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「 世紀型の消費者政策の在り方について」における21

消費者教育の充実に関する意見書

２００４年５月８日
日本弁護士連合会

はじめに
２００３年５月に国民生活審議会消費者政策部会においてまとめられた「 世21

紀型の消費者政策の在り方について」（最終報告）（以下「最終報告」という）の
中で、「消費者教育の充実」は「消費者政策の展開」の一項目として位置づけられ
ている（最終報告・第３章第３節）。消費者が消費者被害を未然に防ぐとともに、
自立した主体として行動していくためには「消費者教育の充実」が極めて重要であ
り、最終報告が、消費者問題の変化から消費者政策の抜本的見直しの必要性を指摘
したうえで、新しい消費者政策の展開について記載し、その重要項目の一つとして
「消費者教育の充実」を取り上げていることは評価できる。
また、最終報告を受けて、消費者保護基本法の改正が現在会期中の通常国会で行

われる見通しであるが、改正法では、消費者教育を受ける権利が明示されるととも
に、消費者教育の充実も明記される方向にあり、そのことは十分評価できるもので
ある。
本意見書では、上記最終報告および立法動向を踏まえ、上記「意見の趣旨」のと

おりの意見を述べるものであり、その理由について、以下では、まず消費者教育の
位置付けと必要性を確認したうえで、具体的に消費者教育はどのようにあるべきか
について述べることとする。

第１ 意見の趣旨

「 世紀型の消費者政策」を実施するに当たっては、消費者教育が極めて重１ 21

要な地位を占めるものであり、消費者教育を受ける権利が消費者の権利の中でも
っとも重要な権利の一つであることを確認したうえで、国および地方公共団体は
その抜本的な拡充のために必要なあらゆる施策を実施するとともに、これを裏付
ける十分な予算措置を講じるべきである。
ここでいう消費者教育の目標の中には、消費者が権利の主体として行動するこ２

とができるだけの意識・態度の涵養・育成が重要であることが確認されるべきで
ある。
消費者教育の充実によっても事業者と消費者の力の格差は歴然と存在するので３

あって、十分な消費者教育の実施を根拠として「消費者の自己責任」が強調され
るようなことが無いよう注意されなければならない。
上記の消費者教育の重要性に鑑み、消費者教育の最も重要な場の一つである学４

校教育においては、授業数の拡充と内容の充実が図られるべきである。
社会人に対しては「届ける」タイプの消費者教育の充実や有用な情報の提供が５

十分なされるべく施策が講じられるべきである。
消費者問題の変化・多様化は著しく、それに対応する法制度の改正も頻繁であ６
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るので、その変化に対応できる教材の開発・提供・更新や情報の提供、研修の充
実などを迅速にできる体制が構築されるべきである。
消費者教育の担い手の育成の重要性を認識し、資質向上と数の確保のための研７

修の充実などの施策が講じられるべきである。特に、教員免許取得のための必修
科目として「消費者教育」を加えることを実現すべきである。
消費者教育関連諸機関は、現状では消費者教育支援センターを中核として連携８

が図られるべきであり、そのために同センターに対する予算措置の増額等十分な
手当がなされるべきである。
消費者教育を推進する横断的な行政機関が早急に設置されるべきであり、同機９

関において早急に消費者教育の体系化がなされるべきである。

第２ 意見の理由
１ 消費者教育の位置づけおよび必要性について

（最終報告・対応部分）
第３節 消費者教育の充実）（
情報力において事業者に比べ劣位にある消費者の立場を改善するとともに、

消費者が自立した主体として能動的に行動するために、消費者教育の果たすべ
き役割はますます大きくなっている。このため､学校､地域､職場､家庭などにお
いて､幅広い年齢層を対象に消費者教育を充実させることが必要である。

(1) 市場経済社会と消費者被害の発生
市場経済社会においては、大量生産、大量消費を特徴とする商品の生産者たる

事業者は自ずと消費者に対して商品の購入を積極的に働きかけざるを得ない。ま
た、流通やサービス分野においても利益を得るために事業者から消費者に対して
サービスの購入を積極的に働きかける。
この事業者による消費者への働きかけが健全であり、提供される商品(以下

「サービス」も含む)の品質が適正であれば、消費者は必要かつ安全な商品を適
正に入手することができる便宜を受け、被害を受けるということはないであろう。
しかし、事業者の中には、利益の追求のために、意図的であろうとなかろうと

消費者の必要性と合致しない商品（不必要・量的過剰・品質や価格の低劣など）
の購入を働きかける者が少なくない。そして、一般的に事業者と個々の消費者と
の間には、情報力・交渉力・事前の準備の機会等様々な面で社会経済的実力にお
いて大きな格差がある。ここに消費者被害が生まれる基礎がある。さらにメディ
アと与信機関が発達したことにより、消費者被害が大規模化する。
実際に以下のように我が国において大規模な消費者被害の発生が相次いだ。
(全国規模の著名な消費者被害の例)

年代 森永ヒ素ミルク事件、スモン事件1950

年代 サリドマイド事件、カネミ油症事件1960

年代 ネズミ講事件1970

年代 豊田商事事件、投資ジャーナル事件1980

この状況は現在も変わっておらず、次のような大型事件が続発している。
摘発年代 企業・団体名 推定被害額

年 ＫＫＣ 億円1997 350
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オレンジ共済 億円85

年 ココ山岡宝飾店 億円1998 420

年 法の華三法行 億円2000 950

年 大和都市管財 億円2001 1100

年 八葉グループ 億円2002 1549

ジー・オー 億円302

(2) 消費者被害防止策としての消費者教育
消費者被害の防止策ア
消費者政策として、このようにして発生する消費者被害を防ぐためには、少

なくとも上記消費者被害発生の条件に対応した次のような対策が必要である。
①法整備

違法不当な悪質商法の取り締まり、消費者の被害回復に対する助力と公正
な市場の条件づくりのための法制度の整備

②関係組織・機関の整備、権限の付与、支援
事前対策である啓発・教育、情報提供や約款規制と事後対策である相談や

被害回復の助力活動を行う国民生活センター・消費生活センター等の諸機関
の整備拡充、これらの機関に対するＡＤＲ的機能を果たすための権限の付与、
自助組織である消費者団体に対する団体訴権の付与や活動支援

③消費者に対する消費者教育の抜本的充実
消費者が、悪質商法の実態や被害に遭った場合の対処方法、社会経済構造

や消費者の置かれた立場等に関する必要な知識を得るとともに、事前に情報
を求めたり、必要な場合には被害防止のために立法・行政へ働きかけたりす
るなど消費者として主体的に行動し、主権者として消費者の権利を積極的に
行使するような態度を修得できる消費者教育が十分に行われること
そして、マスメディアと与信機関の急速な発達による被害の拡大、大規模化、

深刻化と多発の現状を考えると、上記各対策は、緊急に、またこれまで以上に
21抜本的に強化される必要がある。このことはすなわち現在議論されている「

世紀型消費者政策」の内容と言うことになろう。
消費者教育の位置づけイ
世紀型消費者政策の方向性からして、③の消費者教育は、上記各諸施策21

の中でも積極的に重視され、国民に遍く行き渡らせるための取組みが考えられ
なければならない。
すなわち、 世紀型の消費者政策において、事前規制から事後チェック型21

への転換の推進が検討されているが、本来その転換実施の前提条件として、消
費者が権利の主体として行動できるだけの意識・態度の涵養・育成と消費者被
害防止のための知識の修得が必要であり、そのために消費者教育の充実が要求
されるのである。
また、十分な消費者政策が実行されるのを待たずに、日々刻々と新たな消費

者被害は現実に発生しているのであり、これらを未然に防ぐという意味でも消
費者教育の充実は急務と言うことになる。更に言えば、環境問題も日々進行す
る性質のものであり、環境に配慮した消費行動をとるための消費者教育も急が
なければならないのである。

(3) 消費者教育の目標
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このような位置づけからすれば、消費者教育の目標のもっとも重要な点は、消
費者が権利の主体として行動することができるだけの意識・態度の涵養・育成に
あるということになる。
そこでは、単なる悪質商法自体や被害回復のための諸制度に関する知識の修得

にとどまらず、消費行動に当たって必要な情報を自ら積極的に求める態度や適当
な情報に到達できる知識・技術の修得、手を変え品を代えて現れる悪質商法につ
いて社会経済の仕組みや構造から考えてその問題点を見抜く知識と能力の涵養、
被害者を生まないために関係諸機関に情報を提供したり対処を求めたり自ら消費
者団体を組織し参加したりするように能動的に行動する態度や考え方の修得が目
標とされなければならない。
また、昨今これまで社会的に信頼されてきた著名な企業の反社会的な行動が明

らかになる事件が頻発しているが、これに対しては、消費者が主体的に、このよ
うな企業の商品を避け、例えば環境に配慮する活動を行っている等社会的な貢献
を行っている事業者の商品を積極的に選択すること等によって、反社会的な行動
を行っている事業者を市場から排除することができると考えられる。このことは、
情報が公開され、公正な市場が機能していれば、消費者は社会経済に対して積極
的な役割を果たせるということである。そして、そのことは、市場の健全な発展
と企業の合理的な行動の促進にも寄与することとなる。つまり、消費者が市場経
済をコントロールする積極的な役割を果たすことになるわけだが、消費者教育に
おいては、やはり、このような社会的な観点からの消費行動を行う態度の獲得も
目標とされなければならないのである。

(4) 確認しておくべき諸点
以上の観点からすれば、最終報告が「第３節・消費者教育の充実」の冒頭部分

において、「情報力において事業者に比べ劣位にある消費者の立場を改善すると
ともに、消費者が自立した主体として能動的に行動するために消費者教育の果た
すべき役割はますます大きくなっている。」として、消費者教育の充実の必要性
を説いていることは正当である。
但し、消費者教育をいかに充実しようとも個々の消費者と事業者の間にある各

種の面における格差を埋め尽くすことはできないから、今後の消費者政策に関す
る議論において、以下のとおり確認しておくべき点がある。
① 違法不当な悪質商法の取り締まりの不可欠性

まず、事後チェック型へと規制手法の重点が移されるとしても、違法不当な
悪質商法の取締りの必要性は無くならないことを確認しておく必要がある。
すなわち、たとえ如何に十分な消費者教育が行われようと、個々の消費者の

能力には限界があり、事業者との実力の格差を埋めることは不可能であって、
回復しがたい被害の発生を防止するためには、違法不当な悪質商法の事前規制
が必要であることには変わりはないのである。

② 消費者を助力する制度、組織の不可欠性
新しい消費者政策として、消費者を保護の対象から自立した主体として位置

づけるという発想が指摘されているが、上記のとおり事業者と個々の消費者と
の格差を埋めることは不可能であり、現実に深刻な消費者被害が現在も続発し
ている現状をみれば、この格差を埋めるために消費者を助力する組織、制度を
拡充する必要は無くならない。
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逆に、今後、事前規制型から事後チェック型に重点を移すのであれば、諸機
関の整備拡充と団体訴権やＡＤＲ的機能のための新たな権限の付与、消費者団
体に対する支援をいっそう強化する必要があると言うべきである。

③ 自己責任論の不合理性
消費者政策を論ずる場合に消費者の自己責任を強調する考え方があり、私的

自治の枠組みからはもっともな見解のように受け止められかねないが不合理で
ある。
すなわち、現状はおよそ消費者教育が充実していると言える状況にないが、

今後消費者教育が充実されてきた際、これを理由に消費者の責任を重くする主
張、たとえば、十分な消費者教育を受けながら被害にあったのだから被害者側
にも責任がある、という考え方がなされる可能性がある。しかし、いかに消費
者教育を充実しようとも、事業者側は予め十分な時間・費用・労力をかけて消
費者に働きかけてくるのであって、組織力や情報力の面などにおいて一個人に
過ぎない消費者との間には、依然構造的な格差が歴然として存在するのである。
上記の考え方はこのような厳然とした事実を無視又は軽視するものであって不
合理であることを十分確認しておく必要があるのである。

(5) 消費者の権利としての明示
以上のとおり、消費者教育は消費者政策の重要な位置を占めるものであり、今

後、「消費者教育を受ける権利」は、消費者の権利の一つとして消費者保護基本
法に明記されなければならない。
その権利の内容は、消費者として主体的に行動し、主権者として消費者の権利

を積極的に行使するような態度を修得できる内容の消費者教育が十分になされる
べきであるということになるが、消費者教育の充実によって自己責任が不当に強
調されたりすることがあってはならない。

２ 消費者教育の機会の拡充
(1) 学校における消費者教育の充実
（最終報告・対応部分）

１．消費者教育の機会の拡充
（１）学校における消費者教育の充実
学校における消費者教育については、学習指導要領の改訂による総授業時間

数の減少を背景に、消費者教育の授業時間の減少が懸念されている。このため
従来の公民科や家庭科にとどまらず、「総合的な学習の時間」や課外講座等の
活用などを通じ、消費者教育の機会の拡充に向けて取り組むことが必要である

社会において消費者被害をなくすために消費者に求められる行動を自主的・ア
主体的に行えるような知識と態度を身につけるという消費者教育の目標達成の
ためには、社会人となる前の学校教育の段階での消費者教育が極めて重要な意
味を持つことは言うまでもない。
とりわけ近年、高校生や 歳前後の若年層が消費者事件の被害者となる事イ 20

例が急増している。インターネットや携帯電話の普及に伴い、様々な商品・サ
ービスの情報が洪水のごとく若年層の周りに溢れる一方で、消費者被害に遭わ
ないために必要な情報は特に若年層において不足しており、未熟な判断能力と



- 6 -

相まって、若年層が様々な悪徳商法のターゲットとされている。
その被害態様は、携帯電話やインターネットを利用した商品販売・サービス

提供や、友人関係を利用したマルチ・マルチまがい商法、クレジットや消費者
金融のシステムを悪用した名義貸しなど多種多様である。被害金額も、数万円
程度の比較的軽微なものから、一度に数百万円の被害に遭うものまであり、放
置すればその後の被害者の人生を大きく狂わせかねない重大なものも多い。
こうした若年層の消費者被害を防止する上で、学校における消費者教育は決

定的な重要性をもっている。逆に言えば、学校における消費者教育の位置づけ
を考える上で、若年層を取り巻く消費者被害の深刻な状況を十分踏まえておく
必要がある。
消費者教育については、１９６６年の国民生活審議会答申で学習指導要領にウ

おいて消費者教育の位置づけ強化が挙げられ、第 次指導要領改定（１９７１4

年）の際に、中学・高校の社会科において消費者保護について教えるべきこと
が明確化され、さらに１９８９年の学習指導要領改定により消費者教育の充実
が図られた。現在では公民科や家庭科において消費者教育が実施されており、
その実施率も高くなっている。
他方で、高等学校では家庭科において消費者教育が実施されることが多いが、

１９９８年から１９９９年にかけて行われた学習指導要領の改定によって、高
等学校、中学校においてそれぞれ卒業に必要な総単位数ないし総授業数が減少
したのにともない、高等学校の家庭科及び公民科、中学校の技術・家庭科及び
社会科の授業数が減少した。その結果、学校において消費者教育を受講する機
会の減少が危惧されている。
この点、最終報告でも「総合的な学習の時間」や課外講座等の活用などを通エ

じた消費者教育の機会の拡充が謳われており、こうした方向での取り組みの具
体化が必要である。
現在、いくつかの地域で、各学校、教育委員会と弁護士会の協力の下で、課

外講座の形で消費者問題に取り組む弁護士が講師となった「出前講義」が行わ
れているが、学校や教育委員会の姿勢によって取り組みの進んでいるところと
いないところの差が大きくなっている。「学校任せ」「教育委員会任せ」にな
らず、いわゆる法教育に関する政策とともに、政府が積極的イニシアチブを取
って取り組みをすすめることが必要である。

(2) 社会人に対する消費者教育の充実
（最終報告・対応部分）

（２）社会人に対する消費者教育の充実
社会人に対する消費者教育は、国民生活センター、消費生活センター、消費者
団体等を通じて行われているが、関心の高い一部の人に参加者が限定されるな
ど、消費者教育を受ける対象が十分広がっていない。このため、従来型のいわ
ば「集める」タイプの消費者教育のみならず、「出前講座」の開催等により高
齢者等消費者教育の機会を得にくい消費者の元へ「届ける」タイプの消費者
教育が必要である。また、情報提供媒体についても、従来型の啓発資料の作成
配布のみならず、インターネット、マスメディアの活用等により多様化を図っ
ていく必要がある。
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消費者被害は若者から高齢者まで広範にわたり、消費者教育も学生・生徒にア
対してだけではなく、一般社会人にも広く行われる必要がある。
特に、判断能力が不十分な高齢者や知的障害者などが、消費者被害に遭遇す

ることも少なくなく、その被害は複数回にわたって高額な被害となることも多
い。独り暮らしをしている高齢者などは、外部との接触の機会も比較的少なく、
自らが消費者被害に遭っていることに気づかない場合すらある。
やがてやってくる高齢化社会においては、更に高齢者の消費者被害が増大す

ることも考えられ、高齢者被害への対策も含めて社会人に対する消費者教育が
必要である。
社会人に対する消費者教育は、国民生活センターや全国の消費生活センター、イ

消費者団体、事業者団体等が担っており、主として講座の開設や資料の配布を
実施している。しかしながら、講座の参加者は消費者問題に関心の高い一部消
費者のみに限られており、受講者の確保が課題となっている。
また、「届ける」形式の消費者教育の拡充、例えば出前講座が効果的である

ものの、人材が不足しているため、効果的に実施されているとは言い難い。
このような現状を改善して、より多くの消費者に消費者教育の機会が及ぶよウ

うにする必要がある。特に高齢者の場合などは、「集まってくる」のを待って
いては十分な情報の伝達は望めない。そこで、高齢者に対し、直接的には、身
近に「出向く」出前講座、さらには茶の間のテレビ・ラジオ、新聞等のマスメ
ディアを利用した消費者教育を充実させる必要がある。
また、高齢者に直接的に出前講座を行うことが人材不足で困難であれば、間

接的に、ケースワーカー、民生委員などに対し、消費者被害に関する講習をす
ることで、ケースワーカーらを通して、より多くの高齢者に消費者知識を広め
てもらう必要がある。
更には、わかりやすい情報の伝達の仕方を工夫すべきであり、ビデオやパソ

コンソフトの開発などが必要である。

３ 消費者教育の内容の充実
（最終報告・対応部分）

２．消費者教育の内容の充実
（１）消費者問題の変化に対応した教材の開発・提供
近年のインターネット関連トラブルや、いわゆる「ヤミ金融」問題にみられ

るように、消費者教育の扱うべき問題は変化し、多様化・複雑化しており、こ
のような変化に迅速に対応することが求められる。このため、消費者問題の変
化に即応した適切な教材の開発と、その教育現場への迅速な提供を行うことが
必要である。
（２）体験型学習の充実
消費者教育の手法としては、講義式が主流となっているが、消費者教育の受

け手からはロールプレイング（実際の消費者問題を擬似体験させる学習手法）
等の体験型の学習手法への関心が高い。このため、こうした体験型学習の機会
を拡充する必要がある。

消費者問題の変化に対応した消費者教育の必要性(1)
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消費者問題は、社会経済の変化や技術の進歩とともに時々刻々展開し、多様化
している。例えば、最近では、不況や簡便な与信を背景としてヤミ金融問題が激
増しているほか、携帯電話やパソコンの普及によってサイト登録料等の不当・架
空請求やインターネットオークショントラブルが続出している。
また、消費者トラブルは若年層に広がり続けている一方、トラブルに巻き込ま

れる可能性は高齢者についても依然として高い。例えば、メールを媒介とするマ
ルチ商法には高校生が巻き込まれているし、高齢者の被害としては従来からの悪
質な訪問販売等のほかオレオレ詐欺など新手のものも登場している。
このような消費者問題の展開に対応して、関係する制度の進展も著しい。例え

ば、消費者契約法の成立（２００１年４月１日施行）や貸金業法の改正（いわゆ
るヤミ金対策法＝一部２００３年９月１日施行）等である。
そこで、消費者被害に遭わずに生活していくためには、様々な消費者問題やそ

の対策の変化に精通することが必要であるが、消費者問題の展開の早さからする
と、単にそれらの知識を得るだけでなく、生きる過程において自分で問題を発見
して解決できる能力を養うことも必要となる。
したがって、消費者教育においては、消費者問題の変化に即応した適切な教材

