鳥取県消費者教育推進計画
（平成 28 年度～平成 30 年度）

平成２８年３月
鳥取県

安全・安心で心豊かな消費者市民社会の実現へ

マイナンバーに乗じた詐欺事件やインターネットによる悪徳サイト被害、
悪質商法による高齢者被害など、時代とともに巧妙化する事件が後を絶ちま
せん。
多様化する消費者生活への脅威に立ち向かうには、地域社会をあげてスク
ラムを組んでいくと同時に「賢い消費者」を育てていかなければなりません。
また、環境・貧困・健康などへの思いやりによる消費（エシカル消費）は、
地球社会に県民が貢献していく大きな力となります。
これまで、県では市町村と共同して相談業務を民間委託することによる県
全体の相談窓口における専門性の確保や、高等教育機関と連携した公開講座
である「くらしの経済・法律講座」など独自の消費者施策を進めてまいりま
した。
この度、「鳥取県消費者教育推進計画」を取りまとめ、市町村、鳥取県消
費生活センター、学校現場や関係団体などが協力して「賢い消費者」の育成・
教育や、エシカル消費の推進に乗り出すこととしました。
これからも消費生活相談窓口での相談対応をはじめ、県民の皆様と一体と
なって、消費者の暮らしに最も身近な市町村や警察と連携し、安全・安心で
心豊かな消費者市民社会の実現に向けて挑戦してまいります。

平成２８年３月

鳥取県知事

平井 伸治
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第１

計画の基本的事項

１

計画策定の趣旨
鳥取県ではこれまで、「消費生活の安定及び向上に関する条例」に基づき、県民が自
主性をもって健全な消費生活を営むことができるよう、消費生活に関する啓発活動を推
進するとともに、消費者教育の充実にも努めてきました。
しかし、社会のグローバル化・高度情報化・高齢化などの急速な進展により、消費者
問題も多様化・複雑化しており、高齢者を中心とした悪質商法に関する被害の相談、イ
ンターネット関連のトラブルの相談などが多く寄せられています。
このような状況の中、平成２４年１２月に消費者教育の推進に関する法律(以下「消費
者教育推進法」という。)が施行され、平成２５年６月には「消費者教育の推進に関する
基本的な方針」（以下「基本方針」という。）が閣議決定されました。
消費者教育推進法及び基本方針において、消費者教育は、被害に遭わない消費者、合
理的意思決定ができる自立した消費者にとどまらず、「消費者市民社会」の形成に寄与
する消費者を育成することとされています。
また、消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとと
もに、年齢、障がいの有無など消費者の特性にも配慮した適切な方法で、学校・地域・
家庭・職域など様々な場において、かつ消費者教育を推進する多様な主体が連携して効
果的に行っていくことが求められているところです。
こうした背景や消費者教育推進法等の趣旨を踏まえ、本県においても、県内の実情や
県民の意識・ニーズをとらえ、消費者教育を総合的かつ一体的に推進するための「鳥取
県消費者教育推進計画」を策定しました。

２ 消費者教育の定義
○ 消費者教育とは、
『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民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』をいいます。
○ 消費者市民社会とは、『消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互
に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の
社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ
持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会』をいいます。
３

計画の位置付け
消費者教育推進法第１０条第１項に基づいて策定する「都道府県消費者教育推進計画」
です。

４

計画期間
平成２８年度から平成３０年度までの３年間を重点的活動期間として設定します。
なお、国の動向や県の取組の実施状況を踏まえ、必要に応じて計画期間も含めた見直
しを実施します。
1

第２
１

消費者教育の意義

消費者教育の推進の必要性
県民の消費生活の安定及び向上のためには、消費者自身が「自ら考え自ら行動する」
自立した消費者として、合理的な意思決定を行い、消費者被害の現状を認識し、危害
を回避したり、被害に遭った場合に適切に対処することができる能力を身に付けるこ
とが必要であるほか、高齢者や障がいのある人を地域で支え合うための仕組みを構築
することも重要です。
また、消費者市民社会の形成には、消費者の日々の意思決定や行動が、経済社会、
環境等に大きな影響を与えていることを認識し、公正かつ持続可能な社会を目指して
積極的に行動する消費者の育成が求められます。

２

消費者教育が育むべき力
消費者教育の範囲は広く、消費生活のあらゆる領域に関連します。国の基本方針では、
消費者教育の対象領域を次の４つに分類し、それぞれの領域で育むべき力（目標）を示
しています。
① 消費者市民社会の構築に関する領域
ア 自らの消費が環境、経済、社会及び文化等の幅広い分野において、他者に影響を及ぼし得
るものであることを理解し、適切な商品やサービスを選択できる力
イ 持続可能な社会の必要性に気づき、その実現に向けて多くの人々と協力して取り組むこと
ができる力
ウ 消費者が、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、主体的に社会参
画することの重要性を理解し、他者と協働して消費生活に関連する諸課題の解決のために
行動できる力

② 商品等やサービスの安全に関する領域
ア 商品等やサービスの情報収集に努め、内在する危険を予見し、安全性に関する表示等を確
認し、危険を回避できる力
イ 商品等やサービスによる事故・危害が生じた際に、事業者に対して補償や改善、再発防止
を求めて適切な行動をとることができる力

③ 生活の管理と契約に関する領域
ア 適切な情報収集と選択による、将来を見通した意思決定に基づき、自らの生活の管理と健
全な家計運営をすることができる力
イ 契約締結による権利や義務を明確に理解でき、違法・不公正な取引や勧誘に気づき、トラ
ブルの回避や事業者等に対して補償、改善、再発防止を求めて適切な行動をとることがで
きる力

