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●私のコンシューマリズム観

現代消費者像

大東文化大学副学長／経済学部教授

中村　年春 

言い古された言葉ではあるが「人は生ま
れながらにして消費者であり、生きている
限り消費者であり続ける」。今日、きわめて
一部の人間を除けば、誰もが消費者であっ
て、消費者でない人などいないと言ってよ
い。もとより消費者という用語自体が事業
者と対立する概念で使われてきた歴史が長
いので、日々、自分が消費者であるという
意識をもって生活している人はさほど多く
はないと思う。しかし、昨今改めて「私た
ちは消費者なのだ」と再認識させられる出
来事があまりに多いのはどういうことなの
だろうか。
自由経済社会は、企業は自由で公正な競
争を行い、消費者は自己の意思により自由
に商品を選択する、という２つの基本的ル
ールのうえに成立しているといわれる。消
費者は市場に流通する商品の品質や価格に
ついて十分な情報をもち、常に最も有利な
選択をする。その結果長期的にみれば、安
価で良質な商品を提供する企業だけが消費
者から支持されて市場に残り、他は市場か
ら撤退せざるを得ない。社会的な資源の配
分も、価格機構を通じて最適に行われる。
こうして消費者は、経済社会において主権
者であり、審判者の役割を果たすことにな
る。言うまでもなく、これがアダム・スミ
ス以来の消費者主権の考え方である。
しかし現実の経済社会では、企業は利潤

の極大化を求めて、ときには自由で公正な
競争を避け、不当表示や誇大広告を行い、
高圧的なマーケティングを展開し、その結
果、企業倫理や社会的責任を忘れた、消費
者不在の企業行動に走っている例が多々見
られる。消費者被害・トラブルの主因が消
費者契約法に示されたごとく、消費者と事
業者との力関係のアンバランスにあるとす
れば、そのようなアンバランスな関係を解
消しない限り、消費者被害・トラブルはい
っこうに無くならないということを意味す
る。
消費者情報の不足、自由で公正な競争の
制限、産業優先・企業優先の施策などは、消
費者が賢明な選択を行うための大きな障害
となっている。ひいては消費者の生活の合
理化への取り組みを阻害することに繋がっ
ている。完全な公正競争が期待できない現
実の経済社会の下では、企業に従属化する
消費者像がクローズアップされる。消費者
がこの経済社会で商品・サービスの供給者
である企業と対等な力関係をもち得るよう
消費者政策によって必要な措置を講じるか、
または消費者自身が連帯してこの状況を打
開しなければ、この現状は変わらない。消
費者団体、消費者運動はそのような意味に
おいて大きく評価されてしかるべきであり、
現代社会においても決して色あせた存在で
はない。
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《特集・消費者教育の見える化》

本日は、全国消費生活相談員協会
（全相協）の新理事長になられました増田理事
長、また消費者関連専門家会議（ACAP）か
ら理事であり消費者啓発委員会の谷一委員長、
また消費者庁から消費者教育・地方協力課の
金子課長にお越しいただきました。ありがと
うございます。
本日のテーマは、「消費者教育の取り組みの

見える化」ということで、皆さまからお話を
伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。
全国消費生活相談員協会の新理事長として
増田様が就任時に述べられた抱負の一つに
「消費者教育の取り組みの見える化」というこ
とを取り上げていらっしゃいました。
まず増田新理事長に、「消費者教育の取り組

みの見える化」をされようと考えられた背景
を伺います。

消費者教育を実施している団体として
外から見えるように

私どもは消費生活相談員ですので、
消費者の方と直接接するという中で、苦情を
聞いたり、どういう勧誘トークがあったか、説
明の仕方はどうだったのかなど大変具体的な
内容を伺います。
消費者教育をするに当たっては、そういう
経験や聞き取った情報をすぐに反映させた、
タイムリーで具体的な消費者啓発教材を作り、
出前講座を実施するということに自信を持っ
てやってまいりました。

司会

増田

■座談会

消費者教育の取り組みの見える化

　　　　　　　（順不同・敬称略）
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全国の会員が、各地で効果的でわかりやす
い講座を長い間継続して実践してきたのです
が、そうした消費者啓発、消費者教育の活動
が、社会からはどのように見えているのかが
よくわかっていなかったと思います。
そこで、一般の消費者の方や事業者の方、
行政などに対しても、私どものやっている消
費者教育を広く広報しなければいけない、と
いうことを感じました。
今までやってきたことを体系的に整理して、
どういう年代に対して、どういう教材をつく
ってきたのか、どういう分野のものをつくっ
てきたのかというマップを作って、その中で
まだ手当てがされていない部分を補填した
り、してあるところは必要性に応じてもっと
手厚くする、ということを始めようと考えて
います。

消費者教育として実際には機能しているの
ですが、「消費者教育をやっている」というこ
とを外からきちんと見えるようにしないと、消
費者教育を受けたいと思っている方たちにも
届かないのではないかと思いました。

ということは、全相協の会員の皆さ
んはわかっているけど、外からも見えるよう
に、知ってもらうように、というのが目的の
一つですか。

そうですね。「消費者教育をやってい
る団体である」ということが外にアピールで
きれば、消費者教育を受けたいとか、消費者
教育を実施したいという行政から問い合わせ
をしてもらうことになり、結果的に、相談に
つながるのではないかと思います。
本協会は会員により支えられている団体で
す。会員たちは各地で頑張ってくれています

司会

増田
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が、どこの誰がどういう専門家で、どういう
活動をしているかということが、詳細にはわ
からないんですね。でも、それがわかれば、
「ここにはこういう人がいる」ということが内
部で情報共有できますので、もっと会員を活
用できるようになり、会員の活性化にもつな
がり、組織として会員ファーストを具体化で
きると思います。
行政、地方自治体の方から「消費者教育を
したいんですけど」というご相談はよく受け
るんですね。そうしたときに、「ここの地域に
は、こういう会員がいます」という推薦や、
「そういうことだったら、うちにはこういう教
材があります」とか、「こういう団体にご相談
されたらどうですか？」とか、いろいろなア
ドバイスができるかと思います。
ですので、「消費者教育を実施している団体
です」ということが外からきちんと見えるよ
うにすることが、まず大事なのではないかと
思いました。

内部に向けて整理し、またそれが外
からもわかりやすくなるということですね。消
費者教育を行うのは、相談員さんたちですが、
相互に教えあったり、外の一般の方向けの講
座を実施したり、またコーディネート的な部
分もより生かされると考えていらっしゃるよ
うに伺って感じました。

カリキュラムをつくって、講師、教材
等の情報提供とコーディネートを

そうですね。これは消費者庁さんか
ら「あれもこれもやってほしい」と言われて
いることもあるからなのですが（笑）、小さな

自治体の職員さんから「具体的に何をやって
いいかわからない」とか、「いくらくらい費用
をかければいいのか？」とか、「どのくらいの
時間で、どういう講座をやったら効果的で、や
ってくれる講師はどこにいるんですか？」な
どと、問い合わせが来ることがあります。
そうした時、２時間ならこんな内容、４時
間ならこんな内容、２日間ならこんな内容と
カリキュラムをつくって、「講師はこの辺にい
ます」とか「教材はこんなものがあります」
とか情報提供したり、見積りを出したり、そ
んなコーディネートをよくしています。そう
したご相談に応じやすくなることもあるかな
と思います。

今お話をお伺いして、会員さんがあ
っての活動という意味では、人材のレベルな
らびに啓発の具体的なモノとコトを整理して
体系化することは「会員の活性化」につなが
るかと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。頑張ります。
全相協としても、東京の大きい支部

司会

増田

熊谷

増田

司会

増田　悦子氏
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と地方の行政、相談員さんとではまだギャッ
プがあるので、そこのカバーもされていると？

そうですね。地域の会員は、消費者
教育推進法ができてからは講座の質を上げよ
うと研修を重ねています。それまでも消費者
啓発講座が大好きでやっている方はとても多
く、各地で好評をいただいているのですが、や
はり全部の会員の質を上げるということを求
められています。効果的な消費者教育とする
ために、講座の講師の質を上げるということ
を、この２～３年お互いに切磋琢磨してきて
います。
でも、会員がどういうレベルで、どこまで
活動しているのかは隅々まで把握しきれてい
ないと思います。やはり東京からわざわざ行
くよりは、地元の会員がその地域の消費者問
題を把握して講座をするということは、すご
くリアリティがあって記憶に残る講座になる
と思いますので、そういうことにつながるよ
うにしたいと思います。

それがまず「見える化」のきっかけ
になるわけですね。
では、次に谷一様に伺います。ACAPの消
費者啓発委員会の活動の中では、どのような
消費者教育の取り組みをされておられるので
しょうか。「見える化」に当たって、どのよう
な点に注意されているか、ご紹介いただけま
すか。

