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進行次第 

 

１ 開会挨拶／原 章夫（日本弁護士連合会副会長） 

 

２ 報告「10 分でおさらい！成年年齢引下げの問題点と課題」 

遠藤郁哉（日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

 

３ 報告「若者に関する最近の消費生活相談について」 

加藤玲子氏（(独)国民生活センター相談情報部相談第２課長) 

      

４ 報告「高等学校等での対応と課題～家庭科教員と消費者行政の視点か

ら～」 

俣倉朋美氏（新潟県県民生活・環境部県民生活課主任／高校教諭（家

庭））     

 

５ 報告「大学及び特別支援学校における成年年齢引き下げへの対応と課

題」 

小野 由美子氏（東京家政学院大学現代生活学部准教授／(一社)消費 

生活総合サポートセンター会長） 

      

６ パネルディスカッション 

  [パネリスト]  

 ・加藤 玲子氏 

 ・俣倉 朋美氏 

・小野 由美子氏  

  ・遠藤 郁哉 

 [コーディネーター] 

  ・谷口 央(日弁連消費者問題対策委員会委員) 

   

７ 閉会挨拶／釜井 英法（日弁連消費者問題対策委員会委員長） 
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◆はじめに◆                           

 ２０２２年４月１日から，民法の成年年齢が２０歳から１８歳に引き

下げられ，１８歳や１９歳の若年者が未成年者取消権を行使できなくな

ります。若年者の消費者被害の急増が見込まれ，これを防止・救済する

ため，実践的な消費者教育を推進することは喫緊の課題です。 

 今回のシンポジウムでは，まず，弁護士が，成年年齢の引下げの問題

点と課題を，国民生活センター職員が，若年者に関する最近の消費生活

相談を，高校教諭でもある自治体職員が，高校等における成年年齢引下

げへの対応と課題を，大学准教授が大学及び特別支援学校における成年

年齢引下げへの対応と課題を，それぞれ報告しました。 

そして，報告者とコーディネーターでパネルディスカッションを行

い，学校で消費者教育を行う際，日頃から多忙な教員がどのように準備

すればよいか，教材はどうすればよいか，弁護士が出張授業を行うこと

の意義と課題は何か，学校教育と社会教育が連携していくためにどうす

ればよいか，などについて議論しました。 

本報告書では，報告者による報告の要旨と，パネルディスカッション

での発言を掲載します。成年年齢引下げに伴う問題点や，若年者に対す

る消費者教育を考える際の一助になれば幸いです。 

 

第１ 開会挨拶（略）                        
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第２ 報告「10 分でおさらい！成年年齢引下げの問題点と課題」   

遠藤郁哉（日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

 

遠藤弁護士からは以下の報告をしました。 

 

１ 成年年齢引下げの問題点とは？ 

民法の成年年齢引下げとは，民法４条の改

正であり，「年齢二十歳をもって，成年とす

る。」が「年齢十八歳をもって，成年とする。」

に改正されました。たった二文字の改正です

が，これが重大な影響を及ぼすと言われてい

ます。 

民法の成年年齢は，「契約年齢」と「親権の対象となる年齢」という意味 

を有しています。「契約年齢」とは，ひとりで契約することができる年齢で

す。契約年齢に達していない未成年者の契約には，原則として法定代理人

の同意が必要であり，同意がないままになされた契約は，後から取り消す

ことができます。これを未成年者取消権といいます。引下げにより１８歳・

１９歳の若者は未成年者取消権を失うことになるのです。 

未成年者取消権は，「後戻りの橋（特効薬）」と「防波堤（予防薬）」とい 

う２つの機能を有しています。特に「防波堤」としての機能が重要で，２

０歳を超えると消費者被害に遭いやすくなるという顕著なデータもあり

ます。 

マルチ取引（ネットワークビジネス），エステ，美容医療，タレント・モ 

デル等の契約については，特に若者にトラブルが多いです。これからは１

８歳もこれらの勧誘のターゲットとなり，２０代前半に多い消費者被害が

１８歳まで下りてくることが懸念されています。 

 これは２年早く被害に遭うというだけの話ではありません。１８歳とい

う年齢が持つ社会的な意味を踏まえて考える必要があります。これからの

１８歳は，高校３年生の間に順次成年になるので，クラスの中に成年・未

成年が混ざることになります。万が一クラス内にマルチ商法が広まると，

クラスの中に救える子／救えない子，加害者／被害者が出てくるおそれが

あります。また，高校卒業時には全員が成年になっています。社会との接

点が一気に広がる時期である反面，自立した経済的基盤は有していません。
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悪質事業者にお金を借りさせられて，買わされるという被害が広まること

も懸念されます。 

 

２ 引下げに向けた準備状況は？ 

引下げ施行１年前の今，こうした懸念を払拭するだけの準備がなされて 

いるのでしょうか。検証に当たって大切な視点は，「未成年者取消権を失う

ことに対する手当として十分な準備ができているか」という点です。 

 引下げ法成立時には，参議院で附帯決議がなされています。この附帯決

議では，若年者保護のための法整備を２年以内に行うことや，実践的な消

費者教育の充実が求められています。これらは十分になされているでしょ

うか。 

法整備については，平成３０年消費者契約法改正により，若年者に被害

の多い２類型（不安をあおる告知，恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用）

について取消権が創設されました。しかし，未成年者取消権という包括的

な取消権を失うことに対する手当としては十分とは言い難い状況です。 

 消費者教育については，「社会への扉」を全国の高校で展開したり，ア 

クションプログラム（２０１８～２０２０年度），全力キャンペーン（２０ 

２１年度）によって実践的な消費者教育の推進が図られたりしました。し

かし，引下げの事実だけでなく影響まで伝えられているか，質・量・時間

的に十分な教育がなされているか，付け焼刃的な知識でない批判的思考力

を養う教育がなされているか，などまだまだ課題は多いと言えるでしょう。 

 

第３ 報告「若者に関する最近の消費生活相談について」       

加藤玲子氏（(独)国民生活センター相談情報部相談第２課長) 

 

加藤氏からは以下の報告をいただきました。  

 

 相談現場から若者の消費トラブルの現状

を，本日行った記者会見で用いた資料を用

いて報告させて頂きます。資料を見ながら

お聞きください。 

１ 相談の特徴 

 統計の１歳あたりの平均値で，１８・１
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９歳と比較した場合の２０～２４歳（以下「２０歳以上」という。）の相談