④ 情報とメディアに関する領域
ア 高度情報化社会における情報や通信技術の重要性を理解し、情報の収集・発信により消費
生活の向上に役立てることができる力
イ 情報、メディアを批判的に吟味して適切な行動をとるとともに、個人情報管理や知的財産
保護等、様々な情報を読み解く力を身に付け、活用できる力
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第３

消費者を取り巻く現状と課題

１ 県内の消費生活相談の状況
（１）県内の消費生活相談状況の推移
県内の消費生活相談の件数は平成１５年度をピークに減少傾向ですが、全相談に占
める市町村窓口への相談割合は着実に増加しており、身近な相談先として市町村窓口
への相談が定着しつつあることが窺えます。
県

市町村

市町村割合

8,000

50.0%
7,011

7,000

5,000

2,192

6,412

6,163

45.0%
40.0%
35.0%

35.4%
2,215

31.3%

46.8%

6,519

6,263
6,000

44.4%

43.3%

2,896

2,668

2,999

30.0%

4,000

25.0%
20.0%

3,000
4,819

2,000

15.0%

4,048

3,623

3,495

3,413

10.0%

1,000

5.0%

0

0.0%
平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

（２）消費生活相談の年代別の割合
全体の相談件数は減少傾向ですが、相談件数に占める高齢層（60 歳以上）からの相
談の割合は増加傾向にあります。
若年層（29歳以下）

平成22年度

7.0%

平成23年度

6.3%

平成24年度

6.4%

平成25年度

6.7%

平成26年度

5.9%
0%

中年層（30～59歳）

高齢層（60歳以上）

60.7%

32.3%

58.1%

35.6%

55.1%

38.6%

50.8%

42.4%

55.4%
10%

20%

30%

38.7%
40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

課題の整理

○ 全体の消費生活相談件数は減少傾向にある中、近年、特殊詐欺をはじめとする
高齢者を狙った悪質な手口等による消費者被害が社会問題化しており、60 歳以
上の高齢層の相談件数・割合は増加の傾向にあります。
3

（３）消費生活相談の主な内容
アダルトサイト（ワンクリック請求）・出会い系サイトなど、インターネット有料
サービスの利用に関する相談である「放送・コンテンツ等」が平成２３年度から例年
最多であり、消費者金融・ローン・クレジットに関する相談である「融資サービス」
が続きます。これらの相談は若年層（29 歳以下）から高齢層（60 歳以上）まで、年代
を問わず、相談内容の上位を占めています。
また、高齢層を狙った悪質商法が多いため、高齢層の主な相談内容は年度によって
入れ替わりがあり、その年度に流行した悪質商法を反映しています。
■ 全体：上位５位
平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

融資サービス

融資サービス

融資サービス

融資サービス

融資サービス

放送・コンテンツ等

インターネット通信サービス

健康食品

健康食品

レンタル・リース・賃借

レンタル・リース・賃借

レンタル・リース・賃借

工事・建築・加工

レンタル・リース・賃借

工事・建築・加工

工事・建築・加工

工事・建築・加工

レンタル・リース・賃借

工事・建築・加工

ファンド型投資商品

自動車

健康食品

ファンド型投資商品

ファンド型投資商品

インターネット通信サービス

健康食品

■ 若年層（29 歳以下）：上位３位
平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

融資サービス

融資サービス

融資サービス

融資サービス

融資サービス

インターネット通信サービス

自動車

自動車

自動車

自動車

■ 高齢層（60 歳以上）：上位３位
平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

放送・コンテンツ等

健康食品

健康食品

融資サービス

融資サービス

融資サービス

放送・コンテンツ等

融資サービス

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

インターネット通信サービス

融資サービス

ファンド型投資商品

ファンド型投資商品

預貯金・証券等

課題の整理

○ 情報通信機器・環境の急速な発達に伴い、幅広い年齢層でインターネットサー
ビスに関する相談が多く、そのトラブル防止や対処に関する啓発が必要です。
○ 高齢層の主な相談内容はその年度の流行の手口を反映しており、高齢層の相談
件数・割合が増加傾向であることからも、高齢層が特に狙われ、被害にあってい
ることが窺えます。
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２

消費生活に関する県民意識調査の結果
《調査の概要》
■
■
■
■

※

対象者 20 歳以上の県内在住者 3,000 名を各市町村の選挙人名簿から無作為抽出
調査時期 平成 26 年 10 月 31 日～11 月 18 日
有効回答数 1,295 名
回収率 43.2％（1,295／3,000）
性別：男性 43%、女性 57%
年代：20 代 8%、30 代 11%、40 代 14%、50 代 18%、60 代 24%、70 代以上 25%

図表中の「ｎ」（Number of cases の略）は、設問に対する回答者の総数（以下同じ）

（１）鳥取県消費生活センター及び市町村の消費生活相談窓口の認知度
「名前は聞いたことあるが業務内容までは知らない」又は「名前も業務も分からない」という
回答の割合が県では約６割、市町村では約７割にのぼりました。
①鳥取県消費生活センター

②市町村の消費生活相談窓口
相談したことがあ
る
8.3%

名前も業務内容も
わからない
7.4%

名前は聞いたこと
があるが、業務内
容までは知らない
52.4%

相談したことがあ
る
5.5%

名前も業務内容も
わからない
19.0%

相談したことはな
いが、名前も業務
内容も知っている
32.0%

名前は聞いたこと
があるが、業務内
容までは知らない
48.3%

相談したことはな
いが、名前も業務
内容も知っている
27.2%

n=1,279

n=1,283

（２）消費者被害にあったとき「安心して相談できるところ」
「家族・親族（52.8％）」を除くと、
「市町村の消費生活センター・相談窓口（44.1％）」、
「鳥取県消費生活センター（35.9％）」と続くが、いずれも半数に満たない状況でした。
0.0

