や環境の興味を通
して、消費者としての
素地を形成される時期

消費がもつ
消費がもつ
影響力の理解
影響力の理解

おつかいや買い物をす
すんでしてみよう

消費を、めぐるものとお
金の流れを考えよう

消費者行動が環境や
経済に与える影響を考
えよう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響を考えよう

持続可能な
消費の実践

ゴミを少なくする工夫を
考えて行動しよう

環境にやさしいくらしを
しよう

地域や内外の社会に
やさしいくらしをしよう

消費者の参画・
協働

協力することの大切さ
を知ろう

身近な消費者問題に
目を向けよう

商品安全の理解
と危険を回避する
能力

くらしの中の危険や、も
のの安全な使い方に気
づこう

トラブル対応能力

各期の特徴

重点領域
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
商
品
等
の
安
全
生
活
の
管
理
と
契
約

ィ

情
報
と
メ
デ
ア

中学生期

高校生期

成人期
特に若者

成人一般

特に高齢者

生涯を見通した管理や
精神的ににも経済的に 個々の状況に応じ、周
消費者行動の範囲が広
生活全体において自立
計画の重要性、社会的
も自立し、持続可能な 囲の支援を受ける場面
がり、権利と責任を理
を勧め、消費者として
責任を理解し、主体的
社会を実現すべく市民 はあるものの持続可能
解し、トラブル解決能
のライフスタイルや価
判断力を高め、国際的
としての役割を担う時 な社会形成の牽引力と
力を育む時期
値観を確立する時期
な視点も養う時期
期
なる時期
生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響を考える習
慣をつけよう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響に配慮して
行動しよう

消費者行動が環境、経
済、社会に与える影響
に配慮することの大切
さを伝え合おう

国内や国際的地球規模
の環境、経済、社会に
関心をもち、持続可能な
社会を目指そう

持続可能な社会を目指
したライフスタイルを探
そう

持続可能な社会を目指
したライフスタイルを実
践しよう

持続可能な社会に役立
つライフスタイルについ
て伝え合おう

身近な消費者問題や
社会課題の解決につ
いて考えよう

身近な消費者問題その
他の社会課題の解決に
協働して取り組もう

消費者問題その他の社
会課題の解決に向けた
行動の場を広げよう

地域や職場で協働して
消費者問題その他の社
会課題を解決しよう

支え合いながら協働し
て消費者問題その他の
社会課題を解決しよう

危険を回避し、ものを
安全に使う手がかりを
知ろう

危険を回避し、ものを
安全に使う手段を知ろ
う、使おう

安全で危険の少ないく
らしと消費社会を目指
すことの大切さに気づこ
う

安全で危険の少ないく
らし方をする習慣をつ
けよう

安全で危険の少ないく
らしと消費社会をつくろ
う

安全で危険の少ないく
らしの大切さを伝え合
おう

困ったことがあったら身
近な人に伝えよう

困ったことがあったら身
近な人に相談しよう

トラブルの解決や法律
や制度、相談機関を知
ろう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
法を知ろう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
する習慣をつけよう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
しやすい社会をつくろう

支え合いながらトラブ
ル解決の法律や制度、
相談機関を利用しよう

契約への理解と
考える態度

約束やルールを守ろう

約束や規則の大切さを
知り、考えよう

契約とそのルールを知
り、よりよい契約の仕
方を考えよう

契約とそのルールを活
用し、よりよい契約の
仕方を目指そう

契約の内容・ルールを
よく確認して契約する
習慣をつけよう

契約とそのルールを活
用し、くらしに生かそう

契約トラブルに遭遇し
ない暮らしの知恵を伝
え合おう

生活を設計・管
理する能力

欲しいものがあったとき
は、よく考え、時には我
慢することをおぼえよう

消費に関する生活管理
のスキルを身につけよう
お小遣いを考えて使お
う

消費に関する生活管理
のスキルを活用しよう
買い物や貯金を計画的
にしよう

生活設計を立ててみよ
う
経済的危機への対応
を知ろう

生涯を見通した計画的
なくらしを目指して生活
設計・管理を実践しよう

経済社会の変化に対応
し、生涯を見通した計
画的なくらしをしよう

生活環境の変化に対
応し支え合いながら生
活を管理しよう

情報の収集・発
信・活用能力

身の回りのさまざまな
情報に気づこう

消費に関する情報の集
め方や選択の大切さを
知ろう

消費生活に関する情
報の収集と発信のス
キルを身につけよう

情報と情報技術の適
切な利用法や国内だ
けでなく国際社会との
関係を考えよう

情報と情報技術を適
切に利用する習慣を
身につけよう

情報と情報技術を適
切に利用するくらしを
しよう

支え合いながら情報と
情報技術を適切に利
用しよう

消費生活情報に
対する批判的思
考力

身の回りの情報から
「なぜ」「どうして」を考
えよう

消費生活情報の目的
や特徴、活用の仕方を
知ろう

消費生活情報の収
集、評価、選択を通じ、
意思決定の大切さを
知ろう

消費生活情報の適切
な活用と意思決定のプ
ロセスや社会との関連
を理解しよう

消費生活情報を主体
的に吟味する習慣をつ
けよう

消費生活情報を主体
的に評価して行動しよ
う

情報社会のルー
ルやトラブルの理
解

自分や家族の情報を
守ることの大切さに気
づこう

自分や知人の個人情
報を守ろう
情報社会のマナーを知
ろう

情報社会のルールを
知ろう、使おう
情報社会のルールを
守ろう

トラブルが少なく、マ
ナーが守られる情報社
会を目指そう

情報社会のルールと
マナーを実践する習慣
をつけよう

トラブルが少なく、マ
ナーが守られる情報
社会をつくろう

支え合いながら消費生
活情報を上手に取り入
れよう
支え合いながら、トラブ
ルがなく、マナーが守ら
れる情報社会をつくろう

※本イメージマップで示す内容は、学校、家庭、地域における学習内容について体系的に組み立て、理解
を進めやすいように整理したものであり、学習指導要領との対応関係を示すものではありません。
出典：「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会」報告書「消費者教育の体系イメージマップ～
消費者力ステップアップのために～」（平成 25 年１月）

コラム ＷＡＺＡチャレンジ教室【県】
本県のものづくりの基盤を確かなものとしていくため、｢技能尊重社会づくり｣に向けた一環として、｢WAZA チャ
レンジ教室｣を(社)静岡県技能士会連合会に委託して実施しています。
学齢期から技能・技術への関心を高め、その大切さを知る機会を提供することにより、
“ものづくり県”としての発
展を担う人材の確保・育成につなげることが目的で、県と県教育委員会、県技能士会連合会が協議して、実施校を決
定し、アートモザイク、フラワーアレンジメント、銅板へら出し、ミニ造園等を授業の中で３時間程度実施していま
す。

消費教育の
切り口

¾

ものづくりを支える WAZA を通じた、確かな目で本物を見極めモノを大切にするより
良い｢ものづかい｣の育成。
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４

静岡県内の消費教育の取組状況

(1) 各主体における消費教育の取組状況【資料１】
ア

消費者行政部局の取組状況

(ア) 県民生活課・県民生活センター
県では、消費者被害防止に重点を置いた「消費者啓発」と、消費者が生涯にわたり様々な場
において消費生活について学習する機会を提供する「消費者学習支援」を実施してきた。
消費者啓発は、消費者月間（５月）及び消費者被害防止月間（12 月）における全県キャンペー
ンと、情報誌「くらしのめ」による県民への情報提供を行っている。
消費者学習支援は、センター職員による学校・企業等への出前講座、通学制のくらしのサポー
ター養成講座、通信制の消費者ホーム講座を、概ね以下の区分により実施しているが、体系化に
よる実施はしていない。いずれの講座も、受講生のみならず、その家族・友人等へのアプローチ
による波及効果を期待しており、広く県民の自立を支援するものである。
今後は、消費教育の要素を加えつつ体系化し、それぞれの事業目的を明確にして実施していく
必要がある。
期待する波及効果

期待する波及効果

家族・友人へのアプロ

地域リーダーとして、

ーチによる無関心層

地域の無関心層への

への意識喚起

意識喚起

職場・学校・友人への

家族・友人へのアプロ

アプローチによる無

ーチによる無関心層

関心層への意識喚起

への意識喚起

被害防止啓発

(イ) 市町
平成 23 年度は、27 市町において、320 回の消費生活講座が開催され、参加者は、約 13,500 人
となっている。内容は、消費者被害防止講座を中心にマネープラン、保険、食品・食品表示、地
震・防災、環境など多岐にのぼる。この他にも 35 市町全てで、広報誌への掲載やリーフレット
を作成するなど広報啓発に取り組んでいる。
教育委員会や学校と連携という観点からみると、８市町において、連携した取組が行われてお
り、学校を通じた学生への啓発資料の配布と、出前講座への講師派遣が主な内容となっている。
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その中で、静岡市では、消費生活センター所長と、教育委員会の所属長で構成する静岡市消費
者教育推進検討連絡会を平成 18 年度に設置し、消費教育に関する必要な情報交換や、各機関の
連携方策について意見交換を実施している。
取組については、市町により差があるため、今後、国の消費者教育に関する基本方針や、本
研究会での検討結果等、市町での推進の参考となるよう情報提供が必要である。
イ

県庁各所属における消費教育関連事業の状況
県庁各所属（教育委員会を除く。）の消費教育関連事業の取組状況を調査したところ、平成 24
年度は 15 所属で 37 事業に取り組んでいるとの報告を受けた。
事業区分でみた主なものは、人権教育・啓発事業（８事業）、商品テストに関連などの消費教
育事業（７事業）、環境教育事業（５事業）、国際理解教育（５事業）であった。事業種別で見る
と、啓発（12 事業）、講座・講演会（９事業）、出前講座（８事業）となっている。
教育委員会、学校と連携しているものは８事業あり、教員研修会への講師派遣や、教育委員会
との研修会の共催などがある。

ウ

県教育委員会・学校の取組状況
(ア) 学校教育
学校教育分野においては、学習指導要領に基づき、主として家庭科、技術・家庭科、社会科、
公民科等において消費教育の内容の拡充が図られ、各学校において指導に当たっている。
＜義務教育＞
①児童生徒の発達の段階に応じて、家庭科では、身近なものの買い方、販売方法や支払方法の特
徴、消費トラブルの解決、消費者の基本的な権利と責任等、社会科では消費者の自立支援を含
めた消費者行政、金融の仕組みや意義等について指導を行っている。
②消費教育と関連のある環境教育や食育、キャリア教育等については、教科のみならず、道徳や
特別活動等において指導が行われている。これらの指導場面において消費教育の視点を踏まえ
た意図的な指導を行うことにより、消費教育の充実が期待される。
③地域の専門家等の人材活用により、児童生徒の関心を高めることができている。消費教育を行
う行政や消費者団体、企業などとの一層の連携が求められる。
＜高校教育＞
①消費教育の実施が家庭科等の教科にとどまる傾向にあるが、高校では、家庭科、公民科、商業
科など各教科に特徴があり、様々な角度からの学習が行われている。
②中心的な教科である家庭科においても、消費教育そのものに充てられる時間は限られているが、
食生活、衣生活など他分野と関連付けながら時間を確保している。
③消費教育をテーマとする教員研修が少なく、授業の進め方や教材等の選択は教員個人に任され
ている場合が多いが、地区の研修会等で研究テーマとして取り上げ、授業研究、教材の共有な
どに努めている。新しい情報や消費教育の重要なポイントが簡潔に示された教材や県民生活課
や関連機関、消費者団体、企業等主催の研修会等があれば有効に活用できると考えられる。
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(イ) 社会教育
社会教育分野においては、青少年向けや公民館の既存の各種事業で、消費教育の要素を含んだ
事業が行われているが、消費教育という切り口での整理はしていない。
①

