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●私のコンシューマリズム観

NACSのこれから

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 

会長　河上　正二

昨年10月、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
（略称NACS）の会長に就任いたしました。
内閣府の消費者委員会の任期を終えたとこ
ろで依頼があったのですが、これからは消
費者団体の活動が重要になると考え、引き
受けた次第です。
NACSは、1988年６月に当時の通商産業
省（現　経済産業省）の認可を受けて設立
され、昨年には30周年を迎えました。2011
年には公益社団法人化し、2012年に相談員
を名称に加えて、消費生活の専門家集団と
して全国７支部で活動しています。NACS
の活動の３本柱は、消費者トラブルの解決、
消費者教育、行政・企業・消費者団体の連
携にあり、それぞれに為すべき課題が山積
しています。ウィークエンドテレホン（週
末消費者相談）、消費者なんでも110番、
Consumer ADRなどを通じて、消費者の生
の声に接し、その立場に寄り添いながら、問
題の所在や解決の道筋を模索し、その成果
を、一定の提言に結びつけています。また、
民法における成年年齢の引き下げやIT化の
猛烈な進展を前に、若年者のみならず高齢
消費者などに対する消費者教育も大きな課
題となっています。もちろん、環境問題や
エネルギー問題、食品問題、表示問題など、
消費者の生活をとりまく様々な安全・安心
につながる啓発活動にも力を入れていかね
ばなりません。多くの課題を克服し、消費

生活を支えていく作業は、法整備や行政に
よる規制だけでは限界がありますから、行
政・企業・消費者団体が連携して総掛かり
で問題に対処しなければなりません。
幸いNACSには、様々な出自の方々が結
集していますので、会員相互の協力によっ
て、NACSならではの課題解決に向けた適
切な分析や処方箋を提示できるのではない
かと考えています。もちろん、そのために
は我々一人一人が、日々、研鑽・努力を積
まねばなりません。出自が違うと、どうし
ても考え方の違いや手法の違いは避けられ
ませんが、そうした違いを乗り越えて、「消
費者の支援・保護のために」という一点で
結束して、フラットな組織の中で、切磋琢
磨しながら前向きな努力を続けたいと考え
ています。「連携」は、誰もが語る、響きの
良い言葉ですが、決して容易なことではあ
りません。ややもすると、連携した全員が
「他人任せ」の無責任な立ち位置に自己満足
するおそれもあります。それぞれが主体的
に、「自分には何ができるか」を真剣に考え
て、それぞれの得意な領域と手法で、力を
尽くして、目的を達成していかねばなりま
せん。NACSが、そのような活動の中で、一
定の効果的な役割を果たすことができるよ
う、頑張っていきたいと思います。
今後とも、ご支援、ご協力をよろしくお
願いいたします。
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『センター・レポート』144号　序　

消費者教育の充実にむけた連携

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

消費者関連センター　

センター長　東海林　崇

今号の特集テーマは「消費者教育の充実にむけた連携」です。
消費者教育は、ライフステージに応じた多様な教育の場(学校・地域・
家庭・職域等)を活用して効果的に行うことが必要です。また消費者教育
のイメージが、さまざまな主体において連携、共有されることが重要と
なります。
現状、生活者の抱える消費者問題の実情を一番理解し、支援している

のは消費生活センターの相談員です。相談員は、相談業務を通じて、消
費者教育のテーマ・教材を提供できる存在であります。消費生活センタ
ーは、消費者相談と消費者教育の拠点として位置付けられていますが、相
談員は、相談業務の多忙・予算の減少等で、消費者教育に費やす時間や
労力に苦慮しています。消費者教育を遂行するためには、相談員をバッ
クアップする行政担当者の理解や協力が必要となります。
このような厳しい状況下で、消費者教育を推進するために、相談員同

士が連携したり、地域内のセンターが複数連携して成果を上げている例
もあります。また、消費者関連・関係団体が、積極的に消費生活センタ
ーや相談員を支援・連携しているケースもあります。
今回の「センター・レポート」は、さまざまな取り組みを知っていた

だくために、テーマに沿った論文形式としました。消費者教育を充実さ
せていくために、さまざまな主体がどのような連携をしているか、現状
としてどのような問題を感じているか、今後その課題にどう取り組もう
と考えるかを、消費者庁並びに消費者関連団体それぞれの立場から執筆
いただきました。ご一読ください。
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消費者教育の推進体制の「拠点」づくりに向けて

消費者庁 消費者教育・地方協力課 消費者教育推進室

政策企画専門職

久保　美奈海

○体系的な消費者教育の推進における
地域の役割

消費者教育は、生涯を通じ、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、また、年齢その他の消費者の特性
に配慮した適切な方法で行われるべきである
ことが、消費者教育の推進に関する法律（以
下、「消費者教育推進法」といいます。）第３
条第３項において示されています。この具体
化として、「消費者教育の内容」つまりは「ど
のような時期に、どのような内容を身につけ
ていくことが求められるのか」について、広
く共通認識を得ることができるよう作成され
たのが、「消費者教育の体系イメージマップ」
です（2013年１月）。

一方で、このイメージマップに示された力
を実際に身に付けるためには、消費者が日々
の消費生活の中で自ら学びを得るというだけ
ではなく、ライフステージに応じて、教育を
受ける機会が提供されることが必要です。こ
れを実現するため、消費者教育推進法第３条
第４項では、消費者教育は、これを推進する
多様な主体の間で、また、他の消費者政策と
の間で連携をしながら、効果的に実施される
べきであると示されています。
これらのことは、消費者教育推進法の施行
後に策定された「消費者教育の推進に関する
基本的な方針」（以下、「基本方針」といいま
す。）にも示されていますし、消費者教育推進
法以前から、消費者教育に携わってきた方々
にとって、共通認識であったことと思います。

消費者教育の体系イメージマップ

しかしながら、学校に身
を置く世代以外の層に対し
ては、一斉に消費者教育を
行う機会を設けることは容
易ではないこともまた同様
に、認識されてきました。
つまり、若年者を含む成人
期や高齢期の消費者を取り
巻く環境の中には、「消費者
教育を実施するべき（実施
し得る）場」も、「誰が担い
手となるべき（なり得る）
か」も、必ずしも顕在化さ
れてはいません。また、消
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費者の特性は「年齢」だけではなく、障害の
有無や社会経験の多さなど様々であって、あ
らゆる消費者に対して一律に効果的な手法も
存在しません。
このような中で、関心を持たない層や真に
情報を必要とする者を含む全ての消費者に対
し、漏れなく教育を受ける場が提供されるた
めには、住民に身近な行政を総合的に実施す
る地方公共団体において、地方公共団体の人
口規模や構成などの社会的状況、産業構造な
どの経済的状況のほか、地域特性に応じた手
法や内容により、様々な機会を捉えて、また、
多様な立場の担い手の協力を得て、消費者教
育を実施していただく必要があります。

○消費生活センターが「拠点」である
ということの具体的な意味

そのための司令塔として機能することが期
待されているのが、消費生活センターであり、
基本方針では、このことを、「地域における消
費者教育については、消費生活センター等を
推進拠点とする。」と表現されています。
例えば、
・どのような場を活用して、効果的な消費者
教育を実施することができるか
・教育の担い手となることが期待される者は
誰か
・担い手を発掘し、また、育成する方法
・効果的な教材や教育の手法
などといった、より具体的な消費者教育の
イメージが、消費者教育の推進に従事する者
において共有・理解され、相互の働き掛けに
よる連携体制の構築や、連携体制を活用した
教材・手法の開発、また、教育の実施といっ
た具体的な行動につなげるための、エンジン