50.0

家族・親族

52.8

鳥取県消費生活センター

35.9

警察

34.6
32.2

友人・知人

27.5

購入先、利用先、営業担当者等

メーカー等の事業者
弁護士

(%)

44.1

市町村の消費生活センター・相談窓口

国民生活センター

100.0

14.0

※上位 9 位抜粋
n=1,217

13.6
8.5

課題の整理

○ 消費生活センター等の認知度や信頼度は高くないことから、これまで消費生活
センター等が行ってきた情報発信や周知は十分に浸透しておらず、さらなる工夫
が必要であることが分かりました。
5

（３）消費者問題への関心度
「関心がない（2.1％）」、「あまり関心がない（18.1％）」、「どちらともいえない（9.8％）」を合わ
せると、３割の県民が消費者問題への関心が低いことが分かりました。
関心がない
2.1%

どちらともいえない
9.8%
関心が
ある
18.2%

あまり関心がない
18.1%

ある程度関心があ
る
51.8%

n=1,252

（４）消費者講座などへの参加
「参加したことがある」との回答は 7.1％にとどまり、「実施されていることを知ら
ない」が 58.1％、
「実施されていることは知っていたが、参加したことはない」が 34.8％
にものぼりました。
参加したことがあ
る
7.1%
実施されているこ
とは知っていた
が、参加したこと
はない
34.8%
実施されているこ
とを知らない
58.1%

n=1,222

課題の整理

○ 消費者問題に関心のある県民は７割にとどまり、消費者問題に対する県民の関
心度のさらなる向上が必要です。
○ ７割の県民は消費者問題に関心があるものの、啓発講座等への参加率は低く、
講座開催の広報・周知や参加への動機付けが必要です。
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（５）被害に遭った際の相談の有無
半数以上（53.8％）の県民が、自分又は家族が被害にあっても「相談したり、伝え
たりしなかった」と回答しました。

相談したり、伝え
たりした
46.2%
相談したり、伝え
たりしなかった
53.8%

n=182

（６）相談しなかった理由
「自分にも責任があると思った」が最上位であるが、次いで「どこに相談したり、
伝えたりしたらいいか分からなかった」、「めんどうだった」、「相談などしても解
決すると思えなかった」が上位となりました。
0.0

50.0

自分にも責任があると思った
どこに相談したり、伝えたりしたらいいかわからなかった
めんどうだった

28.9
24.7

相談などしても、解決すると思えなかった

20.6

気まずい思いをしたり、もめごとになったりするのが心配だった

18.6

相談しなくても自力で解決できると思った

16.5

周りの人に被害にあったことを知られるのが恥ずかしかった

13.4

相手方から嫌がらせなどを受けるのではないかと不安だった

相談すると経済的に負担がかかると思った

6.2
4.1
20.6

その他
特に理由はない

(%)

38.1
28.9

被害を思い出したくなかった

100.0

n=97

3.1

課題の整理

○ 自分又は家族が消費者被害にあっても誰にも相談しないことが多く、また、相
談しなかった理由の上位には、消費者教育の推進により解決できる回答が多く見
られます。
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（７）被害に遭いやすい人の消費者被害を防止するために重要な取組
一般的に消費者被害に遭いやすいとされる青少年・高齢者・障がい者とも、その被
害防止のための取組として「家庭・親族で日ごろから話題にするように心がける」が
75％を超えて最上位となりました。次いで青少年では「学校の授業等で学習する」、
高齢者では「近隣同士で声を掛け合う」、障がい者では「行政と地域の障がい者と関
係のある団体とが連携して注意を呼びかける」となりました。
《青少年》

0.0

50.0

100.0 (%)
81.3

家族・親族で日ごろから話題にするよう心がける

57.2

学校の授業等で学習する

44.9

報道機関に被害情報などを取り上げてもらう
青少年の参加する地域の行事などで注意を呼びかける

22.9

行政がパンフレットなどを配布して啓発する

21.3

その他

《高齢者》

n=1,161

13.6

民生委員などに日常的に見守り・声かけ活動をしてもらう

1.0

0.0

50.0

100.0 (%)

家族・親族で日ごろから話題にするよう心がける

80.2
54.0

近隣同士で声を掛け合う

35.0

行政と地域の高齢者と関係のある団体とが連携して注意を呼びかける

32.4

民生委員などに日常的に見守り・声かけ活動をしてもらう

24.1

報道機関に被害情報などを取り上げてもらう

17.8

病院や公民館など高齢者が出かける機会の多い場所にポスターなどを掲示する

その他

《障がい者》

n=1,164

14.9

行政がパンフレットなどを配布して啓発する

0.9

0.0

50.0

100.0 (%)
77.9

家族・親族で日ごろから話題にするよう心がける

52.7

行政と地域の障がい者と関係のある団体とが連携して注意を呼びかける

50.5

障がい者の参加する地域の行事などで注意を呼びかける

38.3

民生委員などに日常的に見守り・声かけ活動をしてもらう

22.1

報道機関に被害情報などを取り上げてもらう

11.1

行政がパンフレットなどを配布して啓発する
その他

n=1,118

1.0

課題の整理

○ 一人では適切な判断がしにくく、消費者被害に遭いやすい人の消費者被害を防
止するためには、周囲の理解と支援が必要と考えられます。
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３

