
主催：日本弁護士連合会  

オンラインシンポジウム 
「狙われる１８歳！？ 

～待ったなし！引下げまであと 1 年～」  
 

日時：２０２１年４月８日(木)１８時～１９時３０分 
 

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（(独)国民生活センター相談情報部相談第２課長) 
 ・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））  
・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）  

  ・遠藤 郁哉 (日弁連消費者問題対策委員会副委員長) 
 
 [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） 

 

 

 

 

 

 



主催：日本弁護士連合会  

資料目録 

番号 資料名 頁 

1 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） 1 

2 若者に関する最近の消費生活相談について（(独)国民生活センター） 11 

3 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） 

18 

4 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） 

35 

5 参考資料一覧 45 

 

 ※本資料の無断転載は禁止しております。 



１０分でおさらい︕
成年年齢引下げの問題点と課題

⽇本弁護⼠連合会消費者問題対策委員会 副委員⻑
（消費者教育・ネットワーク部会⻑）

弁 護 ⼠ 遠 藤 郁 哉

⽇本弁護⼠連合会オンラインシンポジウム
『狙われる18歳!?－待ったなし︕引下げまであと1年－』

2021年（令和3年）4⽉8⽇

1

本報告の構成

１ 成年年齢引下げの問題点とは︖

２ 引下げに向けた準備状況は︖

2
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１ 成年年齢引下げの問題点とは︖
○⺠法の成年年齢の引下げとは…︖

◆改正「前」⺠法４条
「年齢⼆⼗歳をもって、成年とする。」

↓

◆改正「後」⺠法４条
「年齢⼗⼋歳をもって、成年とする。」

3

➡ たった２⽂字の改正が及ぼす影響…︖

１ 成年年齢引下げの問題点とは︖
○⺠法の成年年齢の持つ２つの意味
【１】契約年齢
➤ひとりで契約することができる年齢。
➤未成年者は法定代理⼈（親等）の同意が原則必要。
➤未成年者取消権（⺠法5条2項）

法定代理⼈（親等）の同意のない契約は取消可。

【２】親権の対象となる年齢
➤居所指定権，懲戒権，職業の許可，財産管理権

4

➡ 引下げにより18・19歳は未成年者取消権を失う︕
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１ 成年年齢引下げの問題点とは︖
○ 未成年者取消権のもつ２つの機能

【１】後戻りの橋（特効薬）
➤契約当時未成年であったことさえ⽴証できれば、勧誘
の態様を問題にすることなく取り消すことができる。

【２】防波堤（予防薬）
➤どんな契約を締結しても取り消される可能性があるの
で、はじめから未成年者を勧誘のターゲットにしない。

5

１ 成年年齢引下げの問題点とは︖

6

出典︓国⺠⽣活センター「成年年齢引下げに向けた消費⽣活センターの
対応に関する現況調査報告書」（2019年3⽉）
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１ 成年年齢引下げの問題点とは︖
○ 若年者（20代）に多い消費者トラブルの例
➤ マルチ取引（ネットワークビジネス）
➤ エステティックサービス
➤ 美容・医療契約
➤ タレント・モデル契約 …

7

➡ これらの消費者被害が
１８歳まで下りてくる︕︕

これからは１８歳も勧誘のターゲットになる︕

１ 成年年齢引下げの問題点とは︖
○ 若年者に多い消費者トラブルの例

8出典︓国⺠⽣活センター「PIO-NETにみる2019年度の消費⽣活相談の概要」
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１ 成年年齢引下げの問題点とは︖
○ 若年者に多い消費者トラブルの例

9出典︓平成29年版「消費者⽩書」

１ 成年年齢引下げの問題点とは︖
○18歳という年齢が持つ社会的な意味
【１】⾼校3年⽣の1年間に順次成年になっていく

➤クラスの中に成年・未成年が混在する。
➤「救える⼦／救えない⼦」「加害者／被害者」

【２】⾼校卒業時は全員が成年になっている
➤⼤学・専⾨学校等への進学率︓71.1％（R1年度）
○親元を離れてひとり暮らしデビュー
○⾃⽴した経済的基盤はない

➤「⾃⼒では買えない」が「借りてなら買える」︕
10

5 / 48



本報告の構成

１ 成年年齢の引下げの問題点とは︖

２ 引下げに向けた準備状況は︖

11

２ 引下げに向けた準備状況は︖
○ ⼤切な視点

12

「未成年者取消権を失うことに
対する⼿当として⼗分なのか︖」

○「防波堤（予防薬）」を失う
○「後戻りの橋（特効薬）」を失う
○若年者に多い被害類型の存在
○ 18歳という年齢の持つ社会的な意味
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２ 引下げに向けた準備状況は︖
○ 参議院法務委員会の附帯決議（H30.6.12）
➤引下げ成⽴後2年以内に必要な 法整備
◆「つけ込み型不当勧誘取消権」の創設
◆ 事業者の情報提供における考慮要素に年齢，⽣活・財産状況を追加
➤ 特定商取引法、割賦販売法、貸⾦業法等の執⾏強化
➤若年者のマルチ商法等の被害への対策・措置
➤実践的な 消費者教育の充実
◆アクションプログラムの着実な実施（⾼校，⼤学等）
◆ ⼩・中・⾼校での消費者教育の充実
➤ 周知徹底，地⽅消費者⾏政への予算措置，措置の実施
状況や効果の浸透度の随時公表

13

２ 引下げに向けた準備状況は︖
【１】法整備
○消費者契約法の改正（新たな取消権の創設）
➤不安をあおる告知（4条3項3号）
➤恋愛感情等に乗じた⼈間関係の濫⽤（同4号）
（※）「社会⽣活上の経験が乏しいことから」との要件

○ 特定商取引法施⾏規則の改正
➤ 連鎖販売取引における指⽰対象⾏為
（※）「未成年者その他の者の判断⼒の不⾜に乗じ，連鎖販売業に係る

連鎖販売契約を締結させること」を「若年者，⾼齢者その他の者の

判断⼒の不⾜に乗じ，…」と改正（31条1項5号）
14
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２ 引下げに向けた準備状況は︖
【２】消費者教育
〇教材「社会への扉」（消費者庁）
➤全国の⾼等学校で社会への扉を活⽤
した授業を展開