の特徴を報告します。 

 まず，相談件数は，ここ１０年あまりの毎年の相談件数では，２０歳以

上は１８・１９歳の約１．５倍です（配布資料２図１参照）。成年年齢が引

き下げられると，１８・１９歳の相談件数が現在の２０歳以上と同様に，

それ以下と比較して多くなると予想されます。 

 商品・役務別では，２倍以上となっているものとして，エステ関係，内

職・副業，ファンド型投資商品，フリーローン・サラ金，医療サービス等

があります。また，１８・１９歳には見られない相談も多数あります。 

 次に，販売購入形態別では，電話勧誘は３．５倍，インターネットを中

心とした通信販売が多くなります（配布資料２図２参照）。 

 販売方法・手口別では，販売目的隠匿，説明不足，虚偽説明，強引，長

時間勧誘など問題勧誘が多くなります。特に契約の際に無理矢理消費者金

融からお金を借りさせたり，クレジットを組ませたりするクレサラ強要型

は１４倍となっています（配布資料２図３参照）。 

 契約購入金額では，１８・１９歳では平均１５．８万円ですが，２０歳

以上では４１．７万円となっており，１０万円以上の相談が約半数となっ

ています（配布資料２図４参照）。 

 相談傾向では，ともにダイエットサプリメントやバストアップサプリメ

ンﾄ，除毛剤などの詐欺的定期購入が流行っています。洋服などの詐欺・模

倣品サイト，アダルト情報サイト，出会い系サイトといったインターネッ

トトラブルが多く見られますが，２０歳以上では，情報商材，オンライン

カジノ，暗号資産，投資用ＵＳＢ等の儲け話のトラブルやエステ，医療脱

毛，包茎手術などの美容医療等のトラブルが多く見られます。 

 きっかけも，インターネットのＳＮＳの広告や書き込みを見て連絡する

ケース，ＳＮＳで知り合った人から誘われて，学校・職場の友人・知人か

ら誘われて，というケースがあり，先ほど見た問題のある販売方法，手口

が目立ちます。 

 

２ 相談事例 

 次に，実際の相談事例をいくつか報告します。詳しくは資料のとおりで

すが，ポイントを簡単に御報告します。 

 事例１は，未成年時に投資用ＵＳＢを勧誘され，成人してすぐに借金を
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指南されて契約したものです。大学の寮の先輩から，バイナリーオプショ

ンで儲かっている人から話を聞いてみないかと誘われ，３人で会うことに

なり，生涯年収では一生暮らすことができない，投資用ＵＳＢに５０万円

投資すれば将来楽に暮らすことができる等と誘われ，その時は１９歳だっ

たので２０歳になってから契約書に記入し，学生ローンからの借入を指南

されて借り入れて代金を払って参加したが，説明と違い儲からなかったの

で，解約して，返金して欲しいという２０歳代男性からの相談。 

 事例２は，ＳＮＳで知り合った人に儲かる情報商材を勧誘され，契約し

たが儲からなかったというもの。ＳＮＳの自分のアカウントに，知らない

人から，ネットビジネスに興味がないかとメッセージが届き，興味を持っ

たので通話機能を利用して話を聞き，詳しい話は会って話すと言われて約

束したが，突然儲かる情報商材の購入を勧められ，断り切れず１０万円の

契約をした。契約当時は未成年だったが，親に知られたくなければ自分で

契約書の親の同意欄を書けばいいと言われ，自らサインをした。しばらく

使ったが儲からないという２０歳代男性の相談。 

 事例３は，無料エステ体験後，別室で執拗な勧誘を受け高額のコース（２

０万円）の契約をしてしまったというもの。街中で脱毛エステの無料体験

に誘われ，無料体験を受けた後断ったにもかかわらず，別室に案内され，

有料エステの勧誘を受け続け，断り切れずに全身脱毛コースの契約をして

しまった。後日，初回エステを受けに行った際に現金７万円を請求され，

持ち合わせがなかったが，スマホを勝手に使われて７万円のリボ払いキャ

ッシングをされ，事業者の口座に送金されたが，不安になり解約を申し入

れたところ初回施術料６万円を請求された，１０歳代女性の相談。 

 事例４は，包茎の無料相談に行ったら親の同意なく即日施術されたもの。

インターネットで包茎手術５万円と掲載されていたクリニックに電話を

したところ，担当者から，診察してみないといくらかかるか伝えられない，

無料相談の予約を入れる，と言われて尋ねたところ，手術着を着た担当者

から，早めに受けた方がよい，未成年なので親の承諾が必要だが，もうす

ぐ２０歳になるから承諾なしでよい，と二人きりの狭い部屋で言われて怖

くて断ることができず，そのまま手術となり，手術代金５０万円のうち５

０００円をＡＴＭで下ろして支払った。未成年者取消ししたいという１０

歳代男性の相談。 

 事例５は，低価格で１回限りの購入だと思って申し込んだが総額が高額
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な定期購入だったもの。動画投稿サイトで，初回無料，送料５００円のみ

と記載されている広告を見て，１回限りの購入のつもりでダイエットサプ

リメントを申し込んだが，その後サイトをよく見ると小さな文字で，２回

継続が条件，２回目の商品は初回商品を受け取ってから６日後に約３万５

０００円となっていた。高校生のため，２回目の代金は支払えないと考え，

販売業者に電話で連絡したが，電話が繋がらない，どうしたらよいかとい

う１０歳代女性の相談。 

 事例６は，支払総額が高額な定期購入だとわかり，販売業者に未成年者

契約の取消しを求めたが拒否されたもの。インターネットで，初回６００

円と記載されている青汁の広告を見て，体によさそうと１回限りの購入の

つもりで申し込み，商品はすぐに届きコンビニで代金６００円を支払った

が，その後調べると２回目も購入が必要な定期購入契約で，２回目は３カ

月分まとめて届き，代金が約３万円と高額であることが分かり，電話で未

成年者契約の取消しを求めたが，申し込みの際に親の承諾を得て申し込む

という利用規約に同意しているので，取消しには応じられないと言われた

１０歳代女性の相談。 

 

３ アドバイス等 

 資料のその後の部分にアドバイスが書かれていますが本日の場では省

略します。 

 国民生活センターでは，このように現状を把握していますが，未成年者

の消費者トラブルについて今後も力を注いで注意喚起をしていこうと考

えていますので，引き続きのご支援，ご協力をお願い致します。  
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第４ 報告「高等学校等での対応と課題～家庭科教員と消費者行政の

視点から～」 

俣倉朋美氏（新潟県県民生活・環境部県民生活課主任／高校教諭（家

庭）） 

 

俣倉氏からは以下の報告をいただきました。 

 