社会教育課管轄の公民館等の社会教育施設では、地域に根差した活動を行うことができ高齢
者や社会人に対する消費教育推進の窓口となる。

②

県の社会教育委員や、市町の社会教育委員、社会教育主事が研修等により消費教育の理解を
深め、消費教育の担い手(講座企画者)になる可能性がある。

③

食育・環境教育・ＥＳＤ(持続可能な開発のための教育)・国際理解・人権教育など、既存の
活動に加え、消費教育の充実を図ることが重要である。

エ

ふじのくに消費教育研究会の構成団体の取組状況

(ア) 静岡県消費者団体連盟(県消団連)
①

機関紙・情報誌発行、消費者フォーラム開催、ホームページ運営等の啓発事業を団体の自主
事業として実施するほか、これまでの実績・組織の特性を踏まえて県からの委託を受け、地域
における消費者生活講座（出前講座）、くらしのサポーター養成講座を実施しており、県消団
連は静岡県における消費教育の中心的な活動を担っている。

②

県内の消費者団体は地域に根差した様々な啓発活動を行っているが、県全体で見ると結果と
して地域に偏りが見られる。

③

学校教育に対する団体のアプローチは、個別性が大きく、県全体を通じて組織的、系統な連
携の動きは見られない。

④

県委託事業において養成された「くらしのサポーター」の効果的な活用が期待される。

(イ) 金融広報委員会
①

金融教育研究校の指定・活動支援、学校が開催する｢おかね｣に関する講座への金融広報アド
バイザーの派遣等、学校や地域と連携した金融教育の推進のほか、中立・公正な立場からの金
融情報の提供を行っている。

②

金融分野の消費教育として、全国的な活動の流れの中で実施しており、支援体制が確立され
ている。長年培ってきた経験や人脈が生かされており、ネットワーク形成の参考になる。

③ 「金融・金銭教育研究校」を長年推進することにより、学校現場が金融教育に対する理解を
深めることに役立っている。
(ウ) 静岡県弁護士会
県弁護士会法教育委員会の活動として、裁判所見学や模擬裁判体験をするジュニアロースクー
ル、県教育委員会の開催する研修への講師派遣等、法教育の普及を図っている。
(エ) 静岡県司法書士会
県司法書士会法教育委員会の活動として、県内の高校や大学に講師を派遣し、消費者被害の未
然防止を主目的とする法律講座を実施している。
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今後は、特に「予防法学（事前に法的紛争を避けるための基本的な知識や技術の習得）
」を
中心に、教員と連携を図りながら、継続した消費教育講座を実施したい意向がある。
(オ) 日本司法支援センター静岡地方事務所
地域の団体、学校等から依頼を受け、「出張法テラス」として弁護士、司法書士等の職員を派
遣する事業を用意しているが、現在のところ消費者教育に関する要請がないので、今後どのよう
に推進するか検討を行っている。
(カ) 静岡県労働者福祉協議会
小冊子「マネートラブルにかつ！」を従業員教育で活かしてきた。最近は自治体と協力し「マ
ネートラブルにかつ！」市町版を発行、高校・大学・家庭等に配布、消費者講座授業に講師派遣
している。
(キ) 静岡県経営者協会
県からの委託で、労働者の福祉向上や働きがいの増進、労使関係の正しいルールの確立、健全
な労使関係の基礎知識の涵養を目的とした労働教育に関する講習会を開催している。
事業者は、社会的責任（ＣＳＲ）の一環として、消費者に対する教育活動を展開している。事
業者の地域貢献への意識は高く、消費教育に更に協力したい考えもある。
また、本県では、従業員に対し、労使協力して消費教育を行っている実績もある。
(2) 事業者の消費教育取組状況
県が平成 24 年度に実施した、「事業者等の消費教育取組状況調査」の中間報告（平成 25 年２月 28
日）によると、調査対象の県内 5,000 事業所のうち、回答を得た 1,699 事業所の 14.8％に当たる 252
事業所が社外に対して消費教育を実施している。
実施している消費教育の内容は、
「製品への理解・安全（108 事業所）」が最も多く、
「職業体験・就
業（83 事業所）」
、「消費者被害防止（31 事業所）
」となっている。
社外で実施していない 1,435 事業所が理由として掲げたものは、
「どのようなニーズがあるのかわ
からないから（607 事業所）」が最も多く、
「人材がいないから（562 事業所）」
「時間がないから（513
事業所）」「対象がわからない（497 事業所）」と続く。
無回答
0.7%

0

10

20

30

40
42.3

どのようなニーズがあるかわからないから

39.2

人材がいないから

実施して
いる
14.8%

35.7

社外に提供する時間がないから

34.6

消費者教育を提供する対象がわからないから
21.5

社外に行うメリットがないから

実施して
いない
84.5%

16.0

金銭的余裕がないから

14.4

その他

(N=1,699)

無回答

問 社外に対する消費教育の実施状況

2.0

問 消費教育を実施していない理由
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50 （％）

(N=1,435)

自社の従業員に対して消費教育を実施しているのは 310 事業所（18.2%）で、実施していない 1,384
事業所の理由は、
「人材がいないから（579 事業所）」が最も多く、
「方法がわからない（553 事業所）」
「時間がない（511 事業所）」「会社で行う必要がないから（437 事業所）」と続く。
今後の消費教育への意向については、「実施の予定がある（226 事業所、13.3%）」
「実施したいと思
う（249 事業所、14.7%）」
「実施したいと思わない・できない（510 事業所、30.0%）」
「わからない（679
事業所、40.0％）」だった。
「実施の予定がある」と「実施したいと思う」と回答した 475 事業所が、実施したい対象は、「自
社従業員（196 事業所）」が最も多く、
「顧客（160 事業所）」と続くが、小学生から大学生までの児童・
学生や、地域住民に対しても実施の意向が見られる。
0

無回答
2.1%

実施の予定
がある
13.3%

わからない
40.0%

10

20

40

実施の予定
はないが、
実施したい
と思う
14.7%

33.7

貴社の顧客
21.5

企業や事業所の従業員
町内会や子ども会、老人会など地域住民

19.8

小学生

19.6
17.9

高校生

実施の予定
はなく、実施
したいとも
思わない
（実施できない）
30.0%

14.3

大学生
その他
無回答

問 消費教育の今後の実施予定

50 （％）
41.3

貴社の従業員

中学生

(N=1,699)

30

10.3
7.4
22.5

(N=475)

問 消費教育を実施したい対象

本調査は、
「静岡県会社要覧」、ＮＴＴデータ等から調査対象を選定しており、県内の大手・中堅事
業所はほぼ網羅されている。この調査からは、事業所においては、自社製品、顧客を中心とした消費
者教育が行われていることと、消費教育の阻害要因として、消費教育に関する情報、人材、時間の不
足が挙げられていることが判明した。また、従業員に対する消費教育については、そもそも消費教育
の必要性を否定しているものが、社外に対するものと比較して数も割合も多かった。
まずは、情報提供・広報などによる消費教育の目的、基本理念等の普及が最優先であり、実際に消
費教育を実施する際の人材・手法提供による支援を行っていくことが、事業所の消費教育を促進する
こととなると思われる。
(3) 大学の消費教育取組状況
「事業者等の消費教育取組状況調査」では、県内にキャンパスを持つ大学・短期大学 26 校に対し
ても調査を行い、回答を得た 17 校のうち、58.8%に当たる 10 校が消費教育を実施している。
実施していない７校の理由は、「時間がない（６校）」「人材がいない（４校）」「方法がわからない
（１校）」であった、
今後の実施予定については、
「予定がある（８校、47.1%）」
「実施したいと思う（３校・17.6%）」
「実
施したいと思わない・できない（２校、11.8%）」「わからない（４校、23.5％）」であった。
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「予定がある」と「実施したいと思う」と回答した 11 校が、実施したい内容は、
「消費者被害防止
（10 校）」が最も多く、「金銭管理や経済知識（６校）」
、「環境教育（２校）」と続く。

実施していない
７校（41.2％）

実施したいと
思わない
（実施できない）
２校（11.8％）

実施している
10校（58.8％）

わからない
４校（23.5％）

実施の予定が
ある
８校（47.1％）

実施予定はないが
実施したいと思う
３校（17.6％）

問 学生に対する消費教育の実施状況

問 消費教育の今後の実施予定

県内大学・短期大学においては、消費教育を実施していない理由に「金銭的余裕がない」「必要性
がない」を挙げる学校は皆無であり、時間及び人材の不足が阻害要因となっていることが伺える。
学生に対しては、特に消費者被害防止、金銭管理に関する教育が必要と考えられており、88.2%に
当たる 15 校において、学生が消費トラブルにあった場合の学内サポート体制も整えられている。
しかし、人材不足を訴える一方で、学生に対して消費教育を行う教員への研修は、ほとんどの学校
で行われていない。人材不足については、学校が行政・消費者団体等の出前講座等を活用することで
補えると考えられるが、学生に対する直接教育のほか、教員等に対する研修への活用により、より効
果的に消費教育が促進されると思われる。

(4) 既存の活動の体系的整理
ここでは、限られた資源を有効に活用し、各主体が有機的に連携して法の趣旨に基づく消費教
育を推進していくために、各主体の取組状況を「イメージマップ」の発達段階と重点領域それぞれ
の枠組に当てはめることにより、取組の重複や不足を把握するものである。
ア

発達段階別
発達段階別の整理では、まず、幼児期における取組が全体的に薄くなっている現状がある。また、

幼児期においては、そのライフステージの特徴からも家庭内での消費教育が重要になると考えられ
るが、その前提となる保護者に対する消費教育も不足している。
小学校、中学校、高校生期においては、学習指導要領に基づき、学校において実施されることに
なる。授業づくりなどにおいて、校内の連携とともに、外部講師や県、市の消費生活センター等が
実施する出前講座の活用などの地域社会との連携により、一層消費教育を充実させることができる
可能性がある。幸い、行政、消費者団体等の各主体において、各種出前講座や講師派遣の制度が用
意されていることや、地域によっては学校支援の体制が整っていることから、これら既存の取組と
の連携充実が求められる。加えて、消費生活に関する情報提供や研修会の開催等、児童や学生に消
費教育を行う教員に対する支援の充実も検討項目として考えられる。
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また、金銭的には自立していない時期であるため、実施が不足している幼児期同様、保護者に対
する消費教育を充実させることが必要である。
成人期については、各主体において、啓発活動、講座等が幅広く行われており、特に高齢者に対
しては、行政、消費者団体において、充実した取組がなされている。今後も効果的な広報と推進法
の理念に沿った内容の取組を充実させていくとともに、様々な支援が必要となる高齢者や障害者に
関しては、県と各市町の福祉担当部局を中心に「高齢者の見守りネットワーク」が構築されている
ことから、このネットワークと連携し、民生委員等支援を行う者に対する情報提供や啓発、研修等
の充実を検討する必要がある。
一方、若者に対しては、大学等における取組実績が少ない状況にあることから、今後は、実社会
に出る直前の大学生等に対する消費教育の取組について検討していく必要がある。
発達段階全般において、各種団体では、発達段階に応じた様々な教材等を作成していることから、
これら教材等の有効活用についても検討の余地がある。

静岡県における消費教育の推進に向けて（発達段階別）

各期の特徴
消費教育の
主体

※不足していると思われる事
項及び今後取り組む事項

※現在取り組んでいる事項

幼児期

小学校期

中学生期

様々な気づきの体験を
通じて、家族や身の回
りの物事に関心をも
ち、それを取り入れる
時期

主体的な消費者行動、
社会や環境の興味を通
して、消費者としての
素地を形成される時期

高校生期

成人期
特に若者

成人一般

特に高齢者

生涯を見通した管理や
精神的ににも経済的に 個々の状況に応じ、周
消費者行動の範囲が広
生活全体において自立
計画の重要性、社会的
も自立し、持続可能な 囲の支援を受ける場面
がり、権利と責任を理
を勧め、消費者として
責任を理解し、主体的
社会を実現すべく市民 はあるものの持続可能
解し、トラブル解決能
のライフスタイルや価
判断力を高め、国際的
としての役割を担う時 な社会形成の牽引力と
力を育む時期
値観を確立する時期
な視点も養う時期
期
なる時期

学校訪問講座等による取 各種講座や研修等が充実
幼児に対する教育は、消 ・新学習指導要領の内容で十分なのか、それ以上に取り組む必要があるのか
組があるが、大学におけ しているので、更なる広 高齢者の見守り者に対す
現状を踏まえた課題と 費者団体が一部の地域で
・家庭での消費教育も重要であり、子を持つ親への啓発が必要
る実績は少ないので、 報と推進法の理念に沿っ る情報提供、啓発、研修
今後の取組の方向性 実施しているが、全県的
・地域による学校支援の推進
ニーズを掘り起こすＰＲ た内容の取組を充実させ 等の充実
に行われていない。
等が必要となる。
る必要がある。
県庁内各課及び出先機関における消費教育関連事業の実施
（環境、食育、国際理解、防災、人権、動物愛護、ものづくり 等）
「くらしのめ（若者特集号)」による啓発