の開発とその教育現場への迅速な提供とともに、消費者が問題を発見して解決で
きる能力を養える学習手法の機会を拡充することが必要である。
この点、最終報告がこれらを掲げるのは正当である。
教材の迅速な開発・提供(2)
１９９９年 月に実施された内閣府の「学校教育における消費者教育の実態12

調査」報告（２００１年３月刊）によれば、大多数の教員は消費者教育の充実の
ためには適切な教材の開発が不可欠であり、生徒向けのみならず教師向けの資料
集・解説書が必要であると回答している。
このような希望に応えるために、教材を開発するにあたっては、展開の早い消

費者問題の実情を知る弁護士会や消費生活センターなどとの連携が十分になされ
るべきである。
また、現在では、教材は存在しても教育現場まで届いていない。そこで、イン

ターネットを利用してプリントすればそのまま教室で使用できるような教材を開
発して、教材の迅速な提供に努めるべきである。
さらに、インターネットの利用は、視聴覚的に訴えて理解を助ける上でも必要

であるし、弁護士会や消費生活センターから最新の情報を得るためにも有益であ
る。そこで、パソコンを利用しながら授業が受けられるよう、十分な予算措置を
行うことが必要である。
体験型学習の充実(3)
高等学校における消費者教育の指導方法は、生徒の関心が低い講義式のものが

ほとんどを占めているが、生徒はロールプレイングなどの疑似体験やシュミレー
ションなど消費者問題の現実感を持てる体感型の授業に対する関心が強い。
また、自分で問題を発見して解決する能力を養成するためには、ロールプレイ

ングなどの体験型学習が有効である。
そこで、消費者教育を行うにあたっては、できるだけ体験型学習を行うよう努

めるべきである。
また、体験型学習においては、個々の消費者問題のほか、問題に気づくこと自
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体が難しいということや、「自分が悪い」と一人で決めつけるのではなく被害者
同士で情報や意見の交換をすることが問題発見及び解決の手がかりとなることを
も教えるべきである。
このような体験型学習を行うためには、 で述べたインターネットの活用、(2)

教材の迅速な開発・提供が必要であり、場合によっては全員に同じ内容の教育を
しない柔軟さも必要であろう。

４ 消費者教育の担い手の強化
(1) 消費者教育の担い手の資質向上と裾野の拡大

（最終報告・対応部分）
３．消費者教育の担い手の強化
（１）消費者教育の担い手の資質向上と裾野の拡大
学校、消費者団体、NPO 等における消費者教育の担い手の資質の向上と裾野

の拡大が必要である。このうち、学校教育については、教員の消費者問題に関
する知見を高め、効果的な指導方法を習得した教員を養成するため、教員養成
課程における消費者教育関連科目の履修の促進や消費者教育に関する教員の研
修の充実が必要である。

学校の教師の間では、消費者教育への認知度は高まってきているものの、そア
もそも大学において消費者教育への問題意識を得る機会がないまま教育現場に
赴くために、自らが消費者教育の担い手であることの自覚は依然として希薄で
ある。
また消費者教育の重要性の認識を持ったとしても、知識を習得する機会が極

めて少なく、また教育者向けの資料も乏しいのが現状である。その結果教育者
が消費者問題を把握できず、効果的な消費者教育が実施されていない。
さらに、ここ数年間において、消費者関連法の制定・改正が頻繁に行われて

いる。教育者もこれらの法制度の変化や運用のノウハウに対応しなければなら
ず、そのためには、法制度に精通した消費者問題の専門家らが随時最新の情報
を発信し、現場の教師らに伝えていかなくてはならない。
ところが、法制度やその運用に精通した消費者問題の専門家と、現場の教師

らとの接点はほとんどなく、これらの情報の提供方法は確立されていないので
ある。
このような現状からは充実した消費者教育は非常に困難であり、学校におけイ

る消費者教育を充実させるためには、消費者教育に知見のある教員を積極的に
育成していく必要がある。
そのためには、「 世紀型消費者政策」における消費者教育の重要性を正21

面から見据えて、教員免許取得のための必修科目に「消費者教育」を加えるこ
とを実現すべきである。
消費者教育支援センターが行った「高等教育機関の消費者教育ー全国大学シ

ラバス調査」(２００１年３月)によれば、大学の講義要綱への消費者教育関連
講義（教育系）の収録有りとされているものは ％、収録無しが ％と41.0 42.7

なっており、無しが有りを上回っている。
これは、教員免許取得のために「消費者教育」が必修とされていないことの
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結果であり、現状では消費者教育について見識のある教員を養成することは極
めて困難であるということを示している。従って、教員免許取得のために「消
費者教育」を必修とし、それ伴って、是非とも大学教育における消費者教育関
連科目講座開設の増設と充実がなされるべきである。
消費者問題は、時代とともにめざましく変化してきている。たとえば、サーウ

ビスに関する取引が多くなってきたこと、インターネットに代表される電子化
が急速に進行し法律の整備も追いつかない状態であること等が指摘される。ま
た、このインターネットの普及とも深く関連して、個人消費者のレベルでも国
際化の問題が生じてきている。
こうした新しい型の問題に対処して行くためには、教職免許取得段階の知識

だけでは不十分である。現場の教員に、常に新しい生きた消費者教育を行える
ようにフォローが必要である。その為には研修を継続充実していかなければな
らない。
さらに学校教育には限らないが、消費者教育にとって必要な情報や教材が、

機動的に提供されなければならない。
１９９９年 月に実施された内閣府の「学校教育における消費者教育の実12

態調査」報告（２００１年３月刊）によれば、大多数の教員は消費者教育の充
実のためには適切な教材の開発が不可欠であり、生徒向けのみならず教師向け
の資料集・解説書が必要であると回答している。このような希望に応えるため、
弁護士や消費生活センターなどと連携して資料集などが提供されるべきである。
そして、機動的でわかりやすい教材や資料を提供していくためには、紙媒体だ
けでなくインターネットを活用していくことが不可欠となろう。

(2) 企業（事業者）による消費者教育
事業者や事業者団体も、情報誌を発行するなどの活動を行い、工場見学や講ア

演会を開催したり、資料・教材を作成して、消費者に配布したりしている。
しかし、事業者が提供する資料・教材については、中には商業主義的な色合

いのものや公正中立さに疑問のあるものが含まれる危険性がある。東京都消費
者生活総合センターの「企業における消費者教育・啓発等の実態に関する調
査」（１９９９年３月）によれば、(社)消費者関連専門家会議による『企業が
提供する学校における消費者資料作成ガイドライン』を利用している割合は、
わずか ％でしかない。11

明確な基準を設けて、事業者の作成した教材や資料は公平中立なものに限定
して、かつ事業から直接に学校等教育機関に送付することは禁止すべきである。
また、会社に勤務する社会人は主婦や学生に比して消費者教育を受ける機会イ

や時間的余裕に乏しいものの、収入があることから消費者事件の被害者となる
ケースは多い。よって、事業者（企業）内部のカリキュラムとして、新人向け
の研修や、中堅社員向けの企業内での研修に消費者の立場からの消費者教育関
連の研修を加えることも消費者教育として重要であり、また健全な企業の育成
にも大いに役立つものとなろう。

(3) 消費者教育の担い手間の連携強化
（最終報告・対応部分）

（２）消費者教育の担い手間の連携強化
消費者問題の多様化・複雑化に伴い、個々の担い手のみでは扱えない問題も



- 11 -

増えていることから、外部講師派遣を支援する制度の充実等の措置を通じ、消
費者教育を担う学校、消費者団体、NPO、事業者及び行政等の連携を強化して
いくことが必要である。特に、学校における消費者教育を推進していく上で、
消費生活センターと教育委員会の連携をより強化していくことが重要である。

ア 消費者教育関連諸機関の連携の現状
消費者教育の担い手となる機関としては、内閣府、文部科学省、消費者教育支

援センター、金融広報中央委員会、教育機関、事業者団体、消費生活センター、
国民生活センター、弁護士会、司法書士会、消費者団体などが存在する。しかし、
上記消費者教育関連の諸機関における横の連携は十分取れておらず、消費者教育
の現場に対して十分な人材や資料の供給がなされていない。
消費者教育に関する研究機関と、学校や消費者センターなどの消費者教育を現

実に実施する団体との間で、緊密な連携をとることができれば、消費者教育の理
念の確認や教材の作成など、効果的な消費者教育が期待できる。しかし、我が国
の消費者教育においては横断的に統轄する機関がなく、各団体が独自に活動をし、
あるいは各団体の単発的な交流によって図られているのが現状である。

イ 消費者教育ネットワークの構築
個々の機関は、情報収集能力、事例集積能力、消費者との距離、活動資金、教

育のノウハウ、法律知識等の面において様々な特性を有しており、それぞれ消費
者教育において適した役割が存在するものの、個々の機関が孤立的に活動しても
実効的な効果をあげるのは困難である。我が国の消費者教育を充実させるために
は、個々の機関の特性を生かし、教育機関と消費生活センター、弁護士会、司法
書士会、国民生活センターや消費者教育支援センター、事業者団体等の諸機関が
インターネットなどの媒体を利用したネットワークを構築して連携し、互いに意
見交換をして適切な最新情報を提供していくことが必要である。また、複数の機
関が消費者教育の講座やシンポジウムを共同で開催したり、教材を共同で開発・
出版したりするなどして、情報の共有化や連携を深めていくことも有用であろう。
消費者教育ネットワークの構築について、現状としては消費者教育支援センタ

ーが中核となる機能を担うことが期待される。消費者教育支援センターは、１９
９０年の設立以降、既に多数のすぐれた消費者教育の教材を出版するなど、消費
者教育に携わる教員や行政・企業関係者に役立つ有益な情報を発信してはいるも
のの、人的・予算的な制約が大きいことから、ネットワーク構築については必ず
しも十分な活動ができているとはいいがたい面もある。消費者教育支援センター
が今後、消費者教育の中核機関としての機能を担っていくためには、人的・物的
な面での支援が必要である。これまで数多くの消費者被害事件が起こり、多大な
社会的損害を与えることとなったが、行政の予算拡充・消費者教育の充実化によ
って消費者被害事件の被害者を減少させ、社会的なコストを減少させることが可
能であることにかんがみ、行政庁も人的・物的な面でより一層の支援をすべきで
あり、同センターの一層の充実が図られなければならない。

(4) リソースセンターの機能強化と消費者問題についての横断的行政機関の設置
の必要性
（最終報告・対応部分）

（３）リソースセンターの機能強化
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消費者教育の現場に教材や講師に関する情報が十分届いていないことから、
教材や講師派遣など、消費者教育に関する情報を集約し、各推進主体に効率的
に提供する、いわばリソースセンターの役割が重要であり、こうした役割を担
う組織の機能強化が必要である。

上記のとおり、消費者教育は現状では不十分であり、それを改善するために各ア
方策が考えられる。
しかし、消費者教育は、既に述べたとおり、消費者がその主権を実現するとい

う目的で行われるべきであり、その必要性や到達すべき目標からして、長期的な
展望をもって実現されるべきものである。従って、本来、消費者教育の理念を確
認したうえで、教育内容を体系化して展開されなければならない。
現状は、消費者教育自体の意味が曖昧であり体系化もなされず、各組織が連携

も不十分なまま独自に取組を行っている状況である。
この現状を変えていくためには、 世紀型消費者政策の重要な根幹部分としイ 21

て消費者教育を明確に位置づける必要があり、そのために消費者教育を推進する
横断的な行政機関が早急に設置されなければならない。そして、同機関において
は、消費者教育に関する調査や情報収集のほか、教材の提供などを通じて、ある
べき消費者教育の推進がなされるべきである。
現状でも財団法人消費者教育支援センターが既に述べたとおり消費者教育につ

いて講座の開催、資料の作成、指導方法の開発などを手がけており、リソースセ
ンターとして非常に有益な活動を行っているが、何分にも人的および財政的な規
模が小さく十分な活動が行いきれないという実態がある。従って、同センターの
人的財政的規模の拡充は非常に重要である。そして、更に、同センターとは別に
上記のような消費者政策の一環として消費者教育を推進するための行政機関が必
要だと考えるものである。

以 上
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学習指導要領の改訂にあたって消費者教育の充実を求める意見書

２００７年６月１４日

日本弁護士連合会

第１ はじめに

現行学習指導要領は，中学校については１９９８年（平成１０年），高等学校について

は１９９９年（平成１１年）に告示され，それぞれ２００２年（平成１４年）及び２００

３年（平成１５年）より施行されているが，告示後８年以上を経過して現在その改訂作業

が行われている。現行学習指導要領では，学校完全週５日制や「総合的な学習の時間」が

導入され，「生きる力をはぐくむこと」を目指したゆとりある教育の実践を行うべく内容

が策定されているが，各教科の学習内容が大幅に削減されたため，施行後に生徒の基礎学

力低下への懸念が社会的な問題となり，その対策について議論されている状況である。そ

のため，改訂される学習指導要領においては，国語・数学・外国語などの基礎科目を重視

する方向となると考えられる。

一方，現代社会における消費者問題はますます複雑化・多様化しており，現行学習指導

要領の告示後も若者のトラブルを含めた消費者トラブルは急激に増加している。特に，悪

質商法などの契約トラブルの被害は相変わらず多い。このような現状の中で，現代社会を

生き抜くためには，中学校・高等学校などの学校において契約の基礎を修得させるなどの

充実した消費者教育がなされ，「生きる力」を身に付けることがまさに求められている。

また，この間，消費者基本法（消費者保護基本法から改称。以下同じ。）において消費

者の権利が明示され，その中に消費者教育を受ける権利が掲げられ，消費者教育の充実も

消費者問題の解決において極めて重要な位置付けとなっている。

当連合会では，かねてから消費者教育の重要性にかんがみ，消費者教育において弁護士

会がどのような役割を果たすべきかなどについての研究を継続してきた。そして，２００

４年（平成１６年）５月には「『２１世紀型の消費者政策の在り方について』における消

費者教育の充実に関する意見書」をとりまとめ，消費者被害の予防と消費者の権利の自覚

のために消費者教育が極めて重要である旨の意見を示した。

今般の学習指導要領改訂においては，基礎学力の強化だけでなく，真に現代社会を生き

抜く力を付けさせるための「消費者教育」も極めて重要であり，その具体的内容が盛り込

まれるべきであるので，当連合会として本意見書を提出するものである。

第２ 意見の趣旨

現在，改訂が検討されている学習指導要領においては，「消費者教育の充実」の観点か

ら内容を策定し，具体的には以下の内容が実現されるべきである。

資
料9
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１ 中学校の社会科及び技術・家庭科，高等学校の公民科及び家庭科においては，生徒

が現代社会を生き抜く力を身に付けられるよう，次の内容の消費者教育を行うこと。

(1) 「契約」について，その意味や仕組み，成立の要件や効果などの基本的事項を十

分修得させたうえで，消費者の日常生活は多くの契約を結ぶことによって成り立っ

ていることを理解させること。

(2) 消費者が商品やサービスを選定し，契約を締結するにあたって，自ら権利の主体

として，商品やサービスの品質や内容，契約条項の意味などの必要な情報を積極的

に収集し，合理的な判断の下に契約を締結することが重要であることを理解させる

こと。そのうえで，情報収集についての知識・技術を修得させるとともに，契約締

結の判断を合理的に行える能力を身に付けさせること。

(3) 多重債務問題や悪質商法等の現実に生起する消費者トラブルについて，社会経済

の仕組みや構造から考えてその問題点を見抜く知識と能力を修得させること。

(4) 被害者を生まないために関係諸機関に情報を提供したり，対処を求めたり，自ら

消費者団体を組織し参加したりするように能動的に行動する態度や考え方を修得さ

せること。

２ 消費者教育を行うにあたっては，現実に生起する消費者トラブルを題材として，授

業を展開すること。特に多重債務問題については，具体的事例を用いて，金利問題や

多重債務からの予防策及び救済策についての学習を行うこと。

３ 消費者教育は総合的学習の時間なども利用して，教科にとらわれることなく，広い

観点から行われるよう工夫すること。

４ 上記の内容を授業で実現するために，教師に対する研修の充実や具体的事例を盛り

込んだ教材の提供などがなされること。

第３ 意見の理由

１ 近時の消費者被害の実情と若者の消費生活をとりまく消費者トラブルの実態

( 1) 市場経済社会は，大量生産・大量消費を前提として発展してきたが，事業者と消

費者との間に情報や交渉力等の構造的な格差を生み出し，そのひずみから様々な消

費者被害を生じさせてきた。そして，現代社会においては，個人が日常生活で行う

取引の大半が事業者との間の取引という状況となっている。

このような状況下で，契約トラブルや投資被害，多重債務問題などの消費者被害

は増加傾向にあり，更に，近時は，高度情報化社会が進み，ＩＴ化やサービスを対

象とする取引の増加などから，被害実態はますます複雑化・多様化している。消費

者は，年代に拘わらず常に消費者トラブルに巻き込まれる状況にあると言っても過

言ではない。

(2) 若者が被害者となる消費者トラブルも相変わらず後を絶たず，マルチ商法やキャ
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ッチセールスなどの商法がクレジット契約と結びついて高額被害を起こしたり，携

帯電話やインターネットの爆発的普及に伴って新たな消費者トラブルが発生するな

ど，被害はますます多様化し，解決が困難な被害例も少なくない。

また，インターネットの普及で闇の世界との情報交換が容易になったことから，

若者自身が極めて安易な考えのもとに，架空請求・振り込め詐欺などの加害者側に

加わることも珍しくなくなってきている。

２ 消費者教育の必要性

( 1) 上記のように消費者被害に遭う危険性が消費者の年代に拘わらず一生付きまとう

点からすれば，現代社会を生き抜く力としての「消費者教育」の必要性は明らかで

ある。そして，社会人の入口である若者がターゲットにされて消費者トラブルに巻

き込まれる実態からすると，中学校・高等学校などの学校教育の段階で実践的な

「消費者教育」を受けることが肝要なことも明らかと言える。

特に，契約トラブルが多く見られる現状においては，「契約」についての理解が

非常に重要であり，契約の意味や仕組み，成立の要件や効果などの基本的事項を十

分修得させたうえで，消費者の日常生活は多くの契約を結ぶことによって成り立っ

ていることを理解させることが肝要である。

(2) そして，ここでいう「消費者教育」の目標は，消費者が権利の主体として行動す

ることができるだけの意識・態度の涵養・育成にあると言うべきである。

そこでは，単なる悪質商法自体や被害回復のための諸制度に関する知識の修得に

とどまらず，消費行動にあたって必要な情報を自ら積極的に求める態度や適当な情

報に到達できる知識・技術の修得，手を変え品を変えて現れる悪質商法について，

社会経済の仕組みや構造から考えてその問題点を見抜く知識と能力の涵養，被害者

を生まないために関係諸機関に情報を提供したり，対処を求めたり，自ら消費者団

体を組織し参加したりするように能動的に行動する態度や考え方の修得が目標とさ

れるべきである。

つまり，消費者が商品やサービスを選定し，契約を締結する消費行動にあたって，

自ら権利の主体として，商品やサービスの品質や内容，契約条項の意味などの必要

な情報を積極的に収集し，合理的な判断の下に契約を締結することが重要であるこ

とを理解させることが必要なのである。

(3) また，近時，社会的に信頼されてきた著名な企業の反社会的な行動が明らかにな

る事件が頻発しているが，これに対しては，消費者が主体的にこのような企業の商

品を避け，例えば環境に配慮する活動を行っている等社会的な貢献を行っている事

業者の商品を積極的に選択すること等によって，反社会的な行動を行っている事業

者を市場から排除することができると考えられる。このことは，情報が公開され，
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公正な市場が機能していれば，消費者は社会経済に対して積極的な役割を果たせる