役になることが、消費者教育推進の「拠点」
としての消費生活センターに期待されている、
と考えています。
消費生活センターは、消費者行政の一部で
あって、消費者を取り巻く社会状況、また、そ
のような社会状況において消費者が身に付け
るべき力についての知見を有しています。消
費生活センターを構成する行政職員や消費生
活相談員などの方々には、そういった知見を
もとに、行政の内外に視野を広げ、消費者教
育を担う意欲や能力を有する人材や、そのよ
うな人材を育成することのできる人、また、消
費者教育を実施できる「場」を持つ人を「巻
き込む」ことで、戦略的に、各地域における
「消費者が教育を受ける場」を生み出していた
だきたい、国としてはその支援をすべき立場
にあると認識しています。

○成年年齢の引下げを見据えた若年者へ
の消費者教育の推進とその「拠点」

他方、国においては、成年年齢引下げを見
据え、若年者への消費者教育の推進に向けた
取り組みの強化が喫緊の課題であることから、
2018年２月20日に、消費者庁、文部科学省等
の関係省庁が連携して、今後、推進すべき取
り組みを明確化しました（若年者への消費者
教育の推進に関するアクションプログラム）。
これは、成年年齢の引下げという大きな制度
的変化が見込まれることから、地域ごとに、そ
の地域において効果的な消費者教育を推進し
ていただく、ということを超えて、ある意味
では、政府が拠点として、国全体の若年者向
けの消費者教育を推進するという姿勢のあら
われであると自覚しています。
このアクションプログラムには、学習指導要
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領の趣旨を徹底し、公民科や家庭科の授業に
おいて実践的な消費者教育が実施されること
を確保することを目標とする各種施策が盛り込
まれています。つまり、学習指導要領の趣旨の
周知・徹底により、学校教育における消費者
教育の重要性とその具体的なイメージについ
て、学校教育に従事する方（教員や校長等の
管理職など）の理解を得るとともに、その実現
に向けた取り組みの支援を実施することで、学
校における教育の充実を図るものです。
ただ、アクションプログラムが策定される
までもなく、学習指導要領には既に消費者教
育の内容が充実しており、その趣旨を踏まえ
た実践的な授業が確実に実施されることが必
要であることは、当然のことでありました。ま
た、学校における消費者教育を充実するため
には、機会（時間）の確保、教員の指導力向
上、教員の指導力を補充するための外部人材
の活用が必要であることについても、消費者
教育推進会議による提言などにおいても度々
明示されてきました。

しかし、成年年齢の引下
げをきっかけに、消費者庁
と文部科学省とが連携して、
これらの当然のことを改め
て強く発信し、また、消費
者庁職員自らが全都道府県
に足を運ぶとともに、徳島
県に置いた新未来創造オフ
ィスでの取り組みを通じて、
「実践的な消費者教育」の
例を具体的に示すなど、積
極的に全国に向けた働き掛
けを実施したことに、意味
があると考えています。こ

のように取り組んだからこそ、消費者教育だ
けに取り組んでいるわけではない全国の高等
学校等の教員の方々や教育委員会などに、消
費者教育の重要性を伝え、取り組みの機運を
高めることができたものと考えています。

○消費生活センターを「拠点」とする
ための今後の方策

先に述べたとおり、学校に身を置く世代以
外の層に対しては、一斉に消費者教育を行う
機会を設けることは容易ではありません。た
だ、だからこそ、地域ごとの「拠点」に期待
される役割が大きいことも事実です。
たとえば、消費者教育を担う多様な関係者
や場をつなぐために、間に立って調整する役
割を担う「消費者教育コーディネーター」が
活躍することで、消費生活センターを拠点と
して機能させることもあり得ると思います。
また、消費者教育推進地域協議会を「結節点」
とし、各層を代表してこの協議会に参画して
いる構成員相互の連携を足掛かりに、多様な

高校生向け消費者教育教材「社会への扉」
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主体の連携体制を構築することにより、消費
生活センターが拠点として機能する、という
方法もあり得るでしょう。
実際、各地では、こういった取り組みが少
なからず見られます。2018年１月に開催した
第22回消費者教育推進会議でも、事務局であ
る消費者庁から「消費者教育の推進に関する
法律の施行状況」に関して提示した資料を踏
まえ、委員より、「資料全体からみて、消費者
教育の場は大変充実しており、５年間（※消
費者教育推進法施行からの５年、との趣旨）
の成果としては手応えのあるものと見受けら
れる」との意見が出されました。
では、このように各地で積み上げられたこ
れまでの取り組みを、限られた人員の中でど
のように発展させていくか、また、より一層
普遍的なものとして継続し、広げていくか、と
いうことが、国としても取り組むべき次なる
課題であると認識しています。
そこで、2018年３月の基本方針の改定に当
たっては、重点的に取り組むことが求められ
る喫緊の課題として、消費生活センターの拠
点化等を掲げています。また、消費者教育コ
ーディネーターによる調整、結節点としての
消費者教育推進地域協議会の実効的な活用な
どを充実・強化することにより、多様な主体
が連携・協働した体制づくりを促進するべく、
2019年１月には、その具体的方策を検討する
ため、消費者教育推進会議の下で、「地域にお
ける消費者教育の充実に向けた連携に関する
分科会」を開催することに決定しました。こ
の分科会では、地方公共団体等における実際
の取り組み例についてヒアリングを行うとと
もに、消費者教育推進会議の委員である分科
会委員より、各事例の着目すべき点や今後の

展開の可能性が見出される点などについての
意見を伺うことで、今後の具体的な施策の方
向性の検討につなげたいと考えています。

○多様な主体の連携とSDGs

また、少し視点は変わりますが、2015年に
国連で採択された「持続可能な開発目標
（SDGs）」は、消費生活センターを消費者教育
の拠点と位置付ける際の有用なツールである
と感じています。「消費者」、「事業者」、「行
政」の三者構造で消費者行政をとらえると、
「消費者教育」の担い手、が見えづらくなるよ
うに思います。消費者教育は、多面的に「自
立した消費者」、すなわち、被害に遭わないだ
けでなく、持続可能な社会のために、自ら選
択し、行動する消費者を育成するものです。
それは、消費者が安心して安全に消費生活を
おくることが重要、というだけでなく、社会
全体が持続可能に発展していくことが重要で
あるという価値観が背景にあるように思いま
す。世界が抱える課題の解決のためには、「消
費者」の行動が重要であり、そのためには消
費者自身の選択・行動に働き掛ける消費者教
育が重要である、となれば、環境活動に取り
組む人、また、人権問題に取り組む人など、一
見消費者行政・消費者教育とは距離のあるよ
うにも思える分野や人材を、「ステークホルダ
ー」として消費者行政・消費者教育に巻き込
むこともできるのではないでしょうか。
消費者庁としても、消費者月間統一テーマ
にSDGsを取り上げているとおり、あらゆる
主体のパートナーシップがあってこそ、消費
者が安心して安全に心豊かに暮らすことので
きる社会を築くことができるということを積
極的に発信していきたいと考えています。
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全相協が目指す消費生活相談からスタートする消費者教育