行政（県）

大学における消
費教育の推進
(情報提供、啓
発、研修等)

「消費者月間」等集中啓発
「消費者ホーム講座」の実施
「くらしのめ（定例号)」、「くらしのめ～ル」による啓発

「商品テスト実習講座」、「訪問講座(児童クラブ・学校・企業)」の実施(県民生活ｾﾝﾀｰ)

行政と教育委員
会との連携強化
(人材養成、授業
づくり等)

教員研修会の
充実(県民生
活センター)

教育委員会（学校教
育）

地域による学校支
援の推進(学校支
援地域本部事業等
の活用)

教育委員会（社会教
育）

新学習指導要領に基づく消費教育の実施

公民館における消費教育関連講座の実施

「くらしのサポーター養成講座」の実施(県との連携)

子どもの保護
者を対象とした
消費者教育の
実施の検討

幼児への消費教
育の推進(出前講
座の拡充)

社会的責任（ＣＳＲ）の一環として消費教育活動の実施(事業者)

地域における
啓発活動の全
県的な取組

「消費者フォーラム」の実施

「地域消費者生活講座」の実施(県との連携)
機関紙・情報誌・ＨＰによる啓発活動

「高齢者啓発事業」の
実施(県との連携)

「小冊子」配布による啓発活動の実施（県労働者福祉協議会）

労働組合のない小規
模事業所における消
費者教育の検討（県
労働者福祉協議会）

事業者及び事業者
団体

法曹関係団体

公民館におけ
る講座の消費
教育視点での
再整理

「静岡県のケータイルール」講座の実施(保護者)

保育園、小中学校、放課後児童クラブなどでの出前講座の実施

消費者団体
(県消費者団体連
盟)

「くらしのめ(高齢者特集号)」
による啓発

消費教育講
師養成講座
の実施

授業内容の工
夫(学校と地域
との連携)

「静岡県のケータイルール」講座の実施

ィ

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
・
商
品
等
の
安
全
・
生
活
の
管
理
と
契
約
・
情
報
と
メ
デ

労使が協力して行う消費教育の実施（事業者）
労働教育に関する講習会の開催（県経営者協会）

法教育委員会活動（裁判所見学、ｼﾞｭﾆｱﾛｰｽｸｰﾙ、県教委開催研修会への講師派遣）：県弁護士会
高校生、大学生を対象とした法律講座・企業団体を対象とした出張法律講座：県司法書士会
出張法テラスの実施：日本司法支援センター静岡地方事務所

消費者教育推進法
ＱＡを活用した啓発
活動の検討（県弁護
士会）

「予防法学」に基づい
た消費教育の実施の
検討（県司法書士会）

小・中･高・大学生等向けのおかねに関する講座への金融広報アドバイザーの派遣

静岡県金融広報委

ア 員会

金融教育研究校の指定・活動支援

※イメージマップ(12 ページ参照)をもとに作成

イ

重点領域別
重点領域別の整理では、これまで「商品等の安全」
「生活の管理と契約」
「情報とメディア」の領域

において、各主体が、啓発事業や出前講座など各主体の特性や役割に応じて、様々な取組を実施して
きたところである。
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「消費者市民社会の構築」の領域においては、現在のところ、「消費者市民社会」という言葉が定
着していない状況から、直接関連した取組は少ない。今後は、啓発の充実により、
「消費者市民社会」
という言葉を定着させ、理解を深めていくとともに、消費者市民社会の構築と関連付けた講座の実施
などが求められる。その際、消費者市民社会の形成者としての能力をどう育てていくのかということ
を念頭に検討する必要がある。
消費教育の担い手の確保という点は、全ての領域で課題になると思われるが、各主体が実施してい
る出前講座や講師派遣の取組の活用や、地域における学校支援の取組などの活用など、地域の人材を
掘り起こしていくことがポイントとなる。
静岡県における消費教育の推進に向けて（重点領域別）

※現在取り組んでいる事項

教育員会
(学校教育)

行政(県)

教育員会
(社会教育)

消費者団体
(県消費者団体連盟)

事業者及び
事業者団体

※不足していると思われる事
項及び今後取り組む事項

法曹関係団体

静岡県
金融広報委員会

重点領域
消
費
者
市
民
社
会
の
構
築
商
品
等
の
安
全
生
活
の
管
理
と
契
約

ィ

情
報
と
メ
デ
ア

消費がもつ
消費がもつ
影響力の理解
影響力の理解

「消費者フォーラム」の
実施
「消費者月間」
等集中啓発

持続可能な
消費の実践

消費者の参画・
協働
商品安全の理解
と危険を回避する
能力

トラブル対応能力

幼児への消費教
育の推進(出前
講座の拡充)
「くらしの
め」、「くらし
のめ～ル」
による啓発

「商品テスト
実習講
座」、「訪問
講座(学校・
企業)」の実
施(県民生
活ｾﾝﾀｰ)

契約への理解と
考える態度

生活を設計・管
理する能力

行政と教育委員会
との連携強化(人材
養成、授業づくり等)

「消費者
ホーム講
座」の実施

公民館における
講座の消費教
育視点での再
整理

教員研修会の
充実(県民生
活センター)

県庁内各課
及び出先機
関における
消費教育関
連事業の実
施
（環境、食
育、国際理
解、防災、人
権、動物愛
護、ものづく
り 等）

保育園、
小中学
校、放課
後児童ク
ラブなどで
の出前講
座の実施

公民館における消費
教育関連講座の実
施
「地域消費
者生活講
座」の実施
(県との連
携)

授業内容の工
夫(学校と地域
との連携)

消費者教育推進
法ＱＡを活用した
啓発活動の検討
（県弁護士会）

労働組合のない
小規模事業所に
おける消費者教
育の検討（県労働
者福祉協議会）

地域における啓
発活動の全県的
な取組

新学習指導要領に基
づく消費者教育の実
施

社会的責任（ＣＳＲ）の
一環として消費教育活
動の実施(事業者)

機関紙・
情報誌・
ＨＰによる
啓発活動

「小冊子」配
布による啓
発活動の実
施（県労働
者福祉協議
会）

労使が協力
して行う消
費教育の実
施（事業者）

法教育委員会活動
（裁判所見学、ｼﾞｭﾆｱ
ﾛｰｽｸｰﾙ、県教委開
催研修会への講師
派遣）：県弁護士会
高校生、大学生を対
象とした法律講座・企
業団体を対象とした
出張法律講座：県司
法書士会
出張法テラスの実
施：日本司法支援セ
ンター静岡地方事務
所
「予防法学」に基
づいた消費教育
の実施の検討（県
司法書士会）

小・中･高・大学生等向
けのおかねに関する
講座への金融広報ア
ドバイザーの派遣

金融教育研究校の指
定・活動支援

地域による学校支
援の推進(学校支
援地域本部事業等
の活用)

情報の収集・発
信・活用能力
消費生活情報に
対する批判的思
考力

「静岡県のケータイ
ルール」講座の実施

情報社会のルー
ルやトラブルの理
解

全ての領域に共通する取組
ほか

大学における消費教
育の推進(情報提供、
啓発、研修等)

子どもの保護者を
対象とした消費者
教育の実施の検
討

消費者教育講師養
成講座の実施

労働教育に関する講
習会の開催（県経営者
協会）

※イメージマップ(12 ページ参照)をもとに作成

コラム 地域防災力向上人材育成事業【県】
切迫性が強く指摘されている東海地震等の大規模災害に備えて、地域防災の中心的な担い手となる人材を計画的、
継続的に育成するため人材育成を行っています。
平成 22 年度からは、新たに｢ふじのくに防災マイスター｣、｢ふじのくにジュニア防災士｣、｢ふじのくに地域防災指
導員｣、｢ふじのくに災害ボランティアコーディネーター｣の認証制度を創設し、災害発生時に自らの判断で的確な判断
ができる人材を育成しています。

消費教育の
切り口

¾

防災教育を通じた非常時にも適切な消費行動がとれる消費者の育成。
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５

学識経験者からみた本県消費教育の現状と課題

(1) 静岡県による消費者教育施策に関して(静岡大学
ア

色川

卓男)

消費者教育推進上の課題
21 世紀に入って、国の消費者教育に関する施策は、着実に進展しつつある。各種、実態調査や様々
な調査研究、教材作成、消費者教育体系シート及びイメージマップ、消費者教育ポータルサイト、消
費者教育推進会議、文科省による消費者教育フェスタなど、多くの事業が行われている。さらに 2012
年には、消費者教育推進に関する法律(以下では推進法と略す)が成立し、地方には、これまで以上に
消費者教育の推進が期待されているところである。しかし、地方からみると、「推進法を所管する地
方の行政部局はどこになるのだろうか」等、国の動きに対応していくには様々な問題点がある。
かなり範囲の広い消費者教育の射程に対して、消費者行政部局を中心として県はどう対応していくべ
きなのか、また厳しい現状をふまえた上で、どのような施策を考えなければならないのか、さらに県
と市町との役割分担をどうすべきという３つの課題があげられる。

イ

県に期待すること
①

消費者行政部局に対して
まず行うべきことは、県庁組織内の実態把握及び連携の促進である。県庁組織内の消費者教育に
関わる教材・資料等を収集して、イメージマップに沿って位置づけてみることが考えられる。次に
必要なのは、県による消費者教育施策の歴史を把握し、過去の施策を評価、検証した上で、今後の
施策を検討していくことである。過去の施策がうまくいかなかったとするならば、なぜ、うまくい
かなかったのかというところから学ばないと、今後の施策を検討できない。
最後に県と市町との関係である。県の消費者行政体制としては、センターオブセンターを目指し
ていると思われるが、消費者教育施策においてもセンターオブセンターとして位置づけられるよう
な取り組みが期待される。県でなければできないことは県で行い、市町でできることは市町で行え
るように県は支援という形で推進することが肝要である。あまりでしゃばらず、しかし市町の取り
組みを側面から、積極的に支援していくような体制が望まれる。

②

教育委員会に対して
消費者教育は様々な教育の一つという認識はその通りである。しかし特に先進的な取り組みを要
求しているのではなく、既に消費者教育関連事項が学習指導要領解説に記載されている家庭科、社
会科等において、実態としてしっかり行われていないという点が問題なのであり、それをふまえて
どう推進すべきかを考えていくことが、最初の段階として、消費者教育推進法が施行されている今、
教育委員会に求められている課題なのである。

ウ

消費者教育推進上の留意点
施策を推進する場合には、決して施策の本数で競うのではなく、施策の質に留意していただきたい。
例えば、今後、学校教員に対する消費者教育研修の回数が定期的に多くなることよりも、研修の仕組
み、研修内容や人数、参加者による評価等からみて、質の高い定期的な研修がたとえ１回でも行われ
ることの方が重要なのである。
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静岡県は、地方消費者行政が始まった 1970 年代当時、全国的にも先進県といわれてきた。しかし
現状では、市町の行政体制も含めると、並の県になってしまっている。昔は先進県であったという誇
りを、また今、取り戻すことが、少なくとも消費者教育推進に関しては求められているのではないだ
ろうか。
今後の静岡県による消費者教育施策に対する取り組みに、私は期待している
(2) 消費者教育推進法をふまえた地方消費者行政の在り方について（椙山女学園大学 東

珠実）

本報告書のはじめに掲げたとおり、昨年、消費者教育推進法が成立した。ここでは、同法にみる地方
公共団体の役割を改めて総括し、本県の消費教育の現状と課題を整理する。
ア