ということであり，またそれによって消費者が市場の健全な発展と企業の合理的な

行動の促進にも寄与することとなる。

つまり，消費者が市場経済をコントロールする積極的な役割を果たすことになる

のであり，消費者教育においては，このような社会的な観点からの消費行動を行う

態度の獲得も目標とされる必要があるのである。

(4) なお更に，少子高齢化社会の現実化・雇用状況の変化により，将来の生活設計が

見えにくくなっており，若者が将来を見据えて，保険や年金などについて十分な知

識を得たり，家計管理の学習をすることも必要となっている。

３ 消費者基本法における消費者教育を受ける権利の明確化

( 1) ところで，２００４年（平成１６年）に改正された消費者基本法は，消費者政策

の基本的な枠組みを定める法律であり，１９６８年（昭和４３年）の消費者保護基

本法制定以後の消費者問題をめぐる制度の激変を踏まえて，実に３６年ぶりに全面

的な改正が行われたのであるが，画期的なことに同法第２条の基本理念において

「消費者の権利」が明記された。

同条は，消費者の権利として，「国民の消費生活における基本的な需要が満たさ

れ，その健全な生活環境が確保される中で，消費者の安全が確保され，商品及び役

務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され，消費者に対し必要

な情報及び教育の機会が提供され，消費者の意見が消費者政策に反映され，並びに

消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること」を明記しており，

消費者教育を受ける権利が消費者の権利の一つとして掲げられている。

そして，具体的には同法第１７条第１項で「啓発活動及び教育の推進」として，

「国は，消費者の自立を支援するため，消費生活に関する知識の普及及び情報の提

供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに，消費者が生涯にわたつて消費生

活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ，学校，地域，

家庭，職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施

策を講ずるものとする。」と定め，第２項で「地方公共団体は，前項の国の施策に

準じて，当該地域の社会的，経済的状況に応じた施策を講ずるよう努めなければな

らない。」としているのである。

(2) 更に，消費者基本法第９条を受けて２００５年（平成１７年）４月に策定された

「消費者基本計画」においても，学校や社会教育施設における消費者教育の推進が

項目として取り上げられており，「消費者基本法において消費者政策の基本理念と

して消費者の自立支援が規定されたことから，消費者教育の推進体制を強化する必

要がある。
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また，履修者，実施場所等に応じて消費者教育を行うことができる専門家の役割

が重要である。このため，消費者教育専門家を育成するとともに，消費者教育に携

わる者が自由に活用できる教材やパンフレット等を充実する必要がある。

さらに，消費者の生涯にわたる学習機会の充実に向けて，消費者教育の体系化を

図る必要がある。」として，年限を区切って具体的な施策を展開することとなって

いる。

(3) このように消費者基本法が消費者教育を受ける権利を明確化し，現実に消費者基

本計画において消費者教育の推進が掲げられているのは，前記のとおり，消費者ト

ラブルが複雑化し，消費者が常にトラブルに巻き込まれる危険性を有している現状

を踏まえ，現代社会を生き抜く術として「消費者教育」が必要不可欠とされている

からに他ならない。そして，中でも実効性が顕著である学校における消費者教育の

一層の充実が求められている状況にあるのである。

４ これまでの学習指導要領における「消費者教育」の位置付け

( 1) 以上のとおり，学校における「消費者教育」の充実は喫緊の課題であるが，これ

に対する学習指導要領の変遷は以下のとおりであった。

(2) ① １９８９年（平成元年）度の学習指導要領改訂では，中学校・社会科の公民

的分野において，消費者保護が取り上げられ，内容の取扱いについて「『消費

者の保護』については，現代社会における取引の多様化や契約の重要性を取り

上げ，消費者として主体的に判断し行動することが大切であることを考えさせ

るよう留意すること。」とされた。また，中学校の技術・家庭科では，家庭生

活という領域において，「物資・サービスの選択，契約，購入及び活用につい

て考え，消費者としての自覚をもつこと。」という内容が盛り込まれた。

② 一方，高等学校については，同年度の改訂で公民科の政治・経済において，

「消費者保護」という言葉で一言触れられている程度に過ぎないが，家庭科に

おいては，「消費経済」という領域が新たに作られ，目標が「消費社会と消費

者，選択と購入など消費経済に関する知識と技術を習得させ，消費生活の向上

に寄与する能力と態度を育てる。」こととされ，内容としては，（ア）経済の

発展と家庭生活，（イ）消費社会と消費者，（ウ）財・サービスの選択と購入，

（エ）消費者としての自覚，（オ）消費生活関係法規となるなど，消費者教育

が明確に盛り込まれるという画期的な改訂が行われている。

(3) ① １９９８年（平成１０年）度の学習指導要領改訂では，中学校・社会科の公

民的分野において，引き続き「消費者保護」が取り上げられているが，内容の

取扱いについては「『消費者の保護』については，消費者保護行政を中心に取

り扱うこと。」のみの記載があり，消費者として主体的に判断し行動すること
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などは削除されていて，１９８９年（平成元年）度より明らかに後退している。

また，中学校の技術・家庭科では，家族と家庭生活という項目の中で，指導

項目として「販売方法の特徴や消費者保護について知り，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。」が挙げられており，消

費者の自覚などは削られてしまっている。

② また，高等学校については，１９９９年（平成１１年）度の改訂で，公民科

の政治・経済において，やはり「消費者保護」という言葉で一言触れられてい

る程度に過ぎない。一方，家庭科においては，家庭基礎・家庭総合・生活技術

の各科目において，消費者の権利と責任を理解させ，消費者として主体的に判

断できるようにすることが目的とされており，充実した内容とはなっているが，

消費者の責任が強調される結果になってしまっている。

(4) このように，１９８９年（平成元年）度の学習指導要領改訂において，中学校・

高等学校ともに「消費者教育」が取り上げられるようになったことは画期的なこと

ではあったが，１９９８年（平成１０年）度および１９９９年（平成１１年）度改

訂では内容的にやや後退気味であり，現代社会を生き抜く力としての「消費者教

育」という位置付けにはなっていないのが実情である。

５ 今般の学習指導要領改訂において盛り込まれるべきもの

以上のとおり，これまでの学習指導要領では，現代社会を生き抜く力としての「消費

者教育」の位置付けが不十分である。現代社会を生きていくにあたっては，消費者トラ

ブルに遭遇することはもはや不可避的であり，それを生き抜く術を学校において確実に

教育する必要がある。

そして，消費者トラブルは具体的な事件であるから，消費者教育を行う場合も具体的

事例に基づいてその対処法，考え方を学ぶべきである。

なお，貸金業の規制等に関する法律の改正に伴って政府は「多重債務問題改善プログ

ラム」を発表したが，そこでも「社会に出る前に，高校生までの段階で，全ての生徒が，

具体的な事例を用いて，借金をした場合の金利や返済額，上限金利制度，多重債務状態

からの救済策（債務整理などの制度や相談窓口の存在）等の知識を得られるよう取り組

む。」とされており，具体的な事例によって常に教育がなされるべきである。

このような視点からすると，今般の学習指導要領改訂においては，「意見の趣旨」に

記載したような内容が実現されるべきである。

６ まとめ

学校教育における消費者教育の重要性・必要性は，既に述べたとおりであり，教育内

容に直接影響する学習指導要領において，上記「意見の趣旨」のとおりの内容が盛り込
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まれることは極めて大きな意味を持つ。

そして，このような内容が盛り込まれた学習指導要領を踏まえて，実際に学校におけ

る充実した「消費者教育」がなされることが肝要である。

よって，「意見の趣旨」が実現されることを求めるものである。

以 上



「中学校学習指導要領案」に対して消費者教育の充実を求める意見

２００８年３月１２日

日 本 弁 護 士 連 合 会

当連合会は，文部科学省が２００８年２月１６日付で公表した「中学校学習指導

要領案」（以下「新学習指導要領案」という。）について，消費者教育を充実させ

る観点から以下のとおり意見を述べる。

第１ 意見の趣旨

１ 消費者教育は，中学校の教育課程において「『生きる力』をはぐくむ」という

基本理念の下，生徒が習得すべき大きな一つの教育目的として据えられ，教科に

とらわれることなく授業が展開されるべきであり，それに応じて授業時間数も確

保されるべきである。

２ 新学習指導要領案の技術・家庭科の「家庭分野」について

(1) 「内容」の「Ｄ 身近な消費生活と環境」「(1) 家庭生活と消費…」のアに

おける「消費者の基本的な権利と責任について理解すること。」については，

「内容の取扱い」において，「なお，消費者の責任については，消費者の基本

的権利を前提にして，消費者が主体的に判断し行動する際の責任（例えば，批

判的意識を持つ責任など）であることを明らかにし，消費者の権利が制限され

る意味での『責任』ではないことを明確にすること。」と記載すべきである。

(2) 「内容」について，販売方法の特徴や物資・サービスの選択・購入を教える

前提として，「契約」の基本的事項について習得させる内容とすべきである。

(3) 「内容の取扱い」については，「現実に生起する消費者トラブルを題材とし

て，授業を展開すること。」を明記すべきである。

３ 新学習指導要領案の社会科の「公民的分野」について

(1) 「消費者の権利」を認識させ，「消費者として主体的に判断し行動するこ

と」ができる力など「生きる力」に直結する消費者教育が行われるようにすべ

きである。

(2) 「内容」について「契約の重要性」が明記されたことは評価する。さらに，

「それを守ることの意義及び個人の責任に気付かせる。」に加えて，「なお，

日常生活で締結される契約の大部分は消費者契約であり，事業者と消費者との

間の情報力・交渉力等の格差を理由として，消費者の利益を擁護するために契

資
料10



約の拘束力が修正される場合もあることについても注意喚起をする。」とすべ

きである。

(3) 「内容の取扱い」については，「現実に生起する消費者トラブルを題材とし

て，授業を展開すること。」を明記すべきである。

第２ 意見の理由

１ はじめに

(1) 文部科学省は，学習指導要領の改訂作業を行ってきたが，２００８年２月１

６日付で，新たな学習指導要領案として「幼稚園教育要領案」「小学校学習指

導要領案」「中学校学習指導要領案」を公表した。

これらの学習指導要領案は，「『生きる力』をはぐくむ」という現行学習指

導要領の基本理念を維持しながら，「生きる力」の理念の実現のために，基礎

的・基本的な知識・技能の習得や思考力・判断力・表現力等の育成等を目指し，

これらを実現するために現行指導要領よりも授業時間数を増加させている。

(2) 本意見は，上記の公表された学習指導要領案のうち「中学校学習指導要領

案」について，後記の消費者教育の重要性に鑑みて，消費者教育の充実を求め

るものである。

２ 消費者教育の重要性について

(1) 現代社会における消費者問題はますます複雑化・多様化しており，若者のト

ラブルを含めた消費者トラブルは急激に増加している。特に，悪質商法などの

契約トラブルの被害は相変わらず多く，このような現状の中で，現代社会を生

き抜くためには，中学校・高等学校などの学校において契約の基礎を修得させ

るなどの充実した消費者教育がなされ，「生きる力」を身に付けることがまさ

に求められている。

また，この間，消費者基本法において消費者の権利が明示され，その中に消

費者教育を受ける権利が掲げられ，消費者教育の充実も消費者問題の解決にお

いて極めて重要な位置付けとなっている。

さらに，最近は，偽装表示や食の安全の問題など消費者の生活を脅かす事件

が続発し，消費者の権利擁護のための行政組織の創設が具体的に検討されるな

ど，消費者の権利意識の向上も必要となっている。

(2) このような現状を踏まえると学校教育においては，基礎学力の強化だけでな

く，真に現代社会を生き抜く力を付けさせるための「消費者教育」も極めて重

要であることは論を待たない。

当連合会は，かねてから消費者教育の重要性に鑑みて，研究・提言を行って



いるが，２００４年５月８日付で「『２１世紀型の消費者政策の在り方につい

て』における消費者教育の充実に関する意見書」をとりまとめ，消費者被害の

予防と消費者の権利の自覚のために消費者教育が極めて重要である旨の意見を

示し，また，今回の学習指導要領の改訂作業につき，２００７年６月１４日付

で「学習指導要領の改訂にあたって消費者教育の充実を求める意見書」（以下

「２００７年日弁連意見書」という。）を公表した。

２００７年日弁連意見書において，当連合会は下記の意見の趣旨を明らかに

したが，今般の新学習指導要領案も同意見の趣旨を実現する内容とされるべき

であることをまず確認しておく。

記

（意見の趣旨部分）

１ 中学校の社会科及び技術・家庭科，高等学校の公民科及び家庭科において

は，生徒が現代社会を生き抜く力を身に付けられるよう，次の内容の消費者

教育を行うこと。

(1) 「契約」について，その意味や仕組み，成立の要件や効果などの基本的

事項を十分修得させたうえで，消費者の日常生活は多くの契約を結ぶこと

によって成り立っていることを理解させること。

(2) 消費者が商品やサービスを選定し，契約を締結するにあたって，自ら権

利の主体として，商品やサービスの品質や内容，契約条項の意味などの必

要な情報を積極的に収集し，合理的な判断の下に契約を締結することが重

要であることを理解させること。そのうえで，情報収集についての知識・

技術を修得させるとともに，契約締結の判断を合理的に行える能力を身に

付けさせること。

(3) 多重債務問題や悪質商法等の現実に生起する消費者トラブルについて，

社会経済の仕組みや構造から考えてその問題点を見抜く知識と能力を修得

させること。

(4) 被害者を生まないために関係諸機関に情報を提供したり，対処を求めた

り，自ら消費者団体を組織し参加したりするように能動的に行動する態度

や考え方を修得させること。

２ 消費者教育を行うにあたっては，現実に生起する消費者トラブルを題材と

して，授業を展開すること。特に多重債務問題については，具体的事例を用

いて，金利問題や多重債務からの予防策及び救済策についての学習を行うこ

と。

３ 消費者教育は総合的学習の時間なども利用して，教科にとらわれることな

く，広い観点から行われるよう工夫すること。

４ 上記の内容を授業で実現するために，教師に対する研修の充実や具体的事



例を盛り込んだ教材の提供などがなされること。

(3) 以下では，新学習指導要領案の全体について総論として意見を述べ（＝３），

その後，実際に消費者教育を扱う技術・家庭科および社会科について各論の意

見を述べる（＝４・５）。

３ 総論＝新学習指導要領案における消費者教育の位置付けについて

(1) 新学習指導要領案において，消費者教育は，技術・家庭科の「家庭分野」と

社会科の「公民的分野」において扱われている。

この取扱いは現行学習指導要領と変わりがない。

(2) しかし，現行および新学習指導要領案は「『生きる力』をはぐくむ」という

基本理念の下に策定されており，「消費者教育」がまさに「生きる力」を身に

つけることに直結するものであることからすれば，生徒が習得すべき大きな一

つの教育目的として据えられ，教科にとらわれることなく授業が展開されるべ

きである。

そのことは，２００７年日弁連意見書・意見の趣旨３項で「消費者教育は総

合的学習の時間なども利用して，教科にとらわれることなく，広い観点から行

われるよう工夫すること。」と記載したとおりである。

(3) 新学習指導要領案では授業時間数が増加し，それに伴って社会科の授業数は

増加したものの，技術・家庭科の授業数は増加せず，また「総合的な学習の時

間」は減少している。従って，消費者教育に充てる授業時間数が相対的に減少

してしまっている。

しかし，上記の重要性からすれば，むしろ十分な授業時間数が確保されるべ

きであり，それは全科目的に時間を拠出するなどの形も踏まえて実現されるべ

きである。

４ 各論１＝中学校の技術・家庭科における消費者教育について

(1) 消費者教育は，中学校の技術・家庭科の「家庭分野」において，扱われてい

る。

現行学習指導要領では「生活の自立と衣食住」と「家族と家庭生活」という

２項目のうちの「家族と家庭生活」の中で扱われていたが，新学習指導要領案

は家庭分野の構成を「Ａ 家族・家庭と子どもの成長」「Ｂ 食生活と自立」

「Ｃ 衣生活・住生活と自立」「Ｄ 身近な消費生活と環境」の４項目に再構成

し，消費者教育はＤの中で扱われることとなっている。

(2) そして，「内容」については，

「(1) 家庭生活と消費について，次の事項を指導する。

ア 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。

イ 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。」

とされ，「内容の取扱い」は，

「(4) 内容の「Ｄ身近な消費生活と環境」については，次のとおり取り扱

うものとする。

ア 内容の「Ａ家族・家庭と子どもの成長」，「Ｂ食生活と自立」，

「Ｃ衣生活・住生活と自立」の学習との関連を図り，実践的に学習

できるようにすること。

イ (1)については，中学生の身近な消費行動と関連させて扱うこ

と。」

とされている。

(3) 現行学習指導要領では「消費者保護について知」ることが記載されていたが，

新学習指導要領案では「消費者の基本的な権利と責任について理解するこ

と。」が明記されるに至った。

この「消費者の基本的な権利と責任」は，国際的な消費者団体であるＣＩ

（Consumers International）が掲げる消費者の８つの権利（①生活の基本的

ニーズが保障される権利，②安全を求める権利，③選択する権利，④知らされ

る権利，⑤意見を反映させる権利，⑥補償を受ける権利，⑦消費者教育を受け

る権利，⑧健全な環境を享受する権利）と消費者の５つの責任（①批判的意識

を持つ責任，②主張し行動する責任，③社会的弱者へ配慮をする責任，④環境

への配慮をする責任，⑤連帯する責任）に対応するものと考えられ，消費者基

本法を受けて，このような記載がなされた意義は大きい。

しかし，一方で「消費者の責任」という言葉のみが強調されすぎると，対事

業者との関係で「消費者の権利」を不当に制限することになりかねず，注意が

必要である。上記の消費者の５つの責任は，主体的に判断し行動する消費者の

権利と表裏一体であり，消費者に対峙する事業者との関係で責任を負うという

性質のものではない。消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等

の格差に鑑みて事業者の責務を法定した消費者基本法の趣旨も踏まえて，「消

費者の責任」については，「内容の取扱い」において，「なお，消費者の責任

については，消費者の基本的権利を前提にして，消費者が主体的に判断し行動

する際の責任であることを明らかにし，消費者の権利が制限される意味での

『責任』ではないことを明確にすること。」という記載をするべきである。

(4) また，「内容」については，販売方法の特徴や物資・サービスの選択・購入

を教える前提として，「契約」の基本的事項について習得させることが不可欠

である。



中学生にもなると自分で自由に使える小遣いも増え，また携帯電話やパソコ

ンなどの通信機器を扱う機会もあり，日常生活が「契約」によって成り立って

いることを知ることは極めて重要である。

(5) さらに，「内容の取扱い」については，中学生の身近な消費行動と関連させ

て扱うことは当然であるが，「現実に生起する消費者トラブルを題材として，

授業を展開すること。」（２００７年日弁連意見書・意見の趣旨２項）を明記

すべきである。

５ 各論２＝中学校・社会科における消費者教育について

(1) 消費者教育は，中学校の社会科の「公民的分野」においても扱われている。

現行学習指導要領では公民的分野の「現代社会と私たちの生活」および「国

民生活と経済」の中で扱われていたが，新学習指導要領案では，若干，全体の

構成に変更がなされたうえで，「私たちと現代社会」および「私たちと経済」

の中で扱われることとなっており，大きな変化はない。

(2) 「内容」については，「(1)私たちと現代社会」の中において

「イ 現代社会をとらえる見方や考え方

人間は本来社会的存在であることに着目させ，社会生活における物

事の決定の仕方，きまりの意義について考えさせ，現代社会をとらえ

る見方や考え方の基礎として，対立と合意，効率と公正などについて

理解させる。その際，個人の尊厳と両性の本質的平等，契約の重要性

やそれを守ることの意義及び個人の責任などに気付かせる。」

とされ，また，「(2)私たちと経済」の中においては，

「イ 国民の生活と政府の役割

国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害の防

止など環境の保全，社会保障の充実，消費者の保護など，市場の働き

にゆだねることが難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たし

ている役割について考えさせる。また，財源の確保と配分という観点

から財政の役割について考えさせる。その際，租税の意義と役割につ

いて考えさせるとともに，国民の納税の義務について理解させる。」

とされている。

そして「内容の取扱い」については，「(2)私たちと経済」について

「イ イの「消費者の保護」については，消費者の自立の支援なども含め

た消費者行政を取り扱うこと。（後略）」

とされている。

(3) 中学校の社会科では，上記のとおり，消費者教育と見ることができる部分が

一部にあるだけであり，軽視されているのが実情である。



かつて，１９８９年改訂の旧中学校学習指導要領においては，内容として

「消費者保護」が記載されたうえで，その「内容の取扱い」について「『消費

者の保護』については，現代社会における取引の多様化や契約の重要性を取り

上げ，消費者として主体的に判断し行動することが大切であることを考えさせ

るよう留意すること。」という記載があった。ところが，上記記載は現行学習

指導要領で削除されてしまい，新学習指導要領案でも削除されたままである。

現行学習指導要領を引き継ぐ新学習指導要領案は，国民の生活と福祉の向上

を図るために政府が行う施策の一つとして「消費者保護」を取り上げるに止ま

り，「消費者の権利」という視点が決定的に欠落している。新指導要領案では

「消費者の自立の支援」にも触れているが，これも消費者行政側からの視点で

捉えているに過ぎない。

上記旧学習指導要領の記載のように「消費者として主体的に判断し行動する

こと」が今，求められているのであり，「消費者の権利」を認識させ，「生き

る力」に直結する消費者教育が社会科でも行われるべきである。

(4) 具体的な内容として，現行学習指導要領では「社会生活における取決めの重

要性」とされていた部分が，新学習指導要領案において端的に「契約の重要

性」とされたことは評価できる。

また，契約の重要性とともに「それを守ることの意義及び個人の責任などに

気付かせる。」という点は，「契約の拘束力」を教えるという意味からすれば

当然であるが，さらに加えて，「なお，日常生活で締結される契約の大部分は

消費者契約であり，事業者と消費者との間の情報力・交渉力等の格差を理由と

して，消費者の利益を擁護するために契約の拘束力が修正される場合もあるこ

とについても注意喚起をする。」として，消費者契約の特質から契約の拘束力

が修正されることがあることに言及すべきである。

(5) また，消費者教育部分の「内容の取扱い」については，「現実に生起する消

費者トラブルを題材として，授業を展開すること。」（２００７年日弁連意見

書・意見の趣旨２項）を明記すべきである。

以 上
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「高等学校学習指導要領案」に対して消費者教育の充実を求める意見 
 