ACAPの消費者教育―消費生活展に
おける３つの取り組み

それでは、ACAPの消費者啓発委員
会で行う消費者教育の取り組みをご紹介した

増田

司会

谷一

いと思います。
ACAPでは、直接行う消費者啓発活動と間
接的に行う消費者教育支援活動に取り組んで
います。ACAPで行う直接的な消費者教育は、
地方公共団体が主催する消費生活展への参画
です。これは、消費者の啓発にかかわる展示
により消費者啓発を行う活動ですが、３つあ
ります。
１つ目は、会員企業が発行する消費者啓発
資料の展示・配布、欲しい啓発資料を自由に
お持ち帰りいただき、消費生活にお役立てい
ただいています。
２つ目は、消費者の声を生かした製品・パ
ネルの展示・説明。ACAPの会員が所属する
企業数は580社ほどで、会員は様々な企業のお
客様相談室などお客様関連部署に勤めていま
す。その窓口のお電話に入るお客様の声を生
かした製品やサービスの改善・改良事例を現
物の展示、また現物展示ができない場合はパ
ネルで展示をしています。
まさに、消費者市民社会の形成を狙ったも
ので、消費者市民社会には必要なものですか
ら、「気づきがあれば企業にどんどん電話をし
ましょう」と啓発を目的に行っています。こ
れまで企業のお客様相談室は「クレームの受
付部隊」というイメージが強かったのですが、
「お客様の声を生かす部門である」ということ
をどんどん進めていきます。
３つ目は、会場で行う講座です。消費生活
展の会場では、多様な主体が集まって、啓発・
教育のミニセミナーを行うことがあります。
ACAPでは製品やサービスを安全に使ってい
ただくための啓発や、基本的な知識を持って
いただく講座を行っています。
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と大学でやっています。大学は単位付与授業
という形で、ACAPで数講座行っています。
小学校は、現在、都内の一つの学校で５年
生を対象として４クラス同時に、「くらしの中
の安全・安心～賢い消費者になろう～」とい
う題で、消費者庁さんのホームページにある
消費生活における問題とかご家庭での問題を
子どもたちに知ってもらい、そして考える力
を持ってもらうことを狙いとした45分の授業
を行っています。
これは公開授業になっていますから、地域
住民の方や保護者の方もいらっしゃるんです
ね。私が講師を担当すると、保護者の方に突
然質問をします。「はい、こっちから３番目の
お母さん、どう思いますか？」というふうに。
そうすると、子どもたちがキラキラした目で
振り向く。そこで間違った答えになった場合
は、「あっ、お母さん、緊張していますね。ふ
だんこうじゃないですよね？これが言いたか
ったんですよね？」とフォローします。子ど
もたちも和気あいあいと楽しくやっています。

この３つですね。

消費者問題に関する提言論文募集と
中学生を対象に作文コンクールの実施

それから、消費者問題に関する「わたしの
提言」論文募集を行っています。このトップ
賞には内閣府特命担当大臣賞状を、消費者庁
さんに申請して交付いただき表彰式で授与し
ております。これは消費生活に関することを
考えるきっかけづくりにしたいということで、
ACAPが創立５周年のときに記念事業として
第１回目を行い、それから毎年行っていまし
て、今年は33回目になります。
あわせて、一昨年から中学生を対象とした

「消費生活に関する作文コンクール」を行って
います。これは若年層に対しての消費者教
育・啓発を狙ったもので、作文の題は、消費
生活に関するものであれば何でもいいという
ことで募集しています。
最初に行ったときは５作品しか集まりませ
んでしたが、昨年は335作品が集まりました。
遠いところは、沖縄から応募があったり、中
国地方からあったり。東京では宿題にしてい
ただける学校もあって、それで数が335作品に
増えたわけですが、今年はもっとその上をい
こうとＰＲ活動を行っています。
このように、提言論文の一般の部と作文コ
ンクールの中学生の部の２つを行っています。

多様な主体が行う講座への講師派遣

それから多様な主体が行う講座への講師派
遣、具体的には学校で、ここのところ小学校

谷一　暢樹氏
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その中で、大学でも小学校でも、「188」、消
費者ホットラインの電話番号を必ず講座の中
に組み込んで発信しています。高齢者と同じ
ように消費者被害が多い大学生には「困った
ら、とにかくここに電話をすれば最寄りの消費
生活センターにつながるから、困ったと思っ
たら気楽に電話しなさい」という言い方でＰ
Ｒしています。また小学校では、堅苦しくて
覚えられないといけませんので、「いやや～」
と両肘を曲げ、身をよじるモーションをしなが
ら、「はい、みんな、やってみよう」と面白お
かしく子どもたちにやってもらっています。こ
れは消費者啓発委員会の女性が考えたことで、
面白おかしく消費者ホットライン「188」をPR
しています。
学校以外では、地方公共団体が行う講座や
消費者関連団体が行う講座に講師を派遣して
います。

ACAPの消費者教育支援活動―学校・
地域社会・職域

次に消費者教育支援活動です。消費者教育
推進法が2012年12月に施行されましたが、そ
れを受けて、2013年６月に閣議決定された消
費者教育基本計画の中には、教育の場として、
学校、地域社会、職域、もう一つ家庭という
のがあったのですが、企業が家庭に入り込む
のはちょっと失礼かなということで、学校、地
域社会、職域をACAPの教育支援の場として
やっていこうと決めました。
まず学校は、ACAPのホームページを見て
いただくと、左側に「ACAPバーチャル工場
（施設）見学」というサイトがあります。これ

は現在、会員企業のホームページの中に、工
場や施設紹介をしている会社49社、96サイト
を整理して分かり易く表示しています。今、
小学校はパソコンとディスプレイが教室にあ
りますので、工場や施設に行かずとも教室で
その工場見学ができる。これは学校の教員支
援ということで考えました。
つまり、電車に子どもたちを乗せて、移動
して、その工場や施設に行くというのは、先
生たちには子どもの安全確保などいろいろと
ご苦労があります。また、工場に行ったから
と言って、全部見ることができるかというと、
ラインが止まっている場合もあります。施設
見学は学校授業として必ずありますので、そ
の前後に見ていただいて、実際の施設見学の
補助として活用いただければ嬉しいです。
地域社会は、今、全国46カ所の消費生活セ
ンターさんに「ACAP啓発資料常設展示コー
ナー」を設けていただいています。この消費
生活センターさんの所在については、すべて
ACAPのホームページに出ています。あと大
学２校と国民生活センターさんで、現在全国
の49カ所に設置いただいています。これは
ACAPの会員企業が発行する消費者啓発資料
を常設展示していただいて、そこで閲覧・持
ち帰りしていただいているということで、間
接的な地域社会貢献活動になっています。
もう一つ、ACAPのホームページに「ACAP

くらしのおすすめ情報」というサイトがあり
ます。これは衣・食・住や健康、美容、育児
など12のコンテンツに分けて、現在110社、197
件の情報が、それぞれの会社のホームページ
にリンクしていて、そこで見ることができる
というものです。
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最後の職域については、消費者教育推進法
の第14条に、事業者は従業員に消費生活に関
する研修の実施や講座を受講させることを通
じ、知識・理解を深めるよう努めるという努
力義務があります。これは、企業はどちらか
というとまだおざなりになっているんですね。
もちろん人事教育というのはありますが、消
費生活に関する教育がきちんとできている会
社は、そう多くはないようです。

「ACAP従業員への消費生活教育」サ
イトのご活用を

では、どのような教材が使えるかというこ
とを「ACAP従業員への消費生活教育」とい
うサイトにまとめ、案内しています。目次と
して、製品サービスの安全・安心に関する資
料、契約において大切なこと、出前講座・研
修の紹介、消費生活に関する資格、消費生活
に係る用語、最後に相談窓口に分けて、それ
ぞれの啓発資料に飛んだり、講座に飛んだり、
資格に飛んだり、相談窓口は消費者ホットラ
イン188と越境消費者センターを紹介するよう
になっています。
この中で、事業者が従業員教育に使用する
講座の資料や講座の講師派遣については、増
田理事長の全相協さんにもご協力を得て、そ
の資料や講師派遣の案内に飛ぶようになって
います。全相協さんの資料類はいくつも使わ
せていただいておりまして、日頃から本当に
ありがとうございます。
このように学校、地域社会、職域の３つの
教育の場に合わせた教育支援活動を行ってい
ます。

「見える化」について、「こういうことをや
っていますよ」というのは、会員や全国の消
費生活センターに配布しているACAPの機関
誌『FORUM』に掲載することもあるのです
が、ここに掲載される活動は、行事としても
大きなものになります。それで、小さなもの
というか、ふだん行っていることについては、
ACAPのホームページで発信したり、ニュー
スリリースで発信したり、会員に直接メール
で発信したり、例会で発信したりしています。
ACAPのホームページでは、情報発信を行
っているバーチャル工場（施設）見学、くら
しのサイトを分かりやすく表示し、それぞれ
の情報を取りやすくした情報の「見える化」
を行っています。
ただ、世間にまだ「ACAP」という団体名
が知れ渡ってはいません。「ACAP」、最近よ
うやく「エイペック」と言われなくなりまし
た。昔はよく「エイペック」「エイペック」と
言われて、「国際会議じゃないよ」としょっち
ゅう言っていたのですが（笑）、「ACAP」の
名前をもっと広めていかなければならないと
考えています。
「見える化」は以上です。

いろいろありがとうございます。
消費生活展の展示の話ですが、商品改良・
改善した事例は、やはり消費者の方にはイン
パクトがあると思います。「ああ、私が発信し
た声が本当に商品づくりに役立つのね」、「私
の一言が商品になるのね」という気持ちにな
り、消費者もうれしいし、事業者（企業）は
「消費者の声にこたえました」といういい事例
になると思います。
そういう事例は消費者にとっても大事かな

司会
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と思います。
これまで企業側は、まさにコミュニ

ケーションが足りませんでしたから、「もっと
もっと消費者とコミュニケーションをとらな
きゃ」という立ち位置で、ACAPの会員の皆
さんは考えて所属企業で動きをとっています。
ですから、この考えはACAP会員だけではな
く、非会員の企業にも広げていきたいです。

そうですね。支援ということでは、
学校・地域・職域と、その向ける相手をきち
んと決めて、一つ一つ違う様々なやり方を実
行されているところは、本当に感心いたしま
した。
また職場内での消費者教育というのは、「ま
ずは自社の社員に対しても」という考えはあ
っても、「実際何から始めればよいのだろう
か？」と悩んだりしてなかなか実行されてい
ないところも多いと思うのですが、ACAP様
として良い案はありませんか。