消費者教育推進法の基本理念等と地方消費者行政
消費者教育推進法における最大の特徴は、消費者教育を「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」とした上で、「消費者市民社会の形成」に寄与できる消費者の育成を、そこ
に含意している点にある。これについて、本県では、すでに従来の消費者教育に社会的価値行動をと
ることのできる観点を含めた「消費教育」の推進をめざしており、先駆的な施策の展開が期待される。
また、同法の基本理念には①実践的な能力の育成、②消費者市民の育成支援、③ライフステージや年
齢、障害等の特性への配慮、④学校、地域、家庭、職域等の場の特性に応じた方法及び多様な主体の
連携、⑤消費生活行動が現在及び将来にわたり内外の社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関す
る情報提供、⑥災害その他の非常事態に関する知識、理解の深化、⑦環境教育、食育、国際理解教育
等に関する施策との連携などが挙げられている。これらは地方消費者行政の課題ともいえるが、本報
告書の２～４でみたとおり、すでに本県においては、その検討が進められている。

イ

消費者教育推進法における地方の責務と実施事項
消費者教育基本法において、地方公共団体は、社会経済的状況に応じた施策の策定・実施を責務と
し、学校、大学等、地域における消費者教育の推進や人材の育成等を義務としている。さらに、都道
府県及び市町村の消費者教育推進計画の策定、教材の活用等、調査研究、情報の収集、消費者教育推
進地域協議会の設置などが、努力義務とされた。本県では、まさに本報告書が消費者教育推進計画の
策定の基礎資料となる。また、学校、大学等、地域における消費者教育の推進については、教材や人
材育成の問題も含め、すでに着手されており、本報告書の５において具体的な提案が示された。一方、
消費者教育推進地域協議会や、消費者教育に関する調査研究、先進的な取組等の情報の取集・提供に
関するしくみづくりなどについては、具体的・直接的な検討は不十分である。今後の課題といえよう。

ウ

消費者教育推進法をふまえた地方消費者行政の在り方
以上をふまえ、今後の地方消費者行政の在り方について、次の２点を重視したい。
①

消費者の自立と消費者市民社会の実現を基軸とする地方消費者行政への転換及び消費者市民
教育への集中的・重点的な取組

②

国と地方の「重層性」と地方（域内）の「多様性」に配慮した地方消費者行政の展開
消費者市民教育としての消費者教育をいかに展開すべきかは、地方消費者行政の喫緊の課題であ
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る。また、今後、地方消費者行政を推進するにあたっては、国と県、県と市町村の重層性や、同じ
域内であっても、それぞれの市町村には固有の問題や特徴があるという多様性を踏まえ、「現場」
に応じたきめ細やかで柔軟性のある施策を展開すべきである。
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６

静岡県における消費教育の推進に向けて【提案】
本章では、前章の「各主体における消費教育の取組」「消費教育関連事業の状況」及び「学識者
からみた本県の消費教育の現状と課題」を踏まえた上で、平成 25 年度に公表される予定の国の基
本方針を踏まえ策定を目指す｢静岡県消費教育推進計画｣を念頭に、今後の県の消費教育の具体的な
方向性について、ふじのくに消費教育研究会として提案するものである。

(1) 推進の方向性
ア

本県の消費教育のめざす姿
静岡県消費者行政推進基本計画に掲げる「くらしの理想郷“ふじのくに”」とは、消費者が確か
な目で、“本物”の商品・サービスを選択することで、消費者を第一に考える事業者により適正な
事業活動が展開され、よりよい商品・サービスが循環する地域社会である。
この「くらしの理想郷“ふじのくに”」を実現するためには、確かな目で本物を見極めることが

でき、自ら考え行動できる「自立する消費者」の育成が重要であるため、消費教育の積極的な推進
が必要である。推進に当たっては、国が掲げる目標に準拠し、以下に掲げる消費者の諸能力を育む
ことを目標とすべきである。
①消費者の権利と役割及び消費者の自立について理解し、それに基づいた意思決定と消費行動
ができる能力を育む。
②消費生活の安全・安定の確保と向上を図るため、消費生活に関する基本的な知識・技能を習
得し、これらを活用して、将来を見通した合理的な意思決定や生活設計を行い、消費者被害
等を回避し、必要に応じて他者と協力しながら問題解決ができる能力を育む。
③持続可能な社会の実現に向けて、自分の行動と社会経済との関連を意識し、持続可能な社会
へ寄与する消費生活を実践するとともに、諸課題について他者と協力して取り組むことがで
きる能力を育む。
本県の消費者行政推進基本計画に掲げる「くらしの理想郷“ふじのくに”
」は、｢ヒト｣、「モノ」
を大切にし、徳のある人が物心ともに豊かに暮らせる「富国有徳の理想郷“ふじのくに”」を実現
するため設定された目指す姿であるが、消費者市民社会の考え方からすれば、本県消費教育の取組
成果は、この地域にとどまるものではなく、国内外の社会経済情勢や地球環境にまで波及していく
ことを念頭に取り組んで行く必要がある。
イ

本県ではどのような消費者を育成していくのか
消費者を取り巻く社会・経済状況は、日々大きく変化しており、消費者自身が、個々の特性及び

消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画できるよう
な消費者を育てる教育が求められている。
本報告書では、既に、静岡県総合計画において目指す消費者像「環境に配慮し、モノ(注 3)を大切
にする生活等、社会的価値行動ができる消費者」は、消費者教育推進法で描かれた「主体的に消費
者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与する」消費者像と違いはないことを確認した。
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そこで、研究会が提案する本県の消費教育が目指す消費者像を「社会的価値行動ができる消費者」
とし、それは、「消費生活に関する知識を習得し、適切な行動に結び付けることができる消費者、
かつ、消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に
寄与することができる消費者」とする。

(注 3) 本県では、単にヒトと言う場合、県総合計画における｢ヒト、モノ、大地の資源｣など生産要素又は経営資源といった
手段としての意味を持たせるため、カタカナで表記している。一方、｢ものづくり｣という際の｢もの｣は生産活動により
付加価値を持った成果物としての概念であり、静岡県総合計画における表記を準用している。

(2) 消費者市民社会の形成者としての能力の育成について
消費教育体系化における本県特有の目標設定
対象領域及びライフステージの分類と分類に応じた目標設定は基本的には国に準拠するが、県総合計
画や県消費者行政推進基本計画を踏まえ、対象領域とその目標設定に、以下のとおり本県特有の項目を
取り入れることとする。
ア

「「命」を守る危機管理」の反映
「富国有徳の理想郷“ふじのくに”」のグランドデザインとして、４つの戦略体系「１

「命」

を守る危機管理」
「２ “ふじのくに”の徳のある人材の育成」
「３ “ふじのくに”の豊かさの実
現」「４

“ふじのくに”の自立の実現」を設定している。

特に本県では、予想される東海地震に備えた危機管理体制を充実させることが極めて重要であり、
「１

「命」を守る危機管理」を“ふじのくに”づくりの最も大切な基礎と位置付けているため、

消費教育の推進に当たっても切り口のひとつに盛り込むべきである。
また、消費者教育推進法第３条の基本理念でも、「非常事態における消費生活に関する知識と理
解を深めること（第６号）」を規定しており、東日本大震災の経験を踏まえた消費者教育の推進を
求めている。そこで、「「命」を守る･･･」を減災・防災のみと限定的に捉えるのではなく、生活全
体で包括的に捉えて、対象領域「（ウ）生活の管理と契約」の目標に位置付けることとする。
対象領域

目

標

(ウ)生活の管理と契

また、危機管理に関する情報を収集、理解し、災害時において、また災害に備

約

えて適切な消費行動をとれる力
イ

「ものづくり県・静岡県」の反映
本県は、県内総生産が国内総生産の約３％を占め、製造品出荷額規模全国３位(平成 22 年度)の
ものづくり県である。また、県内で生産される農産物は、全国１位の生産品目数を誇っており、林
業、水産業においても豊かな資源の恩恵に供している。こうした活発な経済活動の成果として、１
人当たり県民所得水準も近年全国５位(平成 21 年度)を維持している。
県消費者行政推進基本計画の知事巻頭言では、「消費者が、確かな目で本物を見極めモノを大切
にすることにより、心豊かなより良いライフスタイルを築くとともに、事業者は「ものづくり」に
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おいて、消費者にいかに良い使われ方をするかを第一に考え、人々の暮らしや生き方の質の向上を
意識して活動することで、経済や産業の活力向上にもつながる。」と記載されている。
さらに、県総合計画では、｢ヒト｣｢モノ｣｢大地｣の３つの資源を新たな視点で組み合わせて活用す
る｢ものづかい｣の考え方が“ふじのくに”の豊かさの実現に必要であるとしている。
こうしたことからも、ものづくり県における本県の消費教育においては、特に「モノを大切にす
る」という視点を盛り込むべきであり、
「（ア）消費者市民社会の構築」の目標に位置付けることと
する。
対象領域

目

標

(ア)消費者市民社会

また、モノの使い方を理解し、大切にする心を育み、豊かな消費生活の向上に

の構築

つなげることができる力

なお、上記本県特有の目標設定については、本報告書 12 ページに掲載した｢イメージマップ｣にも
反映させることとし、｢県消費者教育推進計画｣を策定する際に、活用していくことが望ましい。本報
告書では、イメージマップ案としての掲載にとどめるが、内容について、今後の議論に委ねたい。
＜消費者教育が対象とする領域とそれぞれの目標(10 ページ参照)＞に本県特有の目標を設定し作成
対象領域

目

(ア)消費者市民社会
の構築

標

自らの消費が環境、経済、社会及び文化等の幅広い分野において、他者に影
響を及ぼし得るものであることを理解し、適切な商品やサービスを選択できる
力
持続可能な社会の必要性に気づき、その実現に向けて多くの人々と協力して
取り組むことができる力
消費者が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、主
体的に社会参画することの重要性を理解し、他者と協働して消費生活に関連す
る諸課題の解決のために行動できる力
また、モノの使い方を理解し、大切にする心を育み、豊かな消費生活の向上
につなげることができる力

(イ)商品の安全

商品等に内在する危険を予見し、安全性に関する表示等を確認し、危険を回
避できる力
並びに商品等による事故・危害が生じた際に、事業者に対して補償や改善、
再発防止を求めて適切な行動がとれる力

(ウ)生活の管理と契
約

適切な情報収集と選択による、将来を見通した意思決定に基づき、自らの生
活の管理と健全な家計運営ができる力
並びに契約締結による権利や義務を明確に理解でき、違法・不公正な取引や
勧誘に気づき、トラブルの回避や補償や改善、再発防止を求めて適切な行動が
とれる力
また、危機管理に関する情報を収集、理解し、災害時において、また災害に
備えて適切な消費行動をとれる力
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(エ)情報とメディア

高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し、情報の収集・発
信により消費生活の向上に役立て得る力
並びに情報、メディアを批判的に吟味して適切な行動をとるとともに個人情
報管理や知的財産権保護等、メディアリテラシーを身に付け、活用できる力

＜イメージマップ(本県独自の目標設定)案＞
(消費者教育の体系イメージマップ(12 ページ参照)に本県特有の目標設定を追加し作成。)
幼児期
各期の特徴

重点領域

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

商
品
等
の
安
全

生
活
の
管
理
と
契
約

ィ

情
報
と
メ
デ
ア

様々な気づきの体験を
通じて、家族や身の回
りの物事に関心をも
ち、それを取り入れる
時期

小学校期

中学生期

高校生期

生涯を見通した管理や
主体的な消費者行動、 消費者行動の範囲が広
計画の重要性、社会的
社会や環境の興味を通 がり、権利と責任を理
責任を理解し、主体的
して、消費者としての 解し、トラブル解決能
判断力を高め、国際的
素地を形成される時期 力を育む時期
な視点も養う時期

消費がもつ
消費がもつ
影響力の理解
影響力の理解

おつかいや買い物をす
すんでしてみよう

消費を、めぐるものとお
金の流れを考えよう

消費者行動が環境や
経済に与える影響を考
えよう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響を考えよう

持続可能な
消費の実践

ゴミを少なくする工夫を
考えて行動しよう

環境にやさしいくらしを
しよう

地域や内外の社会に
やさしいくらしをしよう

消費者の参画・
協働

協力することの大切さ
を知ろう

身近な消費者問題に
目を向けよう

モノを丁寧に扱おう

商品安全の理解
と危険を回避する
能力

成人期
特に若者

成人一般

精神的ににも経済的に
生活全体において自立
も自立し、持続可能な
を勧め、消費者として
社会を実現すべく市民
のライフスタイルや価
としての役割を担う時
値観を確立する時期
期