消費者教育に関する教育機関の実態調査の結果

《調査の概要》
■ 調査対象 県内に所在する次の教育機関（括弧は調査対象数）
幼稚園（36）、小学校（132）、中学校（63）、高等学校（32）、特別支援学校（11）
■ 調査時期 平成 26 年 11 月 17 日～12 月 1 日
■ 有効回答数（回収率）
幼稚園 28（77.8％）、小学校 115（87.1％）、中学校 53（84.1％）、
高等学校 30（93.8％）、特別支援学校 11（100％）

（１）消費者教育推進法の認知度
消費者教育推進法について、その内容までは７割以上（高等学校を除いては８割以
上）の教育機関で認知されていませんでした。
件数
幼稚園

27

小学校

114

中学校

52

高等学校

30

特別支援学校

11

0%

20%

3.7

40%

60%

48.1
14.0

80%
48.1

57.9

17.3

100%

28.1

48.1

23.3

34.6
46.7

18.2

30.0

63.6

名前も知っていて、内容も分かる

18.2

名前は知っているが、内容は分からない

知らなかった

（２）消費者教育に関する県や市町村の相談窓口の認知と活用状況
幼稚園では「知らなかった」が 71.4％を占め、小学校・中学校・高等学校・特別支
援学校では「知っているが、相談したことはない」が最も高い割合となりました。
件数

0%

幼稚園

28

0.0

小学校

114

中学校

53

高等学校

30

特別支援学校

11

20%

40%

60%

28.6

2.6

80%

100%

71.4
91.2

15.1

6.1
83.0

36.7
27.3

知っていて、相談したことがある

1.9
53.3

54.5

知っているが、相談したことはない

10.0
18.2

知らなかった

課題の整理

○ 消費者教育推進法がその内容まで認識されておらず、消費者教育を推進する上
で基本となる、法の趣旨や消費者教育の意義等について周知を図ることが必要で
す。
○ 教育機関における消費者教育の実施に際しては、消費生活相談窓口との連携が
あまりとれていない状況が分かりました。
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（３）消費者教育の実施状況に対する認識
「十分な消費者教育を実施できている」と回答した教育機関はなく、「消費者教育
をあまり実施できていない」・「分からない」と回答する教育機関も一定割合存在す
ることが分かりました。
件数

0%

小学校

95

0.0

中学校

48

0.0

高等学校

28

0.0

特別支援学校

11

0.0

20%

40%

60%

80%

67.4

100%
2.1

30.5
91.7

8.3

85.7

0.0

10.7

54.5

36.4

3.6
9.1

十分な消費者教育を実施できている

ある程度の消費者教育を実施できている

消費者教育はあまり実施できていない

分からない

（４）消費者教育の成果に対する認識
実施している消費者教育の成果について、「成果を感じない」・「分からない」と
回答する教育機関が 19～36.4％と比較的高い割合で存在する一方、「成果を大いに感
じる」と回答した教育機関は極めて少ない結果となりました。
件数

0%

小学校

95

3.2

中学校

48

2.1

高等学校

28

0.0

特別支援学校

11

0.0

20%

40%

60%

80%

77.9

5.3

72.9
67.9
63.6

成果を大いに感じる

成果を少し感じる

100%

14.6
3.6
9.1

成果を感じない

10.4

28.6
27.3

分からない

課題の整理

○ 学習指導要領等に基づいて各教育機関が実施している消費者教育について、教
育機関自身が、より成果を感じ「十分な消費者教育を実施している」と感じるこ
とができるよう、消費者教育の意義・内容・方法等に関して共通認識を図ること
が必要です。
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13.7

（５）消費者教育の実施に当たっての課題
「他の優先課題があり取り組めない」を除けば、特別支援学校を除く教育機関では「活
用できる教材が少ない」が最上位となりました。特別支援学校では「教員のスキルアッ
プを図る研修等の機会が少ない」が最上位でした。
幼稚園（n=28件)
他の優先課題があり取り
組めない
活用できる教材が少ない

小学校（n=114件)

中学校（n=53件)

活用できる教材が少ない
46.4

50.9

他の優先課題があり取り
39.3 組めない

39.5

教員のスキルアップを図
指導者や講師となる人材
る研修等の機会が少な
の情報が得られない
い
35.7
どのような取り組みをす
どのような授業をすれば
ればいいのかわからない 25.0 いいのかわからない
教員のスキルアップを図
指導者や講師となる人材
る研修等の機会が少な
の情報が得られない
17.9 い
予算がない
14.3 予算がない
幼稚園での消費者教育
に必要性を感じていない
特にない
（家庭で行うべきもの）
7.1
特にない
10.7 その他
その他
10.7

他の優先課題があり取り
組めない
活用できる教材が少ない

教員のスキルアップを図
る研修等の機会が少な
34.2 い
指導者や講師となる人材
29.8 の情報が得られない
どのような授業をすれば
いいのかわからない

23.7
3.5 予算がない
特にない
8.8
3.5 その他

高等学校（n=29件)