新潟県県民生活課消費と暮ら

しの安全室の俣倉と申します。 

私は県立高校の家庭科教員で

すが，令和２年度から出向とい

うかたちで消費者行政に籍を移

しています。本日は，成年年齢

引下げに伴う消費者教育につい

て，高校家庭科教員と消費者行

政の両方の視点を織り交ぜながらお話させていただきます。 

 

１ 成年年齢引下げに伴う消費者教育の推進 

 成年年齢引下げに伴い，近年，消費者教育が推進・充実しているという

実感は学校現場にいた時からあります。その背景としては，①高等学校学

習指導要領では家庭科について，「第２学年までに」履修することに改正さ

れたこと，②令和４年度実施の新学習指導要領において，契約の重要性や

消費者保護の仕組みに関する内容を充実する等，消費者被害の未然防止に

資する内容の充実が図られたこと，③「社会への扉」の配布と活用実績調

査による教育長との連携推進，が挙げられます。アクションプログラム等

によって，都道府県においても教育庁を通して各学校へ通達や調査等が行

われるという道筋ができたことから，消費者行政と教育庁との連携が以前

よりしやすくなってきているように感じています。 

 

２ 高校生の実態（アンケート調査結果から） 

 スライド８は，インターネット通販トラブルへの対応について，勤務校

の高校生を対象に，平成２９年に調査したものです。トラブルに遭った場

合であっても，約８割の生徒が販売者に連絡したり，関係機関に相談する
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などの行動をしないで「泣き寝入り」している実態が分かりました。 

 スライド９は，令和２年度，高校生向けの消費出前講座を受講する全県

の受講生へ「消費者ホットライン『１８８（いやや）』」の認知について事

前アンケートした結果です。１７．５％の生徒が「１８８」を「知ってい

る」と回答しています。消費者庁のデータを参考として右下に掲載しまし

た（１５～１９歳の認知度は平成２９年度４．９％，平成３０年度９．３％）。

対象年齢や設問が異なることから比較はできませんが，年々若年者の消費

者ホットラインの認知度が上がってきているように感じています。 

教員としては，成年年齢引き下げ後，今まで高校の学校現場ではなかっ

たような消費者トラブルが在学中に出てくるのではないかと懸念してい

ます。特に，社会経験が少なく今まで学校や大人や法律に守られてきた生

徒が，言葉巧みな勧誘や強引な勧誘などにより「契約してしまう」「ローン

を組んでしまう」「加害者側になってしまう」というトラブルが増えるので

はと懸念しています。また，オンラインゲームに関する消費者トラブルが

多くなってきており，生徒自身で，あるいは生徒間同士で引き起こすよう

な問題も出てくるのではないかと心配をしています。今後，市場も１８歳

成年向けの新たなビジネスを出してくると思うので，契約やクレジット，

キャッシュレスに関する消費者教育の必要性は更に高まってくると思い

ます。 

消費者教育が目指す柱となるところは，やはり「消費者市民社会の形成」

を目指す自立した消費者像です。今までの学校における消費者教育は，消

費者被害を減らすために，悪質商法の様々な種類を学び，クーリング・オ

フの理解や方法などに時間を費やす傾向にありましたが，それだけでは消

費者トラブルに適切に対応する力が足りません。個別の消費者トラブルを

解決するためには，被害にあったことに気付いたり，疑問に思ったりする

ことが大前提であり，批判的思考（クリティカル・シンキング）が重要と

なってきます。また，個人の被害という問題を「相談」や「意見の表明」

という行動を通じて消費者市民としての社会参加にまで理解を深めてい

くことが求められています。その手立ての一つが「消費者ホットライン『１

８８』」への相談です。また，社会の国際化に伴い，グローバルな視点から

様々な社会的課題について情報を収集したり，身近な広告等から消費者心

理について考えたり，自分が社会に与えている影響や自分が持続可能な社

会に貢献できることについて考え，自分の行動を見直して生活しようとす
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る意識を身に付けることも大切になります。さらに，自らの考えを社会に

向けて発信したり，様々な主体とつながることの意義を理解することも大

切です。 

コロナ禍によりインターネットが関連する消費者トラブルも多くなり

ました。デジタル化社会においても，契約の大切さを認識しつつ，ネット

からの情報を鵜呑みにしないで批判的思考で多角的に捉え，的確に情報を

取捨選択して意思決定することが大切です。消費者教育においてもデジタ

ル化の視点からのアプローチが不可欠になってくると思います。 

 

３ 教材の紹介（高校家庭科教員の視点から） 

続いて，私が以前事務局を務めていた研究組織が作成した消費者教育用

教材について，二つ御紹介させていただきます。 

一つ目は，授業実践集「ときめく未来，ひらめく消費者教育」です。２

０の授業実践例が掲載されており，教育図書のホームページから，ワーク

シートをダウンロードすることができます。 

もう一つは，授業実践研究の成果物「生活者としての実践力を育む家庭

科」です。新学習指導要領に対応した１５の内容で，アクティブラーニン

グの視点も取り入れて作成しています。新潟県のホームページにダウンロ

―ド可能な教材として掲載しており，ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等を編集加工

ができます。 

 

４ 広報啓発に関する取組の紹介（消費者行政の視点から） 

令和２年度に消費者行政で取り組んだ内容を紹介します。 

まず，ＷＥＢ広告用６秒動画を制作し，高校生へ向けてＹｏｕＴｕｂｅ

チャンネル等への広告配信を行いました。スライド２２のＱＲコードから

動画を視聴できますので，お時間のある時に是非ご覧ください。ＹｏｕＴ

ｕｂｅ動画チャンネルは，高校生の視聴が多い学習系動画等の人気チャン

ネルを設定したり，高校の位置情報を活用したＷＥＢ広告も行いました。

ＷＥＢ広告の他にも，できるだけ多くの高校生が何度も目や耳にして「１

８８」を覚えてもらうために，ＷＥＢ広告期間に併せて動画を全県各地の

駅や若者が多い繁華街等のサイネージで掲出しました。さらに，先ほどの

動画のアマアマちゃん自身のインスタグラムをイメージしたポスターを

作成しました。 
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５ さいごに 

いよいよ成年年齢引下げまで待ったなしの１年が始まりましたが，新潟

県としても昨年度制作した動画等を市町村にも提供し，活用を依頼する予

定です。また，引き続き高校生をターゲットとしたＷＥＢ広告配信やサイ

ネージでの掲出等の他，教育庁とも連携しながら，効果的な啓発を行い，

令和４年度を迎えたいと思います。 

以上で，私からの報告を終わります。ありがとうございました。 

 