特に高齢者
個々の状況に応じ、周
囲の支援を受ける場面
はあるものの持続可能
な社会形成の牽引力と
なる時期

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響を考える習
慣をつけよう

生産・流通・消費・廃棄
が環境、経済、社会に
与える影響に配慮して
行動しよう

消費者行動が環境、経
済、社会に与える影響
に配慮することの大切
さを伝え合おう

国内や国際的地球規模
の環境、経済、社会に
関心をもち、持続可能な
社会を目指そう

持続可能な社会を目指
したライフスタイルを探
そう

持続可能な社会を目指
したライフスタイルを実
践しよう

持続可能な社会に役立
つライフスタイルについ
て伝え合おう

身近な消費者問題や
社会課題の解決につ
いて考えよう

身近な消費者問題その
他の社会課題の解決に
協働して取り組もう

消費者問題その他の社
会課題の解決に向けた
行動の場を広げよう

地域や職場で協働して
消費者問題その他の社
会課題を解決しよう

支え合いながら協働し
て消費者問題その他の
社会課題を解決しよう

本物にふれ、モノの価
値を理解しよう
ものづくりを体験しよう

消費行動がものづくり
に与える影響を考えよ
う

自分や社会にとって、
よりよいモノとは何か
考えよう

よりよいモノを選択する
消費行動をとる習慣を
つけよう

よりよいモノを選択する
消費行動を実践しよう

よりよいモノを選択する
消費行動について伝え
合おう

くらしの中の危険や、も
のの安全な使い方に気
づこう

危険を回避し、ものを
安全に使う手がかりを
知ろう

危険を回避し、ものを
安全に使う手段を知ろ
う、使おう

安全で危険の少ないく
らしと消費社会を目指
すことの大切さに気づこ
う

安全で危険の少ないく
らし方をする習慣をつ
けよう

安全で危険の少ないく
らしと消費社会をつくろ
う

安全で危険の少ないく
らしの大切さを伝え合
おう

トラブル対応能力

困ったことがあったら身
近な人に伝えよう

困ったことがあったら身
近な人に相談しよう

トラブルの解決や法律
や制度、相談機関を知
ろう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
法を知ろう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
する習慣をつけよう

トラブル解決の法律や
制度、相談機関の利用
しやすい社会をつくろう

支え合いながらトラブ
ル解決の法律や制度、
相談機関を利用しよう

契約への理解と
考える態度

約束やルールを守ろう

約束や規則の大切さを
知り、考えよう

契約とそのルールを知
り、よりよい契約の仕
方を考えよう

契約とそのルールを活
用し、よりよい契約の
仕方を目指そう

契約の内容・ルールを
よく確認して契約する
習慣をつけよう

契約とそのルールを活
用し、くらしに生かそう

契約トラブルに遭遇し
ない暮らしの知恵を伝
え合おう

欲しいものがあったとき
は、よく考え、時には我
慢することをおぼえよう

消費に関する生活管理
のスキルを身につけよう
お小遣いを考えて使おう

消費に関する生活管理
のスキルを活用しよう
買い物や貯金を計画的
にしよう

生活設計を立ててみよ
う
経済的危機への対応
を知ろう

生涯を見通した計画的
なくらしを目指して生活
設計・管理を実践しよう

経済社会の変化に対応
し、生涯を見通した計
画的なくらしをしよう

生活環境の変化に対
応し支え合いながら生
活を管理しよう

災害時に適切な
消費行動をとれ
る力

あわてないで行動しよ
う

普段から、あわてない
で行動しよう

普段と違う状態でも、
あわてず冷静な行動を
しよう

非常時に落ち着いて消
費行動をしよう

日ごろから非常時に備
えた消費行動をしよう

冷静な消費行動の大
切さを伝えよう

情報の収集・発
信・活用能力

身の回りのさまざまな
情報に気づこう

消費に関する情報の集
め方や選択の大切さを
知ろう

消費生活に関する情
報の収集と発信のス
キルを身につけよう

情報と情報技術の適
切な利用法や国内だ
けでなく国際社会との
関係を考えよう

情報と情報技術を適
切に利用する習慣を
身につけよう

情報と情報技術を適
切に利用するくらしを
しよう

支え合いながら情報と
情報技術を適切に利
用しよう

消費生活情報に
対する批判的思
考力

身の回りの情報から
「なぜ」「どうして」を考
えよう

消費生活情報の目的
や特徴、活用の仕方を
知ろう

消費生活情報の収
集、評価、選択を通じ、
意思決定の大切さを
知ろう

消費生活情報の適切
な活用と意思決定のプ
ロセスや社会との関連
を理解しよう

消費生活情報を主体
的に吟味する習慣をつ
けよう

消費生活情報を主体
的に評価して行動しよ
う

情報社会のルー
ルやトラブルの理
解

自分や家族の情報を
守ることの大切さに気
づこう

自分や知人の個人情
報を守ろう
情報社会のマナーを知
ろう

情報社会のルールを
知ろう、使おう
情報社会のルールを
守ろう

トラブルが少なく、マ
ナーが守られる情報社
会を目指そう

情報社会のルールと
マナーを実践する習慣
をつけよう

本物を見極めモ
ノ（注）の使い方を
理解し、大切に
する心を育む

生活を設計・管
理する能力

非常時の消費行動を
考えてみよう
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トラブルが少なく、マ
ナーが守られる情報
社会をつくろう

支え合いながら消費生
活情報を上手に取り入
れよう
支え合いながら、トラブ
ルがなく、マナーが守ら
れる情報社会をつくろう

(3)

多様な主体の連携と関連教育との有機的連携

ここまでの整理の中で、多様な主体の存在が明らかになったが、今後はこの主体同士の連携のあり方
が消費教育の広がりを図る上で重要なポイントとなる。
また、本県においては、行政、地域、事業者等において、環境教育、食育、国際理解教育、防災教育
その他消費教育に関連した教育が数多く実施されていることから、これらを消費教育の視点で検証・整
理し、連携することで、効果的な消費教育を実施することができると考えられる。
多様な主体の連携と関連教育との有機的連携を図るためには、県と県教育委員会との連携や各地域に
おけるコーディネート機能が必要となる。以下、県民生活課、県民生活センター、市町消費生活センタ
ー等、教育委員会の役割を踏まえ、各消費教育の場における連携と消費教育の推進について整理する。
ア

学校における消費教育の推進
学校における消費教育については学習指導要領に示された目標や内容に基づき、家庭科や社会

科等において実施されている。消費者をめぐる社会環境や児童生徒の日常生活の変化を踏まえ、
指導の一層の充実が求められる。
新たに取り組むということではなく、現在行われている様々な教育活動を、消費教育の視点か
ら捉え直し、活用していくという視点が重要である。例えば、環境教育、食育、情報教育、キャ
リア教育、国際理解教育、防災教育などについては、消費教育との関連が大きい。また、教科に
おける指導のみならず、道徳や学級活動における指導や地域社会との連携などにより、子どもた
ちが実践的な力を身に付ける学習の充実が求められる。
こうしたことから、学校教育全体で消費教育を行うため、校内における連携・調整の在り方に
ついての検討が必要である。
学校における消費教育を一層充実させるためには、地域で学校を支援する仕組みづくりを促進
し、地域住民や児童生徒の保護者、学生、社会教育団体、ＮＰＯ、企業など外部機関等と連携し
ていくことも重要な視点である。各学校においては、児童生徒の関心を高めるため、消費をめぐ
る地域社会の実情を踏まえて、情報の活用や専門家との連携を求めている。
一方で、各学校は、外部機関等と連携を推進するための組織体制のあり方や時間の確保に課題
を抱えている。そのため、県教育委員会と県民生活課が連携・協働して、専門的、実践的知識を
有する地域の人材や情報へのアクセス方法、ネットワークづくり等、具体的な学校への支援のあ
り方を検討し、全県的な推進体制を構築することが求められる。
学校における消費教育への支援内容としては、県民生活センターの保有する消費生活に関する
情報の共有、出前講座の活用促進、さらに学校の求めるニーズに対応した講座等メニューの開発、
人材の養成などが考えられる。
また、消費者教育推進法第 11 条第２項で「教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実す
るため、教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければならない」とあるよ
うに、教員への計画的な研修に向けた体制づくりが必要である。
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イ

大学等における消費教育の推進
大学等における消費教育は、｢自立消費者及び職業人育成のための教育と専門的人材育成のため

の教育があるが、現状はどちらも不十分である｣（文部科学省報告書より）。静岡大学色川教授へ
のヒアリングによれば、自立消費者及び職業人育成のための教育は、例えば、静岡県が大学に対
し、半期のカリキュラムと派遣できる講師を大学に提示するなどの支援があれば導入可能性があ
るが、専門的人材育成のために教育学部教員養成課程において全教員志望者に消費教育を受講さ
せるとなると、現段階では難しい面が多いことが明らかとなっている。
県民生活課では、今年度県内の大学等の実態調査を行ったが、その結果を分析した上で、大学
に対する教養教育に静岡県としてできる内容を明らかにし、積極的な支援を行う必要がある。ま
た、大学の教職員のための研修の機会についても、検討を要する。
ウ

地域における消費教育の推進
各地域において各主体間の連携や関連教育との有機的な連携を図るためには、消費教育のニー

ズや各主体がどのような活動をしているのかという実情を把握した上で、消費教育の実施主体と
客体とのマッチングや関係者の情報共有等を行うコーディネート機能が必要とされる。そのため、
広域での消費教育の拠点として、県民生活センターの果たす役割が期待されるが、各市町域にお
いては、市町の消費生活センター等がコーディネート機能を担っていくことが求められる。
地域の中でも、特に高齢者や障がい者等に対する消費教育については、現在も消費者団体等を
通じて幅広く行われている。くらしのサポーター養成講座の修了生等を活用しながら、消費教育
の担い手層をいかに厚くしていくかが一つの課題である。
消費者教育推進法第 13 条では、民生委員、社会福祉士、介護福祉士、その他の高齢者、障がい
者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、情報の提供
その他の必要な措置を講じなければならないとしており、これらの専門職等を消費教育の担い手
として明確に位置付け、既存の高齢者の見守りネットワーク等を活用しながら、積極的な展開が
必要となる。
また、学校、事業所等に所属しない県民に対しては、家庭や地域の中で、消費生活に関する情
報を取得できるよう、関係機関は広く情報提供を行うことが求められる。
消費者教育推進法第 13 条第２項では、「公民館その他の社会教育施設等において消費生活セン
ター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費教育が行われるよう、必要な措置を講じな
ければならない」とある。社会教育委員、社会教育主事が研修等により消費教育の理解を深め、
消費教育の担い手（講座企画者）になるよう、教育委員会社会教育課と県民生活課が相互に連携
して事業を実施することが肝要である。
エ