〇「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプロ
グラム」（2018〜2020年度＝集中強化期間）
➤関係省庁が連携して実践的な消費者教育を推進

〇「成年年齢引下げに伴う消費者教育全⼒」キャンペーン
の実施（2021年度）

15

２ 引下げに向けた準備状況は︖
【２】消費者教育
○引下げの事実だけでなく影響も伝えられている︖
○質・量・時間的に⼗分な消費者教育
○幼・⼩・中・⾼を通じた段階的な消費者教育
➤付け焼刃的な知識では対応できない
➤批判的な思考⼒を養う教育（⽴ち⽌まって考える⼒）
○ 成年到達後の⼤学等・社会における消費者教育
○単なる被害予防・啓発を超えた消費者教育
➤公正で持続可能な社会の担い⼿（消費者市⺠）の育成
➤消費者市⺠社会の実現へ向けた消費者教育

16
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２ 引下げに向けた準備状況は︖
【２】消費者教育
〇消費者教育を受ける権利
➤消費者の８つの権利（国際消費者機構︓ＣＩ）
➤消費者基本法2条1項，消費者教育推進法1条

〇 消費者教育推進法（平成24年12⽉施⾏）
➤消費者教育（法2条1項）
消費者の⾃⽴を⽀援するために⾏われる消費⽣活に関する教育（消

費者が主体的に消費者市⺠社会の形成に参画することの重要性につい
て理解及び関⼼を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発
活動

17

18
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ご清聴
ありがとうございました。

19
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若者に関する最近の消費生活相談について 
日本弁護士連合会 オンラインシンポジウム資料 

令和３年４月８日 

独立行政法人国民生活センター 

民法改正により、2022 年４月１日から、成年年齢が 20歳から 18歳に引き下げられます。未成

年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約

を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなり

ます。また、20歳代前半（20～24 歳）で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成

年になったばかりの 18歳・19歳も巻き込まれるおそれがあります。 

そこで、若者の消費者トラブルの防止・解決のため、現在は「未成年」ですが民法改正で新た

に「成年」となる 18・19 歳と、成年になって間もない 20 歳代前半にみられる傾向やアドバイス

をまとめました。 

１．PIO-NET1にみる相談の傾向 

（１）年度別相談件数（図１） 

契約当事者の年齢が「18・19歳」「20～24歳」の年度別相談件数をみると、「20～24歳」の相

談件数の平均値 2（以下、「20～24歳」（平均値））は、「18・19歳」の相談件数の平均値（以下、

「18・19歳」（平均値））の概ね 1.5倍でした。 

図１．「18・19歳」「20～24歳」の年度別相談件数（平均値）3 

1 PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等を

オンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は、2021年２月末

までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
2 「18・19歳」（平均値）は、18歳、19歳の２歳分の相談件数の合計を２で割った値。「20～24歳」（平均値）は、20歳から

24歳までの５歳分の相談件数の合計を５で割った値。平均値は、全て小数点以下第１位を四捨五入した値。
3 2019 年度同期件数（2020年２月末までの PIO-NET 登録分）は、「18・19歳」（平均値）が 4,272件、「20～24歳」（平均値）

が 6,909件。
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 2 

（２）商品・役務（表１） 

「18・19歳」「20～24歳」でみられる上位の商品・役務を表１にまとめました。 

表１のうち、「18・19 歳」（平均値）に比べて、「20～24歳」（平均値）で相談件数が２倍以上の

商品・役務（表１の緑色部分）としては、「エステティックサービス」（脱毛エステ、痩身エステ、

美顔エステなど）や「内職・副業その他」（オンラインカジノ、副業サイトなど）、「ファンド型投

資商品」（暗号資産（仮想通貨）への投資など）等がみられます。 

「18・19 歳」（平均値）ではみられないものの、「20～24 歳」（平均値）でみられる商品・役務

（表１のオレンジ色部分）としては、「フリーローン・サラ金」（サラ金、消費者金融など）、「教養

娯楽・資格教材」（投資用 USB4など）、「医療サービス」（医療脱毛、包茎手術等の美容医療など）

等がみられます。 

 また、「健康食品」（ダイエットサプリメント、バストアップサプリメントなど）、「化粧品」（除

毛剤など）、「紳士・婦人洋服」、「デジタルコンテンツその他」（情報商材 5など）、「出会い系サイ

ト」、「アダルト情報サイト」等が、「18・19歳」「20～24歳」で共通してみられました。 

表１．「18・19歳」「20～24歳」の商品・役務別相談件数（平均値） 

 

＊緑色部分   は、「18・19 歳」（平均値）に比べて、「20～24 歳」（平均値）で相談件数が２倍以上の商品・役務。 

＊オレンジ色部分   は、「18・19 歳」（平均値）ではみられないものの、「20～24 歳」（平均値）でみられる商品・役務。 

 

（３）販売購入形態（図２） 

販売購入形態をみると、「20～24 歳」（平均値）は「18・19 歳」（平均値）に比べて、マルチ取

引の相談件数は 5.5 倍と多く、店舗購入は 2.5 倍、訪問販売は 2.4 倍、電話勧誘販売は 3.5 倍、

通信販売は同程度でした。また通信販売のうち「18・19歳」の 87％、「20～24歳」の 83％がイン

ターネット通販に関する相談でした。 

なお、「20～24歳」の各販売購入形態で多くみられる商品・役務（2020 年度）は次の通りです。 

                                                   
4 投資用 USBとは、バイナリーオプション取引や FX取引等に関するプログラミングツールが記録された USBメモリ。 
5 インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情

報のこと。国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意！－インターネット等で取引され

る情報商材のトラブルが急増－」（2018年８月２日）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180802_1.html 