第５ 報告「大学及び特別支援学校における成年年齢引き下げへの対

応と課題」 

小野 由美子氏（東京家政学院大学現代生活学部准教授／(一社)消費 

生活総合サポートセンター会長） 

 

小野氏からは以下の報告をいただきました。 

 

１ 活動紹介 

 消費者教育の講座では内容が届きづ

らい人がいますが，知的障がいのある

人の講座を担当したときに伝え方のヒ

ントを得て，教材を作成していました。

その活動を発展させて，２０２０年１

２月に消費生活総合サポートセンター

を発足させました。 

 ３つの柱がありますが，消費者が直面する課題の解決に向けて，資格や

領域を横断した取組を目指しています。 

 学校現場で利用してもらえるツール，中でもオンラインツールや小中学

校向け教材に力を入れており，センターのホームページで非会員にも一部

公表しているので御覧いただきたいと思います。 

 コロナ下でも１３講座を行い，小・中・高・大学・特別支援学校といっ

た幅広い校種で実施できました。正会員の職種は，弁護士，行政関係者，

消費生活関連有資格者，社会福祉士や教員など様々な職種にまたがってい

ます。個人ではできない一般社団法人の強みもあると期待しています。  
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２ 大学における成年年齢引下げの対応と課題 

 文部科学省による消費者教育に関する取組状況調査（平成２８年）では，

大学では７割が学内へのポスター掲示や入学時ガイダンスを実施し，シン

ポジウム・セミナー開催となると１割程度，４割が消費者問題に関する講

義・ゼミを実施しています。一方で，教職員対象の講座・情報提供を行っ

ている機関は少なくなっています。 

 文部科学省から各大学に，３月３０日付けで注意喚起の依頼が届きまし

た。 

 文部科学省消費者教育推進委員会では，「大学等及び社会教育における

消費者教育の指針」を整理しています。その留意事項において，総合的な

取組の必要性に加え，トラブル防止に止まらず消費者として責任を持って

行動できる人材を育成するという一歩踏み込んだ消費者教育を提案して

います。 

 本学では，私が所属する現代家政学科を中心に，消費者教育に関わる授

業をいくつも開講しています。１学年１３０人中３０人ほどは消費者教育

の関連授業を複数履修して卒業します。他学科でも手続を経れば受講可能

ですし，千代田区内の近接する５大学で協定を結んでおり，他大学の学生

も受講可能です。 

 大学では，入学者の全員が成人であることを前提に，入学時や学期ごと

のガイダンスでの情報提供が必要ですね。さらに，共通科目・教養科目で

専門以外の科目として消費者教育を受けられるようにすることが効果的

だと思っています。 

 今年度の新入生は来年４月には全員成人になりますし，来年度入ってく

る新入生は既に成人になって入ってくるので，やるべきことが一杯あると

感じています。 

 キャリア教育の推進が言われますが，仕事として加害者にならない教育

も必要。例えば，就職に苦労した障がい者の学生で，あまり評判のよくな

い企業に就職した人が実際に出ています。同時に，被害の予防・解決の教

育も求められると思います。 

 

３ 社会教育との連携について 

 文科省の指針では社会教育についても触れられており，そのとおりだと
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思います。地域社会を見据えた教育，性別や年齢層，障がいの有無による

生活実態や意識等の違いにも配慮したきめ細やかな教育の推進が謳われ

ています。 

 社会教育法の中で，国及び地方公共団体が奨励することになっています。

公民館等もありますが，消費者教育では消費生活センターが拠点になると

期待されます。 

 本学では都の東京都消費生活総合センターが歩いて１０分程度と近い

ので，学生と一緒に出かけ，相談員による講義，相談現場の見学などもし

ています。コロナ下の昨年は，Ｚｏｏｍを活用し，講師の相談員によるラ

イブ配信の授業をしました。やはり同じ話を教員が何度もするよりも，相

談員の方が説得力を増します。この話は外部講師のメリットにも通じるか

と思います。 

 

４ 特別支援学校における成年年齢引下げの対応と課題 

 特別支援学校についても学習指導要領で特例措置がなされており，高２

までに家庭科の消費者教育の授業を実施することになっています。 

 ポイントとして，特に知的障害はそうですが，抽象的概念は理解しにく

い。具体的に理解できるように整理して伝えないと消化不良に終わります。

先生方からは，貸し借りの問題，現金だけでなく電子マネーについても貸

し借りをしないこと，断ること，諦めずに相談することを伝えてほしいと

の要望があります。 

 消費者庁の消費者白書によれば，障がい者本人からの申告は４割で，障

がいのない者の半分です。被害の内容はデジタルコンテンツなど他の若い

世代と変わりませんが，伝え方に工夫が必要です。判断力不足等で被害に

あっており，本人への消費者教育とともに関連機関につなげる地域の見守

り力が必要になります。東京都消費生活総合センターの障害者向けのコン

テンツには，ロールプレイングのシナリオに相談する力につながる内容も

あり，有効かと思います。 

 金銭管理教育や算数などで実施されており，家庭科よりも実は割合が高

いので，科目横断的，簡潔で小回りの利く教材の作成・活用が有効です。

抽象度の高いものは難しいので，生活費，小遣い管理，買い物の方法等の

分かりやすいものを優先する必要があります。 

 高校進学率が９７％という状況の中で，子どもたちが成人を迎える高校
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での消費者教育のメリットを活かすことが重要です。成人になりたての時

期においても消費者教育に力を入れる必要がありますが，都内の特別支援

学校では半分以上が就業するので，学校教育と社会教育との連携が重要で

す。ありがとうございます。 

 

第６ パネルディスカッション 

 

◆パネリスト    

加藤 玲子氏 

俣倉 朋美氏 

小野 由美子氏  

  遠藤 郁哉弁護士 

◆コーディネーター 

 谷口  央弁護士 

 

報告者４名の報告に引き続き，以下のとおりのパネルディスカッシ

ョンを行いました。 

 

（司会） では，これからパネルディスカッションを始めます。進行は，

当連合会消費者問題対策委員会委員の谷口央弁護士です。谷口さん。お願

いいたします。 

 

（谷口・コーディネーター） それでは，これからパネルディスカッショ

ンをこれまでご報告いただいた皆さんと一緒に始めていきたいと思いま

す。パネラーの皆さんは，画面を繋いでいただけますか。ありがとうござ

います。コーディネーターは，日弁連消費者問題対策委員会委員の谷口央

が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜はじめに 報告を聞いた感想など＞ 

（谷口・コーディネーター） 報告は皆さん短い時間でしたので，このパ

ネルでは少し皆さんのお話を深堀という形でやっていきたいと思います

が，まずは，パネリストの皆さんから，もう一度，お名前と所属だけご紹

介いただいて，他の方のご報告を聞かれた感想であるとか，時間が足りな
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くて，もう少しお話ししたかったことなど，ちょっと簡単にお話しいただ