２００９年１月１４日 
日 本 弁 護 士 連 合 会 

 
当連合会は，文部科学省が 2008年 12月 22日付けで公表した「高等学校学習指導

要領案」（以下「新学習指導要領案」という。）について，消費者教育を充実させ
る観点から下記のとおり意見を提出する。 
 
第１ 意見の趣旨 
 
１ 消費者教育は，高等学校の教育課程において「『生きる力』をはぐくむ」とい
う基本理念の下，生徒が習得すべき大きな一つの教育目的として据えられ，教科
にとらわれることなく授業が展開されるべきであり，それに応じて授業時間数も
確保されるべきである。 
特に「生きる力」の中で悪質商法等の契約トラブルから身を守る力がもっとも

基本的な最低限の要素であり，かつ現行の消費者教育がこうした最低限の力の養
成に成功していない実情に鑑み，新学習指導要領においては，特に具体的な契約
トラブルとそれに対する対処方法が実践的な形で学習できるような内容とされる
べきである。 

 
２ 新学習指導要領案の家庭科について 

(1) 各科目の内容において「消費者の権利と責任」が学習内容となっているが，
これについては，「内容の取扱い」において，「なお，消費者の責任について
は，消費者の基本的権利を前提にして，消費者が主体的に判断し行動する際の
責任（例えば，批判的意識を持つ責任など）であることを明らかにし，消費者
の権利が制限される意味での『責任』ではないことを明確にすること。」と記
載すべきである。 

(2) 契約については，「内容の取扱い」において「その意味や仕組み，成立の要
件や効果などの基本的事項を十分修得させたうえで，消費者の日常生活は多く
の契約を結ぶことによって成り立っていることを理解させること。」を記載す
べきである。 

(3) 「内容の取扱い」において，具体的に「消費者教育を行うにあたっては，現
実に生起する消費者トラブルを題材として，授業を展開すること。」と明記し，
特に多重債務問題については，「具体的事例を用いて，金利問題や多重債務の
予防策及び救済策についての学習を行うこと。」が明記されるべきである。 

 
３ 新学習指導要領案の公民科について 

(1) 公民科においても，「消費者の権利」を認識させ，「消費者として主体的に
判断し行動すること」ができる力など「生きる力」に直結する消費者教育が行

資
料11
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われるようにすべきである。 
(2) 「内容の取扱い」については，「現実に生起する消費者トラブルを題材とし
て，授業を展開すること。」を明記すべきである。 

 
第２ 意見の理由 
 
１ はじめに 

(1) 文部科学省は，学習指導要領の改訂作業を行い，2008 年 3 月 28 日付けで中
学校等の新たな学習指導要領を公示しているが，更に，同年 12月 22日付けで，
「高等学校学習指導要領案」を発表した。 
今回示された高等学校学習指導要領案は，先に公示された新たな中学校学習

指導要領と同様，「『生きる力』をはぐくむ」という現行学習指導要領の基本
理念を維持しながら，「生きる力」の理念の実現のために，基礎的・基本的な
知識・技能の習得や思考力・判断力・表現力等の育成等を目指している。 

(2) 当連合会は，前記の新たな中学校学習指導要領案に対して 2008年 3月 12日
付けで意見を発表しているが，今般発表された「高等学校学習指導要領案」（以
下「新学習指導要領案」という。）についても，本意見において，後記の消費
者教育の重要性に鑑みて，消費者教育の充実を求めるものである。 

 
２ 消費者教育の重要性について 

(1) 現代社会における消費者問題はますます複雑化・多様化しており，若者のト
ラブルを含めた消費者トラブルは急激に増加している。特に，悪質商法などの
契約トラブルの被害は相変わらず多く，このような現状の中で，現代社会を生
きるためには，中学校・高等学校などの学校において契約の基礎を修得させる
などの充実した消費者教育がなされ，「生きる力」を身に付けることがまさに
求められている。 
 また，前回の学習指導要領改訂後，消費者基本法において消費者の権利が明
示され，その中に消費者教育を受ける権利が掲げられ，消費者教育の充実も消
費者問題の解決において極めて重要な位置付けとなっている。 

(2) さらに，最近の偽装表示や食の安全の問題などの消費者の生活を脅かす事件
が続発したことに端を発し，消費者の権利擁護の重要性が再認識され，2008年
6月 27日に「消費者行政推進基本計画」（以下「基本計画」という。）が閣議
決定された。 
 基本計画は「消費者生活者の視点に立つ行政への転換」という副題が示す目
的を達成するために，「消費者を主役とする政府の舵取り役」としての消費者
行政を一元化する新組織（以下「新組織」という。）の創設を決定した。そし
て，同計画は，新組織の創設を，消費者基本法の理念である「消費者の利益の
擁護及び増進」「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」の観点から積極的
に見直すという意味で，行政の「パラダイム（価値規範）転換」の拠点であり，
真の意味での「行政の改革」のための拠点であると位置付け，更に，新組織は
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強力な権限を持ち消費者行政の司令塔的役割を果たすべきものとするとともに，
消費者側にも意識改革を促し，この改革が「消費者市民社会」というべきもの
の構築に向けた画期的第一歩として位置付けられるべきものとしている。 
基本計画を受け「消費者庁」創設のための法案が国会に提出され現在審議中

であるが，まさに上記改革が実現に向けてスタートしつつある。 
(3) このような現状を踏まえると学校教育においては，基礎学力の強化だけでな
く，真に現代社会を生きる力を身につけさせ，また消費者が主役となる「消費
者市民社会」を実現させるための「消費者教育」が極めて重要であることは論
を待たない。 
 当連合会は，かねてから消費者教育の重要性に鑑みて，研究・提言を行って
いるが，2004年 5月 8日付けで「『21世紀型の消費者政策の在り方について』
における消費者教育の充実に関する意見書」をとりまとめ，消費者被害の予防
と消費者の権利の自覚のために消費者教育が極めて重要である旨の意見を示し，
また，今回の学習指導要領の改訂作業につき，2007 年 6 月 14 日付けで「学習
指導要領の改訂にあたって消費者教育の充実を求める意見書」（以下「2007年
意見書」という。）を公表した。 
 2007年意見書において当連合会は下記の意見の趣旨を明らかにしたが，今般
の新学習指導要領案も同意見の趣旨を実現する内容とされるべきであることを
まず確認しておく。 
 

記 
 
（意見の趣旨部分） 
１ 中学校の社会科及び技術・家庭科，高等学校の公民科及び家庭科において
は，生徒が現代社会を生き抜く力を身に付けられるよう，次の内容の消費者
教育を行うこと。 
(1) 「契約」について，その意味や仕組み，成立の要件や効果などの基本的
事項を十分修得させたうえで，消費者の日常生活は多くの契約を結ぶこと
によって成り立っていることを理解させること。 

(2) 消費者が商品やサービスを選定し，契約を締結するにあたって，自ら権
利の主体として，商品やサービスの品質や内容，契約条項の意味などの必
要な情報を積極的に収集し，合理的な判断の下に契約を締結することが重
要であることを理解させること。そのうえで，情報収集についての知識・
技術を修得させるとともに，契約締結の判断を合理的に行える能力を身に
付けさせること。 

(3) 多重債務問題や悪質商法等の現実に生起する消費者トラブルについて，
社会経済の仕組みや構造から考えてその問題点を見抜く知識と能力を修得
させること。 

(4) 被害者を生まないために関係諸機関に情報を提供したり，対処を求めた
り，自ら消費者団体を組織し参加したりするように能動的に行動する態度
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や考え方を修得させること。 
２ 消費者教育を行うにあたっては，現実に生起する消費者トラブルを題材と
して，授業を展開すること。特に多重債務問題については，具体的事例を用
いて，金利問題や多重債務からの予防策及び救済策についての学習を行うこ
と。 
３ 消費者教育は総合的学習の時間なども利用して，教科にとらわれることな
く，広い観点から行われるよう工夫すること。 

４ 上記の内容を授業で実現するために，教師に対する研修の充実や具体的事
例を盛り込んだ教材の提供などがなされること。 

 
(4) 以下では，新学習指導要領案の全体について総論として意見を述べ（＝３），
その後，実際に消費者教育を扱う家庭科および公民科について各論の意見を述
べる（＝４・５）。 

 
３ 総論＝新学習指導要領案における消費者教育の位置付けについて 

(1) 新学習指導要領案において，消費者教育は，家庭科では「家庭基礎」「家庭
総合」「生活デザイン」の各科目で扱われており，現行学習指導要領とほぼ同
様であるが，公民科では従来の「政治・経済」に加えて「現代社会」でも取り
扱われており，変化が生じている。 
その内容は後記４および５のとおりであるが，新学習指導要領案では「消費

者に関する学習の充実」が重要課題の一つに掲げられているにも拘わらず（新
学習指導要領案とともに発表されている文部科学省「高等学校学習指導要領改
訂案のポイント」参照），その重要性が明確になっていない。 
 まずは，消費者教育について，消費者問題を多角的に捉え，消費者市民社会
構築に向けての教育を行うプログラムを別個に設置するなど，重要課題である
ことが明確になるような扱いを行うべきである。 

(2) また，現行および新学習指導要領案は「『生きる力』をはぐくむ」という基
本理念の下に策定されており，「消費者教育」がまさに「生きる力」を身につ
けることに直結するものであることからすれば，生徒が習得すべき大きな一つ
の教育目的として据えられ，教科にとらわれることなく授業が展開されるべき
である。 
 そのことは，2007年意見書・意見の趣旨３項で「消費者教育は総合的学習の
時間なども利用して，教科にとらわれることなく，広い観点から行われるよう
工夫すること。」と記載したとおりである。 

(3) 新学習指導要領案における家庭科の各科目および公民科の「現代社会」「政
治・経済」の単位数は，現行学習指導要領と同じである。 
しかし，消費者教育は家庭科各科目および「現代社会」「政治・経済」のご

く一部分でしか扱われておらず，上記の消費者教育の重要性から鑑みて極めて
不十分である。 
本来，消費者教育を扱う独立した科目が設けられるべきであるが，それが実
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現されていない現状においては，十分な授業時間数を確保するために，それは
全科目的に時間を拠出するなどの形で対応がなされるべきである。 

(4) 更に，平成 20年 12月 26日付で内閣府より公表された平成 20年度「国民生
活白書」（消費者市民社会への展望－ゆとりと成熟した社会構築に向けて－）
では，学習指導要領によって本格的に消費者教育が導入されてからの若い年齢
層において，契約や悪質商法についての知識が十分ではなく，そもそも消費者
教育を受けたという認識すら持っていない者が多数に及ぶなど，消費者教育が
何を目指し何の約に立つのかを明確にすることができず，印象に残らない状況
になっていることが指摘されている（同白書 155頁）。 
 同白書は，「消費者市民社会」を実現するための消費者の「消費者力」の重
要性を強調し，教育を通じて消費者力を育むことこそ最も注力しなければなら
ないことであるとし，また，消費者教育は消費者被害からの予防の機能も有し
ていると述べるものであるが（同白書 141 頁），上記の指摘から，従来の学習
指導要領による学習内容では，契約トラブルの予防の機能は不十分であったこ
とが明らかである。 
 従って，新学習指導要領においては，特に，具体的な契約トラブルとそれに
対する対処方法が実践的な形で学習できるような内容とされるべきである。 

 
４ 各論１＝高等学校・家庭科における消費者教育について 

(1) 消費者教育は，高等学校の家庭科の「家庭基礎」（2 単位），「家庭総合」
（4単位），「生活デザイン」（現行は「生活技術」，4単位）の各科目におい
て扱われている（各科目は選択必修）。 
 現行指導要領では，各科目の中で「消費生活と環境」（家庭基礎および生活
技術）あるいは「消費生活と資源・環境」（家庭総合）という大項目が設けら
れ，そこにおいて扱われていたが，新学習指導要領案では，「生活の自立及び
消費と環境」（家庭基礎），「生活における経済の計画と消費」（家庭総合），
「消費や環境に配慮したライフスタイルの確立」（生活デザイン）という大項
目の中に小項目が設けられ，自立した生活や生活と社会との関わりを学ぶ一項
目として消費者教育が扱われている。 

(2) そして，「内容」および「内容の取扱い」については，下記のとおりとなっ
ている。 
ア 「家庭基礎」（2単位） 
① 「内容」については， 

「(2) 生活の自立及び消費と環境 
 自立した生活を営むために必要な衣食住，消費生活や生活における
経済の計画に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，環境に
配慮したライフスタイルについて考えさせるとともに，主体的に生活
を設計することができるようにする。」 

の中に， 
「エ 消費生活と生涯を見通した経済の計画」 
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という項目が設けられ， 
「消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適
切な意思決定に基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通
した生活における経済の管理や計画について考えることができるよう
にする。」 

となっている。 
② 「内容の取扱い」については， 

「イ 内容の(2)のエについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐ
る問題などを取り上げて具体的に扱うこと。」 

となっている。 
イ 「家庭総合」（4単位） 
① 「内容」については， 

「(3) 生活における経済の計画と消費 
 生活における経済の計画，消費者問題や消費者の権利と責任などに
ついて理解させ，現代の消費生活の課題について認識させるとともに，
消費者としての適切な意思決定に基づいて，責任をもって行動できる
ようにする。」 

の中に， 
「イ 消費行動と意思決定」 

という項目が設けられ， 
「消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させ，
消費者として主体的に判断できるようにする。」 

とされ，また 
「ウ 消費者の権利と責任」 

という項目が設けられ， 
「消費生活の現状と課題，消費者問題や消費者の自立と支援などにつ
いて理解させ，消費者としての権利と責任を自覚して行動できるよう
にする。」 

となっている。 
② 「内容の取扱い」については， 

「（内容の(3)の）ウについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐ
る問題などを取り上げて具体的に扱うこと。」 

となっている。 
ウ 「生活デザイン」（4単位） 
① 「内容」については， 

「(2) 消費や環境に配慮したライフスタイルの確立 
 自立した生活を営むために必要な消費生活に関する知識と技術を習
得させ，環境に配慮したライフスタイルについて考えさせるとともに，
主体的に生活を設計することができるようにする。」 

の中に， 



 

7
 

「ア 消費生活と生涯を見通した経済の計画」 
という項目が設けられ， 

「消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適
切な意思決定に基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通
した生活における経済の管理や計画について考えることができるよう
にする。」 

となっている。 
② 「内容の取扱い」については， 

「内容の(2)のアについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐる問
題などを取り上げて具体的に扱うこと。」 

となっている。 
エ 上記のとおり，家庭科の各科目において，「消費者の権利と責任」が取り上
げられ，その取扱いについては「契約，消費者信用及びそれらをめぐる問題な
どを取り上げて具体的に扱うこと。」とされており，消費者教育を扱う旨は明
記されているが，なお不十分であって，下記のような記載が求められる。 

(3) 現行学習指導要領においても「消費者の権利と責任」という言葉は挙げられ
ていたが，新学習指導要領案でもこれが維持され，更に，家庭総合では，「消
費生活の現状と課題，消費者問題や消費者の自立と支援などについて理解させ，
消費者としての権利と責任を自覚して行動できるようにする。」という内容と
なっているのであり，これは消費者基本法改正によって，消費者の権利が明記
されたことを受けてのものと考えられる。 
すなわち，ここで扱われる「消費者の権利と責任」は，国際的な消費者団体

であるＣＩ（Consumers International）が掲げる消費者の８つの権利（①生活の
基本的ニーズが保障される権利，②安全を求める権利，③選択する権利，④知
らされる権利，⑤意見を反映させる権利，⑥補償を受ける権利，⑦消費者教育
を受ける権利，⑧健全な環境を享受する権利）と消費者の５つの責任（①批判
的意識を持つ責任，②主張し行動する責任，③社会的弱者へ配慮をする責任，
④環境への配慮をする責任，⑤連帯する責任）に対応するものと考えられなけ
ればならず，これらが学習の内容として掲げられている意義は極めて大きいも
のである。 
 なお，一方で「消費者の責任」について具体的な内容の理解なしに抽象的な
「責任」という言葉のみが強調されすぎると，対事業者との関係で「消費者の
権利」が不当に制限されることになりかねないので，十分な注意が必要である。
上記の消費者の５つの責任は，主体的に判断し行動する消費者の権利と表裏一
体であり，消費者に対峙する事業者との関係で責任を負うという性質のもので
はない。消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に鑑み
て事業者の責務を法定した消費者基本法の趣旨も踏まえて，「消費者の責任」
については，「内容の取扱い」において，「なお，消費者の責任については，
消費者の基本的権利を前提にして，消費者が主体的に判断し行動する際の責任
であることを明らかにし，消費者の権利が制限される意味での『責任』ではな
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いことを明確にすること。」という記載をするべきである。 
(4) 「内容の取扱い」については，各科目とも「契約，消費者信用及びそれらを
めぐる問題などを取り上げて具体的に扱うこと。」となっているが，契約につ
いては特に重要であるので，「その意味や仕組み，成立の要件や効果などの基
本的事項を十分修得させたうえで，消費者の日常生活は多くの契約を結ぶこと
によって成り立っていることを理解させること。」（2007年意見書・意見の趣
旨 1項(1)）が強調されるべきである。 

(5) 更に，上記３(4)のとおり，契約トラブルにおける具体的対処方法などが重要
であるから，「内容の取扱い」において，具体的に「消費者教育を行うにあた
っては，現実に生起する消費者トラブルを題材として，授業を展開すること。」
（2007年意見書・意見の趣旨 2項）と明記すべきである。 
特に，近時，大きな社会問題となっている多重債務問題については，「具体

的事例を用いて，金利問題や多重債務の予防策及び救済策についての学習を行
うこと。」（2007年意見書・意見の趣旨 2項）と記すべきである。 
 この点，2007 年 4 月 20 日付けで政府が発表した「多重債務問題改善プログ
ラム」では，文部科学省は，新学習指導要領において「多重債務問題について
取り扱うことを具体的に検討」し，「学習指導要領の見直しの内容を踏まえて，
担当の全ての教師がこうした問題を教えることができるように，教員養成課程
のカリキュラムに組み込むとともに，現職の教員への研修等を行う」べきであ
るとされ，これを踏まえて，中央教育審議会による 2008年 1月 17日付けの学
習指導要領に対する答申においても「多重債務等の深刻な消費者問題」を扱う
べき旨が記載されたにも拘わらず，新学習指導要領案では全くその文言が欠落
してしまったことは遺憾であると言わざるを得ない。 
 「 多重債務問題や悪質商法等の現実に生起する消費者トラブルについて，社
会経済の仕組みや構造から考えてその問題点を見抜く知識と能力を修得させる
こと」（2007 年意見書・意見の趣旨 1 項(3)）が，主体的に行動する消費者を
育成するのであり，新学習指導要領においてもそのような視点から「内容の取
扱い」が定められるべきなのである。 

 
５ 各論２＝高等学校・公民科における消費者教育について 

(1) 消費者教育は，高等学校の公民科の「現代社会」（2 単位）および「政治・
経済」（2単位）においても扱われている。 
 現行指導要領では「政治・経済」の「現代社会の諸問題」の中の「現代日本
の政治や経済の諸問題」において，わずかに「消費者問題と消費者保護」とい
う内容で扱われていたが，新学習指導要領案では，「政治・経済」だけでなく
「現代社会」においても取り扱うこととされており，変化が起きている。 