1 化粧品 885 デジタルコンテンツその他 731 健康食品 721 デジタルコンテンツその他 827
2 健康食品 616 化粧品 546 デジタルコンテンツその他 489 健康食品 555
3 デジタルコンテンツその他 396 エステティックサービス 476 化粧品 427 商品一般 399
4 商品一般 199 賃貸アパート・マンション 433 商品一般 235 エステティックサービス 370
5 紳士・婦人洋服 173 健康食品 417 出会い系サイト 214 賃貸アパート・マンション 364
6 出会い系サイト 158 商品一般 362 紳士・婦人洋服 181 出会い系サイト 314
7 放送サービス 154 出会い系サイト 349 アダルト情報サイト 141 内職・副業その他 282
8 賃貸アパート・マンション 144 内職・副業その他 320 賃貸アパート・マンション 127 化粧品 262
9 アダルト情報サイト 132 移動通信サービス 273 他の役務サービス 124 移動通信サービス 206
10 電気 126 フリーローン・サラ金 237 電気 101 他の役務サービス 206
11 エステティックサービス 90 電気 216 移動通信サービス 77 紳士・婦人洋服 199
12 移動通信サービス 87 四輪自動車 184 エステティックサービス 74 電気 172
13 内職・副業その他 86 紳士・婦人洋服 174 内職・副業その他 73 フリーローン・サラ金 166
14 四輪自動車 84 教養娯楽・資格教材 167 自動車運転教習所 69 四輪自動車 142
15 コンサート 72 他の役務サービス 157 四輪自動車 64 インターネット接続回線 122
16 他の役務サービス 72 インターネット接続回線 142 オンラインゲーム 53 ファンド型投資商品 119
17 オンラインゲーム 63 ファンド型投資商品 130 音響・映像機器付属品 51 アダルト情報サイト 107
18 インターネット接続回線 62 アダルト情報サイト 108 かばん 47 医療サービス 98
19 相談その他 54 他の教養・娯楽サービス 100 インターネット接続回線 46 修理サービス 86
20 靴・運動靴 52 医療サービス 91 ファンド型投資商品 46 複合サービス会員 66

順位
2019年度 2020年度

「18・19歳」（平均値） 「18・19歳」（平均値）「20～24歳」（平均値） 「20～24歳」（平均値）
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・店舗購入：「エステティックサービス」（脱毛エステ、痩身エステ、美顔エステなど） 

「賃貸アパート・マンション」 

「医療サービス」（医療脱毛、包茎手術等の美容医療など） 

・訪問販売：「電気」 

「インターネット接続回線」 

・通信販売：「健康食品」（ダイエットサプリメント、バストアップサプリメントなど） 

「化粧品」（除毛剤など） 

「紳士・婦人洋服」 

「デジタルコンテンツその他」（情報商材など） 

・マルチ取引：「内職・副業その他」（オンラインカジノのアフィリエイト、副業サイトなど） 

「デジタルコンテンツその他」（情報商材など） 

「ファンド型投資商品」（暗号資産（仮想通貨）への投資など） 

「化粧品」（化粧品全般、化粧品セットなど） 

「教養娯楽・資格教材」（投資用 USBなど） 

・電話勧誘販売：「デジタルコンテンツその他」（情報商材など） 

「内職・副業その他」（副業サイトなど） 

図２．「18・19歳」「20～24歳」の販売購入形態別相談件数（平均値）6 

 

 

（４）販売方法・手口（図３） 

販売方法・手口をみると、「20～24 歳」（平均値）は「18・19 歳」（平均値）に比べて「販売目

的隠匿」「説明不足」「虚偽説明」「強引」「長時間勧誘」などの問題勧誘が多くみられました。 

特に、契約の際に無理やり消費者金融等から借金をさせたり、クレジット契約を組ませたりす

る「クレ・サラ強要商法」は、「20～24歳」（平均値）は「18・19歳」（平均値）の 14倍となって

います。 

  

                                                   
6 「18・19歳」（2020年度）、「20～24歳」（2020年度）について分析。 
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図３．「18・19歳」「20～24歳」の販売方法・手口別相談件数（平均値）7 

（５）契約購入金額（図４） 

平均契約購入金額（2020年度）をみると、「18・19歳」は 15.8万円、「20～24歳」は 41.7万

円でした。また、「18・19 歳」（平均値） に比べて、「20～24 歳」（平均値）では契約購入金額が

10万円以上の相談の割合は約半数と高くなっています。 

図４．「18・19歳」「20～24歳」の契約購入金額 8 

 

（６）「18・19歳」「20～24歳」の消費生活相談の傾向 

「18・19歳」「20～24 歳」の消費生活相談の傾向をみると、「18・19歳」「20～24歳」とも、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な定期購入商法 9、洋服

                                                   
7 「18・19歳」（2020年度）、「20～24歳」（2020年度）について分析。１件の相談に複数の販売方法・手口が含まれる場合

は、各々に対し１件ずつカウントしている。 
8 「18・19歳」（2020年度）、「20～24歳」（2020年度）について分析。契約購入金額が０円及び無回答を除く。 
9 通信販売の広告において、初回分については無料又は低額な金額を提示し、２回目以降に高額な金額を支払わせる手口。消

費者が定期購入であることを容易に認識できないような形で表示を行うケースや、消費者に定期購入であることを明示しつつ

も「いつでも解約可能」として契約を締結させるが、解除には応じない等のケースがみられる。国民生活センター「相談激

増！「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に！？」（2019年 12月 19日）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-

20191219_1.html 

消費者庁では、「詐欺的な定期購入商法」のトラブルに関連して、通信販売業者に対して特定商取引法に基づく行政処分を実施

しており、併せて『「これって１回限りじゃないの⁉」通販申込前の確認ポイント』チラシや詐欺的な定期購入商法をめぐる状

況を公表し、注意喚起を行っている。 

（https://www.caa.go.jp/notice/entry/018420/）（https://www.caa.go.jp/notice/entry/018419/） 

（https://www.caa.go.jp/notice/entry/018692/）（https://www.caa.go.jp/notice/entry/020964/） 

