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谷口 央（日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

３ パネルディスカッション「成年年齢引下げが抱える問題点に対する施策と今後の課題」 
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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 部会⻑）

弁護⼠ ⾕ ⼝ 央

成年年齢引下げの経緯と問題点

1

年齢２０ 歳をもって、成年とする。

2022年4⽉1⽇より成年年齢引下げ
⺠法 第４条（成年）

１８

➤ 2022年4⽉1⽇ 満18歳､19歳の若者が同時に成⼈に
➤ 2022年4⽉2⽇以降 満18歳を迎える若者が順次成年に2
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2

成年年齢が「２０歳→１８歳」に変わるの意味
① 【契約年齢】

ひとりで契約することができる年齢が１８歳に。
※未成年者の契約には、 原則、法定代理⼈（親等）の同意が必要

➤同意のない契約は取り消すことができる
② 【親権の対象となる年齢】

親権の対象となる年齢が１８歳に。
※法律上、未成年者は、親権者から、

居所の指定、懲戒，職業の許可，財産管理を受ける。
3

⺠法以外の法律等で定めている年齢

例えば… 公営ギャンブルの年齢制限
飲酒、喫煙、選挙権年齢
成⼈式

それぞれの⽬的に基づいて
年齢が決められている

➤ 成年年齢の引下げとは直接関係はない 4
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出典：法務省「成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について」
https://www.moj.go.jp/content/001261083.pdf

5

6

どうして

成年年齢を引き下げることに

なったのか？
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成年年齢引下げの経緯
◇「憲法改正国⺠投票法」成⽴（H19.5）

➤ 憲法改正の国⺠投票権年齢＝満18歳以上
◇ 成年年齢引下げの可否に関する諮問（H20.2）

➤ 法制審議会に⺠法成年年齢部会を設置して検討
◇ 法制審議会による答申（H21.10.28）

➤ 【結論】成年年齢を18歳に引き下げるのが適当
※ ⺠法成年年齢部会「⺠法の成年年齢の引下げについての最終報告書」（H21.7.29）

◇ 「公職選挙法」改正（H27）
➤ 選挙権年齢 ＝ 20歳→18歳に引下げ

◇ 「⺠法」改正（H30.6.13）
➤ 成年年齢 ＝ 20歳→18歳に引下げ 7

成年年齢引下げの理由
① 若者の「⼤⼈」としての⾃覚を⾼めるため

⾃⼰決定権の尊重、積極的な社会参加への期待
② 選挙権の年齢に合わせるため

選挙権 平成27年 20歳→18歳
③ 諸外国の成年年齢と合わせるため

141か国 ／187か国 18歳成年
➤世論の状況（内閣府「⺠法の成年年齢に関する調査」）

【反対＋どちらかといえば反対】

平成20年―78.8％ 平成25年―79.4％ 8

4



5
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成年年齢引下げによる

問題・課題は？

18歳､19歳は「未成年者取消権」を失う
未成年であれば…

法定代理⼈（親等）の同意のない契約は、
取り消すことができた（⺠法 第5条2項）

成年になると…
親の同意がなくても、
ひとりで契約（買い物、借⾦など）ができるようになる。
反⾯、未成年者であることを理由に

契約を取り消すことができなくなる。 10
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② 消費者被害の予防【予防薬・防波堤】
未成年者と契約しても、
取り消される可能性があるから、

そもそもターゲットにされない

消費者トラブルから守ってくれる
未成年者取消権

① 消費者被害の救済【特効薬・後戻りの橋】
未成年者であるという理由だけで
後から契約を無かったことにできる トラブル

トラブル

11

出典︓国⺠⽣活センター「狙われる︕︖18歳・19歳「⾦（かね）」と「美（び）」の消費者トラブルに気をつけて︕」（2021年4⽉）

図．PIO‐NETにみる「18・19歳」「20～24歳」の年度別相談件数（平均値）

1.8倍

成⼈になると消費者トラブルに遭いやすいというデータも…

➡ 20歳代に多い消費者被害が
18歳,19歳にも増えてくる!?

12
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出典：消費者庁「平成29年度消費者白書」

13

出典：消費者庁「平成29年度消費者白書」

14
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新生活！若者を狙うもうけ話に注意

出典︓国⺠⽣活センター2018年4⽉11⽇発表 ⼦どもサポート情報第127号「【新⽣活︕ 若者を狙うもうけ話に注意-」

SNSで知り合った人から、もうかる話があると誘われてカフ
ェで投資ソフトについて説明を聞いた。

その後、会社の社長の自宅タワーマンションに呼ばれ、「価
格は240万円だが半額にする。その内の60万円は会社負担に
するので60万円支払ってほしい」と言われた。

「お金がない」と断ったが、消費者金融で借りればいいと言
われ、指示どおり、会社員と身分等を偽ってお金を借りた。

人を勧誘すれば8万円もらえると聞いていたが、説明とは異
なり簡単にはもうからない。

（当事者：大学生 男性）
15

16

成年年齢引下げに向けた

対策・準備状況は万全か？
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成年年齢引下げの課題への対策 ①

◇ 法制審議会による答申（H21.10.28）
➤成年年齢引下げのために必要となる3つの条件整備

① 若年者の⾃⽴を促す施策や
消費者被害拡⼤のおそれを解決する施策が実現されること

② 施策の効果等が国⺠に浸透すること
③ 施策の効果等が国⺠の意識として現れること

17

成年年齢引下げの課題への対策 ②
◇ 「⺠法」改正（H30.6.13） 参議院法務委員会の附帯決議
１ 成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡⼤を防⽌するための法整備（改正法成⽴後２年以内）

① 消費者契約法・「いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権」の創設
② 消費者契約法・事業者の情報提供における考慮要素の追加
③ 特定商取引法・連鎖販売取引、訪問販売の⾏政処分強化
④ 若年者の消費者被害防⽌・救済に必要な法整備

２ 特定商取引法・割賦販売法・貸⾦業法等による⾏政処分等の執⾏強化
３ 若年者のマルチ商法等の被害への対策と措置
４ 実践的な消費者教育の充実
⼩･中･⾼校,⼤学等,職場,地域での消費者教育の充実等

５ 若年者の⾃⽴⽀援のための必要な措置
６ 18歳,19歳の若年者に理解されやすい形で周知徹底
７ 若年消費者被害防⽌の社会的周知のための国⺠キャンペーン実施
８地⽅消費者⾏政に対する⼗分な予算措置

（相談体制の強化・拡充、情報提供、消費者教育の充実の実現ため）
18
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10