ければと思います。まずは，遠藤さんからお願いできますか。 

 

（遠藤） 日弁連消費者問題対策委

員会副委員長の弁護士の遠藤です。

皆さ んの 報告 を聞 かせ てい ただ い

て，まず加藤さんのご報告に関して，

やはりクレサラ強要商法というのが

ものすごく多いということで，今後，

悪質な事業者に借りさせられて買わされるということが増えてくるのか

なと。これに対してどう対応していくのかということは，我々の課題であ

ると思いました。 

 あと，俣倉さんのご報告だと YouTube の６秒動画，広告というのが非常

に面白いと思いました。動画を作成するという取組は割とあったりするん

ですけれど，結構見られていないということがある中で，若者に対してど

ういうふうに広報するのかという視点から適切な媒体を選択されたとい

うことで，非常に面白い取組だなと思って聞かせていただきました。 

 小野さんのご報告に関して，特別支援学校での取組というのは，恥ずか

しながら，私自身もあまり焦点を当てて考えてこなかったところですが，

全ての人を，誰一人取り残すことなく，安心して暮らせる社会をつくると

いう意味で，これから大事になってくるのかなと思いました。 

 このように，皆さん素晴らしい取組をされておられますけれども，では

こういった素晴らしい取組が全国で満遍なく行われているかと，多分そう

ではないと思うんです。なので，こういった取組が突出した取組で終わる

ことなく，広く実践的な消費者教育として行う仕組みというのを，これか

ら作っていく必要があると思いました。以上です。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。では，次に加藤さ

ん，お願いします。 

 

（加藤） 国民生活センターの加藤です。本日は，ありがとうございまし

た。先生方のお話を聞いて，まず遠藤先生のご報告を聞いて，改めて民法

の頭の整理ができて，今日聞かせていただいてよかったなと思っておりま
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す。 

 また，私も俣倉先生の６秒動画が，個人的にはすごく好きです。また，

ジオターゲティング広告というそういうやり方があるんだというのを知

らなかったので，参考になりました。ありがとうございます。 

 また，小野先生の大学での取組で，やはり若い人というのは電話もそも

そも苦手だし，どういう人達が相談をやっているのかなというのを分から

ないという，そういう意味で敷居を少しでも下げるという意味では，見て

いただいて，怒られるわけではないんだよというのを分かっていただくの

は，すごくいいなと思っています。本当に参考になる取組を聞かせていた

だいて，ありがとうございました。以上です。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。次に，俣倉さんお

願いします。 

 

（俣倉） 新潟県県民生活課消費とくらしの安全室，俣倉と申します。先

生方のいろいろな取組について，教えていただき，大変勉強になりました。

遠藤先生のお話も，加藤さんのお話も，本当に若い子たちが狙われている

んだなというのが，本当にひしひしと伝わってきて，行政の立場からもし

っかりとやっていかなければならないと改めて思いました。 

 また，小野先生のお話もお伺いしまして，ちょうど県内の消費生活セン

ターの方から，特別支援学校での消費者教育の出前講座についてもご相談

いただくなど，特別支援学校でも，成年年齢引下げに対応する取組の必要

性を感じており，大変参考となりました。ありがとうございました。 

 

（谷口・コーディネーター） では，最後に小野さんお願いします。 

 

（小野） 私，ちゃんと今日は超過しないようにと思ってストップウォッ

チを用意したのです，結局２分も超過してしまい失礼しました。 

 遠藤先生のお話で多重債務の問題を心配されていましたが，多重債務の

問題というのは，借金を始めてからタイムラグがあって，１年とか２年と

かで問題として出てきますよね。そうすると，大学生活で問題が大きくな

って，それを受け止められるような，準備をしなければいけないなと思い

ました。いろいろな気付きをいただきまして，引き続き検討させてくださ
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い。どうもありがとうございます。 

 

＜充実した消費者教育を行うための教材と新しい情報について＞ 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。それではまず，学

校教育の問題点というか，やはり消費者教育を担われるのは，まずは家庭

科の先生方ということになると思いますけれども，学校の先生方からする

と，同じ家庭科の例えば衣食住といった典型的な分野と比べると，どうも

消費者教育の分野というのは，次々と新しい問題が出てきたりしてしまい

まして，何をどこから教えてしまったらいいのかということを迷ってしま

うという意見を，私も聞かせていただきました。 

 そこで，俣倉さんにお伺いしたいのですけれども，これから教科書等が

出てくるということですが，しかし成年年齢引下げは待ったなしで，もう

１年切ってしまっているわけです。現場の先生方が消費者教育を充実した

消費者教育をしていくためには，どうしていったらいいのかということを

ちょっと教えていただけますか。 

 

（俣倉） おっしゃるとおりに，特に家庭科では，衣食住に関する学習の

他にも，家庭生活や高齢者福祉，子育て，環境等，本当に盛りだくさんの

内容を勉強しなければなりません。その中で，正直消費生活に関する授業

時間というのは，科目にもよりますが，やはり衣食住の内容と比べると短

くて，各学校５時間から多くても１０時間程度ではないのかなと思います。 

 消費者被害について，事例を取り入れて授業を行うとなると，やはり次

から次へと新たな手口が出てくることもあり，そういったところを注意喚

起する点も含めると，より新鮮な情報を取り入れながら，かつ大切なとこ

ろを押さえて，限られた時間の中でコンパクトに学習できるように授業を

進めていく必要があります。ですから，これからの１８歳成年を控えた消

費者教育に関する授業としては，既存の共有できる教材や，いろいろな新

しい情報を取り入れて活用していくのが，やはり大事なのかなと思います。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。その新しい情報と

いうのは，例えば，今後どうやって手に入れていったらいいのかというの

は，何かありますか。 
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（俣倉） 実を申し上げますと，現在，消費者庁では，消費者教育ポータ