ぜひサイトを見ていただけたらと思
います。例えば、社員が消費者被害にあいモ
ヤモヤしていると、会社の仕事の効率が非常
に落ちる。そうなると、会社としてはすごい
損失なんですよね。
だから、従業員の消費生活に関する教育は
重要です。ぜひ、「ACAPの従業員向けの消
費生活教育」サイトを従業員教育に活用いた
だき、従業員の消費者被害をなくしていただ
ければと思います。
ここに紹介の全相協さんのテキストは非常
にわかりやすく作られています。それを何度
か読むだけでスッと頭に入ってきますので、消
費者被害防止にぜひ活用いただければと思い
ます。

谷一

司会

谷一

そうですね。企業の人間も一消費者
なので、いろんな勧誘も受けたりしますし、間
違いも起こします。そういうところもまた大
事になっていますよね。
今、全相協、ACAPの例で、現在やってい
る消費者教育活動、またそれを「見える化」
するために、どんなことを考えたり苦労され
ているかというお話をいただきました。
では、次に消費者庁の金子課長に伺います。
消費者庁でも、今のように、いろいろな団体
がいろいろな消費者教育に取り組んでいるこ
とを情報としてご存じだとは思います。行政
として消費者教育を推進していくポイントは、
どのようなことを考えていらっしゃいますで
しょうか。

外部リソースをうまく結びつけていく
ようなコーディネーター機能を

２点ほど申し上げようと思います。
１点目は、これまで相談員の方々、事業者
の方々それぞれが消費者教育に取り組まれて
いるというご発表がありましたが、そういっ
たいろんな方々が消費者教育に取り組まれて
いるものを必要としている例えば学校とか、そ
ういった方々へちゃんと結びつけていく、と
いうコーディネートの機能が重要なのかなと
思っています。
ここ最近、我々の消費者教育推進会議の中
で議論しているのが、法律に基づいて国が示
した基本計画が今年度でちょうど最終年度を
迎えるということで、その改定の議論が大き
なテーマになっているところです。
そこで何が重要かと議論したとき、一昔前

司会

金子



‒9‒

《特集・消費者教育の見える化》

の議論であれば、例えば「教科書にちゃんと
もっと書いてもらおう」とかという話だった
のですが、最近の教科書は、わりとしっかり
とそういう記述があるので、「それをどう教え
るかの問題ではないか？」という議論になっ
ています。
そうしますと、学校の先生方をはじめとす
る、その担い手の方々に研修の機会を提供す
るとか、その担い手の育成もあるのですが、先
ほどからご説明があったように、既に担われ
ている方が学校の外にいらっしゃるので、そ
ういった方々の活動と学校の現場のニーズを
結びつけるようなことをあわせて考える必要
があるだろう、ということです。
特に学校の先生方は非常に多忙な中で、新
たに起こるような消費者トラブルに「それを
自分でフォローしてくれ」というのは難しい
面もあります。加えて、これまでの説明の中
でもあったと思いますが、学校外の専門家の
方々は具体的な事例でもって語れるので、そ
の授業を受けられた生徒さんのより深い理解
に結びついていく、といったメリットもある
だろうと思っています。
ですので、そういった外部のリソースをう
まく結びつけていくようなコーディネーター
の機能とか、あるいは消費生活センターがそ
ういった情報を集約して、拠点としての役割
を担っていくとか、それは現行の基本方針の
中でも書かれてはいるのですが、なかなかう
まく機能していないという問題意識がありま
す。引き続きそれを次期の基本方針の中でも
位置づけて、取り組みを進めていかなければ
いけないのかなと思っているのが１点目です。

知識をどう定着させるか、それがどれ
だけ定着しているか

２点目としては、教え方、担い手の問題も
あるのですが、例えば教材とかを考えたとき
も、知識を定着させるような工夫もあるだろ
うし、あとどれだけ定着しているかという効
果測定に取り組むことです。いろいろ難しい
面はあるのですが、問題意識としてはあって、
少しずつ取り組んでいかなければいけないの
かなと思っています。
効果測定ということで申し上げると、我々
が『消費者白書』を書くときの主な材料とし
て、毎年、基本調査といわれているアンケー
トをやっています。最近、質問の数の関係で
消費者教育の質問はあまり聞けてないのです
が、平成26年のデータで、消費者教育を受け
たことがあるかどうかを聞いたとき、「受けた
ことがある」と答えた人が全世代の平均で１
割くらいだったんですね。
それを世代別に見てみると、例えば、20代・

金子　浩之氏
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30代くらいまでは「受けたことがある」とい
う人が比較的多かった。それは、恐らく90年
代に学習指導要領が改訂されたとき、消費者
教育の記述が充実されたことが影響している
と思います。
そういう意味で、やはり効果があると言え
るのですが、20代でも３割は切るんですね。
「学校で習っているはずなのに、どうして３割
になるんだろう？」という問題意識も一方で
あるわけです。
自分が学校で家庭科とか現代社会とかの科
目で習ったことが消費者教育だということに
気づかず、「あれが消費者教育だったんだ」と
いうことであればいいのですが、本当に忘れ
てしまっているとなると、それはちょっと問
題というか、やはり覚えていてほしい、とい
う問題意識があるわけです。
定期テストが終わると、きれいさっぱり忘
れてしまうというものではなく、自分の問題
として、少なくとも例えば、「何かあったと
きには188に電話する」くらいは記憶の片隅
に残っているような消費者教育をしなければ
いけないのかな、という問題意識があります。
それで、成年年齢の引き下げの議論が本格
化していることへの対応で、高校生向けの教
材をつくったわけですが、その中で気にかけ
たのが、知識が定着するような中身にしたい
ということで、一つは、若い世代の人たちが
経験する可能性がある身近な問題を具体的な
事例で入れているということです。
それに加えて、最近よく言われているアク
ティブラーニングへの対応もあって、みずか
ら考えさせるような設問もあわせて入れて、そ
ういう考えさせるような内容にすることによ

って、その知識の定着が図れるのかなという
ことを考えているところです。
今年は徳島県の全高校でご協力いただける
ことになったので、そこを中心に、ほかの地
域でもご協力いただけるところで、実験的に
この教材を使っていただくことを考えていま
す。
効果測定は難しいと申し上げたのですが、
教材を使っていただいた方にご協力いただけ
る範囲で、例えば、授業を行う前と後でどれ
だけ知識が定着したかをはかるようなアンケ
ートをやるなどの効果測定の方法を、せっか
く我々は実証フィールドを手にしたので、そ
ういったことも少しずつ勉強してみようかな
と考えています。

学校においては国語、算数という科
目がないと、学生は「勉強した」という意識
がないと感じます。「家庭科や社会科の中にこ
んな話しがあったの」と聞くと、「ああ、聞い
たことあるよ」「習ったよ」と言います。
そういう意味では、授業の中では独立した
科目でないと、子どもたちへの消費者教育の
定着は難しいかも知れません。
今、学校は、授業の中でパソコンでデータ
やインターネットも見るので、そういうコン
テンツがあるのを先生が知っていれば、自分
ではつくれない教材を事業者などのホームペ
ージなどから直接子どもたちに見せられます
よね。
今後うまくつながっていけば、情報を発信
しているほうも、もらいたいほうも、お互い
にもっともっと楽しいし、活性化するんだろ
うなと可能性をすごく感じました。

司会
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家電製品協会・ＡＣＡＰを通じて教育・
啓発活動を

ここで、私たちが個社としてどうい
う動きをとっているかを簡単にお話しさせて
いただきたいと思います。
先ほどは、主体の活動についてそれぞれが、
創意工夫をしながらやっていただいていること
がわかりました。多分、「消費者教育の見える
化」は、消費者に直接的、間接的なアプロー
チがあると思います。両面を浸透させるには、
先ほどのお話がありましたが、それぞれが連
携しあって伝えていく必要があると思います。
そこで私たちはどういう消費者教育・啓発
活動をしているかと言いますと、今、私ども
は家電製品協会という団体に入って、教育・
啓発の活動をやっています。さらに谷一委員
長の指導のもとで、ACAPの消費者啓発委員
会で活動しています。全相協さんには企業賛
助会員として活動しています。それぞれの主
体の中に入ることによって、それぞれの動き
を察知しながら、私たちができる消費者啓発
活動をやっていこうということです。
今回の『センター・レポート』のきっかけ
は増田さんの「取り組みの見える化」という
抱負からです。消費者庁、消費者団体、ある
いは事業者団体が共通の意識でこのテーマに
取り組むことで、より連携が深められるとい
う思いから、今回の座談会を企画させていた
だきました。
それで、先ほどからお話に出ています中で、
身の回りにどんな助成物があるのかを簡単に
ご紹介させていただきます。
先ほどお話が出ました「成年年齢引き下げ

熊谷

熊谷　真次

による消費者問題に対応」ということで、こ
れは高校生向けに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）
さんがつくられたテキストです。これは高校
生向けですが、わかりやすいので、早速、社
内にも展開しています。

NACS作成のテキスト
※詳しくは本誌24ページのNACSの消費者
教育をご覧ください。
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『消費者白書』―188の運用周知度を
めぐって

話は変わりますが、『消費者白書』の中に
「188の運用周知度」が載っていました。チラ
シを使って周知活動をされていると聞いてい
ますが、その周知度は、70歳以上は６％、平
均は3.3％となっています。高齢者の周知度の
高さは、相談員さんの方が日々の活動のなか
で周知徹底を図られている成果だと思います。
また、媒体では何が一番わかりやすいかと
いう意味合いで「トラブルを避けるための参
考情報は何ですか？」との設問がありました。
全般では、一番わかりやすいのはテレビでし
た。それで、年齢が高くなってくると、チラ
シやパンフレット（紙媒体）の比率が35～37
％ということで高くなるんですね。ですから、
このようなチラシの効果は大きいと思います。