◇ ⽇本弁護⼠連合会
「１年後に迫る成年年齢引下げに伴う弊害防⽌のための
実効性ある施策の実現を求める会⻑声明」

（2021年4⽉28）
➤附帯決議で⽰されたいずれの対策も不⼗分

附帯決議の要請に応えているとは⾔い難い
未成年者取消権を失うことに対する⼿当が不⼗分

⇒ 今後、残された課題にどう対処していくか。

成年年齢引下げに向けた実際の準備状況

19

電子書籍対応

岩波書店 岩波ブックレット
狙われる18歳！？

消費者被害から身を守る

18のQ&A

20

10



本文イラスト：黒崎 玄 発行：独立行政法人国民生活センター

子子どものまわりにある、さまざまなどものまわりにある、さまざまな危険危険をおをお知知らせするらせする
第 号 
2018.4.11
127

●大学生等になると、行動範囲が広がる
　一方で、言葉巧みに勧誘されてトラブル
　に巻き込まれるケースがあり、中には、高額
　なものを借金してまで契約させられる
　という例もみられます。
●身近な友人や先輩、SNSやサークルで
　知り合った人に、マルチ取引やもうけ
　話の勧誘をされることもあります。また、

自分自身も友人を勧誘する側になり、人間
関係を壊したり、金銭トラブルに陥ったり
することもあるため、特に注意が必要です。
●もうけ話をうのみにせず、不必要な契約
は勇気を出してきっぱりと断りましょう。
●困ったときは、お住まいの自治体の消費
生活センター等に相談しましょう（消費者
ホットライン188）。

ひ と こ と ア ド バ イ ス  

さぽーとくん 

事 例  

SNSで知り合った人から、もうかる話が
あると誘われてカフェで投資ソフトに
ついて説明を聞いた。その後、会社の
社長の自宅タワーマンションに呼ばれ、
「価格は240万円だが半額にする。その
内の60万円は会社負担にするので
60万円支払ってほしい」と言われた。
「お金がない」と断ったが、消費者金融
で借りればいいと言われ、指示どおり、
会社員と身分等を偽ってお金を借りた。
人を勧誘すれば8万円もらえると聞い
ていたが、説明とは異なり簡単にはもう
からない。 （当事者：大学生　男性）

新生活！ 若者を狙う
もうけ話に注意
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成年年齢引下げ問題シンポジウム

つけ込み型勧誘規制について
2022年2⽉4⽇

⽇本弁護⼠連合会消費者問題対策委員会幹事
弁護⼠ 上⽥孝治（兵庫県弁護⼠会）

1

成年年齢の引下げと消費者契約法

消費者契約法とは・・・
①事業者が不当な勧誘（誤認させる・困惑させる・過量）

⇒消費者が、契約を取り消すことができる
②消費者にとって不当な内容の契約条項 ⇒条項の無効

〔2022年3⽉まで〕18・19歳（＝未成年者）の消費者による契約
⇒消費者契約法による保護 ＋ 未成年者取消権（⺠法）

〔2022年4⽉〜〕18・19歳（＝⺠法上の成年）の消費者による契約
⇒消費者契約法による保護

2
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成年年齢の引下げによって生じる不都合

①これまでと⽐べて、より知識や経験が少ない状態で、未成年者
取消権による保護の対象から外れる

②18歳は、⾼校を卒業し、単⾝の⽣活をはじめたり、就職をし
たりするなど、⽣活環境が⼤きく変わる時期
⇒成年年齢の引下げによって、それと同じ時期に、いきなり未
成年者取消権による保護の対象から外れる。

※18歳から20歳になるまでの「慣らし期間」がなくなる

3

成年年齢の引下げに対する、これまでの
消費者契約法での対応（平成30年改正）

①消費者を困惑させる不当な勧誘があった場合の取消権を追加
☑消費者の不安をあおって願望の実現に必要と告げて契約
☑好意の感情に乗じ、関係破綻を告げて契約（デート商法）

②事業者に、「個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で」
契約の内容についての必要な情報を提供する努⼒義務を課す
⇒消費者が若年者のときには、より基礎的な内容から説明を
することが事業者に求められている

4
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消費者契約法の「困惑」による取消類型
「第21回消費者契約に関する検討会」消費者庁作成資料から引⽤

5

つけ込み型勧誘と消費者契約法

①平成30年改正で、つけ込み型勧誘（消費者が合理的な判断を
することができない事情があり、その事情を事業者が不当に利
⽤して消費者を勧誘すること）を理由とする取消権を創設。
が、しかし・・・
⇒要件の限定

②通常国会で、消費者契約法の第３次改正が議論される予定

※知りながら、願望実現への不安をあおる

※デート商法によって契約させられる

6
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成年年齢の引下げと消費者契約法の課題

①要件的に限定された現在の消費者契約法の取消権
⇔未成年者取消権（「18・19歳」というだけで取り消せる）

②消費者契約法の第３次改正に向けた動き
⇒令和３年９⽉「消費者契約に関する検討会 報告書」
ⅰ）困惑類型のうち、「強迫類似型」の脱法防⽌規定
ⅱ）契約を締結しないという消費者の判断が妨げられるような状

況を作り、消費者の意思決定が歪められた場合の取消権
ⅲ）判断⼒の著しく低下した消費者が、⽣活に著しい⽀障を及ぼ

すような内容の契約を締結した場合の取消権

7

真に役立つ消費者契約法の改正を！

「報告書」の内容に加えて
①困惑類型のうち、「強迫類似型」だけでなく「つけ込み困惑
型」についても広くカバーできる取消権

②若年者の知識・経験不⾜につけ込むような不当な勧誘を理由と
する取消権

③もうけ話に関する消費者被害のような、⼀⽅的に期待感をあお
るなど、消費者が冷静かつ⼗分な判断ができなくなることに
よって意思決定が歪められた場合の取消権

8
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オンラインシンポジウム
「成年年齢引下げ目前！このまま突入?!」
2022年2月4日（日本弁護士連合会）

成年年齢引き下げと悪質商法
（マルチ商法を中⼼に）

弁護⼠ 塩 地 陽 介
(宮崎県弁護⼠会)

1

１ 若者の消費者被害（相談の傾向）

国⺠⽣活センターの２０２０年度の統計では、全相
談件数９３．９万件のうち
２０歳未満２．９％
２０歳代 ９．４％

※２０歳代の相談件数は２０歳未満と⽐べて多い
※成年年齢引き下げにより２０歳未満の相談が増加
することが懸念される。

2
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１ 若者の消費者被害（相談の傾向）
 国⺠⽣活センターの統計（２０２０年度）

3

１ 若者の消費者被害（相談の傾向）

２０歳代の相談件数は未成年者と⽐べて多く、その契約
⾦額も⾼額

未成年者にはあまりみられなかった「エステティック
サービス」「医療サービス」などの美容に関する相談や
「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）等の儲け話に関するトラブルが多い