ルサイトの全面リニューアルに向けて，昨年度見直しに向けた検討会とい

うものを行い，私もそちらの方へ参加させていただき，意見等もお話させ

ていただきました。今年度，新たにリニューアルし，来年度には皆様の方

へ全面改訂したものが届くかと思います。そのころには，今までより使い

やすく，しかも消費者教育を受ける方も行う方も，両方の立場から使える

ような教材や情報の提供の他，それから国センや関連省庁等にもリンクで

きるなど，実践的な消費者教育に役立つ情報や教材を得やすくなります。

現在のポータルサイトでは，検索しても，教材の中身まで正直見えづらい

ところがあったかと思いますが，この点もどういう教材なのかが画面で見

れたり，検索もしやすくなると思います。また，閲覧が多い教材等が上位

に表示されるなど，よりよい教材が入手しやすくなるような取組なども考

えられています。ぜひ来年度，全面ガラッと変わるような形で消費者教育

ポータルサイトが完成され，ワンストップ的にいろいろな情報が得られる

サイトになるかと思いますので，ご活用いただけると思います。以上です。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。教材を探すときの

ポータルサイトや，今日は新潟県の教材なども紹介していただきましたけ

れども，確かに新しい教材を使っていくというのは，やりやすいというか，

現場としては大変助かると思いました。 

 俣倉さんの話の中でも，新しいもの，新鮮な情報が大事だということを

お伺いしたのですが，加藤さんに少し教えていただきたいのは，もし消費

者教育を担う皆さんが，現在どんな消費者トラブル事例があるのかといっ

た新鮮な情報や，確実な情報を入手するにはどうしたらいいですかね。 

 

（加藤） まず，国民生活センターのホー

ムページをぜひ定期的にご覧いただける 

と，大変ありがたいなと思っています。

Twitter，Facebook，それから LINE をやっ

ています。本当は，LINE は若い人たちにも

登録いただきたいのですけれども，おそら

く登録している方たちは，多分この業界の方たちなのかなと思っていて，

試行錯誤して，昨年度は若者に見ていただけるような様々なタイアップ記



20 
 

事を載せたりとか，あとインフルエンサーの方に漫画をつくってもらった

りとか，いろいろやっています。ただ，どうしても費用の問題と継続性の

問題があるのと，それから本当に効果があったのかどうかという効果測定

の難しさもあるので，やはり学校の先生方であれば直接伝えていただける

ので，そういう意味で先ほど出てきた連携というところも含めて，是非そ

ういう直接使われる方々に，国センの情報を見ていただけるように，分か

りやすい形で，定期的に今年はコンスタントに情報発信していきたいと思

っていますので，是非登録いただけるとありがたいなと思っております。

以上です。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。ちなみに定期的に

というのは，どれぐらいのスパンで考えていますか。 

 

（加藤） 月１で頑張りたいと思っています。 

 

（谷口・コーディネーター） そうすると，我々としては，月１では新し

い情報が入ってくるので，それを基に消費者教育をするということが可能

になってくることだとすると，やはりありがたいのかなと感じました。 

 話をするには，やはり最新の情報を，しかも確実な情報が手に入るとい

うのは，授業の質を高める上では大変重要なことで，今後ますます国セン

のそういう意味での役割といのは大きいのかなと感じましたので，ぜひ期

待したいなと感じました。 

 

＜消費者教育におけるチームティーチングや外部講師の活用＞ 

（谷口・コーディネーター） それで，次の話題なんですが，学校の先生

方は，特に学校現場は忙しいというのはよく言われていまして，何々教育

が多くて，消費者教育まで手が回らないというのはよく聞く話なのです。

消費者教育の負担がやはり家庭科の先生方に集中するということだと，結

果として消費者教育がうまくいかないのではないかという心配があるわ

けなんですけれども，家庭科の先生の負担が集中するのをどう解決してい

ったらいいのかということについて，小野さん，何かアイディアは，あり

ますか。 
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（小野） 高校については俣倉先生の方がお詳しいので，後でフォローい

ただきたいと思いますが，例えば，総合的な探求の時間を活用して一回や

ってみて，前例を作ってからそれを踏襲するという形が一つあるのかなど

と思いました。 

特別支援学校に出入りさせていただいておもしろいなと思ったのが，チ

ームティーチングですね。特別支援学校では，基本，一つの授業を複数の

先生が担当されていて，先生の役割はそれぞれなのですが，授業の進行を

担当されたり，機材をサポートされるために途中で来て，そしてまた出て

いかれるという先生もおられます。個別に必要なサポートをして，その生

徒の知識の定着をサポートするなど，いろいろな先生がおられて，担当教

科も必ずしも家庭科ではなかったりします。ですから，そういった先生方

も，いろいろな学校の中での仕事の一環として消費者教育の話を聞いて，

あのときのあれを今度やろうとか，そういったヒントを得てもらう。それ

ぞれの役割に応じたサポートをするということでいうと，やはり特別支援

学校に出入りさせていただいて，消費者教育の取組が広がっていくために

は知っていただくということが大切だなと思いました。 

 そのときに思ったのは，本当に先生方はお忙しくて，一から教材を作成

するなど絶対できません。ですから，ある程度までは用意をして，あとは

その先の仕上げのところ，料理で言うと盛り付けですね，その部分を生徒

にあわせてアレンジをしていただくといった役割分担，学校と学校外での

役割分担みたいなものも必要になるかなと思っております。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。俣倉さんからも，

この点についてお話を伺ってもいいですか。 

 

（俣倉） 学校の先生だけで常

に新しい情報を取り入れた授

業というのは，なかなか難しい

ところもあるかと思います。や

はり消費者教育については，専

門の方々の話というのはすご

く貴重で，より生徒にとっては

すとんと心に落ちる，記憶に残
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るような内容になります。例えば，現在文科省の方で進めている GIGA スク

ール構想というのがあります。義務教育の方にはタブレットが１台ずつ生

徒に渡りますし，高校の方にも Wi-Fi が整備されたりしていますので，例

えばオンライン会議システムを使って，限られた時間の消費者教育の授業

の中で，「では弁護士の先生にちょっと相談してみましょう」とか，「消費

生活センターの相談員さんにつないでみましょう」とか，１８８に電話し

たときの様子などをオンラインでやってみるとか，そうすることで，より

先生方の負担感もなく，さらに充実した内容で短時間でできるのかなと思

います。 

 ただ，こちらの GIGA スクール構想については，機材とか，Wi-Fi の設定

というのは大分進んで，ハード面では整備が進んでいるのですけれども，

何せ学校の先生方も初めての，はっきり言って急な取組のような感じを受

けていますので，先生方のスキルアップ等につきましては，今後徐々にと

いうところにいます。そのところも含めて一緒にやっていただければと思

いますし，相談員の方とか弁護士の方々から，学校の方へ「こういうこと

をやっていますよ」，「気軽に依頼してくださいね」と声掛けをしていただ

くということも，非常に大事になってくるのかなと思っております。以上

です。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。チームティーチン

グとか，あと外部との連携ということですね。GIGA スクール構想が進むと，

ネットで繋がって外部とのつながりが，より容易になるというのも確かに

新しい観点で，有り得るのかなと感じました。 

 ちなみに，外部講師というのは，確かにアクションプログラム等でも言

われていまして，例えば弁護士が出前講座などで学校に行くというのは，

確か実際やられている地域もあるように聞いています。遠藤さんにお伺い

しますけれども，弁護士が学校現場に出向くケースというのは，どうでし

ょうか。この成年年齢引下げとの関係で増えてきているのでしょうか。 

 