（https://www.caa.go.jp/notice/entry/022500/）（https://www.caa.go.jp/notice/entry/022759/） 
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などの詐欺・模倣品サイト 10、アダルト情報サイトや出会い系サイトといったインターネット通

販のトラブルが多くみられます。 

「20～24歳」は「18・19歳」に比べて、情報商材 11、オンラインカジノ、暗号資産（仮想通貨）、

投資用 USB などの儲け話のトラブル、エステティックサービスや医療脱毛、包茎手術等の美容医

療などのトラブルが多くみられます。これらのトラブルのきっかけとしては①インターネット・

SNS の広告・書き込み等を見て連絡をするケース、②SNSで知り合った人から誘われるケース、③

学校や職場の友人・知人から誘われるケースがあります。また、「販売目的隠匿」「説明不足」「虚

偽説明」「強引」「長時間勧誘」や「クレ・サラ強要商法」など問題のある販売方法・手口も目立ち

ます。 

 

２．相談事例（（ ）内は受付年月、契約当事者の属性） 

（※契約当事者の年代が「10歳代」は 18歳・19歳、「20歳代」は 20～24歳。） 

【事例１】未成年時に投資用 USB を勧誘され、成人してすぐに借金を指南されて契約した 

大学の寮の先輩から「バイナリーオプション 12で儲かっている。もっと儲かっている人から話

を聞いてみないか」と誘われて、３人で会うことになった。先輩に紹介された人から「投資用

USB を使用すると、１万円を１年間で何百万にすることができる。定年までの生涯年収では一生

を暮らすことができない。投資用 USBは 50万円だが、今投資すれば後で楽に暮らすことができ

る」と説明された。その時はまだ 19 歳だったため、20歳になってから投資用 USBを購入するこ

とになった。20 歳になってすぐ契約書を記入したところ、学生ローンからの借り入れを指南さ

れ、学生ローン３社から合計 50 万円を借り入れて代金を支払った。その後、販売業者のセミナ

ーに複数回参加したり、購入した投資用 USBを使ってバイナリーオプションをやってみたりした

が、勧誘時の説明と異なり儲からない。契約を解約し、返金してほしい。 

（2021 年１月受付 20歳代 男性） 

 

【事例２】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 

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

届いた。興味を持ったので、無料メッセージアプリの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、喫茶店で会うことになった。そこで突然、儲かる情報商材の購入を勧めら

れ、断り切れず 10万円の情報商材を契約してしまった。支払いは２種類のクレジットカードに

分けて決済した。契約当時は未成年で、契約には親権者の同意が必要だったが、親に知られたく

なければ契約書の親権者同意欄を自分自身で書けばいいと言われ、自らサインをした。しばらく

情報商材を使ったが、儲からない。クーリング・オフについて記載された契約書面が渡されてい

ないので、書面不備でクーリング・オフできないか。    （2020年９月受付 20歳代 男性） 

                                                   
10 インターネット通販での「商品が届かない」「偽物が届いた」といったトラブル。国民生活センター「格安をうたう家具や家

電品等の模倣サイトにご注意！」（2020年 10月１日）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_2.html 
11 消費者庁では、「情報商材」をめぐるトラブルに関連して、特定商取引法違反事業者に対して特定商取引法に基づく行政処分

を実施しており、併せて注意喚起を行っている。 

（https://www.caa.go.jp/notice/entry/019409/）（https://www.caa.go.jp/notice/entry/022975/） 
12 バイナリーオプション取引は、為替相場等が上がるか下がるかを予想するもので、取引期間終了時（権利行使期限）に事前

に定めた権利行使価格を上回った（又は下回った）場合に、一定額の金銭（ペイアウト）を受け取ることができる。予想がは

ずれれば、支払ったオプション料がすべて損失になる。また、短期間に繰り返し取引することができるため、損失額が大きく

なるおそれがある。バイナリーオプション取引はリスクの高い取引であり、確実に儲かるというものではない。 
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【事例３】無料エステ体験後、別室で 執拗
しつよう

な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった 

街中で脱毛エステの無料体験に誘われた。無料体験を受けた後、断ったにもかかわらず別室へ

案内され、有料のエステの勧誘を受け続け、断り切れずに約 20万円の全身脱毛コースの契約をし

てしまった。後日、初回の施術を受けに行った際、頭金として７万円を請求されたが、持ち合わ

せていないと言ったところ、スマホを勝手に使われ７万円をリボ払いでキャッシングされ、エス

テ事業者の口座に送金された。さらに当日の所持金を聞かれ、持っていた 2,000 円を支払った。

帰宅後、キャッシングの支払いが不安になり、エステ事業者に解約したいと言ったところ、初回

施術料約６万円を支払うように言われた。契約を取り消したい。 

（2020 年４月受付 10歳代 女性） 

 

【事例４】包茎の無料相談に行ったら、親の同意なく即日施術されてしまった 

包茎の相談をしたいと思い、インターネットで包茎手術５万円と記載されていたクリニックに

電話をかけた。クリニックの担当者から「診察をしてみないといくらかかるかは伝えられない。

無料相談の予約を入れる」と言われた。無料相談の当日、手術着を着た担当者から、「早めに手

術を受けたほうがよい」「未成年なので本当は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」と言われ、狭い部屋に担当者と２人きりだったため怖くて断ることができず、そ

のまま手術を受けることになってしまった。手術代金 50万円のうち、頭金 5,000円を ATMでお

金を下ろして支払った。無料相談に行っただけなのに、親の同意もなく手術を受けてしまった。

未成年者契約の取り消しをしたい。                       （2020年８月受付 10歳代 男性） 

 

【事例５】低価格で１回限りの購入だと思って申し込んだが、支払総額が高額な定期購入だった 

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。クレジットカードで支払えば 100 円で購入

できるが、高校生でクレジットカードは持っていなかったので、コンビニ等の後払い決済サービ

スを選択した。購入後、販売サイトをよく見ると、小さな文字で「２回継続が条件である」と記

載されていた。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 円の代金とな

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

話がつながらない。どうしたらよいか。                  （2020年５月受付、10歳代、女性） 

 