成年年齢引き下げにより１８歳・１９歳に広がるおそれ

4
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２ 若者の消費者被害(特商法関連)
特定商取引法の対象
特定の勧誘・契約⽅法
→訪問販売・訪問購⼊・通信販売・電話勧誘販売

特定の取引
→連鎖販売（マルチ）、特定継続的役務提供（エス
テ等）、業務提供誘引販売（内職商法）

※ネガティブオプション（送り付け商法）
☞若者が被害に遭いやすい類型が多い

5

２ 若者の消費者被害(特商法関連)
国⺠⽣活センターの「若者向け注意喚起シリーズ」
のタイトル

№１ 美容医療サービスのトラブル－「10万円」のつもりが「70万
円」の契約︕︖即⽇施術は避けリスク等の確認を︕－

№２ 情報商材や暗号資産（仮想通貨）のトラブル－「もうかる」は
ずが、残ったのは借⾦…－

№３健康⾷品等の「定期購⼊」のトラブル－「お試し」「1回限り」
のつもりが定期購⼊に︕︖－

6
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２ 若者の消費者被害(特商法関連)
国⺠⽣活センターの「若者向け注意喚起シリーズ」のタ
イトル

№４借⾦するよう指⽰し、強引に契約を迫る⼿⼝に注意

№５怪しい副業・アルバイトのトラブル－簡単に稼げて⾼収⼊︖︕う
まい話には裏がある…－

№６ SNSをきっかけとした消費者トラブル－広告の内容はしっかり
確認︕ 知り合った相⼿が本当に信⽤できるか慎重に判断を︕－

7

３ 若者の消費者被害(マルチ商法)

「マルチ商法」
商品・サービスを契約して、次は⾃分がその

組織の勧誘者となって紹介料報酬等を得る商法。
⼈を紹介することで組織が拡⼤していくのが特
徴である。なお、「マルチ商法」は、特定商取
引法の「連鎖販売取引」とは必ずしも⼀致しな
い。

(消費者庁ウェブサイトより抜粋)

8
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３ 若者の消費者被害(マルチ商法)

「モノなしマルチ」
従来は健康⾷品や化粧品等の商品に関するものが多くみられ
たが、近年、ファンド型投資商品や副業などのサービスのマ
ルチ商法(モノなしマルチ)に関する相談が増加しており、2018
年以降は、商品よりサービスの相談が多くなっている（特に
２０歳代、２０歳未満で増加）。

例）友⼈やSNSで知り合った⼈などから、暗号資産（仮想通
貨）や海外事業等への投資やアフィリエイトなどの儲け話を
「⼈に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘され契約
→仕組みが不明、業者が解約に応じないなどのトラブル

9

３ 若者の消費者被害(マルチ商法)

「モノなしマルチ」(続き)
＜問題点＞
１ 契約のきっかけは友⼈・知⼈からの誘い
２ ⼈を紹介すれば報酬を得られることばかり強調されるが、儲け話
の実態はよく分からない

３ 友⼈・知⼈から勧誘されると断りにくい。借⾦をしてまで契約す
るケースも

４ 解約や返⾦を求めようとしても連絡先が不明確で交渉が困難

10
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３ 若者の消費者被害(マルチ商法)

後出しマルチ
・YがXに対して、「ローンを組んで買っても儲かるから返せ
る」などと⾔って、借⾦をさせて⾼額な情報商材や投資⽤Ｄ
ＶＤやソフトなどを買わせる。

・Xは買った情報商材等を使ってみたが儲からず、ローンの返済
に困る。

・Yは「他の⼈を紹介すればマージンを⽀払う」などと⾔ってX
に他の⼈を勧誘させる。

➡スタートは単なる売買契約だが、後からマルチ商法の形にな
るので、形式上は特商法の連鎖販売取引に当たらない。

11

４ ⽇弁連意⾒書（2020.10.21）

「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」

①２２歳以下の者との間の連鎖販売取引の禁⽌
と⺠事効

②利益収受型物品・役務の取引等に関する連鎖
販売取引の禁⽌と⺠事効

12
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４ ⽇弁連意⾒書（2020.10.21）

③借⼊⾦⼜はクレジット等による連鎖販売取引
の勧誘の禁⽌と⺠事効

④適格消費者団体の差⽌請求権の拡充
➡現状は成年年齢引下げに向けて若者のマルチ
被害予防のための有効な対策となる規制はと
られていない。

※特定商取引法施⾏規則31条1項5号（2020年4⽉1⽇施⾏）は判断⼒の不⾜に乗じて
契約を締結させることを禁⽌する対象を「未成年者」から「若年者」(引下げ後18
歳・19歳を含む）に広げて保護範囲を拡⼤した。

13

５ 決済⼿段の多様化と被害の拡⼤

決済⼿段 (お⾦の払わせ⽅)の多様化
決済⼿段の多様化により「借りて払う」「クレジッ

トを組む」以外にも「○○ペイ（pay)」による後払い
や、携帯電話会社によるキャリア決済等、様々な後払
い決済サービスが現れており、お⾦の払わせ⽅が増え
ている。
➡所持⾦以上の債務を負う危険性が増している。

14
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６ まとめ

（マルチ商法に限らず）契約すると抜け出すのは⼤変
➡クーリング・オフ等で解除できるのはごく⼀部。契約
から抜け出さないとお⾦を⽀払う必要あり。

払ったお⾦を取り戻すのはもっと⼤変。
➡クーリング・オフなどで契約から抜け出せたとしても、
裁判が必要になったり、業者が逃げてしまって取り戻
せないこともある。

★うまい儲け話は「ない」➡ひっかからないで︕

15
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1

成年年齢引き下げと
多重債務問題

２０２２年２⽉４⽇
弁護⼠ 松 岡 泰 樹

1

若年者の消費者被害
全 体 男 性 ⼥ 性

順位 商品・役務等 件数 順位 商品・役務等 件数 順位 商品・役務等 件数
１ 健康⾷品 4,974 １ オンラインゲーム 3,529 １ 健康⾷品 3,842

２ オンラインゲーム 4,297 ２ 化粧品 1,877 ２ 化粧品 1,224

３ 化粧品 3,133 ３ デジタルコンテン
ツその他

1,165 ３ デジタルコンテンツそ
の他

1,034

４ デジタルコンテン
ツその他

2,233 ４ 健康⾷品 1,080 ４ オンラインゲーム 649

５ アダルト情報サイ
ト

1,149 ５ アダルト情報サイ
ト

755 ５ 商品⼀般 511

６ 商品⼀般 1,060 ６ 商品⼀般 528 ６ 紳⼠服・婦⼈洋服 473

７ 紳⼠服・婦⼈洋服 742 ７ 出会い系サイト 379 ７ アダルト情報サイト 369

８ 出会い系サイト 614 ８ 紳⼠服・婦⼈洋服 263 ８ 出会い系サイト 232

消費⽣活年報２０２１から引⽤
2
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2

成年年齢引き下げに対する銀⾏等の対
応に対する報道
２０２２年１⽉９⽇付⽇本経済新聞記事（抜粋）
・⼤⼿銀⾏は親の同意がなくてもカードローンを利⽤できる緩
和策を⾒送る⽅針を決めた。・・・地⽅銀⾏も利⽤者保護の
観点から⼤⼿⾏に追随する構えを⾒せている。