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 理事長

増田　悦子

１．はじめに

最近は、複雑な商品やサービスが短いサイ
クルで提供されるため、消費者にとって過去
の経験が生かされないことや、選択するため
に必須である広告や表示が適切ではないこと
などから、トラブルが発生するケースが多く
あります。不適切な広告表現は、消費者にと
っては、被害を受けたということだけにとど
まらず、消費者の選択する権利が奪われるこ
とです。一方で、コンプライアンスを遵守し、
消費者にとって有益な商品・サービスを適切
な表示・広告で提供するために、費用・労力
を負担して事業を行っている事業者にとって
は、利益が阻害されることでもあり、社会全
体の損失ととらえるべきでしょう。そして、イ
ンターネットリテラシーが十分でないなど消
費者の選択する力不足が、さらに消費者トラ
ブルを増加させていると考えています。

２．これまでの消費者教育

1962年、アメリカのケネディ大統領が連邦
議会へ送った「消費者の利益保護に関する特
別教書」における、「消費者の４つの権利」に、
1975年がフォード大統領が「消費者教育を受
ける権利」を付け加え、消費者の５つの権利
としました。
日本においては、1968年、消費者保護基本
法が制定され、啓発活動及び教育の推進が取
り入れられましたが、2004年「消費者基本法」
となり、初めて消費者教育を受けることが消

費者の権利の一つとして明記されました。以
降、地方自治体は市民の生活を守るための消
費者啓発を一定程度実施してきましたが、学
校においても家庭においても効果的な消費者
教育が実施されてきたという実感はありませ
ん。
2012年、「消費者教育の推進に関する法律」
が公布され、消費者教育の推進が期待されま
した。それから６年が経過しています。果た
して、今、全国津々浦々に消費者教育は届い
ているでしょうか。2022年４月、成年年齢が
引き下げられます。国は、消費者庁、文部科
学省、法務省、金融庁が連携し、2018年２月
20日に、「若年者への消費者教育の推進に関す
る4省庁関係局長連絡会議」を開催し、2018年
度から2020年度の３年間を集中強化期間とす
る「若年者への消費者教育の推進に関するア
クションプログラム」を推進することとして
います。今後に期待すると同時に、本協会も
また、さらに消費者教育を強化しなくてはな
らないと考えています。

３．本協会のこれまでの取組み

本協会は、全国の自治体の消費生活相談窓
口に勤務する消費生活相談員を主な構成員と
する団体です。本協会の自主事業としても、
週末電話相談室、電話相談110番などの相談
事業を実施しています。消費生活相談員は、
日々相談を受け付け、消費者被害と対面する
中で、事業者の問題、消費者の問題を必然的
に把握します。消費者に何が不足しているか、
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事業者はどのように説明を尽くすべきかなど、
消費生活相談で得た情報、具体的な言葉遣い、
最新の相談事例が消費者教育・啓発教材や講
座の材料となっています。本協会の消費者教
育によって、被害の未然防止が図られると同
時に、意思決定権が侵害されることがあるこ
とも理解してもらっています。消費生活相談
員は、日々の業務から得た実践的知識を元に、
生きた消費者教育を実施し、そして誰よりも
切実に消費者教育の必要性を感じています。
2017年、本協会の消費者教育をさらに強力に
推進するために、消費者教育研究所を設立し
活動しています。

（1）教材作成

本協会では、1976年の設立以来、タイムリ
ーで必要な情報をとりまとめた小冊子、リー
フレットなどを作成し、それを使用した消費
者講座を全国で実施してきました。小冊子は
100種類を超えています。また、週末電話相談
室に寄せられる相談を元に、毎年作成し無料
配布している「こんな相談ありました！！」
は2018年度で18回の発行となりました。消費
者教育は幼児から高齢者まで、あらゆる年代
に、さまざまな機会をとらえて広く行う必要
があります。高齢者や見守りの方向けの教育
教材はもちろん、幼児向け教材、成年年齢引
き下げを踏まえた若年者向け教材も作成し、
すべてのライフステージに対応できるよう努
めています。

（2）消費者問題出前講座の実施

2001年から始まった内閣府の消費者問題出
前講座受託事業はその後、国民生活センター
の入札事業となり、2014年度まで、年間1000
件から2000件の講座を全国で展開し、２万ヶ

所、受講者数は約82万5000人に達しました。
会員は、替え歌やロールプレイングの台本作
成、さまざまな講座用グッズを独自に作成し、
受講生参加型の講座、落語による啓発講座な
どなど趣向を凝らし、心に残る講座を実施し
てきました。
また、学校における消費者教育では、教員
から、自分ごととして捉え、記憶に残る授業
とするために具体的でリアルな情報がほしい
という要請を受けます。指導すべき内容は学
習指導要領に記載され、さまざまな資料があ
ると思いますが、本協会の会員は、便利に利
用している決済サービスの仕組みやインター
ネット通販の仕組み、スマートフォンの契約
の仕組みなど、今、多く発生しているトラブ
ル事例と必要な情報を持って学校に出向き、
講座を行っています。そして、なぜその情報
が必要なのかを理解してもらうことが重要と
考えています。
しかし、「講座を実施します」と言っても、
簡単に開催ができるわけではありません。消
費者問題出前講座を実施することの重要性を
理解してもらえなければ、会場を借りて受講
生を集めるなどの手間がかかることはしても
らえません。何度も足を運び、どうして消費
者教育が必要なのかを説明し、関係を築き理
解を得るなど、講座開催場所の開拓には大変
な労力が必要です。
2014年、消費者教育・啓発が十分にできな
い自治体を補完するために効果を発揮してき
た国民生活センターの消費者問題出前講座が
終了しました。国民生活センターの代わりは
到底できませんが、まだ必要としている地域
があり、これまで築いてきた全国の実施団体
との連携、本協会の会員の講師の質を維持す
るために、本協会自主事業として、2015年度
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以降、無償の「全相協消費者講座」を年間200
件～300件、全国で展開しています。

（3）企業の社員への消費者教育

国をあげて学校における消費者教育の実施
に取り組んでいる一方で、これまで消費者教
育を受けてこなかった人たちは、これからも
消費者教育を受ける機会がほとんどないと考
えられます。
本協会では、2018年４月から、企業の社員
への消費者教育に取り組んでいます。これま
で、企業における社員教育は当然に行われて
いますが、それは企業の社員としての教育で
あると思います。企業の社員も一生涯消費者
です。自身の消費生活を安全安心にするため
の知識を身に付け、適切な商品・サービスを
選択して消費者市民社会を目指すことを意識
することは、社員としても消費者目線を常に
維持でき、消費者志向経営をともに目指すこ
とになると考えています。

４．本協会の調査から

（1）会員の消費者教育調査

本協会では、会員が消費者教育にどのよう
に取り組んでいるかを確認し、必要な手当て
をするために、2017年、消費者教育に関する
会員調査を実施しました。その結果、市区町
村では消費生活相談員が一人体制で相談業務
にあたっている割合が高く、消費者教育・啓
発活動を行う環境が整っていないことがわか
りました。一方で、過去に消費生活相談員と
して勤務した経験のある会員が、講座や執筆、
見守り等の活動を継続していることもわかり
ました。消費生活相談により消費者教育の必
要性を真に理解しているからだと思います。
また、消費生活センターが消費者教育の拠点

と認識しつつも、実際には、関係機関との連
携が十分でなく、まだその役割を果たしてい
るとは言えない現状が多くあること、その実
現のためには、職員や相談員の充足、財政的
手当てが必須であるとの指摘がありました。
さらには、消費者教育を実施する人材の養成、
消費者教育コーディネーターの養成や設置な
ど、現場からの強い要請がありました。