【事例６】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り消しを求めた

が拒否された 

 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、体によさそうな印象も

あり、１回限りの購入のつもりで申し込んだ。商品はすぐに届き、コンビニで代金 600円を支払

った。その後、商品についてインターネットで調べると、２回目も商品の購入が必要な定期購入

の契約で、２回目は３カ月分がまとめて届き、代金が約３万円と高額であることが分かった。自

分は未成年者なので販売業者に電話で未成年者契約の取り消しを求めたが、「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、取り消しには応じられない」と言

われた。どうしたらよいか。                         （2020 年５月受付、10歳代、女性）  
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３．若者へのアドバイス 

（１）うまい話はうのみせず、きっぱり断りましょう 

 「簡単に儲かる」「手軽にキレイ」「〇％ OFF」などのインターネット・SNSの広告や書き込み、

友人や知人、SNSで知り合った人からの誘いをきっかけに、トラブルに巻き込まれています。こう

した広告や説明はうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。 

「お金がない」と言うと、消費者金融や学生ローンから借金をさせられたり、クレジットカー

ドで支払わされたりする場合もあります。必要がなければ「契約はしない」ときっぱり断りまし

ょう。 

 

（２）クーリング・オフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう 

 特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引での契約や、特定継続的役務提供

（エステティックや美容医療等）の契約では、クーリング・オフができる場合があります 13。 

 消費者契約法では、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合に締

結した契約を、後から取り消すことができます 14。 

 また、2022 年３月 31日までは 20 歳未満の未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民

法で定められた未成年者取消権 15によってその契約を取り消すことができます。 

こうした消費者を保護するルールを身につけ、いざというときには活用しましょう。 

 

（３）トラブルに遭ったと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう 

 少しでも不審に思ったりトラブルに遭ったと感じたら、最寄りの消費生活センターへ相談しま

しょう※。 

※消費者ホットライン：「１８８（いやや！）」番 

 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号です。 

 

 

                                                   
13 特定商取引法では、｢クーリング・オフ｣を規定しており、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(訪問販売・電

話勧誘販売・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療等)においては８日間、連鎖販売取引においては 20日間)内であ

れば、無条件で契約を解除できる。なお、通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。国民生活センターのホーム

ページでは、クーリング・オフ制度や手続き方法等を掲載している。http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html 
14 消費者庁「不当な契約は無効です!－早分かり!消費者契約法－」 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/pdf/public_relations_190401_0001.pdf 
15 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは

法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得てい

ないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること（詐術）により相手を信用させて契約した場合には原則と

して取り消しはできない。 
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○教材のご紹介（高校家庭科教員の視点から）

○広報啓発に関する取組のご紹介
（消費者行政の視点から）

2
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成年年齢引き下げに伴う消費者教育の推進

「高等学校学習指導要領家庭科の
履修学年に関する改正」

「新学習指導要領家庭科」におけ
る消費者教育の位置づけ

「社会への扉」の配付と活用実績
調査による教育庁との連携推進

3
 

「高等学校学習指導要領家庭科の履修学年に
関する改正」（H31年3月 文部科学省通達）

家庭科の消費生活に関わる内容を
第2学年までに履修することに改正
（契約の重要性や消費者保護の仕組みに関する内容等について指導す
るよう、これまで以上の消費者教育の取り組みについて通達された）

1～3学年の中で消費者教育 ２学年までに消費者教育

4
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小学校・中学校(平成29年告示)

Ａ 家族・家庭生活
Ｂ 衣食住の生活
Ｃ 消費生活・環境

高等学校（平成30年告示）

Ａ 人の一生と家族・家庭及び福祉
Ｂ 衣食住の生活の科学と文化
Ｃ 持続可能な消費生活・環境

Ｄ ホームプロジェクトと学校家庭
クラブ活動

【新設】
小学校: 買物の仕組みや消費者の

役割（売買契約の基礎）

中学校: 計画的な金銭 管理，
消費者被害への対応に関
する内容

【充実】
成年年齢の引き下げを踏まえ、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など、消費者
被害の未然防止に資する内容

新学習指導要領家庭科における消費者教育の位置づけ

※高校から中学へ三者間契約（クレジット）が移行 5

 

高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説【家庭編】
（第2章家庭科の各科目「家庭基礎」p.38)

6

C 持続可能な消費生活・環境

ここでは，持続可能な社会を見通して，自立した生活を営むために必要な生活における 経済の
計画や消費生活及び環境との関わり等に関する理解を深めるために，家族・家庭や 福祉，衣食住
等の内容と相互に関連付けながら，環境に配慮して持続可能な社会を目指し たライフスタイルと
生涯を見通した生活設計について考察するなどの指導を工夫する。
なお，平成 30 年６月の民法の改正により平成 34（2022）年４月１日から成年年齢が 18 歳に

引き下げられ，18 歳から一人で有効な契約をすることができるようになる一方，保護者の同意を
得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が 18 歳未満までとなることから，自主的かつ
合理的に社会の一員として行動する自立した消費者の育成のため，また，若年者の消費者被害の
防止・救済のためにも，こうした消費生活に関わる内容につい てより一層の指導の充実を図るこ
とが必要である。
今回の改訂においては，小・中・高等学校の系統性や成年年齢の引下げを踏まえ，内容 Ｃ「持

続可能な消費生活・環境」として新たに位置付けた。さらに，国際連合が定めた持 続可能な開発
目標（Sustainable Development Goals ; ＳＤＧｓ）など持続可能な社会の構築 に向けて，消費
生活と環境を一層関連させて学習できるようにし，消費者教育の推進に関 する法律（消費者教育
推進法）の定義に基づく消費者市民社会の担い手として，自覚をも って責任ある行動ができるよ
うにすることを意図している。
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（第2章家庭科の各科目「家庭基礎」 p.38-43)