事業者による消費教育の推進
事業者が主体となって進める消費教育の推進については、ＣＳＲの一環として様々な取組が行

われているところであるが、生徒・児童に対しては、学校における消費教育とのマッチングが課
題である。今後は、県が事業者の取組状況の情報を、学校や地域に提供し、その活用を促進する
仕組みを作ることも有効である。
社会人に対しては、社会教育・生涯教育の一環としての消費教育の場も提供されているが、ま
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だまだ不十分である。これまでも事業所においては、労使が協力して従業員教育を展開してきた
例もあるが、労働者の資質向上が企業経営に、メリットをもたらすという前向きな視点を持って
今後も積極的な推進を図ることが望まれる。
(4) 国の施策との整合性
国では、消費者教育推進会議を平成 25 年３月に立ち上げ、平成 25 年６月を目途に、｢基本方針｣を示
すこととしており、この｢基本方針｣においては、消費者教育の推進の意義や基本的な方向に関すること
などが、定められることになっている。
本研究会においては、県総合計画を尊重し「消費教育」を使用してきたが、国の基本方針が示され、
それに基づく県消費者教育推進計画を策定していく中では、消費者教育推進法の「消費者教育」を使い、
本研究会の検討結果を踏まえて、県計画へ発展させていくべきである。
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おわりに
静岡県総合計画「富国有徳の理想郷“ふじのくに”のグランドデザイン」の基本方針で
ある「富国有徳」の考え方は、「徳のある人(注 4)が物心ともに豊かに暮らす、ヒトとモノを
ともに大切にする国や地域を実現しよう」というものである。
この考え方は、堅実な経済成長を実現しながら、県民誰もがよりよく暮らし、文化力を
高め、他を惹きつける魅力を磨くという理想郷づくりを目指すものであり、
「消費者市民社
会の構築」にも通じる考え方である。
一方、消費者市民社会とは、各人が消費者として、市民として主体的にその役割を果た
し、進んで行動する社会のことであり、連携協働によって実現するものである。この実現
のためには、県民一人ひとりが消費教育の当事者であることが自覚できるよう、まずは消
費教育について PR を行う必要がある。
さらに本県においては、現在、
「予防防災と経済成長を両立する地域づくり」を重点施策
として推進していることから、県民が真の豊かさを実感するためには、生活の安定、とり
わけ、災害等危機に対する備えと経済的な発展が重要な要素となる。
このため消費教育が対象とする領域目標に「危機管理」と「ものづくり」という観点を
加え、県総合計画の重点施策である「命を守る危機管理」と「ものづくり県・静岡県」を
本県独自の目標として設定し、消費教育を推進することで、効果的に「富国有徳の理想郷
の実現」＝「消費者市民社会の構築」が図られるのである。
本報告では、消費者庁が平成 25 年１月に公表した消費者教育の体系イメージマップも活
用しながら既存の活動の整理及び推進の方向性について検討してきた。この作業を通じて、
県の消費者行政部局が司令塔となり、必要な施策が過不足なく十分に実施できているかを
把握し、県庁内の他部門だけでなく、教育委員会や関連団体等と連携するための基礎固め
ができたと言えるのではないだろうか。
消費者市民社会の構築に向けて、あらゆる場面において、消費教育の機運が盛り上がっ
ていくことを願っている。そして、理想郷“ふじのくに”づくりの実現のため、県民一人
ひとりが、自分だけでなく周りの人々や次代を担う人々、内外の社会経済情勢や地球環境
にまで思いをはせて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加できるよう、本報告が静岡
県の消費教育の推進の一助となれば幸いである。

平成 25 年３月
ふじのくに消費教育研究会
座長
東 珠実
(注 4)

静岡県総合計画戦略体系に示された概念。自らの資質能力を伸ばし、多様な生き方や価値観を認め合い、かかわり合いながら、

より良い社会づくりに参画する未来を拓く人。
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【特別寄稿】
静岡県による消費者教育施策に関して
静岡大学

色川

卓男

１．はじめに
本稿は静岡県の消費者教育施策がさらに推進されることを期待して、具体的な対策についてまとめたも
のである。
21 世紀に入って、国の消費者教育に関する施策は、着実に進展しつつある。各種、実態調査や様々な調
査研究、教材作成、消費者教育体系シート及びイメージマップ、消費者教育ポータルサイト、消費者教育
推進会議、文科省による消費者教育フェスタなど、このように多くの事業が行われている。さらに昨年 2012
年には、消費者教育推進に関する法律(以下では推進法と略す)が成立し、地方には、これまで以上に消費
者教育の推進が期待されているところである。
しかし、地方からみると、国の動きに対応していくには様々な問題点がある。例えば、推進法を所管す
る地方の行政部局はどこになるのだろうか。おそらく多くの自治体では、消費者庁との絡みから考えて、
消費者行政部局となるのだろう、ところが多くの消費者行政部局の経験がある消費者教育の対象は、基本
的に悪質商法対策あるいはクーリングオフであり、消費者庁が示したような消費者教育イメージマップの
一部しか、関わっていない。
さらに、県の消費者教育施策と市町の消費者教育施策とは、どのような分担すべきなのだろうか。その
点もはっきりしない。このように少し見ただけでも、すぐにいくつかの問題点が浮かび上がるのである。
そこで小稿では、いきなり対策を述べるのではなく、前提として確認しておくべきことから述べた上で、
具体的な対応策について、まとめていきたい。
２．消費者教育施策の出発点
いったい消費者教育とは何だろうか。推進法第二条では、「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をいう」と述べられている。そして第三条
の冒頭では「消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができ
る実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。」という。これらから読み取れるの
は、
「消費生活に関する知識を習得」し、
「実践的な能力が育まれる」ということだ。もちろんこれに「消
費者市民社会」という概念が加わることになる。
しかしこれだけでは漠然としていて、消費者教育が何を指すのかが必ずしも明確ではない。そこで消費
者庁は具体的な枠組みを明らかにするために、今年度、消費者教育の体系シートを見直した、イメージマ
ップを公表している。イメージマップは、「消費者市民社会の構築」、「商品等の安全」、「生活の管理と契
約」、
「情報とメディア」という４つの視点から、人間の発達段階に沿って、その目標を提示している。こ
れらをみればわかるように、かなり広範な領域を消費者教育は含んでいることになる。ここからわかるこ
とは、悪質商法、クーリングオフのような被害防止・救済教育は、消費者教育のごく一部であることにな
る。ところが残念ながら、広範な消費者教育の領域を、どのような優先順位で指導すべきなのかは不明で
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あるため、おそらくすべてを指導しきれない現状の中で、個々の主体がそれぞれ何を優先するかを考慮し
て、推進しなければならないことになる。
他方、学校教育では、学習指導要領という別の枠組みがある。ここで示されていることを簡略化すると、
「適切な消費行動」、
「消費者の権利と責任」、
「契約」、
「持続可能な社会」、
「生活設計」などであり、イメ
ージマップを検討した体系化研究会でも議論があったように、イメージマップとは必ずしも整合性がない。
これらをふまえてまとめると、たとえ消費者教育推進法を消費者行政部局が主に担当するにしても、こ
れまであまり蓄積のない領域に対しても手を出さなければならないということである。これに対してどう
すべきかということがまず第一の課題である。
次にこれまでの取り組みについてである。消費者行政部局だけでなく、様々な消費者団体や事業者、あ
るいは学校においても消費者教育に取り組んでいる。おそらく研究会でもいろいろな事例が挙がったので
はないだろうか。ではそれで良いのか。そのまま推進すればうまく行くのだろうか。
消費者教育施策は、そんな甘いものではない。例えば以下は、昨年末に消費者庁が公表した「消費生活
に関する意識調査」である。

これをみるとわかるように、受けたことがある人は 22％しかいない。これでは年齢層がわからないので、
少し古いが「平成 20 年度国民生活白書」をみると、15～19 歳は 45.3％、消費者教育を受けたことがある
のだが、30 歳以上では 1 割に満たない。学校では 1989 年の学習指導要領の改訂で消費者教育が単元にな
ったのにも関わらず、この程度である。さらに問題なのは、現在は必ず学んでいるはずである 15～19 歳
で半分弱しか学んだことがないというのは、学習指導要領に出ていて、教科書にも書かれているにもかか
わらず、教わっていない、あるいは教わっても記憶に残っていないということを示している。
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これらの結果をみる限り、個々ではいろいろな取り組みは行われているだろうが、それはいわば点の努
力であって、面になっていない。もっと言えば、これまでの取り組み方では明らかに不十分であるという
ことになろう。そしてこれまでの取り組み状況からみて、静岡県内でもこの傾向に変わりはないと考えら
れる。つまりこのような厳しい現状を出発点にして、今後、どう推進していくべきかが、第二の課題であ
る。
第三の課題として、消費者教育施策における県と市町との役割分担の問題がある。消費者教育施策を県
が推進する場合には、市町との役割分担を考えなければならない。消費生活相談に関しても、県と市町と
の相談窓口の業務内容には、それほど大きな違いはなく、県の相談窓口があることによって、近隣市町の
相談体制が整備されないという問題も散見される。つまり消費者教育施策についても、県が市町が行うべ
き事業を行ってしまうと、同じような問題が生ずる可能性がある。この点をどう考えていくべきも大きな
課題である。
以上をまとめると、かなり範囲の広い消費者教育の射程に対して、消費者行政部局を中心として県はど
う対応していくべきなのか、また厳しい現状をふまえた上で、どのような施策を考えなければならないの
か、さらに県と市町との役割分担をどうすべきという３つの課題があげられよう。
３．県に期待すること
前節のような状況をふまえて、まず基本方針として考えなければならないことをまとめてみよう。
（１）消費者行政部局に対して
消費者教育施策を推進するにあたっては、消費者教育の射程が広いことを十分ふまえた取り組みが必要
である。ここでは消費者行政担当部局が消費者教育推進法の担当部局であると想定して、述べていくこと
にする。
まず行うべきことは、県庁組織内の実態把握及び連携の促進である。県庁組織内の消費者教育に関わる
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教材・資料等を収集して、イメージマップに沿って位置づけてみることが考えられる。2012 年 4 月に出
た消費者教育推進会議の報告でも出ていたように、例えば福祉関係の部局で作成している冊子や教材が消
費者教育という自覚がなくても、内容的には消費者教育になっている場合がある。このようなものを掘り
起こして、イメージマップに位置づけ、その情報を県内消費者教育関係部局に提供していくということが
考えられる。具体的には県庁内の商工、農林、福祉、教委など、様々な部局で行われている取り組みや資
料等をできるだけ多く、漏れのないような収集した上で、消費者行政担当部局が消費者教育体系シートに
位置づけ、そしてそれを公表していくという作業になる。
次に必要なのは、県による消費者教育施策の歴史を把握し、過去の施策を評価、検証した上で、今後の
施策を検討していくことである。例えば 1990 年前後に、高校の先生方を集めて消費者教育の副教材を作
成したことがあったようだが、それは偶然、担当者にヒアリングしたから把握できたのであって、県によ
る消費者教育施策の歴史は、以前、謎のままである。今の時点で考えつく施策は、既に行われていたかも
しれないし、そのプロセスで生じた問題点等は、とても参考になるはずである。歴史を無視して施策を推
進していくことは、わざわざ真っ暗闇の中を進んでいこうとする暴走車と変わらない。過去の施策がうま
くいかなかったとするならば、なぜ、うまくいかなかったのかというところから学ばないと、今後の施策
を検討できないのである。
最後に県と市町との関係である。県の消費者行政体制としては、センターオブセンターを目指している
と思われるが、消費者教育施策においてもセンターオブセンターとして位置づけられるような取り組みが
期待される。県でなければできないことは県で、市町でできることは市町に対する支援という形で推進す
ることが肝要である。あまりでしゃばらず、しかし市町の取り組みを側面から、積極的に支援していくよ
うな体制が望まれる。
（２）教育委員会に対して
消費者教育は様々な教育の一つという認識はその通りである。同時に消費者教育は必ずしも新しいもの
ではない。文部科学省はここ数年、消費者教育フェスタを開催しているが、ここで行われている取り組み
は、教科を超えた消費者教育という側面もみられ、将来を展望した実験的な取り組みにすぎない。
この時点で考えるべき問題は、学習指導要領に記載されている消費者教育の内容が、家庭科で、あるい
は社会科できちんと教えられているのかということである。いくつかの調査でもみるように、授業時間数
も少ないだけでなく、担当教員の興味関心も低く、苦手意識があり、さらに生徒たちも学んだ記憶がない
というのが現実である。このようなやられていなければならないところが、やられていないという状況が
問題なのである。
特に先進的な取り組みを要求しているのではなく、ここのところをどうするのかしっかり考えていくこ
とが、まず最初の段階として、消費者教育推進法が施行されている今、教育委員会が考えなければならな
い課題である。
４．具体的な提言
以上をふまえて、以下では具体的な提言をまとめる。
（１）消費者行政部局に対して
①消費者教育推進のための地域協議会を設ける。
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②地域協議会において、消費者教育推進の基本計画を策定する。
③消費者教育・啓発の担当職員をおく。
④県庁組織内での消費者教育に関連する資料及びイベント事例の収集と公表していく。但し、当事者が
消費者教育と理解していない場合もあるので、とりあえず、全て集めて、消費者行政部局によって分類す
ることが肝要。
⑤県内各団体で行われている消費者教育関連の資料やイベント事例を収集して、公表していく。
⑥④と⑤の情報提供の場としての静岡県消費者教育推進ポータルサイト（仮題）の構築。
⑦これまでの静岡県による消費者教育施策の歴史を過去の資料や冊子、教材等から調査、研究、検証し、
今後の施策に活かすこと。
⑧大学に対して県が独自に作成した統一したシラバスと教材等をもとに「消費者問題修得講座」を設け
る。講師費用などの財政的な側面は県が支援し、一定レベル以上の理解を示して学生に対しては、消費者
教育修了者として認定する。
⑨生涯学習に関して消費者教育の講師養成講座を設けて、講師候補者を育成し、彼らが講座の講師にな
っていけるように、支援する。
⑩県内の消費者団体等に対して、教育・啓発事業の公募を毎年行い、手を上げたところに財政的支援等
を行う。
⑪高齢者等と関わる福祉関係者も、消費者教育の担い手と考えて、彼らに対する研修体制を充実させる
ため、県は市町に働きかけるとともに、彼らが利用できる研修プログラムの策定し、講師の派遣を行う体
制を構築する。
⑫市町に対しては、教育啓発事業を充実させていくためのプラン等を公募し、その中で可能性のあるも
のに対して、県が財政的な支援等を行う。
⑬全国消費者フォーラムと消費者教育フェスタをあわせたような、静岡版消費者教育フォーラム（仮題）
を定期的に実施し、上記の成果報告や学校における消費者教育の取り組みなどを行う。
⑭随時、消費者教育に関する研究した結果や学校での取り組み例、出前講座例などを取りあげた消費者
教育に関わる定期的な情報誌の刊行をする。
（２）教育委員会に対して（いずれも消費者行政部局との連携は当然、必要である）
①教員向け（特に家庭科、社会科、公民科）の出張扱いになる消費者教育研修を、定期的に組み込む。
②特に家庭科等で散見される免許外教員に対しては、出張扱いになる消費者教育の特別研修を行う。
③①と②の取り組みが意味のあるものになるためにも、教員向けの消費者教育研修のあり方を研究する。
④教員経験者で消費者教育に詳しいベテラン教員の中から消費者教育コーディネーターを養成する。消
費者教育コーディネーターが各地区の消費者教育推進者として位置づけ、学校における消費者教育の支援
などを行っていく。
⑤市町の教育委員会に対して、消費者教育推進地域（仮題）の指定を行う旨、公募し、手を上げた地域
に対しては、学校現場と多様な主体の連携による消費者教育の推進を実施する。
⑥小学校、中学校、高等学校に対する消費者教育教材の作成、配布を定期的に実施する。
５．おわりに
先述したように、消費者教育施策には長い歴史があり、それがうまくいかなかった歴史もある。それだ
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けに推進法を契機にして、これまでの取り組みを抜本的に見直し、新たな実効性のある本格的な推進体制
を構築する必要がある。言い換えると、東京都や神戸市の現在の消費者教育施策に対する取り組み状況が、
全国でも当たり前になるような状況が期待されているといえる。
また施策を推進する場合には、決して施策の本数で競うのではなく、施策の質に留意していただきたい。
例えば、今後、学校教員に対する消費者教育研修の回数が定期的に多くなることよりも、研修の仕組み、
研修内容や人数、参加者による評価等からみて、質の高い定期的な研修がたとえ１回でも行われることの
方が重要なのである。
静岡県は、地方消費者行政が始まった 1970 年代当時、全国的にも先進県といわれてきた。しかし現状
では、市町の行政体制も含めると、並の県になってしまっている。昔は先進県であったという誇りを、ま
た今、取り戻すことが、少なくとも消費者教育推進に関しては求められているのではないだろうか。
今後の静岡県による消費者教育施策に対する取り組みに、私は期待している。
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消費者教育推進法をふまえた地方消費者行政の在り方について
椙山女学園大学