（2）会員実態調査

2014年に消費者安全法が改正され、消費生
活相談員資格が法定化されたことによる消費
生活相談現場の変化、新たな交付金制度によ
る消費者行政の停滞・後退に対する懸念、地
方公務員法・地方自治法の一部の改正よる雇
用条件の変化など、消費生活相談員を取り巻
く環境変化による実態を確認することを目的
に、2018年、会員実態調査を実施しました。
消費者教育に関しては、消費者教育推進法
制定以降、会員はそれまで以上に出前講座に
取り組み、消費者教育に関するスキルアップ
に努めていました。しかし、実態調査では、高
齢者や若年者の消費者被害が依然として多い
状況であるにも関わらず、予算がないという
理由で消費者教育が停滞する、消費生活相談
員が減員となれば講座を開催できなくなる、法
改正前の資料しかない、新しい教材を作成で
きない等、消費者教育・啓発の後退を危惧す
る意見が多く寄せられました。相談員を削減
するより縮小しやすい消費者教育から削減す
る傾向となっています。
過去に消費生活センター等に勤務していた
人は、今後、高齢者福祉の活動を希望する
人が半数を占め、次いで４割の人が「教育・
啓発講座の講師」を希望しています。消費
生活相談員として培った知識と経験を生か
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した実践的な消費者教育が期待されると同
時に、学校、地域、家庭、職域等において、
得意分野を生かした消費者教育を実施でき
る場を作るなど、活動をバックアップする
のも本協会に求められる役割であることが
確認できました。

５．学校における消費者教育の現状と課題

学校における消費者教育は、学校とその地
域の消費生活センターが密接な連携をするこ
とが大変重要であることは言うまでもありま
せん。消費生活センターから適切な情報や教
材を提供する、学校内で把握した相談を消費
生活センターに繋いでもらう、消費生活相談
員等が外部講師になることにより、生きた情
報が提供できるだけでなく、教員の負担を軽
減することができます。現在、さまざまな組
織や団体が個別に消費者教育を実施していま
すが、必ずしも必要な情報が提供できている
とは言えず、大変もったいない状況にあると
思います。必要な情報をすみずみまで届ける
ためには、消費生活センターと教育現場、地
域の事業者、消費者団体とをコーディネート
する消費者教育コーディネーターが活躍する
ことで初めて実現するのであり、単に連絡協
議会等を設置しただけでは実現できないと考
えています。
しかし、現在はまだ消費者教育コーディネ
ーターの役割は明確ではなく、自治体におい
ても配置が進んでいないのが実情です。

６．最後に

消費者市民になるための教育と、消費者被
害に遭わない、加害者にならないための教育
とは、表裏一体のものです。消費生活センタ
ーは被害回復を目指すだけの場所ではなく、

適切な情報提供を行い、市民からも身の回り
の問題提起や意見を伝えることができる身近
な窓口でもあります。また、新学習指導要領
に基づいた体系的な消費者教育を具体化し効
果的で記憶に残る消費者教育をするために、
今すぐにでも地域の消費生活センターを拠点
とし、連携体制を作ることが必要です。
本来、消費者行政部門は、消費者庁と同様
に、自治体の司令塔であるべきです。住民か
らの苦情に対処するだけの場所ではなく、安
心安全な暮らしのために高いレベルの行政サ
ービスを提供する場所です。先に述べた実態
調査からも、現役の消費生活相談員だけでな
く、消費生活相談員経験者もまた、地域の安
全安心な暮らしを守るために尽力することを
望んでいます。こうした適切な人材を、消費
者教育の講師としてはもちろん、消費者教育
コーディネーターとして活用するために、消
費者行政部門が司令塔となり、他の部署に情
報発信し理解してもらうこと、そこに就く職
員に尽力していただくことが何より必要と思
います。
本協会としては、これまでにも、地方消費
者行政強化交付金の充実及び各自治体におけ
る自主財源の確保が不可欠であることを、さ
まざまな場面で伝えていますが、消費者行政
の重要性について自治体内部で理解され住民
にも理解されるよう、引き続き強く働きかけ
なければならないと考えています。環境が整
備されなければ、消費生活相談員の志だけで
は効果的な消費者教育は実施することができ
ません。
消費者市民を目指すための消費者教育を消
費生活センターからスタートさせることがで
きるよう、今後も本協会として努力していき
たいと思います。
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消費者教育の充実に向けた連携　NACSの活動

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の消費者教育

◆講師派遣事業（学校向け、一般向け）
NACSでは、1988年の設立当初から、全国
の小学校、中学校、高校、専門学校、短大、大
学といった学校全般に、全国７支部から
NACSの会員講師を派遣して、無料で出前講
座を実施しています。テーマは学校からの要
望に応じて、契約、金融、製品安全、環境、情
報通信など多岐にわたります。
さらに、全国の団体や企業、行政機関等か
らの依頼に応じて、さまざまなジャンルとテ
ーマで会員講師を派遣しています（有料講座）。
講座の対象者も、幼児から高齢者まで、希望
に合わせて、時間・回数等のアレンジや、リ
ストにないテーマでの講座にも対応していま
す。また、専門家の知見・経験に基づき、講
師養成講座、教員向け講座も実施しています。
◆NACSが作成したテキスト（教材）
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。2012年度からは、一般財団法人産業人
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年度「『見えないお
金』の物語」、2013年度「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
度「スマートセーフティ～みんなが作る消費
者市民社会～」、2017年度「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。
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。
◆民法の成年年齢引下げに対応した消費者教育
「民法の成年年齢引
下げ」で予想される消
費者問題の議論を踏ま
え、中学、高校生への
消費者教育がますます
必要になると言われて
います。そこで、2017
年度に作成した「思わ
ず伝えたくなる『消費
者市民社会』の話」のテキストに加え、「契約、
金融、安全」の授業で活用できる教材を作成
しました（中学校、高校の学習指導要領に対
応）。教材には、テキスト、指導書の他、加工
できるパワーポイント資料やワークシートな
どが付属されているため、一から教材を作ら
なくても、講座ができるように工夫されてい
ます。
おかげさまで、2012年度から作成してきた
教材は、全て公益財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。

消費者教育の充実に向けた連携

NACSでは、こうした教材を使った会員向
けの講師養成講座を行い、一人でも多くの会
員が講師を行うことができるように支援して
います。参加した会員は講座で得た知識、ス

CD-ROM教材
「思わず伝えたくなる
『消費者市民社会』の話」
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キルを消費生活センター等、自身の職場で生
かすことができる仕組みとなっています。
近年は、学校、行政、企業などさまざまな
主体から、相談員・行政職員、教員、社員向
けの講座の依頼を受け、消費者教育のノウハ
ウを提供しています。以下に、NACSの会員
講師が行った講座の例をいくつか紹介します。
◆講座の例１　行政・相談員・教員との連携
～奈良県消費生活センター～
「平成30年度「消費者教育・啓発担い手養成
講座」～中・高校生における消費者教育の実
践方法～」の講座を行いました。