・これまで証券会社では、・・・４⽉から１８歳、１９歳の新
成⼈も⼝座を開設し、投資信託などを売買できるようにする。

3

⽇本貸⾦業協会の調査結果（１）

⽇本貸⾦業協会 ２０２１年（令和３年）１０⽉１５⽇公表
「若年層の顧客に対する貸付⽅針・取組状況等に関する調査結果（２
０２１年度調査）」
調査対象：消費者向け貸付を⾏っている協会員５４７者
調査期間：２０２１（令和３）年５⽉１２⽇から同年６⽉４⽇
調査有効回答数：４２０者

若年層の顧客に対する貸付⽅針・取組状況等に関する調査結果
（案） (j-fsa.or.jp)

4

25



3

⽇本貸⾦業協会の調査結果（２）

（出典）⽇本貸⾦業協会
「若年層の顧客に対する貸
付⽅針・取組状況等に関す
る調査結果（2021年度調
査）」2021年10⽉15⽇公表

5

⽇本貸⾦業協会の調査結果（３）

（出典）⽇本貸⾦業協会
「若年層の顧客に対する貸
付⽅針・取組状況等に関す
る調査結果（2021年度調
査）」2021年10⽉15⽇公表

6
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4

⽇本貸⾦業協会の調査結果（４）

（出典）⽇本貸⾦業協会
「若年層の顧客に対する貸
付⽅針・取組状況等に関す
る調査結果（2021年度調
査）」2021年10⽉15⽇公表

7

課 題
・業者の⾃主規制には限界あり。
・親権者の同意がなく借り⼊れが可能になる（未成年者取消がな
い）。後払いはすべて借⾦との意識が⼤切。

・証券⼝座を開設し、投資が可能になる。
破産に⾄った場合、投資が⽀払い不能の主たる原因となれば、
免責不許可事由に当たる可能性あり。

8
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1

成年年齢引下げ⽬前︕
消費者教育の現状…︖
⽇本弁護⼠連合会 消費者問題対策委員会 委員

（消費者教育・ネットワーク部会）

弁 護 ⼠ 遠 藤 郁 哉

オンラインシンポジウム「成年年齢引下げ⽬前︕このまま突⼊?!」
2022年（令和4年）2⽉4⽇（⽇本弁護⼠連合会）

1

引下げ法施⾏までの過程（消費者教育）

2

成
年
＝

18
歳

⺠
法
改
正
法

の
成
⽴

消
費
者
教
育

推
進
法
施
⾏

H24.12 H30.6 R3.4

R4.4.1

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（3年間）

成年年齢引
下げに伴う
消費者教育
全⼒キャン
ペーン

◆⾼校等での消費者教育の推進
◦学習指導要領の徹底
◦消費者教育教材の開発・⼿法の⾼度化

➤「社会への扉」の活⽤
◦実務経験者の現場での活⽤

➤弁護⼠等を外部講師として活⽤
➤消費者教育コーディネーターの配置

◦教員の養成・研修

◆⼤学等での消費者教育の推進
◦消費⽣活センターとの連携等

◆その他
◦消費者教育推進計画の策定等

◆⾃治体・⼤学等へ
の働き掛け

◆関係団体への働き
掛け

◆イベント・メディ
アを通じた周知

◆消費者教育コンテ
ンツの充実・活⽤

◆消費者教育推進に関する基本⽅針（H30.3）
◦若年者の消費者教育を「当⾯の重点事項」に

◆上川陽⼦法相（当時）答弁
◦「…消費者教育の果たす役割というものの重

要性については、何度も繰り返し申し上げても⾜
りないぐらい重要なものであるというふうに思っ
ております」（H30.6.5参議院法務委員会）

◆参議院法務委員会附帯決議（H30.6.12）
◦実践的な消費者教育の実施・充実
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2

アクションプログラムの成果…︖

3
（出典）「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について（2021年3⽉21⽇）

アクションプログラムの成果…︖

4（出典）消費者庁「『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（2020年度【令和2年度】末時点）」

36



3

5（出典）消費者庁「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報
告書（平成29年度〜令和元年度総括）」（令和2年12⽉）

6
（出典）消費者庁「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報
告書（平成29年度〜令和元年度総括）」（令和2年12⽉）
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4

アクションプログラムの成果…︖

7
（出典）「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について（2021年3⽉21⽇）

令和2年度（2020年度）末
➤ 34 都道府県に設置済み

アクションプログラムの成果…︖

8（出典）令和2年度成年年齢引下げ浸透度フォローアップ調査（成年年齢引下げを⾒据えた環境整備
に関する関係府省庁連絡会議（第５回）資料10）より。なお、本調査は令和3年3⽉26⽇から28⽇に
実施されたものである。

20歳未満の若年層の約
90％は、成年年齢引下げ
の事実を知っている︕

ただし、令和4年4⽉から引下げ
られることを知っていたのは、
20歳未満の若年層でも35〜40％
程度にすぎない…
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5

アクションプログラムの成果…︖

9

（出典）令和2年度成年年齢引下げ浸透度フォローアップ調査（成年年齢引下げを⾒据えた環境整備
に関する関係府省庁連絡会議（第５回）資料10）より。なお、本調査は令和3年3⽉26⽇から28⽇に
実施されたものである。

引下げにより未成年者
取消権を⾏使できなく
なることの周知は⼗分
に進んでいない…︖

引下げを⾒据えた消費者教育…︖
○⾼校からの重点教育で⼤丈夫なのか︖

➤付け焼刃的な「知識」で⾝を守ることができるのか︖
➤推進法の趣旨に基づく⼩・中・⾼を通じた段階的・実践的な教育の仕組みは︖

○ 「社会への扉」の活⽤実績数で測れるものは︖
➤活⽤の内実はどうなのか︖
➤活⽤の効果測定はいかになされるのか︖
➤「社会への扉」の活⽤で充分と理解されないか︖

○ 引下げ当事者の若者，親，学校，教員の問題意識は︖
➤未成年者取消権の喪失の意義（防波堤の後退）は浸透しているか︖
➤想定される事態への対処⽅法は検討されているか︖