そう言っていただくとありがたいの
ですが、この188を始めた当初の世論調査では、
認知度が6.4％だったんですよね。「下がって
いるじゃないか」とすごく問題になっていま
す（笑）。
我々は紙媒体ベースの取り組みが多く、そ
れによって高齢の方の認知度は比較的上がっ
てきたと思います。一方で、特に、若い世代
の数字が低いことにどう対応していくかとい
ったとき、『消費者白書』では若い世代は、例
えばSNSあたりで情報を収集することが多い
ことが出ていたと思いますが、そういったチ
ャンネルを増やしていかないと若い世代まで
届かないという問題意識が言われ始めてい
ます。
その取り組みの一つになるかもしれないの

ですが、例えば、インターネットの検索サイ
トで検索をして、関係するキーワードを入れ
たとき、上に広告が出ることがありますね。そ
れによって、トラブルに遭った人が、行政が
設置している窓口、消費生活センター等に連
絡しようと思って検索したのに、違うところ
に紹介されてしまう。そういうのを防ぐべく、
その広告の上にさらに「188」の案内を表示で
きるというのをやってみませんか、とYahoo！
さんから持ちかけていただきました。ですか
ら、Yahoo！さんで検索されたときには、
「188」の案内が出るようになっています。
我々も予算の制約の中でやらなければいけ
ないことなので、どこまで広報ができるかは
ありますが、そういう問題意識を持って、で
きるだけ情報を収集しない人まで届くような
情報提供の仕方を考えていかなければいけな
いかなと思います。

それは、無料じゃないんですか。
Yahoo！さんは無料でやっていただ

けるのですが、他の取組をやるかといったと
き、皆さんが「無料でどうぞ」とは言ってい
ただけないはずなので…。

それはすばらしい動きですね。イン
ターネットを使う人は、やはり10代・20代・
30代は高いようです。特に20代。先ほどの年
齢の引き下げによるトラブルを回避する手段
として、20代の80％の人がインターネットで
SNSを使っています。このデータも『消費者
白書』に記載されています。このように『消
費者白書』は消費者の動向を客観的・平易に、
興味の沸く構成となっており、いつも活用さ
せていただいています。

そうですよね。

金子 増田

金子

熊谷

増田
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おもしろいデータを結構紹介してい
るのではと思っています。

その消費者被害というのは、高齢者
と大学生というか、そういう年代が主ですよ
ね。ですから、いろんな団体が188を紹介すれ
ばいいと思うんです。
例えば、日本消費者教育学会や大学の先生
方が大学でPRすれば、だいぶ違うかなと思
います。ある都内の大学では、休み時間に「こ
ういう消費者問題が生じています。気をつけ
ましょう」という校内放送が流れているんで
す。「ああ、すごいな」と思いました。ある大
学ではイッキ飲み防止のポスターが貼ってあ
ったりします。ですから、いろんなところで
188を紹介するといいんじゃないかなと思い
ます。

今、大学の入学式後のガイダンス、
企業だと新入社員のガイダンスに消費者問題
についての話もあって、「消費者被害に気をつ
けましょう」、新社会人・新大学生が一番危な
いよと伝えていますよね。それが188と必ずセ
ットで、話やチラシが配られるようにはなっ
ていると思いますが、もっと増やしていくと
いいんでしょうね。

消費者教育の隙間へどう対応するか

そういうことに取り組んで教えてい
る学校であればいいのですが、そうではない
学校がたくさんあると思うんですね。また、大
学に行かないでそのまま就職する方もたくさ
んいらっしゃいます。ある意味で消費者教育
の隙間にいる方たちがたくさんいるので、こ
れから成年年齢が18歳になったとき、どうや

って手当てするのかは社会の問題として対処
すべきことです。
高校卒業とともに就職するケースだけでな
く、アルバイトをしたり、インターネットで
取引をしたり、未成年においても消費者問題
に対面する機会がすごく多くなっているので、
高校の授業だけで対応できる範囲ではありま
せん。そういう隙間をどうやって対応するか。
教材をいくらつくっても、隙間に落ちこぼれ
てしまうところがあると思うのです。そこは
社会全体できめ細かくカバーしていく必要が
あるという点が重要です。
また、SNSなどで解決してしまって、消費
生活センターなどに電話をかけなくなってき
ています。ネットである程度情報を収集して、
それが正しいかどうかという問題もあるにも
関わらず納得して、「これはこういうものだ」
と自身で解決してしまうのが、若い人たちの
今の傾向のようです。そこに対して情報提供
をどうやっていくかは、今後の大きな課題だ
と思いますね。

金子

谷一

司会

増田
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そうですね。今の若い二十歳前後っ
て、電話をかけないんじゃないかと感じます。

電話はなかなかかけないですよね。
そうですよね。今、増田さんがおっ

しゃった、高校を卒業して就職という人たち
は、まさに何もわからず社会に出てというこ
とになりますから、これは非常に難しい問題
ですよね。

貴重なご意見ですね。
次の課題は「連携」ということです。今い
ただいた皆さまのお話には、「連携していきま
しょう」というのが一つの共通した課題とし
てあると思うんですね。そこで、連携の仕方
として、これからどのようなお考えや計画を
お持ちであるかを皆さまに伺いたいと思いま
す。増田様お願いします。

ACAPへの加入が信頼の証として消
費者に認識されることが重要

今日は、ACAPさんの活動をよく理
解することができてよかったです。ありがと
うございました。
個々でご苦労されている事業者さんがたく
さんいらっしゃるのですが、個々の努力を広
報することは簡単ではないでしょうし、また
それをすることによって、「企業の広告じゃな
いか」と受け取られるなど紙一重のところも
あって非常に難しいと思います。
そういうときに、ACAPという団体を利用
して「ACAPに入っている」ということが一
つの信頼の証みたいに消費者の方に認識され
ることが重要だと思います。すでにそういう
ことをやっていらっしゃるのですが、それを

もっと広く広報していただくと、個々の事業
者さんの努力も報われるのかなと思います。
私どもも個々の消費生活相談員は頑張って

いますが、やはり１人で頑張っていることは広
報できませんので、団体として消費生活相談
員の役割や、「消費者教育はこんなことやって
います」などということを、積極的に広報する
ことで、結局は相談につながると思います。
消費者教育をやっている地域の会員が、「こ

んなふうに活躍しています」ということが外に
見えることによって、「じゃあ、そこに行けば、
何か情報が得られるかも、解決できるかも」
と消費者が理解してくれて、相談につながっ
ていくと思います。やはり団体が個々の会員
を大事にして、それを広報すると、消費生活
相談の活性化につながっていくと思います。
そして、以前からもそうですが、私たちの
吸い上げた情報を消費者庁さん・他の行政に
伝えていくことは、引き続きやっていきたい
と思うので、行政も私ども団体をどんどん利
用していただければと思っています。

全相協の話しを伺うと、消費者セン
ターの拠点としての役割は、本当に重要度が
増しているし、幅広くなっていると感じま
す。
消費者教育の拠点、地域全体の見守りの拠
点、あとは事業者と消費者を結ぶ拠点として
も、消費者センターがすごく重要であるし、多
分、消費者だけではなくて、事業者としても
消費者センターに頼ったり、一緒に連携した
りさせていただくことが増えるのでないかと
思います。
では、谷一さんのご意見・お考えを教えて
ください。

司会

増田

谷一

司会

増田

司会
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《特集・消費者教育の見える化》

ACAPを地域協議会の一員として連携を

まず、まだまだACAPの会員の中に
は、「消費者教育というのは何ぞや？」という
人がいます。
過去にACAPでは、消費者教育について会

員対象にアンケートを行ったのですが、設問
の「消費者教育をやっていますか？」に対し、
４割の方から「消費者教育を行っていません」
と回答がありました。実は、お客様相談室を
設けて相談業務に当たっているということは、
ちゃんと消費者教育ができているのです。消
費者教育推進法の第14条、消費者からの問い
合わせ、相談等から得た消費者に有用な消費
生活に関する知識を広く提供するという、正
に、その業務を行っているわけです。
しかし、私の知る限りでは、多くの方が消
費者教育という視点といいましょうか、「日頃、
自分たちが行っている仕事がそれなんだ」と
いうのがまだ十分わかってなくて、単に問い
合わせ対応というイメージでしか持ってい
ません。
だから、これはACAPとしてはちょっと反

省といいましょうか、「これが消費者教育なん
ですよ。だから、もっと有用な情報を発信し
ましょう」ということを、まだまだ声高に訴
え続けなければいけないのかなと思ってい
ます。
連携については、まず間違いなく、増田さ
んの全相協さんなど消費者団体に対しても、
行政に対してもそうですが、多様な主体と連
携をとって進めていかなければいと考えてい
ます。
消費者教育推進法の第20条に、努力義務と

して「都道府県及び市町村は、消費者教育推
進地域協議会を設けなさい」というのがあり
ます。消費者庁さんのホームページに日本地
図があって、まだ白いところがあと少しあり
ますけど、ほとんど埋まっていて、ほとんど
そういう組織体はできています。
その条文の中に、「事業者、事業者団体もそ

の一員として」定められているので、そのつ
もりでいるのですが、地方公共団体は、事業
者だから、事業者団体のACAPだからと申し
上げても、「事業者団体というのは事業者の集
まりでしょ」ということで、連携ができないこ
とがあります。また、地方公共団体が主催す
る講座や啓発資料展示などで会社名や商品名、
サービス名が出てきたりすると「だめです」
ということもあります。ところが、「会社名や
商品名やサービス名が具体的に出てこないと
消費者はわからない」ということも、講座の
受講者から言われてしまうことも現実です。
ですから、いま一歩進んだ形で、事業者、事
業者団体を地域協議会の一員として受け入れ
ていただき、連携をとっていただければと思
います。ACAPの場合、拠点が少ないので、活
動のエリアは限定されるかもしれませんが、こ
ちらは「率先して入り込んで一緒にやってい
きたい」というイメージを持っていても、相
手は「ちょっと距離を置いて」ということで、
「やりたいけど難しい。さあ、どうしよう？」
という、それがグルグル頭の中でまわってい
ます。
また、連携で具体的にどういう活動ができ
るかですが、まずはACAPの消費者啓発資料
の常設展示コーナーを未設置の消費生活セン
ターに、小さなスペースでもいいからぜひ置