7

C 持続可能な消費生活・環境
（1）生活における経済の計画

ア 家計の構造や生活における経済と社会との関わり，家計管理について理解すること。
イ 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，ライフステージや
社会保障制度などと関連付けて考察すること。

（2）消費行動と意思決定
ア 消費者の権利と責任を自覚して行動できるよう消費生活の現状と課題，消費行動におけ
る意思決定や契約の重要性，消費者保護の仕組みについて理解するとともに，生活情報を
適切に収集・整理できること。

イ 自立した消費者として，生活情報を活用し，適切な意思決定に基づいて行動することや
責任ある消費について考察し，工夫すること。

（3）持続可能なライフスタイルと環境
ア 生活と環境との関わりや持続可能な消費について理解するとともに，持続可能な社会へ
参画することの意義について理解すること。

イ 持続可能な社会を目指して主体的に行動できるよう，安全で安心な生活と消費について
考察し，ライフスタイルを工夫すること。

 

高校生の実態１
インターネット通販トラブルへの対応
（高校1年生157名、平成29(2017)年9月調査）

行動した

21%

行動しない

79%

図３ インターネット通販

トラブルへの対応

ある
72%

ない
28%

図1 あなたは今まで

インターネットで商品を

購入したことはありますか?

1月に１回以

上 17%

２～３ヶ

月に１回

程度30%
半年に１回程

度 29%

１年に１

回程度

12%

２～３年に

１回程度 8%

図２ インターネット通販を

どのくらい利用していますか?

8
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高校生の実態２
消費者ホットライン１８８の認知度

知っている

17.5%

知らない

82.5%

調査期間：令和２年9月~令和３年3月
調査対象：新潟県内の高校生（15-18歳）3,035人

（「高校生のための消費生活講座」受講前アンケート）
調査内容：『あなたは、消費者ホットラインの番号を知っていますか』

（参考）消費者庁調査１８８認知度

15-1９歳 H29 4.9％
H30 9.3％

「平成 29 ・30年度消費者意識基本調査」

（新潟県独自調査）

9

 

例 ・携帯電話やスマートフォンを購入する
・一人暮らしのためのアパートを借りる
・クレジットカードを作成し、高額な商品の購入やサービスの契約ができる

・ローンを組んで自動車を購入する 等

高校在学中でも親の同意を得ずに様々な契約が可能となり、

社会経験の乏しい若年者を狙った消費者被害の増加が懸念

一方、若年者の消費行動が多様化することにより、

今まで在学中になかったようなトラブルが生じる可能性

現在、インターネットゲームに関する課金トラブルや、ユーザー同士のアイテム等の金銭を
伴う取引など、若者のゲームに関するトラブルが増加。

（成年年齢の引き下げにより、高校生でもクレジット利用による自動課金が可能となる等の問
題が発生する可能性もある。）

〇成年年齢の引き下げにより、大きく変わる消費行動

10
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これからの消費者教育

消費者市民社会の形成の意識を醸成する教育

消費者が主役の社会の実現

泣き寝入
りしない
（１８８に相談）

批判的
思考力

周囲や環境
への配慮

情報の活用
と発信

11
 

社会のデジタル化に対応した消費者教育

○ 消費者の権利と責任

○ 情報リテラシー
（情報の収集・判断・評価・発信）

※情報を鵜呑みにしない批判的思考力
（クリティカル・シンキング）

※情報モラル・個人情報管理

インター
ネット通販

オンライン
ゲーム

情報商材
もうけ話

キャッシュレス

SNSが入り口
（きっかけ）

フリマサービス

12
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新潟県の消費者教育教材の作成と共有
【令和元年6月発行】 【令和２年３月作成】

㈱教育図書から発行
冊子とROMを新潟県内
全ての高校への配付

平成25～30年
の5年間分の
新潟県の消費
者教育20実践

冊子内に学習指
導案の掲載、編
集加工が可能な
ワークシートは
教育図書HPか
ら、ダウンロー
ド可

令和元年度に
新たに研究し
た15実践

・新学習指導要
領に対応
・新潟県委託事
業を活用
・編集加工が可
能な学習指導
案、ワークシー
ト、PP資料を
新潟県HPから
ダウンロード可

13

 

2019年発行
(教育図書)

新潟県高等学校
長協会家庭部会
部会研究委員会
作成

・新潟県家庭部会
部会研究委員会の
20周年を記念して
作成

14
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15

 

㈱教育図書HPか
ら、ワークシートの
みダウンロード可能

16
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1 契約
2 架空請求
3 インターネット販売
4 悪質商法
5 クーリング・オフ
6 消費者信用（クレジットカード）
7 キャッシュレス
8 多重債務
9 18歳成年

10 消費生活センター・188
11 相談する意義
12 消費者市民社会
13 エシカル消費
14 SDGｓ
15 3R

消費者教育に関する１５の授業実践

新潟県の高等学校（家庭）での授業実
践研究教材
（令和元年度度新潟県高等学校長協会家庭部会作成）

※新潟県の委託事業により作成

①全県の高等学校へ
冊子とROMを配付

②教育庁へ依頼し、

高等学校長会で、新
潟県作成消費者教育
教材「Caution!」や
出前講座とともに紹
介し、活用について
周知依頼）

17

 

新潟県ホームページ
「消費者教育に関する
教材や情報」で
ダウンロード可能

・学習指導案
・パワーポイント資料
・ワークシート

※編集加工が可能である
ため、利用者や各学校や
生徒の実態に合わせて活
用することが可能

18
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19

 

【１ 契約】
PowerPoint

20
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成年年齢引き下げを見据えた

広報啓発に関する取組（消費者行政の視点から）

・WEB広告用6秒動画

・高校生向け啓発ポスター

21

 

ＷＥＢ広告ノンスキップ広告用 ６秒動画（５種）
●アマアマちゃん編
【契約・18歳成年】
成年になると、高校生でも
いったん契約すると安易に取
り消すことができなくなりま
す！

●ギラギラくん編
【儲け話・マルチ商法】
うまい儲け話はありません！
マルチ商法は、借金だけでな
く、大切な友だち等の人間関
係も壊しかねません！

●スキスキちゃん編
【デート商法】
SNSをきっかけとして知り
合った相手への恋愛感情につ
け込むデート商法に気を付け
ましょう!