○ 多忙を極める学校現場へのフォローは︖
➤教育⾏政と消費者⾏政との連携は︖
➤消費者教育コーディネーターの経験・活⽤事例の共有の⽅法は︖

10
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1

東京都⽴⽂京⾼等学校
主任教諭 ⽯川周⼦

1

成年年齢の引き下げについて
〜 学校現場から 〜

 学校現場の現状

「消費者教育」授業実践の⼯夫

 18歳で成⼈になる若者たちの現状

2

成年年齢の引き下げについて 〜 学校現場から 〜
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2

3

 18歳で成⼈になる若者たちの現状
Q みなさんの18歳は、どのような時期でしたか︖

・部活動
・勉強

・アルバイト
・働いていた

などなど…

「⼤⼈」と「⼦ども」の間の時期

2022年4⽉以降、⾼校３年⽣のクラスの中に、
「成年」と「未成年」が混在

「未成年者取消権」が
使える⽣徒と使えない⽣徒

の混在

4

 18歳で成⼈になる若者たちの現状

特に⾼校3年⽣は、
“進路選択”という
⼤きな岐路に⽴つ時期…
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3

5

・法律に詳しくないので
「消費者問題」の授業ができるか不安…

・外部との連携も難しい…

 学校現場の現状

・増え続ける「○○教育」…

6

「私は騙されない︕」

「私も騙される︕」
「でも、対処法が分かっているから⼤丈夫」へ

「消費者教育」授業実践の⼯夫
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4

7

3.8兆円… 2020年度
消費者被害・トラブル額

(消費者庁) 
この1年間に消費者被害に
当たる経験をしたことがある

13.0％…

「消費者教育」授業実践の⼯夫

8

※支払った金額は「一部」 1.9

被害を受けた商品・サービスの既支払額

消費者庁「消費者意識調査」令和2年度実施(令和2年11月調査)
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5

9消費者庁「消費者意識調査」令和2年度実施(令和2年11月調査)

被害を受けた商品・サービスについての相談又は申出の有無

10

Q なぜ、多くの⼈が
相談もせずにお⾦を払ってしまうのか︖

・相談するのが恥ずかしい
・お⾦を払って無かったことにしたい

など…

「消費者教育」授業実践の⼯夫

・トラブルに巻き込まれてしまった⾃分が悪い
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6

11

「私は騙されない︕」

「私も騙される︕」
「でも、対処法が分かっているから⼤丈夫」へ

相⼿は騙しのプロ
騙されて当然︕

しっかり相談して
被害を防ごう︕

「消費者教育」授業実践の⼯夫

○最後に

⾼校在学中に成⼈を迎える
→ ⾝近に相談できる⼤⼈がたくさん居る

消費者トラブルの被害を防げることが増える︕

2022年4⽉から、⾼校３年⽣のクラスに
成年と未成年が混在という新たな局⾯

12

⼀緒に頑張りましょう︕
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消費者被害の実態調査 

藤林理子 
 
調査方法：Googleフォームにて作成したアンケートを、自身の SNSに載せ、回答を呼び
かけた。 
 

16 歳：１名 

18 歳：２名 

19 歳：17 名 

20 歳：25 名 

21 歳：29 名 

22 歳：20 名 

23 歳：6 名 

24 歳：2 名 

25 歳：2 名 

40 歳：1 名          

計：105 名 
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はい：100名   いいえ：5名 
 

 
 
 

 

 
 

男性：40名 女性：62名 無回答：3名 
 

 
 
 

質問１：あなたは学生ですか。 

質問２：性別を教えてください。 
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はい：59名 いいえ：46名 

 
 
 
 
 
 
 

 
はい：13名 いいえ：92名 

 
 
 
 
 

 

 

質問３：これまでに、消費者被害について学校で授業を受けた記憶がありますか？
（例えば、マルチ商法・ねずみ講・キャッチセールスなど。） 
 

質問４：110番は警察、119番は消防。では、188番は何の番号か知っていますか？ 
 

質問５：これまで消費者被害を受けた経験、聞いた経験はありますか？ 
（例えば、1回限りで購入したダイエットサプリが定期購入になっていた。／無料体験
で誘う高額エステやサロン。／インターネットショッピングで購入したが写真とは異
なる物が届いた、または届かなかった。／居酒屋の客引きに騙された。／身に覚えの
ないサイトからの料金請求があった。／突然アダルトサイトに「登録完了」された。
／SNSで知り合った人に何かを購入する契約をさせられた。／就職に有利だと有料会
員に勧誘された。 など） 
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はい：34名 いいえ：71名 

 
 
 
 
 
 
質問６：差し支えなければ、その経験について詳しく教えて下さい。 
（実体験でも、身の周りで聞いた話でも構いません。） 
 
 
 デスクトップpcを自作しようと大幅にセールされていたグラフィックボードをAmazonで

購入した。1ヶ月経っても届くことはなくカスタマーセンターに連絡したところ、同じよ
うな被害が多発しているとのこと。その後無事金額は返金してもらえたが、自身の確認不
足や知識不足があったことが事の発端だと思っている。事前知識があれば避けられていた
事だった。大きい買い物をする時はキチンと調べるべきだった 

 友達がマルチ商法に引っかかりそうになったという話を聞いたことがある。母親と買い物
中、少し別行動になった時に2人の若い女性に「友達の誕プレを一緒に探して欲しい」と
言って近づいてきたらしい。友達は怖くてそのまま逃げたが、その後調べてみたら誕プレ
を一緒に探して欲しいといって高い化粧品を見に行って買わせたりする手法らしい。だい
ぶ前に聞いた話なので間違いがあればすみません。 

 キャンセル可、キャンセル料無料の記載があるサイトで宿泊予約をしたにもかかわらず、
キャンセルできない、全額負担だといわれ消費者センターに相談した。 

 突然サイトから300万円要求された。後30分以内に振り込めば減額して18万で済むという
表示も出ていた。焦ってメールしてしまったが電話はせず、家族に相談した後、連絡して
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しまったメールアドレスは削除した。その後、請求が来たりすることもなかった。 
 友人が、お金を稼ぐためのマニュアル情報商材を買わされたが、そのあとの説明がなく担

当の人とも連絡が取れなくなったと言っていた。 
 FX詐欺(これに入金したらさらに倍になって帰ってくると言われ60万詐欺られた。) 
 定期購入縛りは無いと書かれていたはずが、複数回購入しなければ解約できない取り決め

になっていた。 
 SMSに携帯キャリアの会社を装った詐欺メッセージ 
 メールで知らないサイトの料金請求が来た。支払わなければ警察のご厄介になるみたいな

内容だった。ネットニュースで同じようなことが載っていたので無視しました。 
 画像加工のアプリでバナーをクリックすると書かれていた値段とは違う値段を請求され、

払わされた。 
 ゲームアプリ内に「〇〇サイトに会員登録すると△コインが貰える。」との表示。〇〇サ

イトは1ヶ月辺り数百円の情報料がかかるが、数日は無料である。△コインは無料期間内
に〇〇サイトを解約しても貰えるとのこと。いざ、会員登録してみると解約フォームがな
いor解約フォームが非常に解りづらくなっており、簡単に解約できない仕組みになってい
る。あるいは、解約が完了したように錯覚させるようなページを表示してくる。問い合わ
せ窓口もないor問い合わせても返ってこないor非常に解りづらい。※退会できないサイ
ト、で調べると出てきます。 
 