（遠藤） ちなみに，私の地元は島根県なのですが，島根県では，アクシ

ョンプログラムの後押しもあるかと思いますけれども，昨年度から消費者

教育コーディネーターが県に配置されまして，県と弁護士会とで共同して，

県内の高校に弁護士等の専門家を派遣するという授業を行っております。 



23 
 

 昨年度は，コロナの関係でなかなか出られませんでしたが，私自身も学

校に出向いて成年年齢の引下げの話であるとか，契約の仕組みであるとか，

そういったお話をさせていただきました。 

 弁護士の強みは，やはり生の被害事例を知っているというところですの

で，是非どんどん活用していただきたいなと思います。あと，こうした外

部講師の活用は単発で終わるのではなく，制度としてきちんと予算措置を

講じてやっていくというのが，継続していくために大事なのかなと思って

います。 

 日弁連でも，２年ほど前に，ドイツのハンブルグに消費者教育に関する

視察に出かけて行ったのですが，そこでハンブルグの消費者センターと地

元の学校等が，連携して消費者教育を行っていたという事例がありました。 

 これは非常に高い評価を受けて，ドイツの消費者センター連盟から，消

費者学校の賞というのを３校ぐらい受賞されているのですけれども，ただ，

その後の取組というのが，実は継続しているところと継続していないとこ

ろがありました。 

 なぜ，継続していないところが出てきたのかというと，それは，意欲が

なくなったわけではなくて，財政的な問題でした。お金がなくなってしま

ったので，やりたいけれども，続けられない。これから実践的な消費者教

育を広めていこうと思うと，やはり財政的な面でもきちんと措置をとるこ

とが重要なのかなと。 

 要するに，単発で終わるのではなく，きちんとした制度として整えて，

それに応じたような予算措置をとるということが大事なのかなと思いま

す。 

 

（谷口・コーディネーター） ありが

とうございます。そうすると，この成

年年齢引下げを機会に，我々弁護士と

しては，学校現場になるべく出向いて

いけるチャンスをまず作って，かつそ

こで有用性を学校の現場に分かってい

ただいて，予算措置を講じていただくということを頑張っていかなければ

いけないということになりますかね。 
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＜学校教育と社会教育の連携＞ 

（谷口・コーディネーター） そろそろ時間もなくなってきたんですけれ

ども，先ほど学校現場だけではフォローしきれないところを，社会教育で

カバーしていくと，そして学校教育と社会教育の連携が重要だということ

を小野さんからご指摘をいただきました。なるほどなと，確かにどうして

も成年年齢引下げという話になると，学校現場を中心に考えてしまうので

すけれども，どうしてもこぼれてしまうところとか，支援学校のように，

その後もフォローしてやらないといけない方たちもいるということが分

かりました。 

 今日御参加の方の中には，学校現場の先生方や相談の現場の方たちも結

構いらっしゃいますので，消費者教育と学校教育との連携というところで，

例えば学校教育がこれから社会教育と連携していくために，学校教育の中

でできること，しなければならないことというのは，どんなことがありま

すか。小野先生，ちょっと教えていただけますか。 

 

（小野） 何だか社会教育というと，想像がしづらいところがあるのです

が，先ほど申しましたように，消費生活センターの出番ですというところ

だと思うんですね。センターの方が学校の中に入るというのも，もちろん

外部講師としてお越しになるというのはいいのですが，例えば大学がオー

プンキャンパスをして，受験生に見学してもらう，うちの大学もそうです

けれども，消費生活センターも，例えば日時を決めて，そういった取組を

するというのも一つかなと思うんです。 

 もちろん，事前にどれぐらい来るかというのを把握するとか，いろいろ

工夫はあるかと思うのですが，消費生活センターを活用いただく，今既に

やっておられることを知ってもらうということが大切なのかなと思いま

す。 

 例えば学校の皆で消費生活センターに行った。その行く途中，バスに乗

ったとか，電車を使ったとか，それから消費生活センター行ったら役所の

一角だったとか，あるいは相談員さんが何人かおられた。女性の方多かっ

た，でも男性もいたとか，そのときに引率してくれた先生もいた。要は，

経験とか体験とか，そういったものも含んだ形で，消費者教育というのを

できるのではないかなと。知識の定着みたいなところに限りがあるのであ

れば，他のいわゆる五感を使って，とにかく何かあったら相談をする。何
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かあったら先生に言う。あのときの仲間にまずは相談してみるというよう

な，経験を提供する。そこから社会教育として，学校教育につながるよう

な形での消費者教育ができるのではないかなと思っております。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。小野さんの話を伺

っていると，我々弁護士が外部に，外部講師が学校に行くというのも社会

教育との連携の一つという感じで捉えたらいいのかなと思いました。 

 

（小野） おっしゃるとおりです。弁護士の先生がこの間お話ししてくれ

たよねと言ったところから，本当に来てくださる，お話をしてくださると

いうことで，教員が頑張って繰り返して話すよりも効果は絶大でございま

すので，是非お願いいたします。 

 

（谷口・コーディネーター） はい，何となく弁護士が学校現場に行って

家庭科の先生と連携というと，事前準備などちょっと負担に感じるところ

もあるかもしれませんけれど，まずは行って話をするということから始め

るということも大事なのかなと感じました。ありがとうございます。 

  

＜おわりに＞ 

（谷口・コーディネーター） ちょっと時間が来てしまいましたね。最後

に，パネリストの皆さんに，シンポ全体を通しての感想であるとか，あと

は成年年齢引下げまでいよいよ１年を切りましたので，これだけは準備し

ておかなければならないということなどを簡単に，簡潔に，最後お話しい

ただきたいと思います。今度は，小野さんからお願いできますか。 

 

（小野） 今日もそうなのですが，

いろいろな立場にある，しかしなが

ら消費者教育を充実していきたいと

いう職域を超えたつながりというの

が大切かなと思いました。 

 そういったことでは，本当に総力

戦と言いますか，何か自分の持って

いる力とか役割とかそういったものを活かしながらいく，答えは多分ある



26 
 

ようでないようでというところで，ワイワイと集えるようなプラットフォ

ームですね，そういったものが持てると，結果としてはいい学校教育，あ

るいは社会教育における消費者教育が進んでいくのではないかなと思い

ますし，そうした機運みたいなのは，今まさに成年年齢引下げに伴って共

通認識も強まっていると思いますので，いいタイミングだとポジティブに

捉えております。ありがとうございます。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございました。次に，俣倉さん，