(2) 「内容」および「内容の取扱い」については，下記のとおりとなっている。 
ア 「現代社会」（2単位） 
① 「内容」については， 

「(2) 現代社会と人間としての在り方生き方」 
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の中に， 
「エ 現代の経済社会と経済活動の在り方」 

という項目が設けられ，その中に 
「個人や企業の経済活動における役割と責任」 

という内容がある。 
② 「内容の取扱い」については， 

「『個人や企業の経済活動における役割と責任』については，公害の
防止と環境保全，消費者に関する問題などについても触れること。」 

となっている。 
イ 「政治・経済」（2単位） 
① 「内容」については， 

「(2) 現代の経済」 
の中に， 

「ア 現代経済の仕組みと特質」 
という項目が設けられ，その中に 

「市場経済の機能と限界」 
という内容がある。 

② 「内容の取扱い」については， 
「『市場経済の機能と限界』については，公害防止と環境保全，消費
者に関する問題も扱うこと。」 

となっている。 
 
(3) 新学習指導要領は，上記のとおり，高等学校の公民科において「政治・経済」
だけでなく「現代社会」でも消費者問題について扱うこととしているが，全体
の中のごく一部という位置づけであり，消費者教育は極めて軽視されているの
が実情である。 
「現代社会」におきる諸問題を自分の問題として考え，自らが主体的な消費

者として「政治・経済」に関わっていく観点からは，消費者教育は極めて重要
であるが，公民科では「消費者の権利」の視点から問題を捉えることが決定的
に欠落していると言わざるを得ない。 
 既に述べたとおり，「消費者として主体的に判断し行動すること」が今，求
められているのであり，「消費者の権利」を認識させ，「生きる力」に直結す
る消費者教育が公民科でも行われるべきである。 

(4) また，消費者教育部分の「内容の取扱い」については，前記４(5)と同様の視
点から，「現実に生起する消費者トラブルを題材として，授業を展開すること。」
（2007年意見書・意見の趣旨 2項）を明記すべきである。 

 
以  上 
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消費者教育推進法の制定を求める意見書

２００９年２月１９日

日 本 弁 護 士 連 合 会

第１ 意見の趣旨

消費者教育・啓発をより推進するため，速やかに下記の内容の消費者教育推

進法（仮称）を制定すべきである。

記

社会における取引の多様化・複雑化に伴って消費者と事業者間に情報の１

質量・交渉力の圧倒的な格差の存在という構造的問題に起因して様々な消

費者トラブルが発生している。この実情を前提とし，消費者が自立した主

体として消費生活を営む自由を享受し，自己実現と社会のあり様を消費者

・生活者の視点から望ましい姿に変えるために「消費者市民」として主体

的に行動できる資質を獲得することが消費社会の健全な発展と上記構造的

問題による消費者トラブルの防止又は紛争の適正・公平な解決のために必

要不可欠である。その資質を獲得するプロセスにおいて消費者教育が重要

， ， ，な役割を担い得ることに鑑み この法律は 消費者教育の基本理念を定め

国，地方公共団体等の責務を明らかにするとともに，消費者教育の施策の

基本となる事項を定めることにより，消費者教育に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し，もって「消費者市民社会」の実現に寄与することを目

的とする。

消費者教育を受けることは国民の権利であることを明記するとともに，２

消費者教育の基本理念を以下のとおり定める。

( 1) 消費者と事業者との間の情報の質，量及び交渉力等の格差の存在を前

提として，自らの権利・利益を守ることができる知識及び情報を収集し，

これを分析・判断する消費者の能力を育むものであること

( 2) 消費者が，単なる商品・サービスの受け手という受動的態度にとどま

らず自らの自己実現と社会のあり様を消費者・生活者の視点から望まし

い姿に変えるために能動的・主体的態度をとることを助長するものであ

ること

( 3) 消費者が環境や発展途上国の経済に与える影響など，多角的視点を消

費者に提供するものであること

( 4) 消費者が，幼児から高齢者にいたる消費者の生涯にわたって，学校，

地域，家庭，職域その他の様々な生活の場面において教育を受ける機会

を保障するものであること

資
料12



*1 消費者基本法は，こうした認識を「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力
等の格差にかんがみ」との規定で示した上で，消費者の権利を具体的に定め，国等に対し消費
者の権利の尊重と自立の支援を求めている（同法第１条，第２条 。）

*2 年 月 日付け閣議決定された「消費者行政推進基本計画」において，政府は消費2008 6 27

者庁の創設を「この改革は『消費者市民社会』というべきものの構築に向けた画期的な第一歩
として位置付けられるべきものである」とした。また，平成 年版国民生活白書「消費者市20

民社会への展望－ゆとりと成熟した社会構築に向けて－」においても 「消費者市民社会」の，
実現に向けた諸課題が明らかにされ，とりわけ消費者教育充実の必要性が強調された。
*3 現に，レジ袋やペットボトルの使用を減らす運動，フェアトレード運動など，環境問題や
南北問題に配慮した消費者の運動が取り組まれている。
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国及び地方公共団体は，上記１に定める目的及び上記２に定める基本理３

念にのっとり，消費者教育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定

し，実施すべき責務を負う。

消費者行政新組織を，消費者教育の推進に関する総合的かつ計画的な施４

策を実施する上で牽引車的な役割を果たすものと位置付け，必要な権限を

与える。

消費者の自己責任論が安易に強調されることによって，消費者教育の基５

本理念が没却されることのないよう「消費者の責務」に関する定めはおか

ない。

第２ 意見の理由

自立した主体として消費生活を営む自由を享受することは消費者の基本１

的な権利であり，消費者主権が確立されなければならない。

しかし現実には，消費者信用における過剰与信，取引行為における欺瞞

的な取引，安全性を欠く製品の流通や昨今の食品偽装など，さまざまな消

費者問題があとを絶たない。その根底には，消費者と事業者との間の圧倒

的な力（情報の質，量及び交渉力）の差があるのであり，この力の差を解

消するしくみがなければ，消費者の自立は画餅に帰する 。*1

また，近時，消費者の自立からさらに進んで，消費者が自らの自己実現２

と社会のあり様を消費者・生活者の視点から望ましい姿に変えて行く主体

として認識されるにいたり，こうした公益的な問題に積極的に参加する消

費者によって支えられる「消費者市民社会」の実現が求められている 。*2

こうした，消費者の意見が消費者の主体的・能動的な活動を通じて社会

や経済に反映されることは，様々な消費者被害の防止に止まらず，地球環

境や南北格差の問題など，グローバルな問題の解決にも大きな役割を果た

すものである 。*3

消費者教育は，消費者に自ら主体的に行動するために必要な情報と力を３

与えるものであり，消費者と事業者との間の力の差を解消するために消費

者教育の推進がきわめて重要であることは論を俟たない。また 「消費者市，



*4 年 月に発表された「消費者教育の総合的推進方策に関する調査研究報告書」におい2008 3

ても，地方公共団体における消費者教育の基盤が必ずしも十分でなく，これを推進するために
は国の役割が大きいことが明らかにされている。
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民社会」の実現という観点からすれば 「消費者市民社会」を支える主体と，

しての消費者に対する教育の重要性はより一層明確となる。このため消費

者基本法も，必要な情報及び教育の機会の提供を受けることが消費者の権

利であると規定し（第２条 ，消費者教育推進のための施策を国及び地方公）

共団体に求めており（第１７条 ，また同法を受けて政府が 年４月に） 2005

閣議決定した「消費者基本計画」においても消費者教育推進のための諸施

策が講じられているところである。

しかし，消費者教育を省庁の枠組みを超えて総合的かつ計画的に推進す４

るための制度が整備されていないもとで，改正消費者基本法施行後４年余

2008 12が経過したいまも消費者教育の現状は到底十分とはいいがたい 。 年*4

月 日付けで内閣府より公表された平成 年度「国民生活白書 （消費者25 20 」

市民社会への展望－ゆとりと成熟した社会構築に向けて－）では，学習指

導要領によって本格的に消費者教育が導入されてからの若い年齢層におい

て，契約や悪質商法についての知識が十分ではなく，そもそも消費者教育

を受けたという認識すら持っていない者が多数に及ぶなど，消費者教育が

何を目指し何の役に立つのかを明確にすることができず，印象に残らない

状況になっていることが指摘されている（同白書 頁 。155 ）

， ，また 年通常国会には消費者庁設置法案及び関連諸法案が提出され2009

消費者行政新組織の設置が具体的政治日程にのぼっているが，消費者教育

についてはその位置づけが不明確であり，消費者教育推進の制度の整備は

いまだ残された課題となっている。

そこで，活力ある「消費者市民社会」の実現に向けて，改めて消費者教５

育のもつ意義及び重要性並びに国及び地方公共団体の責務を再確認し，消

費者教育を総合的かつ計画的に推進するための制度を整えるべく，その根

拠となる「消費者教育推進法」が制定されるべきである。

既に，教育については 「食育基本法」や「環境の保全のための意欲の増，

進及び環境教育の推進に関する法律」という法律が施行され，それぞれの

教育についての基本理念を掲げたうえで，その実現のための国や地方公共

， 。 ，団体の責務が示され さまざまな支援を行うよう定められている そして

これらの法律の制定により 「国全体としての機運が高まり，学校教育をは，

じめとする様々な場面で『環境教育 『食育』の実践が進んだ」とされてい』

る（平成 年度「消費者教育の総合的推進方策に関する調査研究報告書」19

頁 。上述のように，消費者教育は 「消費者市民社会」の実現のために100 ） ，

極めて重要な位置を占めるのであって 「消費者教育推進法」の策定の必要，
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性は，上記２法律に勝るとも劣らない。よって，上記２法律と同様に，消

費者教育・啓発の実施に有効な「消費者教育推進法」が策定されるべきな

のである。

この消費者教育・啓発の推進に関して，従来，消費者教育・啓発は，主６

に内閣府・国民生活局において担当されてきたが，学校教育を管掌する文

部科学省との関係や金融庁などを始めとする他の省庁との関係等から，こ

れを主体的に企画立案する省庁がなかった。消費者基本計画によって関係

省庁消費者教育会議が開かれているが，内閣府が強力にリードする形にな

っていなかった。

しかし，上述のように， 年通常国会には消費者庁関連３法案が提出2009

されており，消費者行政新組織が創設されれば，消費者問題の情報収集・

分析・調査はこの消費者行政新組織で一元的に行われ，消費者行政の総合

調整も行われるようになる。そこで，消費者教育・啓発についても消費者

行政新組織が牽引車としての役割を果たして主体的に企画立案し，これを

推進する権限と責務を負うことが必要である。

この点，基本計画は，消費者教育・啓発を「情報収集・発信部門」の中

の「消費者教育・啓発に係る支援」として位置付けているが，この位置づ

けでは新組織が消費者教育・啓発を主体的に実施するのではなく，他機関

を支援する活動のみになってしまい極めて不十分である。

これまで述べたとおり 「消費者市民社会」の構築には消費者教育・啓発，

が最重要課題であることに鑑みれば，この「消費者市民社会」の構築を目

的とする消費者行政新組織自らが，率先してこの消費者教育・啓発を企画

推進していく機関としての役割を担うことが肝要である。

消費者庁設置法案について，当連合会は， 年 月 日付けで「消2008 11 19

費者庁設置法案に対する意見書」を公表しているが，この中でも，当連合

会は，意見３（２）として 「法案第４条２６号『文教研修施設において所，

掌事務に関する研修を行うこと』を『消費生活相談員及び消費者行政担当

職員の研修並びに消費者に対する啓蒙・教育を行うこと』と修正すべきで

ある 」との意見を表明しているところである。。

このように，消費者教育・啓発の推進においては，消費者行政新組織の

果たすべき役割が大きい。したがって，消費者教育推進法においても，消

費者行政新組織の権限と責務が明記されるべきである。

上述のように，自立した主体として消費生活を営む自由を享受すること７

は消費者の基本的な権利であり，消費者の権利の尊重及び自立の支援は国

及び地方公共団体の責務（消費者基本法３条，４条）として位置づけられ

， 。ており この権利の実現のために消費者教育・啓発の推進が必要とされる

ところで 「消費者の権利」について論じると 「消費者の責任」につい， ，

。 ， 「 」ても言及されることがしばしばある しかし ここに言う 消費者の責任
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とは，消費者の権利が制限される意味での「責任」であってはならない。

すなわち，消費者教育・啓発において扱われる「消費者の責任」は，国際

的な消費者団体であるＣＩ（Consumer s I nt er nat i onal ）が掲げる消費者の

８つの権利〔( 1)生活の基本的ニーズが保障される権利，( 2)安全を求める

権利，( 3)選択する権利，( 4)知らされる権利，( 5)意見を反映させる権利，

( 6)補償を受ける権利，( 7)消費者教育を受ける権利，( 8)健全な環境を享受

する権利〕と消費者の５つの責任〔( 1)批判的意識を持つ責任，( 2)主張し

行動する責任，( 3)社会的弱者へ配慮をする責任，( 4)環境への配慮をする

責任，( 5)連帯する責任〕に対応するものと考えられなければならない。

消費者教育・啓発において 「消費者の責任」について上記のような具体，

的な内容の理解なしに抽象的な「責任」という言葉のみが強調されすぎる

と，対事業者との関係で「消費者の権利」が不当に制限されることになり

かねない。消費者教育推進法においても，上記の消費者の５つの責任は，

主体的に判断し行動する消費者の権利と表裏一体であり，消費者に対峙す

る事業者との関係で責任を負うという性質のものではないことには，十分

な配慮が必要である。

したがって，こうした誤った解釈を生じさせる危険を排除するため，消

費者教育推進法においては 「消費者の責務」について規定を置くべきでは，

ない。

以 上
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消費者教育推進に今何が必要か

～消費者政策における消費者教育の位置付けを考える～ 
 

日本女子大学 細川幸一 
 
１．消費者政策の手法 
消費者問題の構造的な解決のための行政の役割を考えた場合、主に二つの方法がある。

一つは、強者たる企業の活動を規制する「規制行政」であり、もっぱら各業法を所管する

主務官庁がその役割を担ってきた。もう一つは、企業に対して弱い立場の消費者を支援す

る「支援行政」である。国民生活センターや消費生活センターといった企業に対して規制

権限を持たない行政機関による消費者教育、情報の提供、苦情処理等の形でそれは進めら

れてきた。 

産業振興や保護を主目的とする業法の中で消費者の権益も考慮するという形での、権限

はあるが理念を持たない主務官庁による「規制行政」と、理念は持っているが、権限を持

たない国民生活センターや消費生活センターによる「支援行政」という二元的行政が日本

の消費者行政の特徴であった。 

規制行政の問題点として、①消費者の権益を守ることを主とした法律が十分ではない、 

②各省庁に消費者の権益を徹底的に守ろうとする意識がない、③縦割り行政の中で、新た

な消費者問題に対する規制権限を持つ官庁がなかったり、あるいは一つの問題に複数の官

庁が権限を持っていたりして、対応が後手に回りやすいという特徴がある。規制行政の多

くは、許認可等の事前規制が中心で、しかも違反行為に対する制裁機能が不十分であり、

事業者のやり得を許す状況となっている。また、各官庁の行なう規制行政が許認可等の事

前規制を中心にしているのに対して、公取委は独禁法、景表法により市場監視型の事後規

制を行なっているが、事業者と消費者の取引の適正化についてはほぼ景表法の運用による

景品と表示の規制のみで、消費者の権益確保に十分な役割を果たしてこなかった。 

支援行政の問題点として、①行政庁は民事救済に行政権限は行使しないという原則から、

各官庁（規制行政サイド）による消費者被害の救済制度は皆無である、②国民生活センタ

ー、消費生活センター等の支援行政サイドは、当事者の合意を基本とした非公式なあっせ

んによる被害救済を行政サービスとして行なってきたため、救済が不十分であり、また苦

情を申し出ない被害者の救済は皆無である（これが事業者の違法行為のやり得を許すこと

にもなっている）、③消費者保護は内閣府の所掌であり、教育は文部科学省の所管である

ため、学校を中心とした消費者教育は両官庁の共管事項となっているが、連携がうまくい

っておらず、消費者教育が学校の現場で浸透していない、といった問題点を指摘できる。 
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２．「消費者支援法制」としての消費者教育法制の重要性 
 近代市民法は、まずは市民の経済活動の自由を保障し、公共の福祉のために必要な場合
にはそれを制限することとしている。その制限の手法の多くは行政規制による事業者規制

や行為規制などであるため、規制行政分野は行政法関連の問題として実務的にも学問的に

も検証がされてきた。  

 一方、支援行政の分野では、消費者被害救済を容易にするような行政の紛争解決機能強

化や消費者教育などの消費者支援活動を行なうための行政法規の整備あるいはその研究は

十分でなかったように思われる。すなわち、事業者規制のための法制度の整備・分析はそ

れなりに進んできたが、消費者支援施策を法的問題としてとらえる「消費者支援法制」と

いった理解は従来乏しかったといえる。 

 今般、自由民主党消費者問題調査会に「消費者教育に関するワーキングチーム」が設置

され、消費者教育推進法（仮称）策定の動きが出てきたことはまさに消費者支援施策を行

政サービスとして恩恵的に行なうのではなく、消費者の権利確保の理念に立脚した消費者

教育などのための「消費者支援法制」として位置付け、進展させていく絶好の機会と考え

る。 

 
３．消費者教育推進のための方策 
① 消費者教育の推進・拡充に何が必要か 
消費者が賢明な経済主体として自立できるようにすることは、健全な経済社会をつくる

ための不可欠の要件である。この認識に立って、政府が消費者教育に本腰を入れて取り組

むべきときに来ている。消費者教育は消費者個人を守るだけではなく、違法行為者を市場

から撤退させ、健全な事業者のビジネスチャンスを拡大するための不可欠の要素であると

いうことをまず広く認識すべきである。 

その上で、重要なことは、消費者問題自体が時代とともに変化を遂げていること、その

発生領域が広範囲であることから、絶えず、その教育内容の変更、検証を余儀なくされる

ことであろう。消費者教育にとって必要なことは以下の作業である。 

 

ステップ1 消費者の権利侵害の実態把握          

ステップ２ 侵害された権利の回復、被害未然予防のための啓発・情報提供の検証 

ステップ３ 学校教育および成人教育におけるカリキュラム検討 

ステップ４ 教育現場での教師支援、教材の開発 

ステップ５ 消費者教育の効果測定と分析結果をもとにした制度改善、そのための研究 

 

② 消費者庁構想と消費者教育 
消費者庁構想の中で消費者教育の位置付けは明らかになっていない。2008 年 6 月 27

日に閣議決定された『消費者行政推進基本計画』では、「新組織が満たすべき 6原則」がま



日弁連消費者教育シンポジウム                      2009/3/14             

3          消費者教育に今何が必要か       日本女子大学 細川幸一

ず示されているが、原則２「消費者・生活者がメリットを十分実感できる」で「消費者教

育や啓発に係る地方支援、専門家の育成、国際的な連携（消費者被害に関する各国間の情

報ネットワークの構築等）などに取り組む」と述べられているに過ぎない。2008年 9月

8日の「第 10回消費者行政推進会議」では消費者庁の組織図案が示された。そこでも消費

者教育や啓発を行なう専管部門は見受けられない。 

消費者庁を設立するのであれば、同庁に「消費者教育局」（仮称）を設け、その総定員数

の 1割から 2割程度の人員を配置することが必要ではないか。その際、国民生活センター

の普及啓発部門や消費者教育支援センターの統合も考えられる。さらに各自治体の教育委

員会と連動する自治体レベルでの消費者教育関連組織の設置も必要であろう。 

 

③ 消費者教育推進法に望むこと 
第一に、消費者の権利としての「消費者教育を受ける権利」の明確化である。消費者

基本法2条に理念として消費者の権利の尊重が謳われているが、権利規定としては非常
に弱い。消費者基本法2条の改正や同法と消費者安全法（案）と消費者教育推進法（案）
の一本化も検討されるべきである。 
第二に、推進法が「消費者教育推進基本法」になる可能性があるとすれば、「基本法」