 ゲームのサイトを観ていたら表示されてない広告を触ったようにアダルトサイトの登録が
完了されていた 

 キャッチに騙されて行った居酒屋でぼったくられた。 
 被害はないが、ネズミ講のようなものを誘われたことはある。(怪しかった為、断った) 
 広告を間違えてタップしたら登録完了という文字がでてきた 
 某大手ケータイショップでいらないものを買わされました。 
 身に覚えのないサイトから多額の請求メールが来た 
 仮想通貨の勧誘を受けた友達が多額の投資を行ったが、利益は一切出ず元金も返ってこな

かった話は聞いたことがあります。 
 大手宅配サービスの荷物預かりサービスからのメールを模した詐欺メールが届いたことが

ある。SMSだったため、電話番号を検索したところ、悪質なメールだと分かった。 
 投資するための勉強会を高額で受けさせるもの。これを受ければ投資で成功するから受け

るべきだという理由で、勧誘していたらしい。 
 身に覚えがないのに、クレジットカードから10万円が引き落とされていた。 
 ネットショッピングの口コミで、写真と異なるものが届いたというものをよく見ます。 
 

50



■成年年齢引下げ問題・施行までの課題論点表

項目名 施策内容
０　関係府省庁連絡会議の持ち方について

0 （会議の開催）

＜関係府省庁連絡会議への第三者の意見＞
八　成年年齢引下げに向けた環境整備に向けた施策が
実効性のあるものとなるよう「成年年齢引下げを見据えた
環境整備に関する関係府省庁連絡会議」のメンバー等に
おいて、弁護士、教育関係者、消費生活相談員等を含む
第三者の意見を十分に聴取すること。

１　消費者教育
＜消費者教育の充実＞
四　自立した消費者を育成するための教育の在り方を質
量共に充実させるという観点から、以下の事項について留
意すること。

1
若年者への消費者教育に関する
関係省庁間の連携の推進

「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」の推進

１　「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」に掲げた施策を、関係省庁で緊密に連携して着
実に実施し、全国の高等学校・大学等における実践的な
消費者教育の実施を図ること。

2 学習指導要領の徹底

3
消費者教育教材の 開発，手法の高
度化

4 実務経験者の学校教育現場での活用

２　外部講師や行政機関等と連携を進めたり、消費者教
育を家庭科、社会科を始めとする教科等において実施し
たりするなど小学校・中学校・高等学校における教育を充
実すること。

5 教員の養成・研修
４　教員養成課程での消費者教育の強化など教員養成課
程の改革を進めること。

6

大学，専門学校等と消費生活セン
ターとの連携，消費者被害防止に関
する情報提供，取組の普及啓発等を
行う

7
大学，専門学校等と地元の消費生活
センターとの連携を支援し，出前講座
等を実施する

8
大学における講義実施等を通じた正
しい金融知識の普及

9
消費者教育推進計画・消費者教育推
進地域協議会の策定・設置

10
大学等及び社会教育における消費者
教育の指針の見直し

２　消費者保護施策

＜消費者契約法・つけ込み型取消権の創設＞
一　成立後２年以内に必要な措置。
１　知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断
をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消
費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取
消権（いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権）を創設するこ
と。

＜事業者の情報提供における考慮要素＞
一　成立後２年以内に必要な措置。
２　消費者契約法第三条第一項第二号の事業者の情報
提供における考慮要素については、考慮要素と提供すべ
き情報の内容との関係性を明らかにした上で、年齢、生活
の状況及び財産の状況についても要素とすること

＜特商法の連鎖販売取引・訪問販売の行政処分強化＞
一　成立後２年以内に必要な措置。
３　特定商取引法の対象となる連鎖販売取引及び訪問販
売について、消費者委員会の提言を踏まえ、若年成人の
判断力の不足に乗じて契約を締結させる行為を行政処分
の対象とすること、又は、同行為が現行の規定でも行政処
分の対象となる場合はこれを明確にするために必要な改
正を行うこと。

＜消費者被害の防止・救済に必要な法整備＞
一　成立後２年以内に必要な措置。
４　前各号に掲げるもののほか、若年者の消費者被害を
防止し、救済を図るための必要な法整備を行うこと。

11 消費者保護施策の検討
若年者の消費者被害の状況等の把
握，これを踏まえた対応

関係府省庁連絡会議・工程表
附帯決議（参議院法務委員会・2018/6/12）

高等学校等における消費者教育
の推進

３　十八歳、十九歳の若年者に対する大学・専門学校、職
場、地域における消費者教育を充実すること。

５　行政機関が学校教育以外でも積極的に消費者教育に
取り組む体制を整備すること。

大学等における消費者教育の推進

消費者教育の推進に係るその他
の取組
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項目名 施策内容

関係府省庁連絡会議・工程表
附帯決議（参議院法務委員会・2018/6/12）

＜特商法・割販法・貸金業法等の業法による執行強化＞
二　特定商取引法、割賦販売法、貸金業法その他の業法
における若年成人の被害防止を含む消費者保護のため
の規制につき、所管官庁による違反事業者に対する処分
等の執行の強化を図ること。

＜マルチ商法等への対策＞
三　成年年齢の引下げに伴い若年者のマルチ商法等に
よる消費者被害が拡大するおそれがあることから、それら
の被害の実態に即した対策について検討を行い、必要な
措置を講ずること。

３　与信審査関係

12
貸金業における貸付・信用供与
の健全性確保

若年者に対する返済能力の調査を一
層適切に行う取組を推進

13
クレジット取引における信用供与
の健全性確保

若年者に対する支払可能見込額の調
査を一層適切に行う取組を推進

４　若年者自立支援について
＜若年者の自立支援＞
五　十八歳、十九歳の若年者の自立を支援する観点か
ら、本法施行までに、以下の事項に留意した必要な措置
を講ずること。

14
将来の在り方・生き方を主体的に考え
られるキャリア教育推進事業

15
ニート・フリーター等の若者の社会的・
経済的自立に向けた支援

16 学生アルバイトの労働条件確保対策

17 労働法に関する教育，周知啓発

18

子ども・若者育成支援推進法を踏まえ
た，地方公共団体における「子ども・
若者地域協議会」・「子ども・若者総合
相談センター」の設置の推進

19
スクールカウンセラー・ソーシャルワー
カーの配置拡充

20 家庭教育支援

21
ひとり親家庭や生活困窮世帯の子ど
もへの支援

22
社会的養護における家庭教育の推進
及び自立支援

＜児童福祉法上の自立支援について＞
３　十八歳、十九歳の若年者においても個々の成熟度合
いや置かれた環境に違いがあることを踏まえ、これらの若
年者の成長発達を支援するために（特に児童福祉法上の
自立支援が後退することがないように）必要な措置を講ず
ること。
＜養育費の確保＞
１　成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である
限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり
親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取決め等につ
いて周知徹底するなど必要な措置を講ずること。
２　現在の社会経済情勢に見合った養育費算定基準につ
いて、裁判所における調査研究に協力すること。