化とクレジットカード」の２つを体験しまし
た。本教材は、加工できるパワーポイント資
料、ワークシートの他、リボ払い用計算ソフ
トなども入っているので、「ぜひ使いたい」と
の嬉しいご意見をいただきました。
ワークショップでは、中学、高校の教員、大
学生、消費生活センターの相談員が交わり、模
擬授業をたたき台として「自分だったらどん
な講座をするか」を話し合いました。
【主催者（消費生活センター）からのコメント】
①全体として
成年年齢引下げに関する動向、資料、授業
例と網羅的にご提供いただき、今後の授業実
践に役立つ内容でした。
②特に良かったと思われた点
教員と相談員、立場の異なる人同士が話し
合う時間をとっていただいたこと。ワークシ
ートを利用した点、実際の授業が具体的にイ
メージでき、教員から相談員に質問もありま
した。
◆講座の例２　国民生活センターとの連携　
国民生活センター主催の消費者教育講座
に、講師として呼んでいただく機会が増えて
います。
2018年度は「消費者教育に携わる講師養成
講座【応用コース】」のうち①「幼児・小学生
編」と、②「中学・高校生編の模擬講座」と、
「専門知識アップデート講座」のうち③「消費
者教育推進にあたっての消費生活センター、
消費生活相談員の役割の講義と、消費者教育
の実践事例」を依頼されました。
①講師養成講座～幼児・小学生編～

講座概要
【日時】2018年８月
【受講者】32名　（内訳：教員 14名、学生１名、相
談員17名）
【ねらい】
・成年年齢の引下げが目前に迫ったことにより、
中・高校生に向けた消費者教育の重要性がいっそ
う増してきており、その担い手となる学校教員お
よび消費者教育担当の消費生活相談員のスキルア
ップが求められている。
・NACSテキスト「消費者市民社会の話」を使っ
て、受講者が参加できる形で講義を行う。

民法の成年年齢引下げが目前に迫ったこと
により、中・高校生に向けた消費者教育の重
要性が多方面で取り上げられています。民法
の成年年齢引下げについて、多くの受講者が
突然改正されたという印象を持っていました
が、講座の説明でさまざまな経緯を経た後の
改正であることを納得されたようでした。私
自身が国会の法務委員会の参考人として発言
した内容を伝え、自分達の周りで起きている
改正点を身近にとらえ、問題点も考えやすく
なったようです。
模擬授業は「思わず伝えたくなる『消費者
市民社会』の話」から「商品・サービスを購
入する～契約の基本～」と、「支払方法の多様

講座概要
【日時】2018年５月 
【テーマ】
小学生を対象とした消費者教育講座
【受講者】39名　消費生活相談員及び行政職員
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③「専門知識アップデート講座」

ーリング・オフ等の講座を行いました。
受講者には中学生・高校生になった気持ち
で模擬授業を体験し、講座の進め方を実感し
てもらった後で、講座の進め方のポイントを
説明しました。「一からテキストを作ることは
とてもハードルが高い。今回受けた講座のテ
キストを活用すれば啓発活動を行いやすい。」
と、評価していただきました。

講座で使用した資料
「中高生に伝えるときの留意点、コツ」

講座概要
【日時】2019年２月
【テーマ】
①講義「消費者教育推進にあたっての消費生活セ
ンター、消費生活相談員の役割」
②実演「消費者教育の実践例の紹介、出前講座の
実演」
【受講者】70名（20歳代～70歳代）
消費生活相談員の有資格者（業務未経験者）
【ねらい】
・学校や民生委員、行政内外の各種機関と連携し
て消費者教育や広報・啓発を推進するため、消費
生活センター・消費生活相談員等のさまざまな活
動主体の役割について学ぶ。その後、模擬体験し、
自らが出前講座を実施することのイメージを持つ。

この講座は、消費生活相談員の資格を持っ
ているが相談業務の経験がない人や、現在、相
談業務に就いていない人を対象に、今後、消

講座では、小学校で実施した内容を、授業
中に配慮する点をコメントしながら、情報の
模擬授業の実演をしました。その後、どのよ
うに小学校にアプローチし、授業の依頼をい
ただいたかを詳しく説明しました。
さらに、「次年度の授業に組み込んでもらう

ためには、アフターフォローが必要である」
ことを伝え、具体的にどのような対応をした
のかをお話しました。相談員がそれぞれ自分
流にアレンジできるように工夫して話した点
を高く評価していただきました。
受講者の感想には、「講座の依頼を待ってい
るのではなく、自分から進んでアピールする
こと、先生の負担に配慮すること、授業案を
自分なりに作成することを学んだ。」「情報分
野、小学生には早いと思ったが目からうろ
こ。」などが寄せられました。
②講師養成講座～中学生編、高校生編～

講座概要
【日時】2018年６月
【テーマ】
①中学校で求められる消費者教育講座
②高校で求められる消費者教育講座
【受講者】73名　消費生活相談員及び行政職員　
【ねらい】
・民法の成年年齢引下げを踏まえ、中学生・高校
生に消費者教育に必要となる知識を学ぶ。また、
講座の実施等を通じで講座作りの技法やノウハウ
を取得し、実際にグループに分かれ講座案等を検
討する。

前半は、中学生向けに「思わず伝えたくな
る消費者市民社会の話」のテキストを使用し、
製品安全の講座を行いました。午後は、高校
生向けに同テキストを使い、契約の基本やク

【ねらい】
・小学生を対象とした消費者教育について、小学
生の特徴や指導上の留意点を説明するとともに、
参加体験型の講座の実演を行う。
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ージをつかめました。受講者に手や体を動
かしてもらうことが大事と感じました。

今後に向けて

2019年３月には、「はじめよう！あなたから
地球のためのエシカルライフ」のCD-ROM教
材が完成します。教材には、テキスト、指導
書の他、加工できるパワーポイント資料、ワ
ークシートなどが格納されているため、一か
ら教材を作らなくても、講座ができるよう工
夫されています。
こうした教材は、NACSが長年にわたり学
校教育を行い、ノウハウを蓄積しているから
作成できたのだと考えています。
2018年11月に一般財団法人産業人材研修セ
ンターとの共同事業で作成したテキストを全
国の消費生活センターと、NACS会員の活動
エリアの中学校に見本として配布したところ、
消費生活センターの相談員や中学校の教員か
ら大きな反響があり、学校講師派遣の件数も
昨年度より２割以上も増えました。
次年度は、小学校、中学校の授業で使用で
きる教材を作成したいと考えています。民法
の成年年齢の引下げの法律改正に伴い、小学
校では、新学習指導要領に「買物の仕組みや
消費者の役割」として、新たに「売買契約の
基礎について触れること」と明示されました。
また、2019年度時点の中学３年生が、2022年
４月１日に、初めての18歳成人になることか
ら、今後は、「自分一人で契約する」ために必
要な意思決定のスキルや批判的思考力、判断
力といった資質や能力を高める消費者教育が
重要となります。
NACSはさまざまな活動を通じ、今後も会
員のみならず、学校関係者や、行政関係者に
消費者教育の支援を継続していきたいと考え
ています。

費生活センター等の業務に携わった時のため
に知識のブラッシュアップを図る講座です。
複数の講座がある中、消費者教育の必要性に
ついて、NACSが講師を務めました。
講義「消費者教育推進にあたっての消費生

活センター、消費生活相談員の役割」の中
では、消費生活相談員がかかわる業務には
相談だけではなく「啓発業務」が含まれて
います。その理由として、消費者教育推進
法の内容と、改正消費者安全法に位置付け
られた「高齢者見守りネットワーク」の解
説をしました。
実演「消費者教育の実践例の紹介、出前講
座の実演」の中では、高齢者向け講座「絶対
に騙されない！振り込め詐欺の巧妙な手口」
と中高生向け講座「思わず伝えたくなる『消
費者市民社会』の話」の「Step１ 契約の基
本」を模擬体験していただきました。