お願いします。 

 

（俣倉） 本日は，どうもありがとうございました。成年年齢まで準備し

ておかなければならないことは何かと問われれば，私が思うのは，やはり

子ども自身，それから保護者や家族，更に教育する側の教員も含めて，皆

共通して当事者意識をもって迎えるということが，この１年でやはりやっ

ていかなければならない大切なことだと思います。 

 そのためには，やはり連携ということが大事で，教育庁であったり，そ

れこそ社会教育であったり，様々な小野先生がおっしゃったんですけれど

も，いろいろなところと連携することが大切になってくるかと思います。

一言で連携と言ってもこれは大変なことなんですが，なんとか工夫してや

っていくことが必要なのかなと考えております。本日はありがとうござい

ました。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございました。では，次に，加

藤さん，お願いします。 

 

（加藤） 今日は，ありがとうございました。先ほど俣倉先生の GIGA スク

ール構想というのを聞いて，学校現場はすごく進んでいるのに，消費者行

政まだちょっとそこまで追い付いていないかなと，ちょっと DX の波が来

ていますけれども，まだこの１年ですぐ変わるというほどではないので，

少しでも若い方たちが情報を検索して調べて，電話が苦手ならばネットを

見て，答えを知ることができるように FAQ を充実していきたいなというの

が，今年度の目標です。 

 LINE で，リッチテキストメニューと言って，チャットボットではないん
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ですけれども，検索して，Q&A みたいな形で出る機能があるんですけれど

も，あれはやはり FAQ をどれだけ作れるかにかかっているので，その作業

を今年度，一つ課題としてやっていきたいなと思っています。以上です。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございました。では，最後に遠

藤さん，お願いします。 

 

（遠藤） 成年年齢引下げの法律が成立して，今２年 10 か月経ったところ

ですけれども，引下げ法が成立したときに，きちんと消費者教育を徹底し

ますよとか，法整備もきちんとしますよということが言われていました。

けれども，法整備もまだ進んでいないところがあったり，消費者教育につ

いても，今日いろいろな実践例を教えていただきましたけれども，それが

全国的に見て未成年者取消権を失うことを補うだけのものになっている

かというと，なかなか難しいのかなと思います。 

 引下げまであと１年ですが，「ごめんなさい，間に合いませんでした」と

いうのでは，「それはないでしょう」という話になる。でももっと怖いのは，

「それはないでしょう」という声すら上がってこないこと，要するに，引

下げの影響を知らないから，「それはないでしょう」という反応も出てこな

い，そういうのが，やはりまずいのかなと。なので，新潟県の方で非常に

面白い取組で，普及・啓発活動されておられましたけれども，やはりこの

問題を広く知っていただくこと，そして，当事者意識というお話もありま

したけれども，当事者意識もっていただいて，この１年最後の準備期間と

なりますので，皆さん連携して，この問題に取り組んでいくということが

大切だと思います。 

 さらに，消費者教育というのは，もちろん被害防止だけの話ではないの

で，消費者の行動を通じて，公正かつ持続可能な社会を作り上げていくと

いう大きな目標，これは消費者教育推進法にも書かれている大きな目標で

すので，そういったところを目指した消費者教育を，これから皆さんと手

を取り合って進めていきたいと思います。引き続き皆さんよろしくお願い

いたします。私からは，以上です。 

 

（谷口・コーディネーター） ありがとうございます。最後に，遠藤さん

がきれいにまとめていただきましたので，私のまとめは必要ないと思いま
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すので，これでパネルディスカッションを終わらせていただきたいと思い

ます。パネリストの皆さん，ありがとうございました。では，これからの

進行は，また司会の方にお戻ししたいと思います。 

 

（司会） パネルディスカッションにご登壇いただきました皆様，本当に

充実した議論ありがとうございました。 

 

 

 

第７ 閉会挨拶（略）                        

 

◆おわりに◆                           

 

 本シンポジウムは，成年年齢の引下げまであと１年の状況で行われま

した。 

１８歳で成年になることや，１８歳や１９歳の若年者について未成年

者取消権を行使できなくなることについて，各報告者の報告や，パネル

ディスカッションを聞くことにより，具体的な光景を想像することがで

き，強い危機感を抱きました。 

遠藤弁護士から，高校３年のクラス内に，成年の生徒と未成年の生徒

が入り交じることが指摘され，小野准教授から，特別支援学校における

対応や課題が紹介されました。高校３年のクラスや特別支援学校のクラ

ス内で，連鎖販売取引や投資詐欺などの話が広まったり，成年の高校生

が未成年の高校生に対し連鎖販売取引の勧誘をしたりするような光景を

想像し，翌年４月以降には，そのようなことが実際に起こるかもしれな
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いと思いました。 

国民生活センターの加藤様から，１０代の相談事例が紹介されました

が，具体例を通して，これまでは未成年者であることを示して取り消せ

ばよかったのですが，これからは相談内容をよく検討して取消しや解除

などができるかどうかを考えなければならないことが実感できました。 

 また，本シンポジウムでは，従前のカリキュラムに加えて消費者教育

を組み込むことが容易でなく，教職員が多忙で消費者教育を行う準備も

容易でなく，消費者教育の推進は決して簡単ではない状況にあることも

理解できました。 

 このように，現状に強い危機感を抱いたのですが，他方で，今後に向

けた希望を抱くこともできたと思います。それは，各報告者，パネルデ

ィスカッションの参加者の様子から，強い熱意を感じたからです。新潟

県の俣倉様が，編集可能な教材等の提供や高校生向けのＷＥＢ広告の製

作など，先進的かつ意欲的な取組みを溌剌と紹介していたように，各報

告者，パネルディスカッションの参加者が，教職員等に向けた講座の開

催，弁護士による出前授業の様子，今後に向けた提言などについて，熱

意をもって語っていました。体制の構築だけでなく，このような熱意が

伝わっていくことにより，消費者教育が推進されていくのではないかと

思いました。 

 本シンポジウムの出席者も，若年者の消費者被害の防止に向け，消費

者教育を推進する熱を伝導してほしいと願っています。私も，ブックレ

ット「狙われる１８歳！？」を片手に，関係各所に熱を伝えにいきま

す。 

 

 

 

 

 

 

   

 