谷一
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かせていただきたい。そうすると、消費生活
に関する製品やサービスについての企業側か
らの情報発信といいましょうか、消費生活に
役立つ情報をお届けできると思います。
それから地方公共団体や消費生活センター
等から見ると、製品やサービスのお問い合わ
せや困りごととかは、全国消費生活情報ネッ
トワークシステム（PIO-NET）によると全体
の10％くらいなんですね。相談のほとんどが
契約に関するものです。
そういう意味では、相談件数が少ないかも
しれないのですが、ACAPとして、相談員の
皆さんに製品・サービスの講習会を行ったり、
情報提供したりすることは、連携してできる
のではないかと思います。
また、学校の教員支援、連携についてです
が、先ほど言いましたバーチャル工場（施設）
見学については、ある小学校の校長先生は「こ
れはすごくいい。どんどんPRするから」と言
ってくれました。今、ACAPではチラシもつ
くって、「家庭でも見ることができますよ」と
いう動きもとっています。ぜひ、そういうとこ
ろでもっともっとご利用していただきたい。
そして、ACAP側も、自社のホームページ
に工場（施設）見学を掲載している企業でこ
のサイトに未掲載の会社は、このサイトの充
実に協力してほしいし、まだ工場（施設）見
学を自社のホームページに掲載していない会
社は掲載してほしい。
また、従業員への消費生活の教育のサイト
については、事業者団体と企業との連携にな
りますが、ACAPの会員企業だけが活用する
のはもったいないので、非会員企業にも活用
いただけるようトップページに掲載していま

す。これは国内企業の0.3％の大企業だけでは
なく、99.7％を占める中小企業に広げて、よ
り多くの人に消費生活に関する知識を深める
勉強に活用いただきたいと考えています。

ありがとうございます。

ACAPの啓発資料は公平性を担保

一部の行政の方から事業者の啓発資
料の中に、個社の名前が入っていると「何か
宣伝してるのではないか」というふうに見ら
れるのは、非常に残念なことだと思います。
ご理解をいただきたいのは、ACAPの冠に
ついているのは「公益社団法人」なんですね。
全相協さんと同じです。だから、「利益のため
にやっているわけではない。公益のためにや
っています」というのが大事なポイントだと
思います。
ACAPの啓発資料を展示して、それで「勉
強してください」「啓発してください」とお願
いしています。「ACAPの啓発資料は、登録
ガイドラインに従って、公平性とか中立性が
きちんと担保されています」ということが大
事だと思います。
まず地方公共団体の方や相談員の皆さま方
にそのことを理解していただ上で、ACAPの
啓発資料の内容を公益的な見地から確認して
いただきたいと思います。

実は、いろいろな会社に聞きました
ら、啓発資料と言ってもやはり会社名を外す
ことはできないということでした。

ACAP、全相協は、ともに公益社団
法人として活動されてますが、運営は大変で
すか。

司会

熊谷

谷一

熊谷
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《特集・消費者教育の見える化》

そう。公益社団法人の運営はすごく
大変なのですが、私たちは、あえてその苦し
い運営をすることを選択したわけです。それ
は、やはり「公益だ」ということを世の中に
アピールして信頼してもらって、苦しいけれ
ど利益を産まないけれど、公益のためになる
ことを常にやろうと努力をしています。消費
者庁が「公益社団法人」をバックアップする
意味で何かマークをつけていただければあり
がたいのですが……（笑）。
例えば、「公益社団法人お疲れ様マーク」と

かしていただけると……（笑）。
「ACAP」の知名度は低くて、「公益

社団法人　消費者関連専門家会議」というと、
知らない人は、一般的な異業種団体だけの認
識しかないと思います。
「公益社団法人」として実直に啓発活動に取
り組んでいることをいろんな機会を通じてア
ピールしていきたいと思います。
公益社団法人は大変ですね。外に向けた公
益活動と会員の皆さん方の資質向上、満足度
アップという、先ほど増田さんがおっしゃら
れた２つの側面からアプローチが必要ですか
ら。

そうなんですよね。
ボランティアではないので、会員自

体のレベルアップというか、満足度アップも
必要なんですね。

それはすごく必要です。

ACAPは共益と公益の２つの活動を展開

ACAPは、会員に対する共益の活動
と消費者教育、啓発活動など公益の活動を展

開しています。
公益の活動で講座を行うと、例えば、自社
のロゴが入ったパワーポイントで講習会を行
うと、「谷一さん、配付資料は自社のロゴを全
部消してください」と言われるんですね。「え
っ、どれですか？」と聞くと、「いや、右上
の」、「これは消せないものだけど」と言って
も仕方ないから「ACAP」のロゴをACAPの
ホームページからコピーして、それをその位
置に貼り付けて自社ロゴを隠しています。
しかし、「講座の中では会社名を言っていい
ですから。配布資料になければいいです」と。
だから、窮屈ですね。せっかく「一生懸命や
っているぞ」というのが、「いや、ACAPは
公益なんだけどな」と。

消費者庁さんが、消費者志向経営の
登録をしてホームページに載せているのです
から、その意味を各自治体がもっと理解して
いただきたいですね。

そうしてほしいですね。どこだった
か、消費者教育推進地域協議会の輪っかの中
で、消費者庁さんの説明の中には、事業者、事
業者団体がちゃんと入っていたのが、これが
完全に消されているところがありました。ど
ことは言いませんが（笑）。そのとき、もう何
も言えなかったですけどね。

意識の問題ですよね。
消費者側はエシカル消費で、事業者

側は消費者志向経営だというこの両輪を、消
費者庁さんがいろいろ支えていくという絵に
なっているわけですから、そこをもっと日本
全国に知らしめてほしいというか、知ってほ
しい。

私がもう一つ言申し上げたいのは、

増田

熊谷

増田
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エシカル消費の意味あいについてです。いわ
ゆるフェアトレードとかのイメージだけでは
なく、地に足のついたみずからの消費生活の
質が大事であり、自身の取引が適切で安全安
心なものであることから始まり、それが同時
に社会を変えることにつながる、自身の消費
生活から始まるんだ、という理解にしていた
だかないと、机上の空論で終わってしまうん
じゃないかと心配しています。エシカル消費
をアピールするときには、「みずからの消費生
活を安心安全なものにする」というところか
らスタートしていただきたいと思っています。

それを基礎として持っていて、そし
て次を考えましょうということですか。

そのように思っています。
ありがとうございます。最後に、連

携ということでは、消費者庁がトップに立っ
て声を出していただくことを皆が望んでいる
と思います。これからの連携に対して、団体
への期待でも結構ですので、消費者庁として
どのようにお考えかをお教えいただけますか。

倫理的消費は消費者志向経営と両輪

１つは、先ほど消費者教育推進地域
協議会の話がありましたが、今、強化作戦の
中で、都道府県とか政令市については目標を
掲げて、概ねそれは達成されつつあるわけで
すが、できたらいいというだけではなく、そ
れの活性化を考えていかなければいけないの
かなと。
それが、先ほど申し上げた多様な担い手の
連携強化にもつながっていくはずなので、そ
ういったことは考えていかなければいけない

だろうという問題意識があります。
事業者名が書いてあるものに対する抵抗と
いうのは、学校の先生まではわかっていても、
親御さんからどういう反応があるかを気にさ
れているところがあるかもしれませんね。
ですから、そこまで我々のほうで対処でき
ないかもしれませんが、事業者の方も含めて
外の方が入ることで、より深く理解が進むよ
うな消費者教育もできるということを知って
もらいたいです。そういう取り組みを考えて
いかなければいけないだろうと思います。
もう一つは、先ほどのお話の中で、我々消
費者行政なり消費者問題に携わっている方々
と、学校の教育現場との間の連携が難しい。
学校によっては理解があるところもあるけど、
そうでないところもあって、それが長年の問
題になっている。その解決のきっかけになれ
ばいいなと思っているのが徳島のプロジェク
トです。
徳島県では、もともと消費生活センターに
教員出身の方を出向の形で入れて、連携を進
めておられたのですが、今回、我々のオフィ
スとの連携のプロジェクトを立ち上げるに当
たって、さらにそれを進めて、教育委員会の
方々を消費者行政部局に連れてこられたらし
いんですね。特に教育委員会との連携が強い
形のカウンターパートが我々に提供されたと
いう中で、どこまで進むのかというのは、我々
もしっかりやってみたい。
それがうまくいければ、それをトップラン
ナーとして、「行政の中の連携を進めれば、こ
こまではできるんだよ」という優良事例にな
るわけですね。それをきっかけに他の県でも
進めていただくとか、そういった進め方がで

谷一
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きればいいなと。徳島のオフィスを実証実験
の場と我々は言っていますが、そういったこ
ともやってみたいという問題意識があります。
あとエシカル消費のところは、先ほど言わ
れたとおりです。私もいろいろな方と議論し
ている中で、「途上国の人とか環境のことを考
えてないとエシカル消費じゃない」と思われ
ていることを感じるのですが、倫理的消費は
消費者志向経営との両輪であると考えていま
す。事業者が消費者側を向いて消費者志向経
営に取り組むのと同じで、消費者も社会にと
っていい取り組みをされている事業者をちゃ
んと評価できるようにしようという取り組み
だと私は理解しているので、そういう趣旨が
伝わるようにとは思っています。
例えば、フェアトレードの商品をひとり暮
らしのお年寄りに過量販売していて、「それは
エシカル消費か？」と言われると、それは絶
対に違うわけですね（笑）。だから、「人への
配慮」の中に、消費者自らのことも入ってい
るのは言わずもがなであって、その上で、自
分のことだけでなく、途上国の人や環境など
の社会的課題にも広く目を向けるということ
ではないかと思うんです。
ときどき「消費者への配慮はエシカル消費
とは別の概念」と思われることで、倫理的消
費は消費者志向経営との両輪であることが理
解されていないのではと思うことがあります
が、今後、我々が進めていく上で、そういう