【受講者の感想】
・講義を聞いて、これまでの経験や資格を活
かして消費者教育にぜひ携わりたいと思い
ました。
・消費者教育に興味を持つことができ、新た
な発見をしたと感じます。
・実演を楽しく体験でき、消費者教育のイメ

講座で使用した資料
「振り込め詐欺はこんな形でやってくる～架空請求～」
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中学校における消費者教育の連携授業
～消費生活相談員の現場感覚を生かした消費者教育とは～

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 関東支部 消費者教育研究会 代表

遠山　尚恵

はじめに

私たち公益社団法人全国消費生活相談員協
会 関東支部 消費者教育研究会のメンバーは、
首都圏の消費生活センターに勤務する消費生
活相談員です。本消費者教育研究会では消費
生活相談の現場感覚を活かし、消費者トラブ
ルに見舞われても適切な消費者行動がとれる
自立した消費者の育成を目指した消費者教
育・啓発活動を行っています。

消費者教育・啓発において消費生活セ
ンターが担う役割と現状

1896年に制定された民法が120年ぶりに改
正され、現在20歳の成年年齢が３年後の2022
年から18歳に引き下げられることが決まりま
した。今でも20歳になったばかりの若年成人
が契約のトラブルに巻き込まれるケースが多
く、消費生活センターでは事業者との間に入
り斡旋を行っています。今後は18歳の高校生
が成人になり、様々な契約場面に遭遇するこ
とになります。消費生活相談のプロである私
たち消費生活相談員が、これからの消費者教
育を担う役割は大きく、期待に添うべくスキ
ルアップに励まなければなりません。
2012年に制定された消費者教育推進法では、
その基本指針で「地域における消費者教育に
ついては、消費生活センター等を推進拠点と
する」とあります。「消費生活センターは消費
生活相談を受けることで、個別の消費者被害
を救済するだけではなく、商品・サービスの
基礎知識や契約知識、最新の消費生活に関す

る情報を発信するなどの啓発活動も行うよう
体制を整備する」と定められています。しか
し、消費者行政に予算と人材がつかない現状
では、なかなか消費者教育の拠点化への動き
がとれない実態があります。　
一方、学校教育では消費者教育の機会は限
られており、十分な知識の習得には至ってい
ないといえます。消費生活センターが消費生
活トラブルの相談窓口であることを周知して
いくとともに、若者がトラブルに直面した時、
どう立ち向かい、どう解決していけばよいの
か道標となる講座などの提供が必要です。
そこで、若者に役立つ教材を作成しようと
2018年初春に『契約の達人～生きるチカラを
バージョンアップ！～』を上梓しました。

『契約の達人～生きるチカラをバー
ジョンアップ！～』教材紹介

私たちは買い物を通して「契約」に関わっ
ています。この「契約」について、学校教育
では充足できない部分を消費生活相談の現場
にいる私たち消費生活相談員が実社会の話を
交えて学習内容を深めています。
生徒たち自らの立場が消費者市民の一員で
あると実感できる講座の教材として、私たち
は『契約の達人』とタイトルを定めました。ま
た、消費生活について学ぶことは、生きるこ
とを学ぶことにつながるのでサブタイトルを
『生きるチカラをバージョンアップ！』としま
した。
12頁からなる教材の内容は、
其の一　『消費者市民社会』を考える
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其の二　『契約』とは
其の三　『消費者を守る法律』を知る
其の四　若者が狙われやすいトラブル
其の五　インターネットのトラブル
其の六　クレジットカードはかしこく使う
其の七　消費生活センターに相談しよう
そして、表紙には「目次」と「まとめ」を
兼ねて『契約の達人への心得』を掲げました。
教材作成で重きを置いたポイントは、以下
の３点です。
●消費生活相談の現場感覚を消費者教育に盛
り込む
●生きる基礎力をつける + アクティブ・ラー
ニングで「深い学び」を行う
●消費者市民社会の一員として、自分の消費
者行動を倫理的に考える
2018年度全国消費者フォーラムで、『契約の
達人～生きるチカラをバージョンアップ！～』
を消費者教育教材として紹介したところ、教

材の趣旨に賛同くださる方々との出会いがあ
りました。その一つが、埼玉県北部地域 中学
校 技術・家庭科の教諭と本研究会で連携授業
を目標とした交流です。

埼玉県北部地域 中学校 技術・家庭科
教諭による消費者教育の取り組み

今回の交流で中心となっていただいた本庄
市立児玉中学校 山崎友子教諭は、『消費者教
育研究No.180』の授業実践報告にて「自分で
考え選択し、意思決定する生徒の育成～クリ
ティカルシンキングを育む学習指導法の研究
～」の論文で、消費者教育の充実に向けた取
り組みを紹介されています。
『消費と環境をめぐる状況は厳しく、社会情
勢は日々変化している。生徒は年少期からさ
まざまな消費行動をとることが多く、消費者
トラブルも低年齢化している。生徒の倫理観
や金銭感覚への悪影響も懸念されている。こ
のような状況のなかで平成24年に「消費者教
育推進に関する法律」が施行され、「自ら考え
自ら行動する」自立した消費者の育成が求め
られるようになった。学習指導要領でも持続
可能な社会を実現するための教育が明確に位
置づけられ、まさにその根幹を技術・家庭科
が担っている。
そこで本研究では、消費生活の基盤となる
知識や技術を活用して、自分で考え選択し、
意思決定できる生徒を育成するために生徒が
消費者としての自覚を高め、消費行動がもつ
影響力を理解するとともに物事を多面的・客
観的にとらえ、論理的にじっくり考えること
ができる力、いわゆるクリティカルシンキン
グ（批判的思考力）を育むことが不可欠であ
ると考え、テーマを設定した。具体的には、３
つのポイント（Why・How・For Example）
を授業の中で積み重ねていくことで、クリテ



‒ 16 ‒

ィカルな考え方が生徒に芽生え、自分で考え
選択し意思決定できる消費者を育成すること
ができると考える。』と述べられています。

中学校技術・家庭科で連携授業を実施

消費者教育の充実に向けて、埼玉県北部地
域 中学校技術・家庭科の教諭の研究会と私ど
もの消費者教育研究会の目指す方向性は一致
しており、中学校の技術・家庭科の授業で消
費生活相談の現場感覚を取り入れた授業が連
携して行えないか検討を重ねました。本研究
会からは、若者講座の実践法や身近な消費者
トラブル事例と対処法を教授しました。
その後本研究会が作成したロールプレイン
グ『有料サイトに登録しちゃった』の台本を
ベースに、教諭側が授業案を作成しました。
以下、授業の進め方を紹介します。

授業展開

＜導入＞　事前に授業で学んだ「契約」につ
いて復習し、消費者トラブル事例を簡単に
紹介する
（消費生活相談員）中学生ではインターネッ
トに関係する消費者トラブルが多いと紹介
する