の性格からくる問題が生じる可能性がある。日本では各種「基本法」が30以上あるが、
これらの法律は「教育、農業、公害等国政に重要なウェイトを占める分野について国の

制度、政策、対策に関する基本方針を明示したもの」であり、「その規律の対象として

いる分野については、基本法として他の法律に優越する性格を持ち、他の法律がこれに

誘導されるという関係に立っている」。その反面、「直接に国民の権利義務関係に影響を

及ぼすような規定は設けられず、訓示規定とかいわゆるプログラム規定でその大半が構

成されている」 とされる（2002年8月2日国民生活審議会第６回消費者政策部会での配布資料「消費

者政策の基本的考え方」参照）。やはり推進法は基本法でなく、国等の消費者教育推進の義務

を明確にし、そのための行政組織規定、政策遂行のための予算措置、教育関係機関への

勧告権などを明示した法律にする必要があろう。 
第三に、前述のステップ１から５までの作業を貫徹できる体制整備を推進法は定める

必要がある。日本消費者協会が実施している消費者力検定試験を全国の教育現場で実施

するような体制を整備し、消費者の能力の現状把握がまずは必要であろう。他の教科と

違って消費者教育分野は定型的、固定的教育内容では足りず、また、単に知識教育だけ

では済まされない。それゆえにカリキュラムの検討、授業や教材の工夫のための調査研

究も不可欠である。また、教える側である教師の養成や支援も拡充する必要がある。 
最後に、消費者教育によって「自立した消費者」を育成することが、規制行政の不備の

免罪符となってはならないことを指摘しておきたい。商品やサービスの仕組みが高度・複

雑化し、ブラックボックス化された現代社会で、消費者の自立、自己責任の名において、

選択の結果の責任を消費者個人のみに押し付けることは許されない。 
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学校教育における消費者教育の学校教育における消費者教育の
現状について

財団法人消費者教育支援センター

消費者教育支援センターが実施する消費者教育支援センタ が実施する
学校教育に対する支援事業

３．実践を促進するため、教員
に対して助成金を授与する

１．教材や指導方法
を開発する に対して助成金を授与するを開発する

４．企業や行政機関が作成した
教材を表彰し、広める

２．教員対象の研修会を実施する
（研修会に講師を派遣する）

５．機関誌やホームページで

2

情報提供を行う
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１ 教材・指導方法を開発する１．教材 指導方法を開発する

（１）教材や指導方法の開発・教材販売（１）教材や指導方法の開発・教材販売

悪質商法対策ゲーム
ロールプレイングシナリオ集 等

（２）受託事業による教材開発

◆内閣府「絵本 たいせつなおやくそく」（幼児～小学生向き）
：平成18年度：平成18年度

◆内閣府「よくわかる消費生活～消費者が知っておきたい20のこと
～（中・高校生以上一般向き）：平成19年度

◆内閣府「教員・講師のための消費者教育ティーチングガイド」
：平成19年度：平成19年度

◆金融庁「はじめての金融ガイド 金融取引の基礎知識 DVD版」（高
校３年生以上一般向き）：平成19年度

◆経済産業省「中学校技術・家庭科副読本 製品安全ワークブック」経済産業省 中学校技術 家庭科副読本 製品安 ク ク」
：平成19年度

◆文化庁「インターネット時代のマンガ著作権教室」（中学生向き）
：平成19年度
◆東京都「おしえて！キッズ博士 けいやくのギモン？★完全攻略ク
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◆東京都 おしえ キッ 博 け やく ギ ン ★完 攻略ク
イズ」（小学生向きweb教材）：平成18年度 悪質商法対策ゲーム

２ 教員対象の研修会を実施する（講師派遣）２．教員対象の研修会を実施する（講師派遣）

（１）消費者教育シンポジウム（東京会場 大阪会場）（１）消費者教育シンポジウム（東京会場、大阪会場）
基調講演、教員による実践報告、パネルディスカッション等

（２）「教員を対象とした消費者教育講座」の運営実施
（国民生活センター・平成20年度）

（３）地方自治体の教員向け研修の企画・運営委託
（埼玉県・平成20年度）（埼玉県・平成20年度）

（４）教員向け研修講座への講師派遣
最近の講師派遣先

シンポジウム東京会場の様子

東京都、山梨県総合教育センター、徳島県総合教育センター、
仙台市教育センター、千葉市、柏市 等

【参考】内閣府「平成19年度 消費者教育の総合的な推進方策に関する
査 究 告書

グル プで指導案を作成する様子

調査研究報告書」
都道府県・政令指定都市の消費生活部局を対象にしたアンケート
●教員を対象とした研修について
「実施している」 50％
「実施していない」 50％
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グループで指導案を作成する様子
（国民生活センター教員研修2007）

実施 な 」 ％
うち、「必要だと思う」 81.3％

※実施していない主な理由
「教育委員会に働きかけるが受け入れてもらえない」等



３ 実践を促進するため 教員に対して助成金を授与する３．実践を促進するため、教員に対して助成金を授与する

「シティ・サクセス・ファンド」
（学校における教育実践に対する助成基金）

・シティグループの助成金により実施
・総額700万円を29件に助成（学校部門50万円×４校、個人・グループ部門20万円×25校）
・これまで４回実施し、来年度は第５回を実施予定

【対象】
小・中・高等学校、高等専門学校、特別支援学校の教員
【募集内容】
①消費生活や企業活動、金融・経済に関わる観点を含んでいるもの
②学習内容・方法に創意工夫が盛り込まれているもの②学習内容・方法に創意工夫が盛り込まれているもの

★助成校一覧及びテーマは次ページ参照

第３回 実践事例集
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第３回 実践事例集

【学校部門】50万円×4校

第４回シティ・サクセス・ファンド 助成校一覧

◆みんなで創る持続可能な社会～ 食と公共事業のあり方を考える ～
吉井町立入野小学校（群馬県）
◆大和FOOD紀・未来編 ～ 私たち僕たちのパワーで、大和を動かせ！～
上越市立大和小学校（新潟県）

◆腐葉土販売模擬会社N. R. C. ～原田中学校26人の挑戦～
尾道市立原田中学校（広島県）
◆羊で町興し！牧草を育てて羊を飼おう！純国産グラスフェッド・ラム肉
の生産
滋賀県立甲南高等養護学校（滋賀県）

◆小学校外国語活動を通して体験する「マネー・サイクル」
旭川市立北光小学校（北海道）

◆生徒が環境問題について探究する授業
～統計グラフの作成を通して～

【個人・グループ部門】20万円×25校

◆ものの値段はどうやって決まるの？
弘前大学教育学部附属小学校（青森県）
◆CO2を大量に吸収する「サンパチェンス栽培」と「牛乳パック回収」
によるCO2削減の経済効果について
つくば市立二の宮小学校（茨城県）
◆食材の何を見る？

奈良教育大学附属中学校（奈良県）
◆「『お金』ってなあに？」に答えよう
栃木県立宇都宮中央女子高等学校（栃木県）
◆東海地震に備える消費行動
静岡県立静岡中央高校（静岡県）
◆ビジネスアイデアの提案等を通じて企業の社会的責任について考える◆食材の何を見る？

～ネットスーパーの活用から消費者の目を養う～
東三鷹学園三鷹市立北野小学校（東京都）
◆MATTOプロジェクト15 ～ 株式会社運営に挑戦！～
小千谷市立真人小学校（新潟県）
◆郷土・熱海を愛し、たくましく次代を生きる小学校キャリア教育の研究
熱海市立桃山小学校（静岡県）

◆ビジネスアイデアの提案等を通じて企業の社会的責任について考える
同志社香里中学校・高等学校（大阪府）
◆情報社会における契約と金融活動に関する実践研究

◆過疎地域における高齢者の福祉・医療・年金問題についての具体的な課
題と対策

熱海市立桃山小学校（静岡県）
◆絵本を食べよう 豊根を食べよう
豊根村立豊根小学校（愛知県）
◆見つめよう 守ろう わたしたちの環境
田川市立田川小学校（福岡県）
◆故郷を愛し、よりよいまちや県の発展を願う児童の育成

◆高校生による地域未発掘資源「茶」の資源化と商品化へのチャレンジ
愛媛大学附属高等学校（愛媛県）
◆Happy Finance, Happy Wedding

◆流通実験店舗の一日店長から学ぶ知産知食体験プログラム◆故郷を愛し、よりよいまちや県の発展を願う児童の育成
小林市立小林小学校（宮崎県）
◆みつけよう、かしこい携帯電話の活用術
千葉大学教育学部附属中学校（千葉県）
◆環境・人権・キャリア学習から学ぶサスティナビリィティ社会のために、
私が実行すること
川崎市立菅生中学校（神奈川県）

◆流通実験店舗の 日店長から学ぶ知産知食体験プ グラム
広島商船高等専門学校（広島県）
◆知的障害のある生徒たちが、卒業後に地域で豊かに生きる力をはぐくむ
作業学習
長野養護学校高等部（長野県）
◆地域との連携を基盤とした重度・重複障害のある児童・生徒の消費生活
体験プログラム
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川崎市立菅生中学校（神奈川県）
◆サスティナブル社会に貢献する会社「いすず」の発展を目指して
伊勢市立五十鈴中学校（三重県）
◆体験！株式会社とお金のしくみ
京田辺市立大住中学校（京都府）

体験プログラム

◆自分で買うよ！みんなで売るよ！一人でできるよ！
徳島県立国府養護学校・池田分校（徳島県）



４ 企業や行政機関が作成した教材を表彰し 広める４．企業や行政機関が作成した教材を表彰し、広める

（１）「消費者教育教材資料表彰（企業対象）」（１）「消費者教育教材資料表彰（企業対象）」

第６回優秀賞資料（抜粋）

＜印刷資料＞

アサヒビール株式会社

未成年者飲酒防止 小学生向け啓発ツール

「どうする？どうなる？お酒のこと」うする うなる お酒 」

＜視聴覚資料＞

株式会社NTTドコモ「ケータイ安全教室」（小学生用）

＜実験 実習部門＞

第６回企業対象 優秀賞作品

＜実験・実習部門＞

東京証券取引所グループ

「シェア先生と学ぼう 株式会社のしくみ」

＜ホームページ部門＞

富士通株式会社「夢をかたちに」 など
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（２）「消費者教育教材資料表彰（行政対象）」
第４回表彰の募集中（締切 2009年３月）

児童・生徒向けの教材作成者を対象に毎年セミナーを開催

５ 機関誌やホームページで情報提供を行う５．機関誌やホームページで情報提供を行う

（１）機関誌
「消費者教育研究-Niceニュースレター-」

・平成2年創刊、隔月刊（偶数月5日発行）、有料
（個人会員 年間2000円）

・対象は教員を中心とする消費者教育の担い手の
方々（教育委員会 消費生活センター 企業 左 機関誌表紙方々（教育委員会、消費生活センタ 、企業
等）

・授業実践例、教員のリレートーク、地方自治体の
取組等 最新情報を提供

・全国の教育委員会・教員2400ヶ所に無料配布

左 機関誌表紙
下 ホームページ

全国の教育委員会 教員2400ヶ所に無料配布

（２）ホームページ等による情報提供
http://www.consumer-

d ti j / i /i d ht leducation.jp/nice/index.html
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学校教育における消費者教育の問題点

（１）学習内容の問題（１）学習内容の問題
①教科横断的に実施されているため、個々の児童・生徒からみると、系統立って必要な知識や能力を身
に付けることが難しい。

②消費者教育＝悪質商法の被害対策と狭く捉えられることが多く、消費者市民教育として不十分である。

（２）実施上の問題
①消費者教育を実施する時間を確保できない
②学校現場は 次々に新しい冠教育（食育 環境教育 情報教育 法教育等々）の実施を要請されてお②学校現場は、次々に新しい冠教育（食育、環境教育、情報教育、法教育等々）の実施を要請されてお
り、消費者教育をそのひとつだと考える教員にはハードルが高い。

（３）教員の資質向上に関する問題
①教員養成の段階で 消費者教育（消費者を取り巻く現代的な課題や消費者教育の指導方法）を学ん①教員養成の段階で、消費者教育（消費者を取り巻く現代的な課題や消費者教育の指導方法）を学ん
でいない人が多い。

②再研修の段階でも、教員に消費者教育を学ぶ機会が提供されていない。

（４）推進体制の問題
①地域における消費者教育推進の核となるはずの消費生活センターが十分に機能していない。教育委
員会との連携に困難を感じている自治体が多い。

②（財）消費者教育支援センターは専門機関として活動を行っているが、位置づけが明確でなく、予算も
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②（財）消費者教育支援 タ 専門機関 活動を行 る 、位置 け 明確 なく、予算も
限られているため、活動に限界がある。

財団法人 消費者教育支援センター財団法人 消費者教育支援センタ
National Institute on Consumer Education : NICE

理事長 有馬真喜子
設 立 平成２年２月設 立 平成２年２月
所 管 内閣府国民生活局消費者企画課消費者行政推進室

文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課
所在地 〒160-0004

東京都新宿区四谷４－１小島ビル５階
電話03-5919-4541 FAX03-5919-4575

http://www.consumer-education.jp



2008/03/14

日弁連消費者教育シンポジウム

司法書士会の取り組み

～「あまねく」消費者教育が実施されることを目指して～ 
 

日本司法書士会連合会法教育推進委員会 

委員長 伊
い

見
み

 真
ま

希
き

 
 

1. 各司法書士会の講師派遣状況 
【資料 １】【資料 ２】 
 
 
2. 日司連の取り組み 

(ア) 各司法書士会へのアンケート調査の実施 
講師派遣状況の把握 
特徴的な取り組みの発見と共有 
「現場」の要望・提言の吸い上げ 

(イ) 講師養成・情報交換 
研修会の実施 
会員向けに実務対応の研修プログラムと並んで消費者教育につ
いての分科会を設置 
ブロック別意見交換会の実施 
近隣の司法書士会同士の互助的支援の発生 

(ウ) 教材作成 
ＤＶＤ教材「多重債務に陥らないために」 
「多重債務改善プログラム」を受けて、司法書士による講師派遣
によらなくとも、直に教育現場で利用できる教材を目指した。ド
ラマ仕立て 
ＰＰ教材作成「青少年のための法律講座」 
全国約１９０００人の司法書士のうち一人でも多くが取り組め
ることを目指した。契約の成立や家計シミュレーションなどから
なる１０のテーマのうち、単独もしくは複数を選択して利用でき
る。 
【実演】 

(エ) 消費者教育推進懇談会、消費者教育学会などへの参画 
 
 
 

資
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2008/03/14

日弁連消費者教育シンポジウム

3. 課題、提言 
より多くの消費者教育を行いたい、という「現場」の声から 

離島等地理的にアクセス困難な地域への講師派遣支援 
教材の情報共有 
教育関係機関への周知と理解 

一方、派遣される司法書士と教育の対象者との関係は多くの場合、一度き
り、かつ限られた時間であり、対象者に本当に伝えたいことが伝わりにくく、
その内容も定着しにくい。最終的には消費者教育の対象と日々接している人
が主体となって行う仕組みとなることが望ましいと考える。 

教員と司法書士の協働実践例 
 
教育を受ける「権利」というのであれば、教育を受けられるか否かが「偶

然」であってはならない。司法書士の講師派遣の充実を目指しつつも、その
量的・質的限界を見極め、これを今後の消費者教育推進のための制度作りに
活かしていきたい。 
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もっと消費者教育を！
～消費者教育推進のための法づくりを考える～

もっと消費者教育を！
～消費者教育推進のための法づくりを考える～～消費者教育推進のための法づくりを考える～

活動報告より

～消費者教育推進のための法づくりを考える～

活動報告より活動報告より
最近の消費者相談と問題点

活動報告より
最近の消費者相談と問題点

（社）全国消費生活相談員協会
消費生活専門相談員 須黒真寿美
（社）全国消費生活相談員協会
消費生活専門相談員 須黒真寿美消費生活専門相談員 須黒真寿美消費生活専門相談員 須黒真寿美

相談員協会の活動の一部

啓発ツール
ブックレット･啓発チラシ・見守り新鮮情報

週末電話相談

受託事業 消費者問題出前講座

資
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ブックレット（ＮＯ.５６～ＮＯ.６８）
Ａ４サイズに大きくなってＡ４サイズに大きくなって

3

パンフレットは数々作
成しています成しています

4



見 守 り 新 鮮 情 報

5

週末電話相談事例集ｖｏｌ．５～７
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週末電話相談事例集ｖｏｌ．１～４

7

平成１９年度平成１９年度
消費者問題出前講座報告書より

平成１９年度 （内閣府請負事業）
申し込み講座件数 2503件
受講者数 81,519人

（男性 29,099人 女性 52420人）

講座の特徴講座 特徴
受講者に合わせたプログラムの作成
受講者参加型（ロールプレイ・ゲーム・クイズ受講者参加型（ ルプ イ ゲ クイ
・替え歌）
高齢者および障害者の周囲の方々への講座高齢者および障害者の周囲の方々 の講座



件数 高齢者の方々 

5%

障害者の方々 

　　　高齢者の周囲の方 民生員など

6%

4%
5%

　　　高齢者の周囲の方 介護ヘルパーなど

　　　障害者の周囲の方々 家族など

46%1%
2%
3% 　　　障害者の周囲の方々 朗読者

　　　障害者の周囲の方々 手話通訳者
46%

11%

0%0%2% 　　　障害者の周囲の方々 その他

若者 幼稚園児など
11%

若者 小学生

若者 中学生　

4%9%

7% 若者 高校生　

若者 その保護者

若者 市民講師

相談したか（若者）相談したか（若者）

31%

49%
相談した
相談しなかった
無回答無回答

20%



相談しない理由（若者）

契約し
て不満て不満
はない
19.9%

不満だ不満だ
が泣き
寝入り

無回答
67 6% 寝

した
12.5%

67.6%

相談先（若者）相談先（若者）

175

414

消費生活センター

友人・知人 414

972

友人 知人

家族・親戚

24

89

役所

警察 89

35

警察

販売店

140

0 200 400 600 800 1 000 1 200

その他

0 200 400 600 800 1,000 1,200



今後聞きたいこと

6,094悪質商法撃退法

3,326クーリングオフ

2,699消費生活センターの働き

6,474

445

インターネットトラブル

その他 445

0 4,000 8,000

その他

0 4,000 8,000

ケ トよりアンケートより
＊行政が守ってくれる時代は終わった、自分で責任を取るに
は情報が必要だ（障害者の周りの人）

＊知らないと損をすることが多いなーと思った（幼稚園児）
＊私がこんなトラブル巻き込まれてもはっきりと断れると
思った（小学生）
も やすく 方も重 く く さ 気を＊とても判りやすく、話し方も重苦しくなく、さらに勇気を

もらえた気がした（中学生）
＊ク リング オフは知 ているつもりでも具体的には知ら＊クーリング･オフは知っているつもりでも具体的には知ら
ないと思った（中学生の保護者）

＊もっと自覚して生活しないとたやすく悪質商法に引っか＊もっと自覚して生活しないとたやすく悪質商法に引っか
かってしまう（高校生）

＊定期的に講座を開催して行きたいと思った（市民講師）＊定期的に講座を開催して行きたいと思った（市民講師）



平成19年度週末電話相談報告書より

年度別相談受付件数

4,000

件

3316 3472

3,000

3,500
2,852

3,239 3,316 3,300
3,472

2,000

2,500

1368

1,971

1,000

1,500

414 493 757

1,368

0

500

10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

414 493 757

関西 43 72 171 354 705 1,002 1,317 1,372 1,348

本部 414 450 685 1197 1617 2147 2237 1999 2100 1952

10年
度

11年
度

12年
度

13年
度

14年
度

15年
度

16年
度

17年
度

18年
度

19年
度

本部 414 450 685 1,197 1,617 2,147 2,237 1,999 2,100 1,952

1200

平成19年度週末電話相談報告書より
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年度 商 役務 割合

平成19年度週末電話相談報告書より

年度別　商品・役務の割合

839 2,401 60

年度

19年度

834

914 2,490

2415 67

68

17年度

18年度

商品

463

834 2,415

2,754

67

2216年度

17年度
役務
他の相談

636 2,171 4515年度

他の相談

686 1,239 4614年度

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成19年度週末電話相談報告書より

38.2%運輸・通信サービス

88%金融・保険サービス

71%

8.8%

教養娯楽品

金融 保険サ ビス

62%

7.1%

教養 娯楽サ ビス

教養娯楽品

6.2%教養・娯楽サービス

6.0%レンタル・リース・賃借

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%



安易な契約
小型自動車を売却するために無料査定を依頼。３万
円の金額で契約した。その後同業他社に見てもらっ
たら、１３万円と査定され、翌日先の業者に解約を
申し出たら、違約金５万円を請求された。高すぎる
（４０代男性）（４０代男性）

芸能プロダクシ ンの携帯ＨＰでアルバイトの募集芸能プロダクションの携帯ＨＰでアルバイトの募集
を見て事務所に行った。オーデションに合格したが
レッスンが必要と言われて 母親と同席の上プロダレッスンが必要と言われて、母親と同席の上プロダ
クション所属契約と５０万円のレッスン契約をし、
分割払いで支払うことにした。解約したい。（１０
代 女性）