43.4
39.6

他の優先課題があり取り
組めない
活用できる教材が少ない

教員のスキルアップを図
る研修等の機会が少な
32.1 い
どのような授業をすれば
17.0 いいのかわからない
指導者や講師となる人材
の情報が得られない

13.2
7.5 予算がない
特にない
13.2
7.5 その他

（％）
特別支援学校（n=11件)
教員のスキルアップを図
る研修等の機会が少な
55.2 い
54.5
31.0

20.7

活用できる教材が少ない
他の優先課題があり取り
組めない

どのような授業をすれば
6.9 いいのかわからない
指導者や講師となる人材
の情報が得られない

3.4
3.4 予算がない
特にない
13.8
13.8 その他

45.5

36.4
0.0

0.0
0.0

18.2
18.2

（６）消費者教育の推進に今後必要なこと
高等学校を除く教育機関では、「教材の作成・配布」が７割を超えて第１位、次い
で「実践事例の紹介」が５割を超えて第２位となりました。
高等学校では「教材の作成配布」・「実践事例の紹介」はいずれも５割を超えて第
２位・第３位でしたが、「消費者被害の最新情報の定期的な提供」が 63.3％で最上位
となりました。
幼稚園（n=27件)
生徒（児童・幼児）向けの
教材の作成・配布
実践事例の紹介
消費者教育の
意義・必要性の啓発
教員に対する研修
講師派遣制度の充実
保護者や地域との連携
消費者教育に関する相
談窓口の周知
消費者被害の最新情報
の定期的な提供
教育委員会の方針・リー
ダーシップ
その他

（％）
小学校（n=115件)
中学校（n=53件)
高等学校（n=30件)
特別支援学校（n=11件)
生徒（児童・幼児）向けの
生徒（児童・幼児）向けの
消費者被害の最新情報
生徒（児童・幼児）向けの
77.8 教材の作成・配布
75.7 教材の作成・配布
73.6 の定期的な提供
63.3 教材の作成・配布
72.7
生徒（児童・幼児）向けの
実践事例の紹介
実践事例の紹介
実践事例の紹介
63.0
69.6
67.9 教材の作成・配布
56.7
54.5
55.6

講師派遣制度の充実

教員に対する
29.6 研修
消費者教育の
25.9 意義・必要性の啓発
22.2

保護者や地域との連携

消費者被害の最新情報
18.5 の定期的な提供
消費者教育に関する相
11.1 談窓口の周知
教育委員会の方針・リー
3.7 ダーシップ
7.4

その他

48.7

教員に対する研修

消費者被害の最新情報
33.9 の定期的な提供
29.6

講師派遣制度の充実

消費者教育の
22.6 意義・必要性の啓発
消費者教育に関する相
11.3 談窓口の周知
9.6

保護者や地域との連携

校内における教科間での
7.0 連携・体系化
教育委員会の方針・リー
0.9 ダーシップ
その他

教員に対する研修
50.0
教員に対する
消費者教育の
34.0 研修
26.7 意義・必要性の啓発
校内における教科間での
消費者教育に関する相
24.5 連携・体系化
20.0 談窓口の周知
消費者教育の
消費者被害の最新情報
15.1 意義・必要性の啓発
16.7 の定期的な提供
35.8

9.4

実践事例の紹介

講師派遣制度の充実

消費者教育に関する相
7.5 談窓口の周知
7.5

保護者や地域との連携

教育委員会の方針・リー
3.8 ダーシップ
0.0 その他

13.3
13.3

講師派遣制度の充実
保護者や地域との連携

教育委員会の方針・リー
10.0 ダーシップ
10.0
0.0

その他

課題の整理

○ 教育機関に対応を求められている課題は多く、消費者教育の優先順位は低いた
め、教職員の負担軽減を考慮し、教育現場のニーズにあった支援が必要です。
○ 各教育機関とも「教材の作成配布」、「実践事例の紹介」が必要との回答が多
く、消費者教育に関する資料・情報の提供が必要とされています。
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45.5
45.5
45.5
18.2
18.2
9.1
9.1
0.0

第４

消費者教育の推進の内容

１ 消費者教育の体系的な実施
（１）消費者教育の体系図
国の基本方針を踏まえ、消費者教育の基本的な推進内容を次のとおり体系的に整理し、
消費者教育の担い手が相互に役割を認識しながら、連携して消費者教育を推進していけ
るよう取り組みます。

計画期間中に重点的に取り組む内容（重点項目）
また、消費者教育の推進に当たっては、「第３ 消費者を取り巻く現状と課題」を踏ま
え、次の３点を計画期間中に特に重点的に取り組む内容として設定し、上記「消費者教育
の基本的な内容」に掲げる項目を縦に貫く視点で総合的に取り組みます。
重点項目１

消費生活センターを中心とした「消費者教育」の意義の普及

重点項目２

小・中・高等学校における消費者教育の一層の推進

重点項目３

高齢者・障がいのある人の消費者被害を防ぐ仕組みづくり
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（２）消費者教育の体系イメージマップの活用
国（消費者庁）は、消費者及び消費者教育の推進に従事する者が取り組むべき消費者教
育の意義や目標を理解できるよう、「消費者教育の体系イメージマップ」（※下図参照。
拡大版は P37 に添付。）を作成しています。
「消費者教育の体系イメージマップ」は、消費者教育が幼児期から高齢期までの各段階
に応じて体系的に行われるよう、消費者教育の対象領域ごと、発達段階ごとの学習目標を
整理し、全体像が明示されています。
本県においても、各ライフステージに様々な場で実施される消費者教育が、個別的・ピ
ンポイントのような取組ではなく、体系的に関連性・継続性・発展性を持って次のライフ
ステージにバトンタッチできるよう、この「消費者教育の体系イメージマップ」を活用し、
関係者が共有することを図ります。

※「消費者教育の体系イメージマップ」
ライフステージごとの整理（幼児期～高齢期）

４つの対象領域ごとの整理
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（３）消費者教育の推進体制イメージ
消費生活センターには日々様々な消費生活に関する情報が寄せられており、相談機関
として専門的な知識及び経験を有する相談員を有しています。
消費生活に関する様々な情報が集積する消費生活センターが消費者教育の中心となり、
住民に身近な地域や学校等に様々な情報を提供したり、消費者教育の担い手を支援した
りすることで、県民一人一人が自立した消費者となることを目指すとともに、地域の消
費者が学び合い、ともに支え合う地域づくりを推進します。
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２