↓
 学習課題を共有する：消費者被害を解決す
るためにはどうしたよいだろう  

↓
＜展開＞　インターネット被害に関するロール
プレイングを見て消費者被害の現状に気づく

①消費者被害への対応について考える。
・消費者被害が発生した場合の対応につい
て個人で考え、発表する。
（消費生活相談員）地元の消費生活センター
の場所・窓口開設日の案内する
消費者ホットライン『１８８』を紹介し「悪
質商法はいやや」で暗記を促す
②消費生活センターでの電話応対の様子をみ
せる。
（消費生活相談員）「はい、消費生活センタ
ーです。どのようなご相談ですか？」と始め、
名前、居住地、年齢を確認する。生徒はうま
く説明できないので一旦通話を中止し、まず
は問題点の整理をする。
③消費者被害の現状を再度確認し、電話で相
談する内容を考えて、ワークシートに記入
する。
・代表生徒が消費生活センターに相談する
ロールプレイングを見て、実際の対応の仕方
を知る。
 （消費生活相談員）「申込み」と「承諾」の

意思の合致がないため契約は成立していない
ことや、不当請求であるので、業者から連絡
が来ても応答しないよう助言する。今回のケ
ースは無視をする、着信拒否設定をして防衛
をする。電話に出た場合は、毅然とした態度
で断ること。契約について判断するのは難し
いので、消費生活センターへ相談をするよう

【ロールプレイング　『有料サイトに登録し
ちゃった』のあらすじ】

登場人物　たくや（中学３年生の男子）、　　
　　　　　トオル（たくやの友達）、有料　
　　　　　サイトの業者、ナレーター

あらすじ　　
学校からの帰り道、たくやのスマホに

メールが届きました。友達のトオルと一緒
にサイトにアクセスしたら、有料サイトに
登録になってしまいました。退会手続きを
したはずが、４日後にサイト業者から電話
がかかり料金を請求されますが…。あなた
ならどうしますか？
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促す。
④消費者被害を回避する方法を知る。
・消費者被害を防ぐには安易にサイト
へアクセスしないことや携帯電話番号を
教えないことなど、消費者の判断や行動
が重要であることに気付かせる。生徒か
ら出てこない考えを消費生活相談員が補
足し、消費者トラブルの回避方法を板書
で説明する。
【授業の板書】
・ メールが届いた ⇒そもそもメール
が届いたことが原因。URL付きのメール
をブロックしたり、複雑なアドレスにす
る

・ アクセスした  ⇒サイトにアクセスし
ない。どんどん先に進まない

・ 18歳以上だとウソをついた⇒未成年者
契約取消について説明する。年齢にウソ
をつくと取消は使えない。教室のみんな
は18歳で成人になることを伝える

・ 電話番号を入力した ⇒電話番号やメー
ルアドレスで個人は特定されない。しか
し、ネットに出した情報は取り戻せない。
個人情報は入力しない

⑤　授業で学んだこと、これからの生活に向
けて考えたことなどをワークシートに記入
し、発表する。

↓
＜まとめ＞　トラブルは誰にでも起こる可能
性がある
そのために
じっくりと考えて　行動する
一人で悩まないで　相談する
（消費生活相談員）生徒の学習活動や発表か
ら、今後の生活に具体的に役立つ情報を伝え、
授業のまとめに入る。
・今日の授業では皆で協力して、上手に消費

生活センターへ相談ができたことをほめる。
しかしうまく話せなくても、消費生活セン
ターへの相談はできると垣根を低くする
・生活していると消費者トラブルはおこる。
一人で悩まずに、消費生活センターへ相談
をしてほしい
・SNS（LINEなど）での友達申請の連絡に
注意する
・消費者ホットラインの３ケタ番号を再確認
「警察は110番、救急消防は119番、消費生活
センターは１８８いやや」と復唱し終了

今後の連携に向けて

今回の中学校での連携授業では、インター
ネットトラブルの対処方法を通して、消費生
活センターが消費生活トラブルの相談窓口で
あることを周知していくとともに、トラブル
に直面した時、どう立ち向かい、どう解決し
ていけばいいのか道標になる有意義な授業と
なりました。連携授業は今年度のみならず
綿々と続く活動となることを期待しています。
全国にこのような授業を届けられるよう、本
協会や本研究会で引き続き活動を推進してい
きたいと考えています。そして、多くの企業
が活動に賛同し支援してくださると心強く思
います。
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秋田市市民相談センターの紹介

秋田市市民相談センター所長　

恵美　元子

１．秋田市市民相談センターの概要

秋田市は秋田県の沿岸中央部に位置し、人
口約31万人、東北では４番目に人口の多い市
です。秋田市市民相談センターは、平成23年
市役所機構改革により庁内の相談窓口の一本
化を図り、消費者センターと市民相談室が合
併し誕生した経緯から、市民相談・専門相談
等の事務を行う相談担当と消費生活担当があ
ります。その後消費生活担当に計量検査所も
加わり現在の体制になっております。
消費生活担当の体制は、消費生活相談員５
名（全員週５日出勤）・担当職員３名（計量業
務兼任含む）です。センターにはアドバイザ
ーとして警察官OBが配置され、詐欺被害な
どの相談者を速やかに所轄署等につなげるな
ど、警察との連携も強化されています。

２．秋田市市民相談センターの特色

秋田市市民相談センター一番の特色は庁
内・庁外との連携です。相談業務では生活保
護、福祉、税務担当課所室から債務を抱えた
市民がセンターへ誘導されてきます。また、セ
ンターで相談者が生活困窮や家庭の問題、健
康問題などを抱えていると把握すると、生活
保護、生活困窮者自立支援窓口、保健所等担
当課所室につなぎます。平成28年に秋田市役
所新庁舎が完成し、主要な業務を行う課所室
が一つの建物に集約され、庁内連携が取りや
すくなりました。相談内容により地域包括支

援センター、母子支援施設、生活支援団体、フ
ードバンクなど民間団体とも連携をとってい
ます。センター主催専門相談では弁護士・司
法書士・税理士・社労士等の相談日が設けら
れており、相談者を専門家へ誘導することも
できます。
啓発業務では広報担当課と連携し、広報紙

「広報あきた」に消費者トラブル事例や対処法
を掲載するほか、自主製作の広報テレビ（秋

秋田市市民相談センター

広報テレビ
YouTubeのURL
https://www.youtube.com/watch?v=iIGdx2ZvtMA
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田県内民放３社で放送）でも寸劇を交えて消
費者トラブルを紹介しています。広報テレビ
はYouTubeでも公開しておりますので是非一
度ご視聴ください。秋田市役所Twitterアカ
ウントからもマメに情報発信をしております。

３．消費者教育の取り組み

秋田市市民相談センターでは消費者教育の
取り組みも強化しています。消費生活出前講
座は年々依頼件数が増え、今年度は59件の依
頼を受けております。高齢者向け講座ではセ
ンター作成の訪問販売お断りステッカー等の
啓発グッズを配付するほか、詐欺バスター、架
空請求の支払いに使用されるプリペイドカー
ド、○╳カード等小道具を使用した講座を行
っています。学校向けには出前講座だけでな
く、学生・保護者など対象に合わせた内容の
啓発チラシを作成し、学校の配布物に同送し
て家庭に配布してもらうなど、消費者トラブル

広報あきた

への関心を高め、センターの認知度をアップさ
せる試みも行っています。市内事業者新規就
労者向けイベントへの参加、市役所職員部局
研修、PTA役員向け講座など、社会人へのア
プローチにも力を入れているところです。

４．おわりに

昨今、消費者トラブルに貧困問題や心の病
など様々な要因が複雑に絡まり、全ての問題
を解決するのが困難な相談が増えています。
センターが相談者をずっと支援し続けること
は難しく、各所と連携し、相談者に必要な支
援を受けられるよう誘導することも重要です。
庁内・庁外との「顔の見える連携」を大事に
育て、見守りネットワークの構築につなげて
いけたら良いと願っております。市民相談セ
ンターへの相談がきっかけで問題が解決でき
たという方が増えるよう、これからも一つ一
つの業務に丁寧に取り組んでいきます。
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■消費者関連団体便り