●シンシンくん編
【架空請求】
相談しづらい、恥ずかしい感
情を利用して振り込ませるワ
ンクリック詐欺や架空請求に
気を付けましょう!

●モジモジくん編
【資格商法・強引な契約】
長時間勧誘されて仕方なく…

など、不本意な契約をしてし
まったら、迷わず１８８（い
やや）に相談！

22
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アマアマちゃん編【契約・18歳成年】

23

 

高校生をターゲットとしたＷＥＢ広告配信①

高校生の視聴が
多いYouTube
チャンネル※

に、広告をス
キップさせずに
表示させるノン
スキップ広告

※学習系動画チャンネル
など、リサーチ情報から
掲載チャンネルを設定

【令和2年12月24日～令和3年2月24日（2か月間）】

24  
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ゲームアプリ
漫画アプリ などに表示

【ジオターゲティング広告】
スマートフォン使用者の年齢
指定をし、高校の位置情報
（住所）を追いかけて、表示
されたアプリに掲出（アプリ
を開いたときに表示）

高校生をターゲットとしたＷＥＢ広告配信②

【2か月間の配信】
県内の公立と私立高校の
ほとんどの「学校位置情
報を取得したスマホ」で
動画が表示されたことが
確認された

25
 

全県各地のサイネージへの掲出

・若者が多い繁華街
（万代シティ）

・県内の駅構内
（JR東日本、えちごトキめき鉄道）

・新潟空港
・新潟港(佐渡汽船)

26
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令和３年度
「成年年齢引き下げに伴う
消費者教育全力」キャンペーン

〇 市町村への動画等の提供と活用依頼

・（動画）市町村所管のサイネージ

・（動画）市役所等の待合場所にあるテレビ画面等

・（動画）QRコードの提供（市町村作成の啓発物への掲出）

・（画像・ポスター）成人式等での活用

開会前のモニター、オンライン開催時の掲出、

市町村のSNS等（ツイッター等）

28
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Ｒ３年度「成年年齢引き下げに伴う
消費者教育全力」キャンペーン

〇 県の高校生・保護者対象の広報活動

・（動画）WEB広告配信 ・（動画）駅や繁華街サイネージ

・（動画）Jリーグアルビレックス新潟ホーム戦の大画面スクリーン・テレビCM  

・（動画・ポスター画像）県内全ての高校3年生へ啓発用文具配付 【教育庁連携】

・（ポスター画像）教育庁刊行誌への掲載＜生徒・保護者向け＞【教育庁連携】

・（ポスター画像）生徒・保護者向けチラシの作成と配付 【教育庁連携】

・（動画・ポスター画像）新聞・ラジオ・テレビ「県からのお知らせ」広報

・（ポスター画像）県内の高校3年生一人一人に渡る進路情報冊子

・（ポスター画像）大学フェアイベントでのチラシの配付
29

 

貴重なお時間をいただきまして
ありがとうございました。

30

トッキッキ
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消費者市民社会とは、消費者一人一人が、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれる人々の状況、内外

の社会経済情勢や地球環境にまで思いを馳せて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味

しています。 

下のチェックシートで、自分の消費行動を振り返り、チェックが付かなかった項目については、できると

ころから心掛けましょう。 

消費者市民社会を目指した消費行動チェックシート 
行動ポイント チェック項目 チェック 

 

 

 

 

 

環境に配慮した 

ライフスタイル 

の実践 

１ 買う前に、本当に必要か、慎重に考えて購入している。  

２ 
おまけやセール品に安易に飛びつかず、必要な量だけ買い、買い

すぎないようにしている。 

 

３ 歯磨きや手洗いのときに、水を出しっ放しにしない。  

４ 
スマートフォンで音楽をつけっ放しにしたり、画面を明るくしす

ぎないようにしている。 

 

５ 夏の冷房時は 28℃、冬の暖房時は 20℃を目安にしている。  

６ 店員にすすめられた使い捨てスプーンなどは断る。  

７ 
エコバッグを利用しているか、または、不必要なレジ袋は買わず

にシールを貼ってもらうようにしている。 

 

８ ペットボトルはゴミになるので、マイボトルを持ち歩いている。  

９ 
洗剤などプラスチックゴミが多くならないように、詰め替えられ

るものを選んでいる。 

 

10 食べ物は好き嫌いせずに、食べ残しを出さない。  

 

 

 

 

環境・人・社会に 

やさしい商品の購入 

または 

社会的に意味のある

投資につながる消費 

11 
エコマークやリサイクルマークなどの環境ラベル付きの商品を選

んで買っている。 

 

12 
フェアトレード商品を見つけたときに、選んで買ったことがあ

る。 

 

13 
使い捨て商品より、できるだけ長く使える商品を買い、大切に使

うようにしている。 

 

14 
動物保護や環境保護などの寄付付きの商品を選んで買ったことが

ある。 

 

15 
被災地を応援するために、被災地で生産された商品を買ったこと

がある。 

 

16 地元の企業や生産者の商品を買うようにしている。  

17 障害者施設で作られた商品を買ったことがある。  

18 環境に配慮している企業の名前を 1つ以上挙げることができる。  

 

地域活動への 

参加 

19 環境イベントや地域の活動などに、積極的に参加している。  

20 ボランティア活動に積極的に参加している。  

21 地域の方に会ったらあいさつをしている。  

22 困っている方や高齢者を見かけたら、声をかけることができる。  

 

相談する 

意見を伝える 

23 消費者ホットライン１８８を知っている。  

24 購入した商品に問題があったら泣き寝入りせずに連絡する。  

25 
おかしいと思う商品や契約について、インターネット等で調べた

ことがある。または、SNS等で発信したことがある。 

 

 