計画期間中に重点的に取り組む内容

（１）消費生活センターを中心とした「消費者教育」の意義の普及
平成１６年に「消費者保護基本法」が「消費者基本法」に改正され、消費者の「権
利の尊重」と「自立の支援」がその基本理念とされました。
消費者教育推進法においても消費者教育の機会が提供されることは「消費者の権利」
であると明記されています。
しかしながら、県民意識調査では７割の県民が「消費者問題に関心がある」と回答
しながらも、「消費生活に関する啓発講座に参加したことがある」と回答した県民は
約７％にとどまり、消費者教育の機会の提供やその周知が十分にできていない現状が
分かりました。
消費者教育の範囲は広く、様々な場で多くの担い手が実施しており、それらの活動
を総合的かつ一体的に推進していくためには、消費生活に関する情報が集まる消費生
活センターや市町村の消費生活相談窓口がその中心的な役割を担い、情報提供や活動
支援を行っていくことが望まれます。
こうした状況を踏まえ、消費生活センターが消費者教育の中心となり、消費者教育
推進の基本となる「消費者教育の意義の普及」について重点的に取り組みます。
■ 消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口による広報・情報発信の強化
○ 消費生活センターが消費者教育の中心的な役割を果たせるよう、消費者教育に関
する様々な資料や教材、優良事例等の収集・展示をするとともに、積極的に情報
発信を行います。
○ 消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口が住民により身近な存在となる
よう、市町村とも連携してその機能や役割についての広報を展開します。
■ 「消費者市民社会の形成」という消費者教育の新たな視点の普及啓発
○ 「消費者市民社会の形成」を啓発する広報素材（映像・動画、リーフレット等）
を新たに作成し、学校・家庭・地域など、様々な場での活用を推進します。
○ 消費者市民社会の形成につながる「エシカル消費」（人や社会、環境への配慮な
ど、商品やサービスの背景にある社会的価値を考えた消費活動）の概念を普及す
るため、関係機関・団体や民間企業とも連携しながら相乗的な広報・啓発を展開
します。
■ 消費生活に関する様々な知識・情報を習得できる機会の拡充
○ 金融、情報メディア、悪質商法対策、社会的価値を考えた消費活動など、消費生
活に関する様々な知識を習得できる講座を消費生活センターが中心となり、関係
機関・団体と連携しながら、消費者大学を開学します。
■ 年代・性別などターゲットやライフスタイルに応じた効果的な広報の実施
○ 様々な広報媒体（広報誌、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、防災無線、
メール配信など）をターゲットに応じて効果的に活用し、実効性のある広報を展
開します。
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（２）小・中・高等学校における消費者教育の一層の推進
県民意識調査で「学校」は、「家庭」に次いで消費者教育を行う重要な場として意
識されています。また、子どもが学校で教わったことを保護者等に伝えることにより、
家庭でのさらなる消費者教育につながるなど、相乗的な効果も見込まれます。
しかし教育機関調査では、学校での消費者教育の実施に対して「他の優先課題があ
り取り組めない」、「活用できる教材が少ない」、「研修等の機会が少ない」など様々
な課題が浮かび上がりました。
また、消費者教育推進法について「名前も知っていて、内容も分かる」と回答のあ
った教育機関は３割に満たず、教育機関に対して消費者教育推進法の趣旨や消費者教
育の意義を改めて周知徹底する必要があります。
次世代を担う子どもたちに学校でのより効果的な消費者教育が実施されるよう、教
育機関の課題解決に向けた支援を重点的に取り組みます。
■ 教育現場での「消費者教育推進法」の趣旨及び内容の理解・普及
○ 学習指導要領等との関連性を踏まえた、学校や教員向けの消費者教育に関する連
携・支援メニュー（パンフレット）を作成し、学校関係者が集まる会議や研修会
等で配付・説明します。
■ 消費者教育を行う教職員の指導力向上のための支援
○ 消費生活センターに、教育機関等とのつなぎ役となる消費者教育支援員を配置
し、教育機関を巡回して消費者教育に関する情報発信、外部講師との調整など、
消費者教育をコーディネートすることにより、効果的な消費者教育のための支援
ができる体制を整備します。
■ 学校で活用できる啓発資料や教材を提供
○ 消費生活センターと教育委員会・教育機関等の有志による消費者教育推進ワーキ
ングチームを結成し、学校での消費者教育に有効な資料や教材の収集・作成など
を検討します。
○ 全国の優良指導事例や教材等の情報収集を行い、教育機関へ積極的に情報提供し
ます。
■ 消費者行政担当課と教育委員会・教育機関との連携
○ 消費生活センターと教育委員会・教育機関の有志による消費者教育推進ワーキン
グチームを結成し、学校での効果的な消費者教育に係る支援策を検討します。〔再
掲〕