日本消費者協会の2019年度事業について

一般財団法人 日本消費者協会 総務部長

伊藤　健一

当協会の2019年度計画について、今回は単
に計画の記述だけではなく各事業に関わる周
辺状況の考察も交えて述べてゆきたい。
主な事業のみ記述とし、割愛する事業があ
ることはご了承いただきたい。
●消費生活コンサルタント養成講座
当協会が、1962年からスタートさせた基幹
事業である。昨年、2008度より実施した昼
間・夜間の２コース制を改め、土曜日の開講
を中心とした年１回制に移行したが、今年も
これを踏襲し、５月から８月までの講座とす
る。少しでも暑い時期の開講を避け、期間の
前倒しをした。内容については、消費者問題
の第一人者の講師陣をこれまで同様に配する
一方、期間途中で理解度確認の小テストの導
入をはかっている。
近年、スクーリング形式の連続講座は、対
象者の生活パターンに合わなくなってきたと
いわれ、本形式で養成講座を実施するのは、全
国規模では当協会だけとなった。しかし、連
続のスクーリングでこその価値を評価する修
了者も多い。
また、本講座は単なる資格取得ではなく、現
在の消費者問題の基礎を徹底して学び、消費
者視点で思考できる人材を養成することを目
指している。これは、ネット情報が主流とな
り、そこに「エセ情報」もさまざまはびこる
現在に、適確な情報判断ができる人材を育て、
対峙できることにもつながると考えている。
●消費者力検定
2004年度から実施している消費者力検定は、
次年度で16回目を数える。
消費者力検定が目指すものは、一般の人が

消費者問題に目を向け、関心を持ち、消費
者力を向上させようとすることにより、消
費者教育の実践につなげようとするもので
ある。
成年年齢引き下げが間近となり、消費者教
育の促進が叫ばれる現状から考えると状況の
ニーズは、確実に存在するといえる。
しかし、まだそれを反映するような動きに
はなっていない。消費者力検定について考え
ると「検定ブーム」の終息(たしかに、一時期
無数に存在した検定で継続しているものは限
られているようだ)、消費者問題のジャンルの
広大さゆえの学習の難しさ、そこから派生す
る得点の伸び悩み、その結果としての検定の
楽しさの低下、あるいは団体受験のPR不足
など、さまざまな原因が考えられる。
そもそも、消費者教育推進法ができて以来、
現状を見る限り日本の消費者教育の進展自体
が、あまり順調には進んでいないとも感じら
れ、問題の根はもっと深いかもしれない。
2019年度の消費者力検定は、基礎、応用と
いう検定試験の基本構成や出題分野の見直し、
消費生活相談員資格試験的な出題の修正など
根本的な再検討を行ない、「一般消費者の生活
に役立つ楽しい検定」への転換を試みたい。
また、検定にあわせて利用されるテキスト
も毎年刷新を行うこととし、過去問題集とあ
わせて、構成を含めて新版を作成する予定で
ある。
●コンシューマー・オフィサー関連
「コンシューマー・オフィーサー養成講座」
は事業者の消費者対応部門の方々があるべき
消費者志向や消費者対応の考え方等を学習す
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るもので、さらに修了した事業者間の継続的
な情報提供、コミュニケーションのために「コ
ンシューマー・オフィサー連絡会」を同時に
組織している。
現在では、ACAPをはじめ、事業者の方々
が、消費者問題の情報を得る単発の機会は多
い一方で、消費者部門担当者に消費者問題の
基礎知識を連続講座で学ぶような時間的余裕
が著しく減っていると聞く。
このため、本講座も消費者対応スキルで注
目されるポイントに絞った短期集中型（全５
日間約10講義）に近年は切り替えて実施して
いる。また、長く実施時期は年明け２月を中
心としたが、新任者受講も考慮し、今年度か
ら５月開催とした。この時期変更は、好評で
受講者数も回復をみせたことから次年度も同
様の開催の予定である。
いっぽう、情報提供組織としてのコンシュ
ーマー・オフィサー連絡会は、先に触れた部
門担当者の時間的余裕の制約が影響し、出席
者の伸び悩みが見られる状況だ。
日本の事業者の消費者対応は、すでに知識
やスキルの普及が進んでいると感じるが、一
方で憂慮すべき課題もある。
それは、事業者に消費者対応部門はコスト
部門との考えがあり、目に見える利益が得に
くい部門であるということだ。よって、やや
もすると短絡的な効率を優先させ、消費者対
応部門を縮小化する事業者が出てくる懸念が
ある。
しかしながら、現在提唱されている「消費
者志向経営」は、企業経営の根幹に消費者志
向が必要であり、トップの旗振りと同時に、消
費者対応部門が牽引役になるべきと考える。
当協会としては、消費者対応部門への情報
提供をさらに充実させていくよう考えている。
●受託事業
今年度は、地方消費者行政の一環として交

付金による「相談員キャリアアップ」を継続
したほか、都内各所での消費者問題啓発学習
講座（消費者力検定受験を含むものもあり）
を実施したが、次年度もほぼ同様の受託を実
施するようにしたい。受託者決定は競争によ
り、募集時期も４月以降にやや時期をおいて
おこなわれる場合もあるが、採算制を十分考
慮しながら可能と判断されるものには積極的
に応募したい。
また、次年度で３年目となる厚生労働省の

「ネットパトロール事業」も受託に応募する。
その他、次年度途中での受託募集にも、採
算制を考慮しつつ応募したい。
●出版事業
出版物は、情報媒体の紙離れの傾向はある
ものの、自治体の啓発手段の一翼であること
には変わりない。
特に民法の成年年齢引下げに伴う若年層の
契約を中心とした啓発は、法律施行前におい
ても急務とされている。
そのため、1982年から継続して発行を続け
ている「ストップ・ザ・悪質商法」小冊子シ
リーズの改定も検討したい。
●意見・提言
当協会は、事業の一方で、省庁や各機関団
体に対して、意見や提言もおこなっている。
特に次年度、消費者庁は発足10年を迎える
が、行政の活動や推進策には消費者志向とし
て十分でないものもあり、消費者団体の間で
も注意すべき点ととらえられている。
このため、必要に応じてこれらの点につい
ても明確にメッセージを表明していきたい。
同時に、そのために必要な調査なども合わせ
て実施することも検討したい。
以上、基本的には今年度と事業項目自体
は大差ないが、当協会の独自性を反映した
消費者のための事業を次年度はさらに展開
したい。



　消費者教育は、年齢や特性に応じた教育
の場を活用して、効果的に行うことが必要
です。そのためには、さまざまな主体が連
携し、消費者教育のイメージが共有されな
ければなりません。
　相談員の方は、熱意と努力により地道に
活動を積み重ねていらっしゃいます。今号
の論文では、その活動の結果、このような
消費者教育ができたという実践例をご紹介
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日立コンシューマ・マーケティング株式会社

しています。参考にしていただけたら幸い
です。
　４月１日より、弊社は日立アプライアン
ス㈱と合併し、「日立グローバルライフソ
リューションズ株式会社」となります。多
様化するライフスタイルに寄り添い、生活
課題を解決する商品・サービスを提供し、
お客様のＱoＬを高める企業をめざします。
よろしくお願いいたします。　　　　（小柳）
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