23 主権者教育

24 法教育

25★
アダルトビデオ出演強要問題に
関する対策の推進

「いわゆるアダルトビデオ出演強要問
題・『ＪＫビジネス』問題等に関する今
後の対策」に基づく広報啓発等の推
進

５　改正民法の周知活動について
26 国民への浸透度等を調査

27 若年者との意見交換の実施

28 適切な周知活動の実施

＜国民キャンペーン＞
七　消費者被害防止のための啓発活動を実施する若者
団体等の活動への支援を行い、成年年齢引下げに伴う若
年消費者被害防止の社会的周知のための国民キャン
ペーン実施を検討すること。

６　成人式の時期や在り方等について

11 消費者保護施策の検討
若年者の消費者被害の状況等の把
握，これを踏まえた対応

※

困難を有する子供・若者への支
援の推進

その他

＜周知徹底＞
六　十八歳、十九歳の若年者に理解されやすい形で周知
徹底を図ること。

＜特商法・割販法・貸金業法等の業法による執行強化＞
【再掲】
二　特定商取引法、割賦販売法、貸金業法その他の業法
における若年成人の被害防止を含む消費者保護のため
の規制につき、所管官庁による違反事業者に対する処分
等の執行の強化を図ること。

キャリア形成支援

学生アルバイトの労働条件確保
対策、労働法に関する教育、周
知啓発

社会形成への参画支援

改正民法の周知活動について
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項目名 施策内容

関係府省庁連絡会議・工程表
附帯決議（参議院法務委員会・2018/6/12）

29 成人式の時期や在り方等について
成人式の時期や在り方等について関
係者との意見交換,取りまとめた情報
の発信

７　地方消費者行政の充実

※ （特に記載なし）

＜地方消費者行政の充実＞
九　若年者の消費者被害への相談体制の強化・拡充、情
報提供、消費者教育の充実を実現するため、地方消費者
行政について十分な予算措置を講ずること。

８　施行日までの実施状況の公表

※ （特に記載なし）

＜施行日までの実施状況の公表＞
十 施行日までに、上記に掲げた措置が実施されている
か、その措置が効果を上げているか、その効果が国民に
浸透しているかについて、効果測定や調査を実施した上
で検討し、その状況について随時公表すること。

★＝2018/9/3の第２回連絡会議で追加。
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成年年齢引下げに関する会長声明にかかる弁護士会の動向 2021/1/28

弁護士会 タイトル 公表日 URL

1 日弁連
１年後に迫る成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性
ある施策の実現を求める会長声明

4月28日
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement
/year/2021/210428.html

2 東京
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策の速やか
な実現を求める会長声明

6月15日
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-
618.html

3 第二東京
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための措置を求める
会長声明

6月18日
https://niben.jp/news/opinion/2021/202106182965.
html

4 神奈川県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効性ある施
策の実現を求める会長声明

11月12日
https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/stateme
nt/2021/post-374.html

5 埼玉 民法の成年年齢引き下げの施行期日延期を求める会長声明 11月10日
https://www.saiben.or.jp/proclamation/001057.htm
l

6 千葉県
２０２２年（令和４年）４月の成年年齢引下げに伴う消費者
被害防止のための施策ないし施行日の延期を求める会長声明

11月19日
https://www.chiba-
ben.or.jp/opinion/a2fd4a25252e0297c298dd1fe2260f
59751f1251.pdf

7 茨城県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策を求める
会長声明

11月12日
https://www.ibaben.or.jp/wp-
content/uploads/2021/10/a132132b5bc88c6436953083
8601e748.pdf

8 群馬
成年年齢引下げに伴う消費者被害拡大防止のための施策を早
急に実現することを求める会長声明

12月15日
https://www.gunben.or.jp/uploads/2021/12/2021122
3132637224.pdf

9 静岡県
「民法の一部を改正する法律」の参議院法務委員会附帯決議
事項の速やかな実現を求める会長声明

5月21日
https://www.s-
bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-ketsugi/s21-
5minnpou/

10 山梨県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策を求める
会長声明

12月10日 http://www.yama-ben.jp/statement/1481/

11 長野県
成年年齢引下げに伴う消費者被害拡大防止のための実効性あ
る施策の実現を求める会長声明

12月6日 https://www.nagaben.jp/pages/101/

12 新潟県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策を求める
会長声明

7月13日

https://niigata-bengo.or.jp/2021-07-
13%e3%80%80%e6%88%90%e5%b9%b4%e5%b9%b4%e9%bd%a2%
e5%bc%95%e4%b8%8b%e3%81%92%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%
81%86%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e8%a2%ab%e5%ae%
b3%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81/

13 大阪
成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策を求
める会長声明

7月15日 https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=261

14 京都
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための措置を求める
意見書

8月26日
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1
0000180&s=ikensyo

15 兵庫県
来年４月１日に迫る民法の成年年齢引下げに伴う若年消費者
被害の拡大防止に向けた実効性ある施策を直ちに実現するこ
とを求める会長声明

7月21日
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/210721.htm
l

16 奈良
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための措置を求める
会長声明

12月20日 https://www.naben.or.jp/seimei/9001/

17 滋賀
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効的な施策
を早急に実現すること等を求める会長声明

12月14日
https://shigaben.or.jp/about/chairman_statement/
detail.php?id=152

18 愛知県
成年年齢引き下げに伴う消費者被害の拡大防止と被害救済の
ための措置を求める会長声明

10月28日
https://www.aiben.jp/opinion-
statement/news/2021/10/post-60.html

19 三重
年年齢引下げに伴う消費者被害が拡大することを防止するた
めの実効性ある施策を早急に実現することを求める会長声明

9月14日 https://mieben.info/archives/topics/912/

20 岐阜県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効性ある施
策の実現を求める会長声明

8月6日 https://www.gifuben.org/info/statement/

21 金沢
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策の実現等
を求める会長声明

11月7日
https://kanazawa-bengo.com/info/2021/11/post-
232.html

22 富山県
１年後に迫る成年年齢引下げに伴う若年消費者被害の拡大防
止に向けた実効性ある施策を直ちに実現することを求める会
長声明

5月26日 http://tomiben.jp/archives/statement/2921

23 広島
成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害拡大防止に向けた
実効性ある施策を早急に実現することを求める会長声明