○ 学習指導要領等との関連性を踏まえた、学校や教員向けの消費者教育に関する連
携・支援メニュー（パンフレット）を作成し、学校関係者が集まる会議や研修会
等で配付・説明します。〔再掲〕
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（３）高齢者・障がいのある人の消費者被害を防ぐ仕組みづくり
消費生活センターに寄せられる相談件数は近年減少傾向にありますが、県民意識調
査では約４割の県民が「被害にあった」又は「被害にあいそうになった」と回答し、
消費者被害が身近なものであることが分かります。
その中でも高齢者や障がいのある人が消費者被害等に巻き込まれる例は多く、特に
特殊詐欺による被害は年々増加の一途をたどり社会問題化しています。
県民意識調査では高齢者や障がいのある人の消費者被害を防止するための取組とし
て、「家族・親族で日ごろから話題にするよう心がける」に続いて、声かけや見守り
活動に関する取組が上位を占めており、高齢者や障がいのある人の身近にいる人に対
する意識付けや消費者教育が求められています。
消費者の安全・安心を確保するため、この喫緊の課題に対し、高齢者や障がいのあ
る人の消費者被害を防ぐための仕組みづくりに重点的に取り組んでいきます。
■ 高齢者や障がいのある人を地域で支えるための見守りネットワークの構築
○ 福祉分野での既存の地域見守りネットワーク関係者と消費者教育関係者が一堂
に会し、相互に役割や連携方法を確認する機会を提供します。
○ 地域住民と消費生活相談窓口とのパイプ役になる「地域消費生活サポーター」
（※
P24 参照）の養成・活動支援を行います。
■ 地域包括支援センター、障がい者地域生活支援センターとの連携
○ 地域包括支援センターや障がい者地域生活支援センターが行う会議・研修会等に
講師を派遣し、消費生活センターの機能・役割の理解と消費生活に関する情報の
共有化を図ります。
■ 高齢者等を狙った特殊詐欺や悪質商法等に対する被害防止施策の強化
○ 情報通信機器の普及や決済手段の多様化（クレジットやプリペイドカードなど）を悪
用した詐欺的商法やマイナンバーなど新たな制度に便乗した詐欺的行為など、消
費者被害の実態に即した啓発活動を迅速に実施します。
○ 深刻化する特殊詐欺被害の撲滅に向けて地域の見守りネットワーク構築を支援
します。
○ 悪質な電話勧誘による被害防止について消費者庁のモデル事業で高い効果が実
証されている自動通話録音装置（※）の普及促進を図ります。
■ 消費者団体等が実施する消費者被害防止のための自主的な活動の支援
○ 消費者団体等が行う消費者教育の推進に係る取組を幅広く支援し、特に高齢者の
消費者被害防止を目的とした事業に対して手厚く支援します。

※「自動通話録音装置」
電話機に接続することで、電話着信時に犯罪等防止のためのメッセージを流し、通話を自動
で録音することのできる装置です。電話口の犯罪行為等に対して、犯罪等の抑止・防止に効果
があることが消費者庁のモデル事業で実証されています。
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３

基本的な推進内容

（１）ライフステージや様々な場における消費者教育の推進
① 学校教育等
小・中・高等学校、特別支援学校などの学校教育においては、文部科学省が定める
学習指導要領に基づいて授業が実施されており、社会科、公民科、家庭科などを中心
に消費者教育に関する内容の充実が図られています。
幼児教育については、幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園において、それぞ
れ幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づ
き、社会生活に必要な基本的な力を身に付けていくための教育が行われています。
消費者教育は「生活する力」を養う教育であり、個々の子どもたちの「生きる力」
を育むという学習指導要領等の理念と重なるものです。
また、消費者教育を通じて消費者市民社会への積極的な参加を促すことは、学校教
育における「社会の有為な形成者を育てる」という観点にも合致するものであり、環
境教育、食育、地産地消、国際理解教育などと合わせ、持続可能な社会を目指す学び
として体系的に実施されることが望まれます。
県では学習指導要領等の趣旨に基づいて、各教育機関が充実した消費者教育を行う
ことができるよう努めるとともに、
「消費者教育の体系イメージマップ」などを共有・
活用し、段階的・体系的な消費者教育を推進します。

■ 早期（幼児期）からの段階的な消費者教育の推進
○ 教育委員会を始めとした教育部局と消費者行政担当部局が連携し、幼児、児童、
生徒の発達段階に応じた適切な消費者教育を推進します。
■ 学習指導要領等に基づく消費者教育の推進
○ 学習指導要領等における消費者教育の位置づけの周知を図り、関係者の再確認を
促します。
○ 学習指導要領等に基づく消費者教育が効果的に展開されるため、教育機関に対し
て、優れた指導事例・教材などの情報提供や専門知識を有する外部講師の活用を支
援します。
■ 教育機関が保護者に対して行う情報提供等の支援
○ 保護者が家庭での消費者教育に活用できる教材・啓発資料等を提供し、ＰＴＡが
行う催し等に消費者教育のテーマ設定などを提案します。
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② 大学等の高等教育機関
成年と未成年が混在する大学等の高等教育機関においては、消費者としての権利や
責任が大きく変化する時期であることを踏まえ、大学等として積極的に消費者教育に
取り組むことが期待されます。
特に社会経験の浅い若者世代を狙った悪質商法の被害や契約等のトラブルに遭う
学生も少なくなく、学生に対して、様々な消費生活に関する情報、消費者問題に関す
る知識の提供機会を拡大していくことが望まれます。
また、契約の基礎知識やトラブル時の対処方法にとどまらず、近い将来、社会人と
なる学生に対して、消費者市民社会の構築の重要性を伝え、自立した社会人としての
消費者、職業人としての生産者・サービス提供者の育成等を行っていくことも期待さ
れます。
こうした背景から県ではこれまで県内の大学等と連携して、「くらしの経済・法律
講座」
（※）を開設し、消費生活に関する情報提供や学習の機会を提供してきました。
今後も各大学等の特色や教育課程を踏まえ、教職員との共通理解を図りながら、さ
らなる消費者教育の充実に努めます。