家計管理・支払い能力

「雨が降っているので着物を見ないか」と誘われ店
に入った 着物に興味があったので勧められるままに入った。着物に興味があったので勧められるまま、
着物や帯を購入。クレジット契約をした。その後、
無料の着付け教室に誘われ５ヶ月間に同じ店員に無料の着付け教室に誘われ５ヶ月間に同じ店員に
次々と着物などを勧められ３８０万円もの契約をし
た。支払えない。（２０代女性 給与生活者）

・エステでの次々販売
・借金で首が回らない
・夫が年収を超える借金をしていた、生活できない



投資
「海外での植樹事業に投資しないか。短期間で
成長する木なので、すぐに売却益が得られる。
会員を紹介すれば紹介料が入る。必ず儲かる」
と勧められた。一口３０万円と高額なので断っ
たが、「立て替えてあげる」と熱心に勧められたが、「立て替えてあげる」と熱心に勧められ
契約した。事業内容を紹介するＤＶＤなどの商
品が届いたがよくわからないのでやめたい。

未公開株
ルチ商法マルチ商法

インターネットでのトラブル

パソコンで入ったサイトで、「あなたはロトに
当選しました」という表示が出た 英文混じり当選しました」という表示が出た。英文混じり
のためよく理解できなかったが宝くじが当たっ
たことは判ったので、業者の指示通りに自宅住
所やクレジットカードの番号を入力してしまっ
た。個人情報を悪用されないか心配である。

・ネットオークションでのトラブル
・個人間売買・個人間売買
・海外宝くじ



問題点

契約についての理解契約に いての理解
クーリング・オフ制度の弊害？

合理的な選択（経済の仕組み）
市場金利を超える利益市場金利を超える利益

社会の一員としての責任社会の 員としての責任

消費者教育を推進するために１

基本的な知識
経済 法律 家庭経営 食 環境問題経済・法律・家庭経営・食・環境問題

消費者としての責務の認識

年代に応じた体験学習（参加型 巻き込み型）年代に応じた体験学習（参加型･巻き込み型）
幼児期から高齢者まで



消費者教育を推進するために２
総合的な教育プログラム

社会の一
員として

学校教育
幼・小・中・高・大 地域の協力

世代間の交流 地員として
の消費者

世代間の交流・地
域産業の活性化

・生きる力
・持続性
社会の構

社会人教育
高齢者・勤労世

体験学習

社会の構
築

代・子育て世代
など

専門家

最新情報の
提供

専門家
法律・経済・環境･食
などの専門家の参加

生の情報提供
相談員・警察な

ど

生の情報
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ＮＡＣＳにおける学校教育とは 
 
１． 講師派遣事業 
ＮＡＣＳが設立当初から実施している学校教育講師派遣事業（出前授業・講座）は、

テキストやビデオ（又はＣＤ）を独自で作成し、そのテキストと会員講師をセットで、

主として高等学校に出前授業を実施していくものである。毎年 100校程度の学校に講師
派遣授業を実施しておりこれまで２０年間で約 1７００校に出前授業・講座を実施し、
延べ４０万人が受講した。設立当初は消費者被害にあわないよう若者に契約の基本を教

えるための講座が多かったが、その後の社会的な要請もあり、環境、インターネット、

ケータイ、金融教育などにひろがっている。一講座は４５～９０分程度で実施する場合

が多いが、中には月一回実施で１１回の連続講座という長期間わたる講座もある。対象

者は高等学校が主であるが、それ以外にも小学校、中学校、専門学校、短大、大学、聾

唖学校などの障害者学級、行政の研修会、校長会や教職員の研修、ＰＴＡ、高齢者対象

の学習会、社員教育、一般向けなどの広範囲にわたり実施している。 
 
２． 環境教育 
 ＮＡＣＳはここ 10年来、環境教育にも力を入れてきており、これまでに約３００校
に出前授業を実施してきている。高校生に私たちの便利な暮らしが直接地球環境に悪影

響を及ぼしている実態を知らせると同時に、自らが商品選択によって環境に良い暮らし

や商品を選択するグリーンコンシューマーの啓発教育を実施してきた。小学校からの要

請も多々あり、会員独自の努力で環境カルタや、環境紙芝居なども開発された。３００

校の比率の内訳を見ると、高校４０％、大学・短大で１６％、専門学校１０％、中学９％、

小学校・その他２５％となっている。他団体とも連携をして環境教育を実践してきてい

る。 
 
３． エコプロダクツ展 
環境教育の一環として毎年高校生をエコプロダクツ展への招致活動を実施している。

エコプロダクツ展とは、日本経済新聞社が主催する環境配慮型製品やサービスを提供す

る企業と環境分野で活動しているＮＰＯ、学校などが一同に会して交流する日本最大級

の環境の展示会である。ＮＡＣＳの学校教育は２００１年から参加している。毎年１０

００人規模の高校生を招致してきている。これまで延べ８０００人の高校生などを招致

した。

生徒のエコプロ参加にあたっては、事前授業を行い、環境への関心・理解を高めた上

での参加としてもらっている。また、ＮＡＣＳがコーディネートして企業が地球環境の

ためにどのような理念で商品を生産しているかの事前学習を実施している。

ＮＡＣＳ会員が実施するエコプロ展の事前学習では、生徒による商品選択が特徴的な

資
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授業になっている。クラスを５～６グループに分け、実際の商品を教室に持ち込み、環

境マークや環境情報を読み取って、環境に配慮している順に順位付けをして発表をする

というワークショップ形式の授業である。これは実際の生活の場面での環境配慮型商品

を選んでいくための実践的な授業になっている。この授業は生徒も積極的に参加し互い

に議論しあいながら決めるので、その過程で環境商品とはどのようなものか、自分はど

のような基準で選択したらよいかを楽しく体験することが出来る。

この様に事前学習を十分積み上げた上でエコプロ展に参加するため、子どもたちに大

きな変化が生まれた様子がアンケートから読み取ることが出来る。本物に触れ、最先端

の技術にも触れ、沢山の企業が真剣に環境への取り組みをしていることを実感して、自

分たちも環境に良い行動を何か出来ることからはじめたいと意識が大きく変化してい

くことがわかる。また、今後就職するときには環境分野で働きたいなど、進路への方向

付けのきっかけにもなっている。

この様に一連の事前授業の内容とエコプロ見学は生徒にとって実践的で、効果的な環

境教育の場であり、企業との接点にもなっている。

 
４． 金銭、金融教育 
若者の多重債務が増える中、金銭教育の必要性が小さい頃から必要と叫ばれているが

体系的に進んでいないのが実情である。この事業を立ち上げる前に実施した日米のアン

ケート比較調査の結果は、日本の子どもに対する金銭教育、経済教育は米国に比較して

ほとんど教育がされておらず、親子間においてもお金の使い方の話しがされていないこ

となどが明らかになり、高校を卒業すると全く無防備のまま社会に放り出されることが

判明した。そこでＮＡＣＳの講師派遣授業では、高校生が実際にお金を管理し高校を卒

業して一人で暮らしが出来るように最低限必要な情報を提供し、高校生の自立を目指し

た授業を実施してきている。 
テキストの内容は１１項目に分かれており、ライフイベントの経費、お金の使い方、

銀行と預金、クレジットカード、キャッシングと多重債務、投資と社会の関係、保険と

リスク、支えあいの社会保険、税金と暮らし、ひとり暮らしの経済学、働き方と進路、

となっている。教育関係者や金融関係者などからわかりやすく重要なことが適度な分量

で書かれていると評価を得ている。 
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消費者教育活動を一層推進するための「消費者教育推進法」(仮称)への提言 
 これまで日本においては国、地方公共団体は縦割りで消費者教育を実践していること
から、なかなか有効な消費者教育になっていなかったのではないか。内容的にも難しく、

金融商品などは多種多様であり、現場の教師にはそう簡単には教えられないからである。

そこでＮＡＣＳがこれまで実践してきた講師派遣授業を通して以下のことを法律に盛

り込むことを提言したい。

１． 幼児期から大人まで一貫した消費者教育が行われるよう消費者教育の理念、そ

の目指す目標を明らかにすること

２． 各段階において具体的で、生活の場に即した教育が行われるようなカリキュラ

ムを開発すること

３． カリキュラムの作成や授業の実施などには積極的に外部の NPO、団体、企業

との連携を進めること

４． 消費者教育推進のための基本計画を立て、その実施状況について第三者の評価

を受けること

以上

 
                





消費者教育シンポジウム・リレー報告資料

「持続可能な発展 ため 教育 10年 （ ）にお「持続可能な発展のための教育の10年」（ＥＳＤ）にお
ける消費者教育
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一公民科とリンクさせた文化祭企画（１年フェアトレード）
（２年北海道・産直販売）及び校外学習（３年板橋区消
費生活展・参加）体験を事例として一 e

n
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r H
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h
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費 活展 参加）体験を事例 して

ch
o
o
l

S

1

2009.3月14日
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1
私立帝京中高等学校

教諭 魚山秀介 e

内容発表内容

①ＥＳＤとは①ＥＳＤとは
②文化祭「フェアトレード」参加（高１年）
③文化祭「産直販売」参加 （高２年）③文化祭「産直販売」・参加 （高２年）
④板橋消費生活展・参加 （高３年）
⑤消費者教育推進に必要なこと⑤消費者教育推進に必要なこと
⑥消費者教育推進法に望むこと

22
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①ＥＳＤとは
国連持続可能な開発のための教育の10年（ＥＳＤ）採択までの経緯

日本のNGO、政府が提案 ⇒日本のNGO、政府が提案 ⇒
2002年9月 ヨハネスブルグサミットで実施文書に採択
2002年12月 国連総会で決議採択
2003年8月 ユネスコが国際実施計画フレームワーク案発表2003年8月 ユネスコが国際実施計画フレ ムワ ク案発表
2003年11月 ユネスコが国際実施計画案を国連総会へ提出
2004年6月 ユネスコが国際実施計画を発表？
⇒ 2005年から実施 (～2014年)⇒ 2005年から実施 (～2014年)

「持続可能な開発」とは・・・

将来の世代のニーズも満たしつつ、現在の世代のニーズを満たし、全て
の人々に基本的なニーズの充足と よりよい生活を求める向上心を実現の人々に基本的なニーズの充足と、よりよい生活を求める向上心を実現
する機会を保障する。
国連ブルントラント委員会1987「我ら共通の未来」より

33

②「現代社会」（研究授業）・活用事例
研究授業指導案研究授業指導案

教科
公民 科 現代社 指導教 魚山秀介 教諭目
公民 科 代社

会
指導
官

魚山秀介 教諭
日
時

平成 １８年 ６月 ７日 水曜日
第 ５時限

実習生
名時 第 時限 名

指導学
級

高校 1 年 ４組（男・女 ３２名）

教科 現代社 第一学 証券知識ﾜｰｸﾌ ｯ゙ｸ教 科
書

現代社
会

出版社 第 学
習社

教材 証券知識ﾜｰｸﾌ ｯｸ、
プリント

単元
名

企業の役割と社会的
責任名 責任

１）会社設立の模擬体験をおこなうことにより、経済の流れや
会社のしくみなどの学習事項を実感として理解させる

4

単元目
標

会社のしくみなどの学習事項を実感として理解させる。

２）自社の事業計画をグループで発表する一方、他社のプレ
ゼンテーションを投資家の立場で採点することをふまえること 4ンテ ションを投資家の立場で採点することをふまえること
により、「企業の社会的責任」について複眼的に考察させる。



時間 指導内容 学習活動 指導上の留意点
１）教科書P.102－103 7行目 「企業の役割と
社会的責任」を音読して、株式会社のしくみを
確認する。

２）経営者・従業員としての 「企業の役割と社
会的責任 投資家 「社会的責

１）企業の最終的な目的は利
潤を増やすことであるが、利潤
の追求のみに活動していた企
業が、公害問題や環境破壊を
引き起こし、残留農薬や狂牛
病な 直接 体 悪影響

導入 110分 前時の復習
会的責任」以外に、投資家としての「社会的責
任」の重要性を理解する。

３）プレゼンテーションの仕方をＶＴＲで再確認
する

病などの直接人体に悪影響を
もたらす問題を生んできたこと
を指摘する。

２）投資家としての立場からも
社会的責任が問われる時代する。 社会的責任が問われる時代
であることを新聞記事で確認
させる。

5分 事業計画の打
ち合わせ

１）企業の経営方針が利益追求に終始するので
はなく、社会的責任を伴わなければ、投資家か
ら評価されないことを意識する

１)机間巡視して質問に答える。

ら評価されないことを意識する。
２）プレゼンテーションの進め方を打ち合わせる。２)企業の社会的責任が具体

的にどのようなものであるかを
指示しながら、経営方針が決
められているか確認する。

１)グループ毎に 自社がいかに利益をあげ 投 １）複数の企業のなかで 如何

25分 事業計画の発
表

１)グループ毎に、自社がいかに利益をあげ、投
資家に配当できるか。そして社会的責任を担っ
ているか、それがどのように事業活動にかか
わってくるかをアピールし、今後成長する会社
であることを強調できるように、事業計画を発表
する

１）複数の企業のなかで、如何
に自社の経営方針が独自性
を持っているかを再確認させ
る。

5

する。
２)投資家として発表を聞く側は、社会への貢献
度と企業の効果的な経営戦略を的確に評価す
る。また、他社と比較し、自社の冷静な自己評
価ができるようにする。

２)グループ発表３分間。時間
は正確に測る。３分間という限
られた時間内で発表をまとめ
ることに気を配る。
３）発表内容だけでなく、聞く 5３）発表内容だけでなく、聞く
側の生徒の様子にも注意する。

１）アンケートを提
す

１）アン
出する。
２）本日の授業の
感想を書く 文章

ケートシー
トを提出さ
せる

まとめ
感想を書く。文章
にすることで、こ
の体験で気付い

せる。
２）感想を
書かせる

整理
1
0

体験で気付
たこと、得られたも
のを再確認する。

書かせる
間に、集計
結果を出
す

整理 0
分

す。
３）集計結果を聞
き 高評価されるき、高評価される
企業とは、どのよ
うな社会的責任を

6

うな社会的責任を
果たし、事業活動
をしているのかを
理解する 6理解する。



会社名

アレキサンダーコーポレーション

社長 社員

佐藤勝弘 青木玄 高橋将人 高久大輝 柳原大二郎佐藤勝弘 青木玄 高橋将人 高久大輝 柳原大二郎

事業方針

ビル・ゲイツを越え、安心感あふれるチョコにする

商品名 商品の種類 ターゲット セールスポイント・状況

ちょこっとチョコ チョコレート セレブのマダ
ム

高級感あふれるまったりアン・優雅な生
活

社会的貢献度 投資家のコメント

3.1
・利益重視 ・プレゼンの役割分担がき

ちんとできていた
・社名・商品
名が良い

・高級さが
良い

声が大きく 良 ・ターゲット等が具体的で ・元気があっ ・名前が長・声が大きくて良い タ ゲット等が具体的で
よい

元気があっ
て良い

名前が長
い

会社評価 ・「チョコッと」は物足りない ・意気込みが感じられた

・目標が良く分らなかった ・質問に的確に答えてい
た

7

3.1
目標が良く分らなかった

た

・高級感と商品名にギャップがあった

勢いのあるプレゼンと高級感を売りにした強気の販売姿勢が好印象だったようです。社会的貢献
のアピールが欲しいところです。例ば最高級エクアドル産カカオを使用し エクアドルの自社農園で 7のアピ ルが欲しいところです。例ば最高級エクアドル産カカオを使用し、エクアドルの自社農園で
は現地労働者を育成し、快適な労働条件のもとに雇用するなど。

②「現代社会」課題学習とリンクさせた文化祭企画
（フェアトレード）（フェアトレ ド）
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②「現代社会」課題学習とリンクさせた文化祭企画
（フェアトレード）（フェアトレ ド）
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③「現代社会」課題学習とリンクさせた文化祭企画
（フェアトレード）（フェアトレ ド）
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③文化祭クラス企画「産直販売」（高２年）

1111

③「「ＨＲ」「総合」・月曜日１・２時間目 200７年度
日程 学習内容 （（太字は北海道修学旅行関係）

４月16 日（月） 全体朝礼・進路適性検査の実施
４月23日（月） 資格講座ガイダンス
５月７日（月）北海道修学旅行・班別研修振り分け
５月14日（月） ファームステイ紹介シート記入５月14日（月） ファ ムステイ紹介シ ト記入
５月 21日（月） プロジェクトＸ「旭山動物園・奇跡の復活」ビデオ視聴
６月 ４日（月） 全体朝礼・服装チェック
６月11 日（月） 文化祭企画話し合い・クラス企画『北海道産直販売』決定
６月18日（月） 東農大・黒滝教授による毎日農業記録賞・作成ガイダンス
６月25日（月） 札幌・小樽自主研修についてのグループ別行程案・作成
７月 ２日（月） 長沼町グリーン・ツーリズム担当係・来校 説明会実施

夏期休暇課題 「毎日農業記録賞」提出

９月 ３日（月） プロジェクトＸ「夕張メロン・奇跡の復活」ビデオ視聴
『 黄色 督９月10 日（月） 映画『幸せの黄色いハンカチ』（山田洋次監督）視聴

９月11  日（火） 出発 羽田空港 旭川空港 旭山動物園見学 長沼にて対面式
９月12 日（水） ファームステイ
９月13 日（木） ファームステイ

12

９月13 日（木） ファ ムステイ
９月14 日（金） 午後出発 札幌市内自主研修 定山渓ビューホテル宿泊
９月15 日（土） 定山渓ビューホテル 小樽市内自主研修 千歳空港 羽田空港

（土） （土） 祭 ク 企 『北海道産直 売』 12
10月13（土）・14日（土） 文化祭 クラス企画『北海道産直販売』
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④板橋区消費生活展 参加④板橋区消費生活展・参加

④板橋消費生活展 参加④板橋消費生活展・参加



⑤消費者教育に必要なこと⑤消費者教育に必要なこと

高校「現代社会」（週2単位）課題学習に「ＥＳＤ」もしく
は「消費者市民社会を目指して」を追加するは「消費者市民社会を目指して」を追加する。

現状では「地球環境問題」,「資源・エネルギー問題」,「現状では 地球環境問題」, 資源 ネルギ 問題」,
科学技術の発達と生命の問題」,「日常生活と宗教や芸
術とのかかわり」,「豊かな生活と福祉社会」などの５つの
事項から,「２つ程度を選択」）

全教員が関わざるを得ない教育課程、例えば「総合」や
文化祭などで地域との連携による消費者教育の推進。

「総合」を改組し、「ＥＳＤ」もしくは「市民性育成」の時
間を教育課程に設ける 17間を教育課程に設ける。 17

⑥消費者教育推進法に望むこと⑥消費者教育推進法に望むこと

「環境教育推進法」や「食育基本法」の制定により、学
校教育での実践が進んだことは事実である しかし そ校教育での実践が進んだことは事実である。しかし、そ
れらと比較して消費者教育は国全体としての関心が高
まっているが、その領域が広く現場では指導しにくい。まっているが、その領域が広く現場では指導しにくい。

各消費生活センターでの「教員研修」を義務づけ、地各消費 活 教員研修」 義務 け、
域教材を作成する。

教職課程での「消費教育」履修を義務づける。

教員免許更新講習における「消費者教育」必修

1818



リレー報告

１ 高等学校家庭科の現状 問題点１、高等学校家庭科の現状・問題点

２ 消費者教育を充実させるために２、消費者教育を充実させるために
何が必要か?