東

珠実

はじめに
平成 16 年に消費者保護基本法が消費者基本法として改正されて以来、
「消費者の権利の尊重と自立の支
援」を基軸とした 21 世紀型の消費者政策が展開されている。ここで消費者教育は、消費者の権利の１つ
として位置付けられ、消費者行政の一側面としての地位を確立した。これを機に消費者教育の基盤整備が
進められ、消費者庁の設置や消費者基本計画を経て、平成 24 年には、ついに消費者教育推進法が制定・
施行されるに至った。同法では、消費者教育に関する国の責務等に加え、地方公共団体の多様な責務等が
明記された。これを受け、本県において「静岡県消費者教育推進計画」を見据えた研究会（ふじのくに消
費教育研究会）を、全国の自治体に先駆けて設置したことは、意義深い。本稿では、消費者教育推進法に
みる地方公共団体の役割を改めて総括するとともに、研究会において検討した内容をふまえつつ、本県の
消費教育の現状と課題についても言及したい。
１．

消費者教育推進法の基本理念等と地方消費者行政

消費者教育推進法の特徴は、定義（第 2 条）に掲げられているとおり、消費者教育を「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」としたうえで、「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」とされている点にある。す
なわち、今後は、地方消費者行政においても、消費者被害の未然防止を主たる目的とする消費者教育・啓
発にとどまらず、消費者一人ひとりが、自分と他者や社会との関わりに配慮し、持続可能な社会の形成に
向けて、社会問題の解決のために主体的な行動をとることができる消費者市民を育成する消費者教育・啓
発を目指すべきことが確認されたといえる。この点について、本県では、平成 23 年に策定された静岡県
総合計画においてすでに、従前の消費者の自立を支援する「消費者教育」に「社会的価値行動」ができる
消費者を育成する観点を含めた「消費教育」という概念を独自に設定している。用語については検討の余
地を残すが、本県の「くらしの理想郷“ふじのくに”」において求められる消費者像は、消費者教育推進
法に掲げられた「消費者市民」のあるべき姿と合致するものであり、先駆的な施策の展開への期待は大き
い。
一方、消費者教育推進法の基本理念（第３条）については、①実践的な能力の育成、②消費者市民の育
成支援、③ライフステージや年齢、障害等の特性への配慮、④学校、地域、家庭、職域等の場の特性に応
じた方法及び多様な主体の連携、⑤消費生活行動が現在及び将来にわたり内外の社会経済情勢及び地球環
境に与える影響に関する情報提供、⑥災害その他の非常事態に関する知識、理解の深化、⑦環境教育、食
育、国際理解教育等に関する施策との連携、などが挙げられた。これらの事項は、言うまでもなく、今後
の地方消費者行政の重点に据えなければならない点である。本報告書では、本県の「消費教育がめざす姿、
目標」において①、②、⑤、⑥、⑦、
「消費教育の体系化」において③、
「静岡県内の消費教育の取組状況」
において④について言及し、それらを踏まえ、
「静岡県における消費教育の推進に向けて」において、消
費者教育の現状の整理と諸課題の提示を試みた。
このように、消費者教育推進法の基本理念等に基づく地方消費者行政においては、育成すべき消費者市
民像を具体的に明確にした上で、ライフステージの推移に応じ、さまざまな場において多様性に配慮した
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消費者教育が展開されなければならない。特に国レベルの消費者行政との適切な連携・役割分担を図りつ
つ、都道府県ならびに市町村の実態に応じた、きめ細やかな消費者教育・啓発を展開することが、地方消
費者行政の課題といえよう。
２．消費者教育推進法における国と地方の責務と実施事項
消費者教育推進法に示された「国及び地方公共団体の責務等」とは、下表のようである。
表 消費者教育推進法にみる国と地方の責務と実施事項
国

地方公共団体

責務(第４条）

責務（第５条）

消費者教育の推進に関する総合的な施策の
策定・実施

社会的経済的状況に応じた施策の策定・実施
（消費生活センター、教育委員会その他の
関係機関との連携）

財政上の措置（第８条）

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）

基本方針（第９条）

都道府県消費者教育推進計画

・消費者庁、文部科学省が案を作成・閣議決定 市町村消費者教育推進計画（第１０条）
・基本的な方向
・基本方針を踏まえ策定（努力義務）
・推進の内容等

消費者教育推進会議（第１９条）

消費者教育推進地域協議会（第２０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

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

委員（内閣総理大臣任命）

構成

～消費者、事業者、教育関係者、消費者団体、

～消費者、消費者団体、事業者、教育関係者、

学識経験者等
※委員の数等、組織・運営については政令で
規定

消費生活センター等

義務付け（国・地方）

努力義務（国および地方）

○学校における消費者教育の推進（第１１条）

○教材の活用等（第１５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

○調査研究（第１７条）

○大学等における消費者教育の推進(第１２条）
○情報の収集（第１８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）
出典）消費者庁「消費者教育の推進に関する法律の概要」より抜粋
http://www.caa.go.jp/information/pdf/kyouiku_gaiyou.pdf

地方公共団体の責務
はじめに、国は、消費者教育の基本理念（第 2 条）にのっとり、消費者教育の推進に関する総合的な施
策を策定する責務を負うが（第 4 条）、これを受けて地方公共団体は、同じ基本理念の下、消費生活セン
ター、教育委員会その他の関係機関の連携を緊密し、国との適切な役割分担を踏まえ、区域の状況に応じ
た施策を策定・実施する責務を負う（第 5 条）。本県では、
「静岡県内の消費教育の取組状況」に示したと
おり、すでに関係機関がさまざまな取組を実施しているが、緊密な連携という点においては、必ずしも十
分とはいえない状況にある。そこで、県民生活課・県民生活センターが中核となり県教育委員会と連携を
はかりつつ、消費者団体、事業者団体、法曹関係、金融機関、福祉関係機関等を構成員とする恒常的なネ
ットワークを構築することや、その活用をはかることが求められる。特に、今後は、介護事業関係機関や
NPO などとの連携において、一層の充実が必要と思われる。
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一方、基本的施策に関連して、地方公共団体は、国とともに、学校、大学等ならびに地域における消費
者教育の推進について義務を負う（第 11、12、13 条）。学校においては、幼児、児童及び生徒の発達段階
に応じた、適切かつ体系的な消費者教育の機会確保や、教育職員に対する消費者教育の研修の充実、実践
的な消費者教育を行うための人材の活用などが、具体的な課題となっている。大学等では、被害防止のた
めの啓発のみならず、自主的な取組を行うよう促し、関係団体の協力を得ながら、教職員に対する研修の
機会を確保しなければならない。地域においては、特に、高齢者、障害者等に対する消費者教育のために
民生委員や社会福祉主事、介護福祉士などに対する研修や、社会教育施設における消費生活情報を活用し
た消費者教育などを行わなければならない。これらに加え、さらに地方公共団体は、国や国民生活センタ
ーとともに、消費生活相談員等に対する消費者教育に関する専門的知識の修得・向上のための研修等を実
施し、大学等、研究機関、消費者団体等に対して、消費者教育を担う人材の育成・資質向上のための講座
の開設等自主的な取組を行うよう促すこととされた（第 16 条）。本県にあっては、学校や大学等において、
一定の消費者教育が展開されてはいるものの、その取組には学校や教員の興味・関心による格差が大きく
内容も断片的となりがちであることから、今後は、イメージマップを活用した系統的かつ普遍的な消費者
教育の展開に向けた対策が必要である。また、学校等や地域における消費者教育の担い手の育成は、当面
する最も緊要な政策課題であるといえよう。
(1) 地方公共団体の努力義務
次に、基本方針等については、政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を定めなければならな
いが（第 9 条）、これを踏まえ、都道府県及び市町村は、区域における消費者教育推進計画を定めること
が努力義務とされた（第 10 条）。本報告書は、まさに本県における消費者教育推進基本計画の策定を念頭
においた先駆的な取組である。また、基本的施策に関連して、地方公共団体は、国とともに、消費者教育
の教材の充実（第 15 条）、調査研究等の実施（第 17 条）、情報の収集及び提供等（第 18 条）にも努める
こととされた。ここでは、消費者教育の実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発や効果的な提
供、大学や研究機関等と連携した内外の消費者教育の内容及び方法の調査とその成果の活用、先進的な取
組に関する情報を消費者の特性に配慮して収集及び提供することなどが、具体的な努力目標とされた。現
在、国においては、消費者教育ポータルサイトが整備されているところであるが、本県においても県内の
各種団体が制作している教材や出前講座、モデル校の授業紹介等の情報を一元管理するサイトの設置が期
待される。
さらに、消費者教育推進のための組織については、消費者庁にはすでに消費者教育推進会議が設置され
（第 19 条）、都道府県及び市町村では、消費者教育推進地域協議会の設置が努力義務となった（第 20 条）。
都道府県及び市町村の消費者教育推進地域協議会は、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関
係者、消費生活センター等の関係機関等で構成され、区域における消費者教育の総合的、体系的、効果的
な推進に関する情報交換や、区域の消費者教育推進計画の作成・変更に関して意見を述べることとされた。
加えて、財政上の措置（第 8 条）については、政府には、その責務があるが、地方公共団体においても、
消費者教育の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置等を講じることが努力義務とされ
た。地方消費者行政活性化基金は、平成 25 年度まで延長されることになったとはいえ、その後の国の支
援が見通せない状況のなか、地方消費者行政においては、恒常的な財源の確保に向け、多面的な働きかけ
をすべきといえよう。
以上のように、消費者教育推進法では、地方公共団体は、国とともに、消費者教育推進に関する多様な
責務・義務及び努力義務を負う。このうち、学校、大学等、地域における消費者教育の推進については、
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本報告書において、教材や人材育成の問題も併せて検討し、具体的な提案をしているところである。一方、
消費者教育推進地域協議会や、消費者教育に関する調査研究、先進的な取組等の情報の取集・提供に関す
るしくみづくりなどについては、具体的・直接的な検討は不十分である。今後の課題といえよう。
３．消費者教育推進法をふまえた地方消費者行政の在り方
以上をふまえ、地方消費者行政の在り方について、次の２点を掲げておきたい。
(1) 消費者の自立と消費者市民社会の実現を基軸とする地方消費者行政への転換及び消費者市民教育へ
の集中的・重点的な取組
地方消費者行政の課題は多様であり、平成 22 年に策定された本県の消費者行政推進基本計画において
も、
「自ら学び自立する消費者の育成」のほか、
「安全な商品・サービスの提供による安心の確保」、
「消費
者被害の防止と救済」、
「環境に配慮した暮らしづくりの推進」が施策の柱に掲げられた。その意味で、消
費者教育は、消費者行政の「一部」という見方があるが、今回、消費者教育推進法の冒頭に掲げられた「消
費者の自立と消費者市民社会の実現」は、消費者行政の「全体」にかかわる命題である。そこで、今後の
地方消費者行政では、個人の安全で経済的な消費生活と、地域、国、地球など多様なレベルにおける人々
の福祉の両立をめざす消費者市民社会の実現を総括目標に、常に自立した消費者市民を育成することを念
頭に展開されなければならない。特に当面は、消費者市民教育としての消費者教育の仕組みづくりや、そ
の拡充に向けて、集中的・重点的な取組が必要と思われる。
(2) 国と地方の「重層性」と地方（域内）の「多様性」に配慮した地方消費者行政の展開
この視点は、消費者庁が平成 22 年に発表した「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」におい
ても掲げられたものである。消費者教育推進法においては、国と地方公共団体（都道府県・市町村）だけ
でなく、都道府県と市町村との適切な関係により消費者教育の充実・強化がはかられることが求められる
が、ここに役割分担や連携の在り方を問う「重層性」の問題がある。一方、各都道府県、各市町村では、
それぞれの経済的・社会的な背景に基づく独自の消費生活が展開されている。同じ地方公共団体の域内あ
っても、市町村によって、直面する問題や、それを取り巻く環境が異なっており、そこに「多様性」の問
題がある。したがって、消費者教育推進法下における地方消費者行政においては、国と地方等の重層性な
らびに域内の市町村の多様性に配慮し、できる限り地域の「現場」の状況をふまえた、きめ細やかで柔軟
性のある施策が展開されるべきである。
以上のように、消費者教育推進法により、地方消費者行政は新しいステージを迎えたと
いえよう。「地域発」の、自立した消費者による消費者市民社会の構築に期待したい。
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【資料１】
ふじのくに消費教育研究会構成団体の取組一覧
実施主体