消費者が主役の社会（消費者市民社会）をめざしましょう 
～社会や環境に優しい消費行動が、未来を変える～ 

エシカル消費 

エシカル消費 

引用：「生活者としての実践力を育む家庭科」（令和元年度新潟県高等学校長協会家庭部会）より 

 
とは、人や社会、環境、地域など周囲に配慮した消費をすることです。エシカル(ethical)＝倫理的・道徳的 

 

エシカル消費 
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≪参考資料一覧≫ 

【１】１８歳成年年齢引き下げに関連する資料 

日本弁護士連合会 【日弁連ホームページより】 

1-1 「狙われる１８歳！？ 消費者被害から身を守る 18 の Q&A」チラシ【岩波書店ホームページ】 

https://www.iwanami.co.jp/book/b559550.html 

1-2 ・民法の成年年齢の引き下げに伴う消費者被害に関する意見書（2017 年２月 16 日）

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170216_06.pdf 

1-3 ・連鎖販売取引における若年者等の被害防止に関する規制強化を求める意見書(2020 年 1 月

21 日) 

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2020/opinion_201021.pdf 

法務省関係 【法務省ウェブサイトより】 

2-1 ・民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書（平成 21 年）

http://www.moj.go.jp/content/000005078.pdf 

2-2 ・民法（成年年齢関係）改正 Q＆Ａ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html 

2-3 ・パンフレット「民法改正成年年齢の引下げ～若者がいきいきと活躍する社会へ～」

https://www.do-gyosei.or.jp/wp-content/uploads/2019/04/seijinnenrei.pdf 

消費者庁関係 【消費者庁ウェブサイトより】 

3-1 ・「18 歳から大人」特設ページ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_

of_adulthood/ 

・公式ツイッター

https://www.caa.go.jp/socialmedia_guideline/caa_18sai_otona/ 

政府広報 【政府広報オンラインより】 

4-1 18 歳から“大人”に！ 成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html#a1 

【２】消費者教育に関連する資料 

日本弁護士連合会関係 【日弁連ホームページより】 

5-1 ・消費者教育の推進に関する意見書（2017 年３月 17 日）

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170317.pdf 

5-2 ・消費者教育に関するイギリス・ドイツ調査報告書（2019 年 3 月 11 日～３月 16 日）

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/consumer/190311-0316_report.pdf 
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 消費者庁関係 【消費者庁ウェブサイトより】 

6-1 ・消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成３０年３月２０日変更） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/p

df/basic_policy_180320_0002.pdf 

・消費者教育の推進に関する基本的な方針（概要） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/p

df/basic_policy_180320_0001.pdf 

6-2 ・若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム(平成 30 年 2 月 20 日決定。平成

30 年 7 月 12 日改定。令和 2 年 7 月 14 日別紙修正) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/p

df/basic_policy_200715_0001.pdf 

6-3 ・「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」進捗状況（2019 年度【令和元年

度】末時点） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/p

df/basic_policy_200715_0002.pdf 

6-4 ・若年者の消費者教育分科会取りまとめ（平成 30 年６月 29 日） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/other/pdf/cpec_other_180629_0002.pdf 

・若年者の消費者教育分科会取りまとめ（概要版） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/other/pdf/cpec_other_180629_0001.pdf 

6-5 ・地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会取りまとめ（令和元年７月 31

日） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/other/pdf/cpec_other_190731_0001.pdf 

・地域における消費者教育の充実に向けた連携に関する分科会取りまとめ（概要版） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/other/pdf/cpec_other_190830_0002.pdf 

6-6 ・若年者の消費者教育分科会取りまとめ（消費者教育教材の在り方）（令和元年７月 31 日） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/other/pdf/cpec_other_190731_0002.pdf 

・若年者の消費者教育分科会取りまとめ（消費者教育教材の在り方）（概要版） 

https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/other/pdf/cpec_other_190830_0001.pdf 

6-7 「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/basic_policy/a

ssets/basic_policy_210322_0001.pdf 

6-8 社会への扉（生徒用教材） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material

/material_010/student.html#material 

社会への扉（教師用解説書） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material

/material_010/teacher.html 
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社会への扉（特別支援学校） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material

/material_010/special_school.html 

・社会への扉（徳島県における活用事例集） 

https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/pdf/project_003_190416_all.pdf 

6-9 ・平成 29 年度徳島県における「社会への扉」を活用した授業の実施効果に関する追跡調査報告

書（令和元年度調査分） 

https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/assets/future_caa_cms201_201218_04.pdf 

6-10 ・消費者教育ポータルサイト 

https://www.kportal.caa.go.jp/index.php 

 文部科学省関係 【文部科学省ホームページより】 

7-1 ・大学等及び社会教育における消費者教育の指針（平成 30 年７月 10 日改訂） 

https://www.mext.go.jp/content/1406854_02.pdf 

・大学等及び社会教育における消費者教育の指針（概要） 

https://www.mext.go.jp/content/1406854_03.pdf 

7-2 ・若年者の消費者教育推進のための実証的調査研究（令和元年度実施概要） 

https://www.mext.go.jp/content/20200515-mxt_kyousei02-100000281_1.pdf 

7-3 ・令和元年度消費者教育に関する取組状況調査報告書（令和２年３月） 

https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_kyousei02-100000280_2.pdf 

・令和元年度消費者教育に関する取組状況調査の結果について（令和２年３月 31 日） 

https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_kyousei02-100000280_1.pdf 

7-4 令和２年度文部科学省における若年者の消費者教育の推進に関する取組について 

 https://www.mext.go.jp/content/20200911-mxt_kyousei02-20200904165657_4.pdf 

 法務省関係 【法務省ウェブサイトより】 

8-1 ・成年年齢引下げに向けた高校生向けリーフレット 

http://www.moj.go.jp/content/001340211.pdf 

 国民生活センター関係 【（独）国民生活センターホームページより】 

9-1 ・消費生活センターの消費者教育情報（2021 年 2 月 3 日更新） 

http://www.kokusen.go.jp/c-edu/data/c-edu_link.html 
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