元神奈川県立永谷高等学校元神奈川県立永谷高等学校
石川麗子

消費者教育とは消費者教育とは

「的確な知識 情報を提供することなどを通じて「的確な知識・情報を提供することなどを通じて、
消費者の行動が変わってくるのが、消費生活
に関する教育のねらいです 」に関する教育のねらいです。」

「消費者教育 知識を与 ればすむわ なく「消費者教育は知識を与えればすむわけではなく、
それによって行動が変わる。それば恒常的な
認識に変わ く ば認識に変わっていく、というようにしなければ
いけません。ここでは価値観が問題になるとい
うことになりますうことになります。」

宮坂広作著「消費者教育の開発」より

資
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１、現状・問題点

①家庭科必修科目の
単位数の減少単位数の減少
家庭総合 ４単位

家庭基礎 ２単位
これによる問題点；
授業時間が減ることによ て 消費者教育授業時間が減ることによって、消費者教育

に当てる時間が持てない。

知識のみの授業展開となり、消費者教育
のねらい、目的を達成することができない。

高等学校学習指導要領（家庭）高等学校学習指導要領（家庭）

・１９８９年３月１５日告示 家庭科の男女必履修
家庭一般（４単位）生活技術（４単位）
生活一般（４単位）３科目から１科目選択

１９９４年度入学生から実施

・１９９９年３月２９日 告示
普通教科「家庭」に３科目
家庭基礎（２単位）家庭総合（４単位）家庭基礎（２単位）家庭総合（４単位）
生活技術（４単位） ３科目から１科目選択

２００３年度入学生から実施２００３年度入学生から実施



２、学校現場の変化
①持ち時間数の増加①持ち時間数の増加
②科目数の増加
③観点別評価の導入 など③観点別評価の導入 など

問題点 情報の入手またそれを検討し問題点；・情報の入手またそれを検討し、
授業へとつなげる時間が持てない。
研修 参加が きにく・研修への参加ができにくい。

新しい授業内容の工夫ができない。

２、消費者教育を充実させるのに何が
必要か？必要か？

①消費生活についての教科または科目を設置し、①消費生活に いての教科または科目を設置し、
必履修とする。

〔例〕専門教科「家庭」 １９科目の1つ「消費生活」

科目「消費生活」科目「消費生活」

１目標 財・サービスの選択と意思決定、消費者の権利と責
任など消費生活に関する知識と技術を習得させ 環境保全任など消費生活に関する知識と技術を習得させ、環境保全
に配慮した消費生活に寄与する能力と態度を育てる。

２内容
（１）経済の発展と消費生活 （２）財・サービスの選択と意思決定
（３）消費者の権利と責任 （４）消費生活演習（３）消費者の権利と責任 （４）消費生活演習



3年生必修選択科目〔20名前後〕

生徒が興味をもった授業内容（15～17項目中）

2005年度(平成17年度）
１、市販食品と手作りのものを比較してみよう
２ 金融機関について 課題学習と発表〕２、金融機関について 課題学習と発表〕
３、クレジットとは。 給料明細の見方。 経済設計をしていくために。

2006年度〔平成18年度）
1、生活の中の携帯電話1、生活の中の携帯電話
２、保険について〔課題学習と発表）
３、市販食品と手作りのものを比較してみよう。 金融機関について〔課題
学習と発表〕

年度（ 成 年度）2007年度（平成19年度）
1、生活の中の携帯電話
２、給料明細の見方
３ 消費者契約法 金融機関について 課題学習と発表〕３、消費者契約法。 金融機関について 課題学習と発表〕

②法（消費者教育推進法（仮称））をつくり、②
消費者教育の充実､徹底をはかる。

が消費者が知識、情報を得て、

自分を見つめ 自立する消費者自分を見つめ、 自立する消費者
を育てることができる。



消費者教育の全体像 ①から⑤は消費者基本計画
（平成17年閣議決定）におけ
る消費者教育 重点施策

消費者教育の全体像
①消費者教育の体系化と推進方策の検討

る消費者教育の重点施策。

現状分析
推進方策案の提示

「関係省庁消費者教育会議」
（目的）教材等を計画的・効果的に整えていく
ための情報収集、情報共有・調整

③教材等の作成

新たな担い手の育成
（市民講師育成のための汎
用的なプログラムの構築） 教材情報の担い手

消費者教育推進の方向性

教材情報の
集約・発信

担い手

②「出前講座」実施の

③ポータルサイトの構築

順次掲載

②「出前講座」実施の
専門家（市民講師）育成

「高齢消費者・障害消費者
見守りネットワーク連絡協議会」

「内閣府・文部科学省消費者教育連絡協議会」
（目的）消費者教育における内閣府と文部科学省の連携強化

見守りネットワーク連絡協議会」
・消費者問題出前講座
・ﾒｰﾙﾏｶ ｼ゙ ﾝ゙「見守り新鮮情報」

④内閣府・文部科学省間の連携の強化
⑤消費生活センターと教育委員会との連携強化

１

①消費者教育の体系化と推進方策の検討
消費者教育の体系シ トの策定消費者教育の体系シートの策定
－消費者基本法の理念に基づき、消費者教育体系化の枠組みを検討－

◆消費者教育の理念：「自立した消費者」をめざして
目標①：消費生活に関して 自ら進んで必要な知識を修得し 必要な情報を収集する等自主的かつ目標①：消費生活に関して、自ら進んで必要な知識を修得し、必要な情報を収集する等自主的かつ

合理的に行動できる消費者の育成と支援
目標②：消費生活に関して、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮する消費者の育成と支援

領 域 別】①安全 ②契約・取引 ③情報 ④環境領 域 別】①安 ②契約 取引 ③情報 ④環境
【ﾗｲﾌｽﾃｰｼ 別゙】①幼児期 ②児童期 ③少年期 ④成人期 ⑤成人期（高齢期）

消費者教育の推進方策について検討

【問題点】
学 支援者 教育 担 消費者教育 重 性 指導法 す 識－学習支援者（教育の担い手）の、消費者教育の重要性や指導法に対する認識の不足
－適切な教材、プログラムの不足
－学習支援者を育てる消費者教育の不足

【推進方策】
－学習支援者への支援の充実学習支援者 の支援の充実
－教材・プログラムの充実と開発方法の深化
－組織と人材のコーディネートの強化と充実

２
今後の検討課題：消費者市民教育のあり方

資
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②出前講座実施の専門家（市民講師）育成② 前講 実施 専門 （市民講師）育成
【問題点】
・地方公共団体が実施する出前講座では、行政職員や消費者生活相談員等が講師を務めていることが多いが、マンパワーは限られ
ている。一方で、受講者、受講場所に応じた講座を幅広く実施する必要がある。
「市民講師 などの人材育成を実施している地方公共団体もあるが ごく 部であり またその育成状況や育成した市民講師の活動・「市民講師」などの人材育成を実施している地方公共団体もあるが、ごく一部であり、またその育成状況や育成した市民講師の活動
状況には、バラつきがある。
【対策】市民講師育成のための汎用的なプログラムを構築し、広めることが必要。

※「「市民講師」とは、国民生活センターや消費生活センターにおける消費者問題講座修了者や一般市民が、学校や社会教育施設等
消費者教育を実施する専門家の と

講師育成に関する実態調査 （平成18年度）

で消費者教育を実施する専門家のこと。

地方公共団体や消費者団体等が実施している講師育成の問題点を把握。

育成プログラムの方針決定 （平成19年度）

育成プログラムの検証・実施 （平成20年度～）

３

③－１教材の作成
①最近の消費者トラブルを取り上げる ②ユーザーからのニーズが高い教材

③消費者教育の体系のうち 教材が不足している領域 ﾗｲﾌｽﾃ ｼ に゙ついて
＜＜教材作成の方針＞＞

「高齢者の消費者トラブル 見守りガイドブック」
高齢者の消費者トラブルについて、高齢者の周りの方々（民生委員、ケアマネージャ、ヘルパー等）へ、気づ

③消費者教育の体系のうち、教材が不足している領域・ﾗｲﾌｽﾃｰｼ について

民 気
きのポイントや解決へ至る道筋などを提示。

幼児～児童、保護者向け「たいせつなおやくそく」幼児 児童、保護者向け たいせつなおやくそく」
・ 5歳～9歳程度対象の絵本、保護者用の絵本の解説書
・「子育て世帯向け消費者教育講座」用指導書（講座マニュアル）

「障害者の消費者トラブル見守りガイドブック」「障害者の消費者トラブル見守りガイドブック」
障害者（身体障害者、知的障害者、知的障害者）の周りの方々を対象とした消費者トラブル対応のための

ガイドブック。

「教員・講師のための消費者教育ティーチングガイド」
消費者教育の担い手に向け、教えるべき内容を体系的に整理。

中学生・高校生以上向け「よくわかる消費生活」中学生 高校生以上向け よくわかる消費生活」
消費者が知っておきたい消費者トラブルを３コマ漫画を用いてわかり易く解説。

高齢者向け消費者トラブル啓発ＤＶＤ

４

高齢者向け消費者トラブル啓発ＤＶＤ
高齢者向け出前講座等での活用を想定した悪質商法等を啓発するためのＤＶＤ。



③－２ポータルサイトの構築
【問題点】
消費者教育用の教材等は、各種の行政機関、消費者団体、事業者団体、法曹団体等にお
いて、作成されてはいるものの、各所に散在して消費者教育の現場に十分届いていない。

消費者教育ポ 基本方針 抜粋

【対策】教材及び消費者教育に関連する情報が広く活用されていくために、用途に応じて必要
な教材・情報を簡易に検索・選択することができる消費者教育ポータルサイトが必要。

消費者教育ポータルサイト基本方針（抜粋）
・対象領域
安全、契約・取引、情報、環境
・対象ライフステージ
幼 期 童期 少年期 成 期（高齢期を含む）幼児期、児童期、少年期、成人期（高齢期を含む）
・利用対象者
①消費者教育を担う講師や学校の教諭、専門家
②行政機関、消費者団体、事業者及び事業者団体、法曹団体、地域の消費者教育の担当者
③地域 住民と 関わりがある者や市民講師③地域の住民との関わりがある者や市民講師
④消費者教育について正しい知識を学ぼうとする者
・提供する情報
①教材自体とそれに関連する情報
②消費者教育に関する基礎的な情報②消費者教育に関する基礎的な情報
③利用者からの要望等の情報
④消費者教育に関するイベント等の情報

５

◆試行版を運用中。（http://www.consumer.go.jp/portal/index.html）

◆平成21年度運用開始予定。

④⑤教育関係機関との連携強化

平成18年度 内閣府から、文部科学省に対し、
学習指導要領の改訂に際しては、消費者

平成17年度 内閣府、文部科学省の連名で都道府県
知事、政令指定都市市長、都道府県・政令指定
都 教育 教育 費者担 部

内閣府・文部科学省間の連携強化④ 消費生活センターと教育委員会との連携強化⑤

領 改 、 費
教育を重視した見直しを行うよう申し入れ
る。

都市の教育委員会教育長に対し消費者担当部
局と教育担当部局の連携の強化を申し入れる。

平成19年度 都道府県・政令指定都市に対
し、連携の状況を把握するためのアン
ケートを実施。

平成20年3月に公示された小学校、中学校の新
しい学習指導要領では、消費者基本法の
概念を踏まえた所要の見直しが行われた ケ トを実施。概念を踏まえた所要の見直しが行われた。

自治体により連携の状況に、
バラツキがある事が判明

新しい学習指導要領を
教育の現場で活かす必要

課 題
・国、地方公共団体、教育委員会、消費者団体、事業者等の更なる連携の強化
・学校における消費者教育の推進 ６



高齢者・障害者見守りネット高齢者 障害者見守りネット

都道府県・政令指定都市

苦情・相談

高齢者、障害者やその家族

都道府県 政令指定都市
＋

市区町村
民生委員

訪問介護事業者

見
守

新
鮮
情 口コミやリ フレ トなど日常の相談業務、または、日常の

内閣府、警察庁

新警戒を要するとメール

守
り情報

口コミやリーフレットなど日常の相談業務、または、日常の
見守り活動の中で事例を入手防犯・防災情報

暮らしの安全・

周りの方々

見
守
り

新
鮮
情
報メール

警戒を要すると
思われる事例

メール
（パソコン）

見新

暮ら 安
安心を護る情報

独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報
高齢福祉団体・障害者団体

（携帯電話、パソコン） 見
守
り

新
鮮
情
報

独立行政法人国民生活センタ
情報の抽出・分析後、随時（月２回程度）情報提供

見守り新鮮情報

都道府県・政令指定都市、市区町村、関係省庁等メール(パソコン、携帯電話）

７
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平成 10年 12月改訂 平成 20年 3月改訂

中学社会

技術家庭

（２）国民生活と経済

ア 私たちの生活と経済

身近な消費生活を中心に経済活動

の意義を理解させるとともに、価格の

働きに着目させて市場経済の基本的

な考え方について理解させる。また、

現在の生産の仕組みのあらましや金

融の働きについて理解させるととも

に、社会における企業の役割と社会的

責任について考えさせる。その際、社

会生活における職業の意義と役割及

び雇用と労働条件の改善について、勤

労の権利と義務、労働組合の意義及び

労働基準法の精神と関連付けさせる。

イ 国民生活と福祉

国民生活と福祉の向上を図るため

に、国や地方公共団体が果たしている

経済的な役割について考えさせる。そ

の際、社会資本の整備、公害の防止な

どの環境の保全、社会保障の充実、消

費者の保護、租税の意義と役割及び国

民の納税義務について理解させると

ともに、限られた財源の配分という観

点から財政について考えさせる。

内容の取扱い（抄）

また「消費者の保護」については消

費者保護行政を中心に扱うこと。

 
B 家族と家庭生活

(４) 家庭生活と消費について、次の

事項を指導する。

ア 販売方法の特徴や消費者保護に

（２）私たちと経済

ア 市場の働きと経済

身近な消費生活を中心に経済活動の

意義を理解させるとともに、価格の

働きに注目させて市場経済の基本的

な考え方を理解させる。また、現代

の生産や金融などの仕組みや働きを

理解させるとともに、社会における

企業の役割と責任について考えさせ

る。その際、社会生活における職業

の意義と役割及び雇用と労働条件の

改善について、勤労の権利と義務、

労働組合の意義及び労働基準法の精

神と関連付けて考えさせる。

イ 国民生活と政府の役割

国民生活と福祉の向上を図るため

に、社会資本の整備、公害の防止な

どの県境保全、社会保障の充実、消

費者の保護など、市場の働きにゆだ

ねることが難しい諸問題に関して、

国や地方公共団体が果たしている役

割について考えさせる。その際、租

税の意義と役割について考えさせる

とともに、国民の納税の義務に

ついて理解させる。

内容の取扱い（抄）

「消費者の保護」については、消費

者の自立の支援を含めた消費者行政

を取り扱うこと。

Ｄ 身近な消費生活と環境

(１) 家庭生活と消費について、次の

事項を指導する。

ア 自分や家族の消費生活に関心を

新旧学習指導要領における消費者教育の視点 
                     



高校

現代社会

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。

イ 自分の生活が環境に与える影響

について考え、環境に配慮した消費生

活を工夫すること。

内容の取扱い（抄）

（４）のアについては、中学生にかか

わりの深い販売方法を取り上げるこ

と。

【平成 11年 3月改訂】

(2)現代の社会と人間としての在り

方生き方

現代社会について多様な角度から

理解させるとともに、青年期の意義、

経済活動の在り方、政治参加、民主社

会の倫理、国際社会における日本の果

たすべき役割などについて、自己との

かかわりに着目して考えさせる。

イ 現代の民主政治と民主社会の

倫理

基本的人権の保障と法の支配、国民

主権と議会制民主主義、平和主義と我

が国の安全とのかかわりについて理

解を深めさせ、日本国憲法の基本的原

則について国民生活とのかかわりか

ら認識を深めさせるとともに、世論形

成と政治参加の意義について理解さ

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。

イ 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。

(２)家庭生活と環境について次の事

項を指導する。

ア 自分や家族の消費生活が環境に

与える影響について考え、環境に配

慮した消費生活について工夫し、実

践できること。

内容の取扱い（抄）

(１)については、中学生の身近な消費

行動と関連させて扱うこと。

【平成 20年 12月改訂（案）】

 (2)現代の社会と人間としての在

り方生き方

現代社会について、倫理、社会、

文化、政治、法、経済、国際社会な

ど多様な角度から理解させるとと

もに、自己とのかかわりに着目し

て、現代社会に生きる人間としての

在り方生き方について考察させる。

 
エ 現代の経済社会と経済活動の在

り方

 現代の経済社会の変容などに触れ

ながら、市場経済の機能と限界、政

府の役割と財政・租税、金融につい

て理解を深めさせ、経済成長や景気

変動と国民福祉の向上の関連につい

て考察させる。また、雇用、労働問

題、社会保障について理解を深めさ



家庭基礎

せ、民主政治における個人と国家につ

いて考えさせる。また、生命の尊重、

自由・権利と責任・義務、人間の尊重

と平等、法と規範などについて考えさ

せ、民主社会において自ら生きる倫理

について自覚を深めさせる。

(3)消費生活と環境

 家庭経済や消費生活に関する基礎

的な知識を習得させるとともに、玄大

の消費生活の課題について認識させ、

消費者として責任を持って行動でき

るようにする。

ア 家庭の経済と消費

 家庭の経済生活、社会の変化と消費

生活及び消費者の権利と責任につい

て理解させ、消費者として主体的に判

断できるようにする。

イ 消費行動と環境

 現代の消費生活と環境のかかわり

について理解させ、環境負荷の少ない

生活を目指して生活意識や生活様式

を見直すことができるようにする。

内容の取扱い

内容の(３)のアの消費者の権利と

責任については、契約、消費者信用、

問題の発生しやすい販売方法などを

取り上げて具体的に扱うこと。

せるとともに、個人や企業の経済活

動における役割と責任について考察

させる。

内容の取扱い（抄）

オ エの（中略）「個人や企業の活動

にける役割と責任」については、公

害の防止と環境保全、消費者に関す

る問題などについて触れること。

(2) 生活の自立及び消費と環境 

エ 消費生活と生涯を見通した経済

の計画 

消費生活の現状と課題や消費者の

権利と責任について理解させ，適切

な意思決定に基づいて行動できるよ

うにするとともに，生涯を見通した

生活における経済の管理や計画につ

いて考えることができるようにす

る。 

オ ライフスタイルと環境 

生活と環境とのかかわりについて

理解させ，持続可能な社会を目指し

てライフスタイルを工夫し，主体的

に行動できるようにする。 

 

内容の取扱い 

  内容の(2)のエについては，契約，

消費者信用及びそれらをめぐる問題

などを取り上げて具体的に扱うこ

と。オについては，環境負荷の少な

い衣食住の生活の工夫に重点を置く

こと。 

   
  



家庭総合 （5） 消費生活と資源・環境

 家庭の経済生活，消費者の権利と責

任などについて理解させるとともに，

現代の消費生活の課題について認識

させ，資源や環境に配慮し，消費者と

しての適切な意思決定に基づいて，責

任をもって行動できるようにする。

ア 消費行動と意思決定

消費行動における意思決定の過程と

その重要性について理解させる。

イ 家庭の経済生活

 家庭経済と国民経済とのかかわり

について理解させ，主体的な家計管理

と家庭の経済計画の重要性について

認識させる。

ウ 消費者の権利と責任

 消費生活の現状と課題，消費者問題

と消費者の保護，消費者の責任及び生

活情報の収集・選択と活用について理

解させ，消費者として主体的に判断し

責任をもって行動できるようにする。

エ 消費行動と資源・環境

 現代の消費生活と資源や環境との

かかわりについて理解させ，環境負荷

の少ない生活を目指して生活意識や

生活様式を見直し，環境に調和した生

活を工夫できるようにする。

内容の取扱い

内容の(５)のウについては、契約、

(3)生活における経済の計画と消費
生活における経済の計画，消費者

問題や消費者の権利と責任などに

ついて理解させ，現代の消費生活の

課題について認識させるとともに，

消費者としての適切な意思決定に

基づいて，責任をもって行動できる

ようにする。 
ア 生活における経済の計画 
生活と社会とのかかわりについて

理解させ，生涯を見通した生活にお

ける経済の管理や計画の重要性に

ついて認識させる。 
イ 消費行動と意思決定 
消費行動における意思決定の過

程とその重要性について理解させ，

消費者として主体的に判断できる

ようにする。 
ウ 消費者の権利と責任 
消費生活の現状と課題，消費者問

題や消費者の自立と支援などにつ

いて理解させ，消費者としての権利

と責任を自覚して行動できるよう

にする。 
 
 
(4)生活の科学と消費 
エ 持続可能な社会を目指したラ
イフスタイルの確立 
安全で安心な生活と消費について

考え、生活文化を伝承・創造し，資

源や環境に配慮した生活が営める

ようにライフスタイルを工夫し，主

体的に行動できるようにする。 
 
内容の取扱い 



消費者信用、問題の発生しやすい販売

方法などを取り上げて、消費者の権利

と責任を具体的に理解させることに

重点を置くこと。

イ 内容の(３)のアについては，家

庭の経済生活の諸課題について具体

的に扱うようにすること。ウについ

ては、契約，消費者信用及びそれら

をめぐる問題などを取り上げて具体

的に扱うこと。 



２００９年３月１４日（土） 
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白石  裕美子 第 一 東 京 幹 事 

資
料25