誤解がないようにしっかり説明していこうと
思います。

エシカル消費のまとめを出されて、そ
のときの委員の先生方がそのまま移っている
のか、一般社団法人 日本エシカル推進協議会
と消費者庁さんは、何か関係は深くあるので
しょうか。

研究会の報告書の趣旨は「これは行
政だけやるのではなくて、いろいろな方々を
巻き込んだ国民運動にしていかなければいけ
ない」ということで、その国民運動の連携先
の中に当然エシカル推進協議会も含まれてい
ます。ですので、今後、例えば、具体的なプ
ロジェクトの提案があって、それを我々が乗
れるものであれば、「じゃあ、コラボしてやっ
てみますか」とかは当然あると思っています。

ありがとうございました。
企業が連携し、ACAPとして社会的な公益
活動をする。そして別の公益な団体である全
相協さんとコラボする。そういうつながりが
多くの団体同士で増えると良いですね。その
ような動きを行政がしっかりとサポートした
り、評価していただければと思いました。
時間となってしまいました。お話し足りな
い部分が多々あるとは思いますが、また違う
機会でいろいろなご意見をいただけたらと思
います。皆さま、本当に貴重なご意見、楽し
いお話をありがとうございました。
 （2017年７月31日開催）

谷一

金子

司会
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公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）の
消費者教育・啓発活動の取り組みについて

公益社団法人 消費者関連専門家会議理事・消費者啓発委員長 （TOTO㈱）

谷一　暢樹 

●はじめに

公益社団法人消費者関連専門家会議（通
称：ACAP（エイキャップ）、英文名：The 
Association of Consumer Affairs Professionals
は、企業・団体のお客様相談室など消費者関
連部門の責任者・担当者で組織する公益社団
法人です。会員数は約900名、会員が所属する
企業数は約580社です。1980年10月の創立以
来、会員の資質向上、企業の消費者志向経営
に向けた支援、消費者啓発活動、消費者・行
政・企業のかけ橋としての活動、調査・研究
活動などさまざまな活動を通じ、社会、経済
の健全な発展と国民生の向上に寄与し、消費
者市民社会の実現をめざしています。

●消費者教育推進法施行による消費者
教育・啓発活動の進展

ACAPでは、2012年12月に施行された消費
者教育推進法と2013年６月に閣議決定された
消費者教育の推進に関する基本的な方針を受
け、2013年４月に消費者教育支援プロジェク
トを立ち上げ、「消費者教育の推進に関する
ACAP基本方針」と「消費者教育の推進に関
するACAP行動基準」の設定やこれらに基づ
く具体的な消費者教育・啓発活動を実現して
きました。
消費者教育推進法では、事業者や事業者団
体に課せられる義務は第７条と第14条に努力

義務として定められています。ACAPは消費
者市民社会の実現に向けた消費者志向事業者
団体として、消費者志向経営の推進をテーマ
に掲げ活動してまいりました。消費者志向、
消費者視点の経営は消費者市民社会構築には
必要で、消費者教育・啓発活動はこれを実現
する重要な活動です。
それでは消費者教育推進法の第７条と第14
条を見てみましょう。第７条は、国及び地方
公共団体が実施する消費者教育の推進に関す
る施策に協力するよう努めることや自主的な
活動に努めることを定めています。第14条は、
消費者の消費生活に関する知識の向上を図ら
れること、消費者からの問い合わせ・相談等
から得た消費生活に関する知識を広く提供す

【消費者教育の推進に関するACAP基本方針】
ACAPは、消費者教育推進法に則り、公益社団

法人として、公平かつ持続可能な社会の形成に積
極的に参画する「消費者市民社会」を目指し、そ
の社会の担い手として、自ら考え自ら行動するこ
とができる自立した消費者の育成を支援していき
ます。

【消費者教育の推進に関するACAP 行動基準】
私たちは、「消費者市民社会」づくりの推進リーダ

ーとして、以下の取り組みを進めます。
●事業者団体としてのプラットホーム機能の発揮
●事業者の活動を推進するための支援
●多様な主体（国、地方公共団体、消費者団体等）
との連携

●次世代を担う消費者の育成
●上記活動に関するコミュニケーションの強化
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ること、従業者に対し消費生活に関する研修
をおこない、消費生活に関する知識・理解を
深めること、消費者団体やその他の民間団体
がおこなう消費者教育の活動に対し、資金の
提供を含め様々な援助をおこなうことが定め
られています。
ACAPでおこなう様々な情報提供活動や、会
員が所属する企業のお客様相談室などでおこ
なう消費者対応業務は、消費者に対しておこ
なう有益な情報提供活動であり、正に消費者
教育推進法の第14条を実践しています。
ACAPでおこなう消費者啓発活動は、消費者
教育推進法により、より一層弾みがつきました。

●ACAPの活動内容

ACAPでおこなう消費者教育・啓発活動は、
消費者啓発委員会と西日本支部啓発・交流部
会が連携・協働し、担当しています。
その活動は、直接的な消費者教育・啓発活
動と間接的におこなう消費者教育・啓発支援
活動があります。

  １．直接的な消費者教育・啓発活動

⑴　地方公共団体が主催する「消費生活　　
　　展」に参画
地方公共団体が消費者月間事業などでおこ
なう消費生活展に参画し、会員が所属する企
業が作成した消費者啓発資料の展示・配布と
会員企業のお客様相談室などに入る消費者の
声を活かした製品・パネル展示などを活用し
て、相対で消費者教育・啓発活動をおこなっ
ています。特に、消費者の声を活かした製
品・パネル展示は、消費者の声から製品・サ
ービスの改善・改良に結びつけた製品の現物
展示や、パネル展示およびサービス・施設な

どの改善・改良のパネル展示をおこない、消
費者が持つ影響力を理解していただき、消費
者市民社会の形成に参画いただくことを狙い
として活動しています。また、セミナーステ
ージがある場合は製品・サービスの安全の基
礎知識について、例えばクイズ形式で来場者
を巻き込んだ講座をおこなっています。
　⑵　消費者問題に関する「わたしの提言」　　
　論文募集・表彰
ACAPが５周年を迎えた年に記念事業とし
ておこなって、2017年度で第33回を数える消
費者問題に関する論文賞です。日々の消費生
活における様々な問題に関することや事柄に
対する提言を広く募集しています。今年、第
33回のテーマは、わたしが考える消費者教育、
持続可能な社会に向けた倫理的（エシカル）
消費、企業の消費者志向経営に求められるも
の、行動しよう 消費者の未来へ（平成29年度
消費者月間テーマ）、自由課題です。本文は
2,000～8 ,000文字程度とし、応募資格は18歳
以上の一般・学生（グループも可）です。毎
年、会社員や自営業、消費生活相談員、教師、
学生等多様な方々から応募いただいています。
また、一般・学生を対象とした論文募集に
あわせて、若年層の消費者教育・啓発を狙っ

消費生活展の様子
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た中学生を対象とした「消費生活に関する作
文コンクール」をおこなっています。今年度
で第３回を迎えますが、未来を担う子ども達
に、消費生活について考え、意識を高め、こ
れからの消費生活を有意義なものにするきっ
かけになればと、400字詰め原稿用紙２～３枚
以内で、日々の消費生活に思うことなどをテ
ーマに募集をしています。
⑶　様々な主体がおこなう講座への講師派遣
 学校や地方公共団体、その他団体がおこな
う講座に講師を派遣しています。ある小学校
の公開授業では、５年生４クラス同時に「く
らしの中の安全・安心～かしこい消費者にな
ろう～」と題し、暮らしの中で使用する製品

やサービス、その他生活における基礎知識を
45分間授業で勉強します。この講座は公開授
業なので、保護者や地域住民も含め、学校を
中心とした地域社会に対しての消費者教育と
言えます。大学では、消費者視点の企業活動
などをテーマに講座をおこなっています。講
師は様々な業種の会員に担当していただいて
います。みなさんの授業は素晴らしく、学生
はもとより、大学側にも喜んでいただいてい
ます。なお、大学の講座は、講師を担当する
会員の満足にもつながっています。
 地方公共団体がおこなう講座は、地域住民

を対象とした講座や消費生活相談員を対象と
した講座、地域の企業を対象とした講座など
様々です。

２．間接的な消費者教育・啓発支援活動

 ACAPは2012年12月に施行された消費者
教育推進法、2013年６月28日閣議決定された
消費者教育基本計画を受け、消費者教育・啓
発支援の場を「学校」、「地域社会」、「職域」
に定め、ACAPHPをプラットホームとして消
費者教育・啓発支援活動に取り組んでいます。
⑴　学　校
 学校の教員支援活動として、「ACAPバー
チャル工場（施設）見学」を作成しました。こ
れは、小学校の授業でおこなう企業の工場（施
設）見学を教室にいながらおこなえる、また
は予習、復習できるサイトで、会員企業が持
つ工場（施設）見学サイトをACAPHPに整
理したものです。学校の教員が子ども達を電
車に乗せ、見学先の工場（施設）まで行くの
は安全面を考えると非常に大変なご苦労です。
また、工場（施設）に行っても時間的な制約
から、ラインが止まっていたりすることもあ授業風景

提言論文募集チラシ（左）と作文コンクール募集チラシ（右）
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り、製造過程を十分に確認できないこともあ
ります。このような時に補助的に使っていた
だければと作りました。 49社・96サイト用意
をしていますが、今後も増やして、教員支援
活動を進めてまいります。