9月8日 https://www.hiroben.or.jp/iken_post/2081/

24 山口県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のために実効性ある施
策の実現を求める会長声明

10月26日
https://www.yamaguchikenben.or.jp/cgi-
bin/info2/index.cgi?mode=detail&tgtno=0290

25 岡山
成年年齢引き下げによる消費者被害を防止するための実効性
ある施策の実現を求める会長声明 10月18日 https://www.okaben.or.jp/news/3585/

26 島根県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための施策の速やか
な実現を求める会長声明

6月29日
https://www.shimaben.com/files/original/20210629
1617563216490c837.pdf

27 福岡県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための措置を求める
会長声明

11月18日
https://www.fben.jp/suggest/archives/2021/11/pos
t_404.html
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成年年齢引下げに関する会長声明にかかる弁護士会の動向 2021/1/28

弁護士会 タイトル 公表日 URL

28 佐賀県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための措置を求める
会長声明

11月4日 https://www.sagaben.or.jp/information/4063/

29 長崎県
成年年齢引き下げに伴う弊害を防止するための実効的な施策
の実現を求める声明

11月26日 https://www.nben.or.jp/archives/4497/

30 大分県
成年年齢引下げに伴う消費者被害拡大防止のための実効性あ
る施策を早急に実現することを求める会長声明 10月26日

https://www.oitakenben.or.jp/data/statement/1635
21548025416.pdf

31 熊本県
半年後に迫る成年年齢引下げに伴う若年消費者被害の拡大防
止に向けた実効性のある施策を直ちに実現することを求める
会長声明

10月14日 https://kumaben.or.jp/dayori/dayori_cat_3439/

32 鹿児島県
成年年齢引き下げに伴う消費者被害の拡大防止のための措置
を求める会長声明

1月25日 https://www.kben.jp/3421/

33 宮崎県
成年年齢引下げに伴う弊害防止のための附帯決議の早急な実
施を求める会長声明

11月26日

https://miyaben.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2021/11/seinennnennreihikisage_2
0211126.pdf

34 沖縄
成年年齢引下げによる若年者の消費者被害拡大を防止する施
策実現等を求める会長声明

7月1日
http://www.okiben.org/modules/contribution/index
.php?page=article&storyid=225

35 山形県
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効性ある施
策の速やかな実現を求める会長声明

10月22日
http://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s061
.html

36 岩手 成年年齢引き下げの施行期日延期を求める会長声明 7月14日

http://www.iwateba.jp/wp-
content/uploads/2021/07/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%B9
%B4%E9%BD%A2%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92
%E3%81%AE%E6%96%BD%E8%A1%8C%E6%9C%9F%E6%97%A5%E5

37 秋田
成年年齢引下げに伴う消費者被害防止のための実効性ある施
策の実現を求める会長声明

9月1日
https://akiben.jp/statement/2021/09/post-
157.html

38 青森県
成年年齢引下げに伴う消費者被害を防止するための法整備等
を求める会長声明

11月11日 http://www.ao-ben.jp/data/20211111seimei.pdf

39 札幌
成年年齢引下げに伴い若年者の消費者被害が拡大することを
防止するため、実効性ある施策を早急に実現することを求め
る会長声明

7月14日 https://satsuben.or.jp/statement/2021/07/14/330/

40 香川県
成年年齢引下げに伴い若年者の消費者被害が拡大することを
防止するため、実効性ある施策を早急に実現すること等を求
める会長声明

11月9日 https://kaben.jp/archives/1245

41 愛媛
成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策の実
現を求める会長声明

9月30日
https://www.ehime-
ben.or.jp/archives/2124#breadcrumb
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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 【日弁連ウェブサイトより】 

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下げに関する意見書（2016 年 2 月 18 日） 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160218_3.pdf 

・民法の成年年齢の引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 10 月

21 日) 

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

1-4 ・民法改正･･･そんなに急いでどこに行く！？成年年齢が 20 歳から 18 歳に？ ・・・どうして！？

どうなる！？ 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seinennenrei.pdf 

1-5 ・成年年齢を引き下げる「民法の一部を改正する法律」の成立に対する会長声明（2018 年 6 月

13 日） 

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2018/180613.html 

・1年後に迫る成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策の実現を求める会長声

明（2021 年 4 月 28 日） 

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210428.html 

 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 Twitter 

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

4-2 ・新成人たちよ、未来をつくれ。18 解禁-2022 年 4 月。成年年齢は、18 歳になる。 

https://gov-online.go.jp/tokusyu/seinen_18/index.html 

 

 

【２】消費者教育に関連する資料 

 日本弁護士連合会関係 【日弁連ウェブサイトより】 

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 

5-3 「お買いもので世界を変える 消費者としてどう行動すればいいのか？読めばその日から買い物

が変わる，実践的お買いもの論」【岩波書店ホームページ】 

https://www.iwanami.co.jp/book/b254483.html 

 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。令和

3 年 3 月 22 日改定。令和 2 年 7 月 14 日別添改訂) 

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

ssets/basic_policy_210623_0003.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（2020 年度【令和 2 年

度】末時点） 

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

ssets/basic_policy_210623_0001.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） 

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 
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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） 

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） 

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」キャンペーンの実施について 

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 

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 ・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報告書（平成 29 年度～令

和元年度総括）（令和 2 年 12 月） 

https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/assets/future_caa_cms201_201218_02.pdf 

・徳島県におおける「社会への扉」を活用した授業の実施効果に関する 3 年間の調査結果の取

りまとめについて（令和 2 年 12 月 22 日） 

https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/assets/future_caa_cms201_201218_01.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 2 年度実施概要） 

https://www.mext.go.jp/content/20210428-mxt_kyousei01-20210428141537.pdf 
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https://www.caa.go.jp/future/project/project_003/assets/future_caa_cms201_201218_02.pdf
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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（2022 年 1 月 31 日更新） 

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

 内閣府関係【内閣府ホームページより】 

10-1 ・成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害防止に向けた対応策に関する意見（令和 3 年 12

月 17 日） 

https://www.cao.go.jp/consumer/content/20211217_iken1.pdf 

・若者の消費者トラブルの実態-相談現場からの報告-（独立行政法人国民生活センター相談情

報部） 

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2021/357/doc/20211105_shiryou1.pdf 

10-2 ・成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書（平成 29 年 1 月） 

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2017/doc/20170110_seinen_houkoku1.pdf 

10-3 ・消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定に向けての意見（平成 29 年 11 月 8 日） 

https://www.cao.go.jp/consumer/content/20171108_20171108_iken.pdf 

・消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更案に対する意見（平成 30 年 2 月 8 日） 

https://www.cao.go.jp/consumer/content/20180213_20180208_iken.pdf 
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