事業名等

内容
１ 消費者月間等集中啓発
消費者月間（５月）及び消費者被害防止年末キャンペーン（12 月）の期間中に、市町、関係機関及び消
費者団体等の幅広い参加の下、全県で集中的に悪質商法への注意を呼びかけている。
＜H23 実績＞
(１) 消費者月間(H23.5.1～31) テーマ「地域で広げよう 消費者の安全・安心」
①消費者月間「県民のつどい」平成 23 年5 月 19 日(木)、グランシップ中ホール 参加者 610 人
②街頭キャンペーン 県内９箇所で実施
(２) 消費者被害防止月間キャンペーン(平成 23 年 12 月１日～31 日)
①街頭キャンペーン 県内 57 箇所で実施 ②講演会、講座等 県内 10 箇所で実施

消費者啓発

２ 消費者向け情報誌等の作成・配布
悪質商法の手口や対応策など、消費者トラブルに関する情報を提供するために情報誌「くらしのめ」を
発行し、関係各所に配布している。
＜H23 実績＞
１ 定例号 年４回 各 14,000 部発行
県

２ 特集号 年３回 9 月「高齢者を狙う悪質商法にご用心！」 270,000 部発行
12 月「消費者被害防止月間」 1,200,000 部発行
2 月「若者をねらう悪質商法」 54,000 部発行
消費者が生涯にわたり、学校、地域、家庭、職域その他様々な場において、消費生活について学習できるよ
う消費者教育の充実等を図っている。
＜H23 実績＞
１ 消費者ホーム講座(通信制)

受講者数 237 人

２ くらしのサポーター養成講座
消費者学習支援

受講者数 81 人

３ 消費生活講座等
セン
ター
東部
中部
西部
計

学校訪問
講座
回

企業訪問
講座

人
回
2
280
2
10
409
2
10 1,954
0
22 2,643
4

教員研修会

人
回
150
0
202
0
0
1
352
1

人

講師派遣
回

0
0
11
11

1
0
0
1

商品テスト
実習講座

人
回
40
5
0
3
0
2
40 10

市町職員
講座

人
回
105
4
32
4
44
4
181 12

その他
出前講座

人
回
人
139 56 1,156
64 12
374
71 17
782
274 85 2,312

新学習指導要領に基づく授業の実施
区

全面実

分

施時期

小

平成 23

（家庭科）

学

年度～

・

物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方ができること

・

身近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できること

校

県教育委員会学校教
育課(小中学校教育
室、高校教育室)

消費教育に関する主な内容

中

平成 24

（社会科<公民>）

学

年度～

・

金融などの仕組みや働き

・

消費者の自立の支援なども含めた消費者行政（消費者保護の例示として新設）

校
学校における消費者教

（技術・家庭科）

育

・

自分や家族の消費生活に関心をもち、消費者の基本的な権利と責任について理解
すること(新設)

・

販売方法の特徴について知り、生活に必要な物資・サービスの適切な選択、購入
及び活用ができること

平成 25

（公民科）

等

年度～

・

学

※ 年次

（家庭科）

校

進行で

・

消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任

実施

・

消費生活と生涯を見通した経済の計画（新設）

・

消費者問題や消費者の自立と支援

高

消費者に関する問題
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実施主体

事業名等

内容
各学校や各地区において消費者教育を推進する指導者の養成を行い、その成果の普及を図ることにより、消費

県教育委員会学校教
育課(小中学校教育
室)

消費者教育指導者養成
講座

者教育の一層の充実に資する。
＜H23 実績＞

期日 平成23 年12 月5 日(月)
場所 静岡県男女共同参画センター あざれあ
講師 國學院大學 安野 功 教授

１ 学校訪問講座
県くらし・環境部県民生活課(各県民生活センター)の講師派遣制度を利用し、「若者の消費 者トラブル」、
「若者を狙う悪質商法」等のテーマで学校において消費者講座を実施している。
県教育委員会学校教

各種事業を通じた消費

育課(高校教育室)

者教育

２ 高等学校初任者を対象とする消費者教育講座
初任者研修において、教職員の消費者教育に係る指導力を高めるため、平成15 年度から平成 20 年度まで実
施した。(平成 21 年度からは自主的な研修を受講することとしている。)
３ 副読本の活用
「どうする？こんなとき」(経済産業省作成)を副読本として活用。「くらしのめ」(県民生活課作成)のうち
若者を対象に作成された号を高校3 年生全員に配布している。

青少年を取り巻く有害
情報環境対策事業

「静岡県のケータイルール」講座

県教育委員会社会教
公民館講座

育課
公民館での実践

静岡県消費者団体連
盟

・

小学校５、６年生を対象とした「職業体験プログラム」

・

親子で参加できる「魚市場見学とお寿司づくり教室」 ほか

消費者の力を結集して

１ 実践活動事業 調査活動、支部活性化事業、専門部活動、グリーン購入斡旋事業

消費生活の安全・安定と

２ 啓発活動 機関紙の発行、消費者フォーラムの開催、情報紙の発行、ホームページの運営

向上を図り、消費者自身

３ 研修事業 地域消費者団体県大会、リーダー研修、学習会

が自己責任の取れる社
会を築く

４ 県委託事業(地域消費者活動推進事業)
地域消費者生活講座、くらしのサポーター養成講座、「消費者のひろば」ＨＰに情報を掲載
１ 小・中学生およびその保護者向けのおかねに関する講座への金融広報アドバイザーの派遣
２ 高校生や大学生向けのおかねに関する講座への金融広報アドバイザーの派遣

学校や地域と連携した

３ 金融・金銭教育に関する学習会への講師派遣

金融教育の推進

４ 金融教育研究校の活動支援

静岡県金融広報委員

５ 金融教育公開授業の開催支援

会

６ 金融広報中央委員会主催各種コンクールへの応募勧奨 「おかねの作文」コンクールほか
中立・公正な立場からの

１ 金融経済、生活設計などをテーマとした講座への金融広報アドバイザーの派遣

金融情報の提供と金融

２ くらしに役立つ資料・情報の提供

経済学習活動の支援

３ 金融・経済講演会の開催
１ ジュニアロースクール春、夏（裁判所見学や模擬裁判体験）

静岡県弁護士会

法教育委員会の活動

２ 教員夏期研修
３ 静岡県教育委員会研修出前講座・支援
４ 静岡県社会科・法教育研究会
１ 高校生法律講座（卒業前の生徒に対し、クラス単位で法律教室を実施）

静岡県司法書士会

法律講座

２ 企業や団体を対象とした「登記制度の役割」、「債権回収・債権管理」、「会社法」等幅広いテーマによ
る出張法律講座

日本司法支援センタ

講師派遣

地域の団体、学校等からの依頼を受けて、「出張法テラス」として、弁護士、司法書士等の職員を派遣する。

静岡県労働者福祉協

情報誌の配付及び講師

１ 「マネートラブルにかつ！」の学校、老人クラブ等への配付

議会

派遣

２ 「マネートラブルにかつ！」を活用した消費者講座授業の実施（労金ＯＢ等の講師派遣）

静岡県経営者協会

労働教育事業

ー静岡司法事務所

県からの委託で①労働者の福祉向上や働きがいの増進や労使関係の正しいルールの確立、健全な労使関係の基
礎知識の涵養を目的とした講習会を開催する。
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【資料２】
ふじのくに消費教育研究会構成員
機関・団体名
すぎ やま

座

長

椙山女学園大学

教授

委

員

静岡県弁護士会

弁護士

氏

〃

静岡県司法書士会

司法書士

〃

日本司法支援センター静岡地方事務所

常勤弁護士

〃

公益財団法人消費者教育支援センター

主任研究員

〃

静岡県消費者団体連盟

〃

一般社団法人静岡県労働者福祉協議会 消費生活ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

〃

一般社団法人静岡県経営者協会(静岡ガス(株)執行役員)

〃

静岡県金融広報委員会

〃

静岡県教育委員会学校教育課

指導主事

〃

静岡県教育委員会社会教育課

指導主事

〃

静岡県くらし・環境部県民生活課長

名

あずま

たま み

東

珠実

つるおか

ひさはる

靏岡

寿治

ますだ

しんや

増田 真也

会長

あさい

ひろたか

浅井

裕貴

かき の

しげみ

柿野

成美

こばやし

あきこ

小林

昭子

かつまた

ながみ

勝又

長生

ますだ

ゆういちろう

増田

雄 一郎

あだち

事務局長

こうじ

足立 浩二
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ながくら

まもる

長倉

守

おおおか

ひろこ

大岡

浩子

つかもと

たかし

塚本

高士