⑵　地域社会
現在、全国の消費生活センター46箇所や

（独）国民生活センター、大学２校、計49箇所
に「ACAP消費者啓発資料常設展示コーナ
ー」が設置されています。この常設展示コー
ナーには、会員企業が作成した消費者啓発資
料（約60社・90種類）を展示および消費者が
持ち帰りでき、地域社会の消費者教育・啓発
活動の支援に寄与しています。消費者啓発資
料の展示場所があれば、すぐにでも常設展示
コーナーを開設できます。また、展示資料が
不足しても、システムで手配ができるので、手
間もかかりません。今後も、この常設展示コ
ーナーを全国に増やしていく活動を進めてま
いります。また、電子情報では、会員企業が
発信する消費生活に関する情報をACAPHP
にまとめた「ACAPくらしのおすすめ情報」
サイトがあります。衣・食・住や健康、美容、
育児など12コンテンツに整理し発信していま
す。これらを通じ、今後も地域社会の消費者
教育・啓発支援活動を進めてまいります。

⑶　職　域
消費者教育推進法の第14条３項に努力義務
として定められた企業の従業員への消費生活

に関わる教育の支援活動として「ACAP従業
員への消費生活」サイトを作成しました。ど
のような消費生活に関する教育をすればよい
のか、またどのような資料を使い教育すれば
よいのかを多様な団体が作成した資料を選定
し、各団体に許可をもらい、このサイトに掲
載しています。
目次は、製品・サービスの安全・安心に関
する資料、　契約において大切なこと、出前講
座・研修の紹介、消費生活に関する資格、消
費生活に関わる用語等、相談窓口と充実して
います。今後も内容をより一層充実させ、企
業の従業員に対する消費生活に関する消費者
教育・啓発支援活動を進めてまいります。

●おわりに

消費者教育推進法の施行と消費者教育の推
進に関する基本的な方針によりACAPの消費
者教育・啓発活動は発展的に形成されてきま
した。今後も、消費者市民社会の実現に向け
た消費者教育・啓発活動を進めると共に、多
様な主体のみなさまとの連携も進めたいと思
っています。

消費者啓発資料常設展示コーナー
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日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の取り組み

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）
理事／消費者教育委員長

窪田久美子

NACSとは

当協会（通称NACS）は、「消費生活アドバイ
ザー」、「消費生活コンサルタント」の有資格者
及び前記資格者と同等以上の専門的な知識と経
験を有する者で構成されている「消費生活に関
するわが国最大の専門家団体」です。全国７支
部の会員2,823名（2017年３月現在）がおり、「消
費者啓発」、「消費者トラブルの解決」、「消費者
と行政・企業・関連団体等との連携」の３つの
活動を通して、健全で持続可能な消費生活の確
立を目指しています。

NACSの消費者教育

 NACSでは、1988年の設立当初から、学校に
無料で講師を派遣しています。学校への講師派
遣は、28年間で全国2,437校、受講生は延べ32万
人です。また、学校以外の消費者教育の要望も
多いことから、幼児から一般社会人、高齢者へ
の消費者教育も行っています（有償）。 
NACSの講座は、アクティブ・ラーニング

（「主体的・対話的で深い学び」の実現のための
手法）を目指しています。これを支えているの
がNACSのオリジナルテキストです。各テキス
トにはイラストや写真、図表などを多く用い、受
講者に問いかける構成となっています。ワーク
シートと指導者用の手引書も作成し、「受講者自
らが課題に取り組み、行動につなげる」ための
ヒントを盛り込んでいます。
2012年度からは、（一財）産業人材研修センタ

ーとの共同事業で毎年テキストを作成してい
ます。
2012年「『見えないお金』の物語」、2013年

「はじめよう！あなたから　地球のためのエシ
カルライフ」、2014年「スマートセーフティ～
みんなが作る消費者市民社会～」を作成しま
した。いずれも、公益社団法人消費者教育支
援センターの消費者教育教材資料表彰で、優
秀賞を受賞することができました。
さらに、2017年度は、「思わず伝えたくなる

『消費者市民社会』の話」を作成しました。
このテキストを作成するきっかけとなった
のが、昨年度の「成年年齢18歳引下げ」に関
する民法改正の検討が本格化したことです。
仮に成人年齢が18歳に引き下げられると「未
成年者契約の取消し権」がなくなるため、新
たに成人となる18、19歳の消費者被害が増大

監修：
中村 新造／弁護士
石川 周子／東京都立大江
戸高校主任教諭
（一財）日本宝くじ協会助
成事業、　（一財）産業人材
研修センター共同事業

テキストがご入用の場合には、事務局にご照会
ください。

新テキスト

思わず伝えたくなる「消費者市民社会」の話
～「買う・支払う・使う・捨てる」の４ステップで育て
　 る消費者市民の芽～
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することが懸念されています。2017年１月、
内閣府消費者委員会「成年年齢引下げ対応検
討ワーキング・グループ」では、「民法の成年
年齢が引き下げられた場合、新たに成年とな
る者の消費者被害の防止・救済のための対応
策として、本報告書を踏まえた消費者教育な
どの充実や制度整備等が検討されることが必
要である。」と報告しました。消費者教育につ
いては、「多くの若者が成年を迎える高等学校
までの間に、特に中学校に入った早い段階か
ら、成年となることを意識させるような学び
が必要との指摘もあり、意思決定のスキルや
批判的思考力、判断力など消費者教育にて育
成すべき資質・能力を高める消費者教育が一
層推進される必要がある。」としています。
したがって、テキストでは一人ひとりの消
費者による「ものを買う」という日常の消費
行動が社会に影響を与える力があることを知
り、適切に行動する力を養う「消費社市民社
会の構築」を目指す内容としました。
全体の構成は、「買う」、「支払う」、「使う」、

「捨てる」という４つの段階に分けて、「消費
者市民社会」を目指すために最低限知ってお
いてほしい知識をまとめています。幅広い世
代に対応可能なテキストですが、主な対象を
高校生にしているため、１つのステップごと
に、公民科、家庭科の授業50分でできるよう
に、一目で分かるテキスト解説（指導書）を
付けています。
例えば、ステップ１「買う」<商品・サー
ビスを購入する～契約の基本～ >では、民法
で規定されている「契約」の基本的な考え方
である、「お互い対等」で「自由に決めること
ができる」一方で、「一度成立した契約は強い
拘束力を持つ」ことを学びます。そのうえで

「どんな契約でもやめることができないのか」
と問いかけ、「なぜこの事例は解約できるの
か」「なぜこちらは解約できないのか」を判断
できるように工夫しました。このステップで
は最後に消費生活センターを紹介し、「相談す
る」ことは個人の問題解決だけではなく、次
の被害者を減らすことにつながることを理解
できるようになっています。
また、ステップ３「使う」<使う時のこと
を考えた買い物>では、ヘアドライヤーを例
に広告を比較するワークで、「だれがどういう
目的で買うのか」によって、商品選択の際に
決め手となる情報が変わることを体験します。
さらに商品の安全に関する表示を確認させ、
使用時の安全にも目を向けさせます。後半で
は、ヘアドライヤー使用中にコードの付け根
から火花が飛んで手に軽いやけどを負った相
談事例を紹介し、「なぜそのような事故が起き
たのか」を写真でわかりやすく理解できるよ
うに工夫しました。まずは製品を正しく使う
ことの大切さを伝えたうえで、製品の不具合
や事故に遭った場合は、「企業や行政の相談窓
口へ事故情報を提供しよう」と呼びかけ、「自
分は被害に遭わないから大丈夫」という発想
から「自分も社会の一員だ」という自覚を促
します。
ただし、単なる「批判」と「批判的思考に
よる相談」は全く違います。その製品はどう
いう工程で作られたのか、手間がかかった分
は値段に反映されることも含め、「何を相談し
たらよいか」を考えさせることは重要です。生
徒たちに「買い手よし、売り手よし、世間よ
し、地球よし」といった、消費者市民社会の
一員となれるような自覚の芽を育てていける
一助になればと考えています。
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日本消費者協会の2017年度事業の展開状況

一般財団法人 日本消費者協会総務部 部長

伊藤　健一

当協会の最近における事業運営計画は、以
前本誌でもご紹介させていただいたが、2017
年度事業が本格的に開始した現在、具体的な
内容を含めた主な各事業の説明をしたい。

医療機関ネットパトロール事業

今年度当初、計画構想段階であったが、厚
生労働省委託新規事業として７月より正式に
当協会が実施することとなった。
広告にウェブサイトが占める割合は、近時
増加しているが、その信頼性には問題がある。
特に美容医療関係の広告は、虚偽・誇大など
が以前より相談現場から指摘されており、ト
ラブルも少なくない。
そこで、ウェブ上の広告・表示を実際に閲
覧・確認し、専門的なチェックを行い、医療
機関等のウェブサイトについて医療広告ガイ
ドライン等に則しているかを評価する。また、
問題のある広告・表示の事業者に対して、規
制の周知・改善要請を行なうパトロール事業
を展開する。
パトロールは、当協会が要請した消費生活
コンサルタントを中心としたメンバーがあた
り、広告・表示の内容評価は、医師・法律家
等専門家で構成する評価委員会が担当する。
また、改善要請等を行なった場合は、さらに
追跡調査を実施し、事業者にウェブサイトの
改善がみられない場合は、当該の都道府県、厚
生労働省に情報提供をしてゆく。
同時に、一般消費者からも問題のある広告
等に関する通報を受け入れる専用ＨＰや通報
ダイヤルを開設して情報収集を強化してゆく。

対象範囲は、「医療機関等」ということで、
ウェブサイトの製作事業者も含める。かつて
は広告とはあまりなじみのない感もあった医
療分野のネット時代における状況を詳細に把
握し、改正医療法施行までに市場の健全化を
目指す一助としたい。

一般消費者向け事業

●消費生活コンサルタント養成講座
2017年度も例年同様、「昼間コース」、「夜間

コース」を各一回実施する。昼間コースは、す
でに実施修了済みである。
夜間コースは、総日数は変更しないものの
日程構成を変更して開催期間を６ヶ月から約
４ヶ月にし、講座による拘束期間を短縮した。
夜間コースが発足して以来の変更であるが、
従来の６ヶ月におよぶ期間の長さが受講を躊
躇させる原因ともなるとの声に対応したもの
である。内容的には、一部の講座は休日の実
施として、期間短縮と、「仕事帰り」からの負
担軽減を狙った。
連続講座敬遠の風潮に対し、講座形式のメ
リットを実感できる内容をめざしたい。
●消費者力検定
消費生活を取り上げた初めての検定も14回
を数える。この間、世間でも“検定ブーム”
という現象もあってか、話題性はある程度得
たものの特に個人受験でのリピーターが確保
しにくい状況が続いている。
今年度は、個人受験がわずかであった基礎
コースを団体受験のみの対象とし、個人受験
会場の設置を８ヶ所と絞込みをはかった。一
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方で団体受験形式の受験者は一定数の期待が
持てる状況にある。
消費者教育の全世代での推進が提唱され
る現在、その有効な道具となるよう、より実
用的な試験内容とする検討も重ねたい。
●自治体市民講座等への協力
各地方自治体の啓発講座の講師派遣、運営
についての協力も引続き実施している。
上記の消費者力検定をからめた連続講座形
式の消費生活啓発講座や見守り能力の研修講
座などを複数実施する。
８月現在で、以下の講座が決定している。

これらは、自治体が啓発や見守り能力の強
化などを目指したサポーター等の育成に比較
的積極的になっているため、一定数は継続す
る推移を見せる。ただし、実施予算が小規模
な例も多く、計画が制約を受けがちなのも課
題である。
●各種出版物
ストップ・ザ・悪質商法シリーズの改訂版
作成や消費者力検定テキストのリニューアル
を実施する。検定テキストは、全面的な見直
しをはかり実施する予定。

消費生活相談員等向け

●地方消費者行政活性化交付金受託事業
2009年以来継続してきた活性化交付金（以
前は基金形式）は、今年度も愛知県において、
相談員資格試験突破を目標とした「消費生活

【消費者力検定対策】
消費者力検定受験を取り入れながら消費生活知
識を学ぶ講座
台東区、文京区、港区、目黒区、八王子市、品
川区、東村山市

【消費生活推進員フォローアップ講座】文京区
【市民講座】足立区、栃木県
【消費生活サポーター養成講座】長野県

相談員養成研修」と「消費生活相談員等キャ
リアアップ研修」の２つを受託実施すること
となった。キャリアアップ研修は、従来のレ
ベルアップ研修の内容を見直し、受講対象者
を細分化したコースの研修である。
活性化交付金は、2018年度より新たな内容
の形式をとるとの消費者庁の計画のため、今
後の動向に注視したいところだ。
●消費生活相談員行政職員等研修講座
現役の消費生活相談員、消費生活行政職員
を対象にトピックス的なテーマで研修を実施
する講座で、例年同様２回実施する。

事業者向け

●コンシューマー・オフィサー養成講座／連絡会
主に事業者の消費者対応部門担当者向けの
消費生活問題学習の講座およびその参加企業
の担当者で構成する連絡会を今年度も実施する。
事業者の消費者担当部門担当者の講座や連
絡会の例会出席がしにくい傾向の現状だが、
有用なポイントを押さえたテーマで構成し、興
味深い印象を残す研修内容としたい。
●事業者啓発用小冊子の発行／啓発講師派遣
「表示と広告」をテーマに、分冊形式のテキ
ストを出版する。基本編のほか、「医・食・住・
ネットなど」を分野毎にシリーズ化し発行。各
分冊は、講師派遣事業（事業者スキルアップ
講座）のテキストとして使用していく。今年度
は、基本編とネット通販を出版販売する。
おもに、知識が十分でない中小企業事業者
を対象として計画している。これらの事業者
の関心の度合いが鍵となるといえる。
以上、めぼしい事業を取り上げ現状報告さ
せていただいた。新規事業はネットパトロー
ルと「表示と広告」冊子の発行のみではある
が、他の事業も内容の検討を常に心がけ、「役
に立つ事業」をぜひ展開していきたい。
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１．消費者関連センターの概要

日立コンシューマ・マーケテイング㈱は日
立グループの一員として日立の家電製品を中
心にご家庭からオフィス、ビジネス分野まで、
販売、保守・メンテナンスサービスを幅広く
展開しています。またビジネス領域を拡大し
時代の要請と社会変化に対応した ｢環境価値
創造」を企業ビジョンとし、さまざまなお客
様の多様なニーズに応え、迅速なサービス提
供を実施しております。
中部支社消費者関連センターは、中部地区
の中心である名古屋市内にあり、その北部の
守山区に中部支社サービス部と同建屋同フロ
アーに位置します。
「中日ドラゴンズ」の本拠地でお馴染みの名
古屋ドームも近く、また陸上自衛隊守山駐屯

日立コンシューマ・マーケティング㈱
中部支社消費者関連センターの活動について

中部支社消費者関連センター長

斎 藤 　壽

地にも近く、市内中心部とは違った趣のある
地区に位置しています。
当社は「営業エリア」としている東海４県

（愛知、岐阜、三重、静岡）と北陸３県（福井、
石川、富山）を管轄し、サービス拠点（13）
があり、コールセンターで受付している「苦
情・ご不満、ご指摘案件」をサービス部門と
連携し、公平迅速かつ的確に対応を行ってお
ります。

２．さらなる「消費者目線」での対応

消費者庁が発足してちょうど９年が経ちま
すが、消費者の視点に立った諸施策やプロジ
ェクトが発足し、消費者行政が活発に推進さ
れている状況下、消費者の意識も高くなり、ま
た各地域の消費生活センターの役割も益々高
まっており、企業としても消費生活センター
の相談員の方々との一層の連携強化による
「消費者目線」でのお客様対応が益々必要とな
っております。

３．消費者関連センターの役割

近年活動の中心を消費者行政に対する渉外

沼津

中部サービスセンター

【中部地域お客様相談センターと連携する
サービス拠点】
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活動に力を入れており、各市町の相談員様と
の連携により消費者の方の問題解決に傾注し
ております。特に重要かつ難解な案件につい
ては、消費者関連センターの対応案件として
関係部署と密に連絡を取り合い、直接お客様
宅へお伺いしてお話をよくお聞きし、解決を
進めております。
お客様と向き合い、お困りごと・ご意見・
ご意向をしっかり理解できてこそ、早期に問
題解決が図れると思います。
お客様の声を真摯に受け止め、迅速かつ適
切に解決することで、「当社に対する信頼を高
めていただく」ことが消費者関連センターの
最も重要な役割と考えております。
具体的には、
1）お客様からの相談・問い合せ・苦情への迅
速・公平な対応
2）お客様への情報提供等の啓発活動
3）お客様情報の社内（経営幹部含む）への発信
4）マーケティング活動（顧客ニーズ、商品の
改善・開発、各種法令遵守）
5）行政・NITE・消費者団体等との連携

４．公的機関の定期巡回と情報交換、研修活動

各社、消費者関連業務担当が会員となって
いる「JEMA消費者関連委員会」は、「社会的
貢献と社会的責任を果たす」という目的を達
成するため、行政・消費者団体様との交流及
び会員の研修などの活動を積極的に行ってお
ります。

東海客相研講演会活動 各市町開催の消費者展（岐阜市、一宮市）

また毎年、名古屋市消防局員の方に ｢火災
現場調査研修会｣ を実施し、家電品に対する
火災原因調査に関する知識向上のために研修
会を実施しております。
1）JEMA消費者関連委員会毎月実施の定例会
2）各県の消費生活センターとの情報交換会
3）東海お客様相談研修会（地元企業の顧客相
談部門59社）での情報交換
4）経済産業局、NITE（中部、北陸）との情
報交換会
5）各市町で開催されている消費者生活展での
啓発活動
6）各行政窓口への定期巡回活動
7）全相協（中部、北陸）との交流会参加
8）名古屋市消防局向け火災調査研修会実施

５．今後の取り組み

現在、消費者行政は消費者教育から消費者
思考経営の推進への方向を目指しております。
残念ながら、まだ弊社は消費者思考経営実
施宣言企業ではありませんが、実施宣言がで
きる企業を目指し、今後もJEMA消費者関連
委員会活動や消費者行政渉外活動で、引き続
き、お客様への家電品の安全・安心、省エネ
の啓発活動を積極的に展開してまいります。
「安全・安心な暮らし」の実現に向け、今後と
も消費者の皆様への啓発と公平・誠実な対応
に心掛けて取り組んでまいります。皆様の一
層のご支援とご指導をよろしくお願い申し上
げます。



◎本センターレポートは、1972年から消費
者問題に対する社内啓発及び消費生活相談
員への情報誌として公益的な立場で発行し
ています。
　これまでは、弊社全国７ヶ所の消費者関
連センター責任者が消費生活センターを訪
問して本誌を提供しておりました。さらに、
本141号から、より広く消費生活相談員の方
にご覧いただけるように、全国の一定の規
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日立コンシューマ・マーケティング株式会社

模の消費生活センターに直送させていただ
きました。
　本誌に対するご意見・ご希望等をいただ
けたらありがたいです。より有用なツール
として活用いただけるよう取り組んでいき
たいと思います。
　また、消費者団体、消費者関係団体の取
り組みの見える化が図れるように、それぞ
れの団体に各号で連載をお願いしてまいり
ます。                                      （熊谷）
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