■ 大学（短大・高専）と連携した講座の開設
○ 消費生活に関する情報やくらしの中の法律・経済に関する知識を提供する「くら
しの経済・法律講座」を大学等の高等教育機関と連携して開催し、学生への消費者
教育を推進します。
■ 新社会人に対する効果的な消費者教育の推進
○ 鳥取県金融広報委員会（P26 参照）とも連携し、消費者教育に関する講座のテーマ
や講師派遣のメニューを作成し、新社会人間近の学生を持つ大学や実業高校等に自
主的な消費者教育を提案します。

※「くらしの経済・法律講座」
県内４つの高等教育機関（鳥取大学、公立鳥取環境大学、鳥取短期大学、米子工業高等専門学
校）と鳥取県消費生活センターが連携して開催する公開講座です。
平成 17 年度から毎年実施しており、県民が学生とともに消費生活に係る高度な知識を習得でき
る機会として、消費生活相談員、弁護士、大学教授など各分野の専門家を講師に招き、各大学等
で全 14～15 回の体系的・専門的な講座として開催しています。
事前申込みは必要ですが、受講は無料であり、平成 26 年度までに延べ約 2,500 人の県民が受講
しています。
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③ 家 庭
県民意識調査において、家庭は消費者教育を行うための最も重要な場と意識されて
います。
家庭においては、保護者等が子どもに対し、物やお金の大切さ、社会環境への配慮、
情報通信機器の使い方など、消費生活に関する基本的な知識を身に付けさせる教育が
期待されています。
また、高齢者を狙った詐欺的な勧誘の被害を防止するためには、家族間で情報共有
していくことが重要です。
県ではこうした家庭内での消費者教育を支援するため、市町村・教育機関・ＰＴＡ
などと連携しながら、家庭での消費者教育の充実、消費生活に関する話題づくりに向
けての情報提供や啓発活動を行います。

■ 家庭における消費者教育のための資料や学習機会の提供
○ 家庭での消費者教育に活用できる資料や消費生活に関する学習機会を提供しま
す。
○ 教育機関を通じて、保護者が家庭での消費者教育に活用できる教材・啓発資料等
を提供し、ＰＴＡが行う催し等に消費者教育のテーマ設定を提案します。〔再掲〕

④ 職 域
社会環境が変化し続ける中で、学校教育で得た知識と社会に出てから必要となる知
識は必ずしも一致しないことがありますが、一般に社会に出ると学習の機会は減少し
ます。
そのため職域では、事業者がその従業者に対して消費生活に関する知識及び理解を
深めるための消費者教育を行うことが求められています。
特に職域が有する働き盛りの年代は消費行動も多いため、消費者市民社会の形成に
積極的に参画できるような情報提供や教育・啓発を行うことで大きな効果が期待され
ます。
県では事業者による消費者教育の推進に向けて、消費生活に関する情報を提供する
とともに、事業者が行う研修等への講師派遣、資料・教材の提供等を行い、事業者に
よる自主的な消費者教育の活動を支援します。

■ 職域への消費者教育に関する情報提供・講師派遣等による支援
○ 入社時や退職前の時期における消費者教育に活用できる資料の提供や研修への講
師派遣等を行い、職域での消費者教育を支援します。
○ 行政機関・教育機関も含め、大規模事業所を中心に、消費者教育に関する情報発
信、支援メニューの提案を行い、職域における消費者教育の活性化を推進します。
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⑤ 地 域
地域には市町村をはじめ、町内会・自治会、消費者団体、福祉関係者など、消費者
教育の多様な担い手が存在し、様々な活動を行っています。
こうした地域における多様な担い手の活動が一層効果的に展開されるよう、消費生
活センターが消費者教育の中心的施設となり、消費者教育に必要な情報提供や講師派
遣を行うなど、担い手の活動を支援することが求められます。
また、高齢化や核家族化が進む中で、孤立しがちな単身の高齢者や障がいのある人
を地域で支え合うための仕組みが求められており、地域住民に対して直接教育を行う
機会を設けるだけではなく、支え合いの仕組みの中で消費者教育が展開される必要も
あります。
県では、地域の消費者が支え合うとともに、また消費者一人一人が消費者教育の
担い手となって情報を伝え、学び合う地域社会を目指して、市町村との適切な役割
分担のもと、広域的な視点から地域の取組・仕組みづくりを支援します。

■ 地域住民の消費者意識を向上させていくための啓発講座の充実
○ 消費生活センターが地域における消費者教育の中心施設となり、消費者教育に関
する様々な情報を提供したり、消費者教育の担い手を支援する場となることを推
進します。
○ 大学等の高等教育機関と連携し、日々のくらしの中で必要な法律や経済に関する
知識を深めるための講座を共同で企画し、一般県民に開放します。
■ 高齢者や障がいのある人を地域で支えるための見守りネットワークの構築
○ 高齢者や障がいのある人を地域で支えるための見守りネットワークの中で消費
者教育が行われるよう、消費生活に関する情報を提供するとともに、相互の連携
を支援します。
■ 地域消費生活サポーター（※P24 参照）への情報提供・活動支援
○ 消費生活に関する地域の見守り役であり、消費生活相談窓口とのパイプ役を担う
「地域消費生活サポーター」に適宜情報を提供し、その活動を支援します。

21

（２）消費者教育推進の人材（担い手）の育成・支援
① 学校教育等の教職員
教育機関の教職員には、主に幼児期・学生期における消費者教育の推進役として大
きな役割が期待されており、消費者教育の充実・強化にはその指導力のさらなる向上
が不可欠です。
一方で、教育機関調査では、消費者教育を実施するに当たり、「他の優先課題が
あり取り組めない」、「教員のスキルアップを図る研修等の機会が少ない」、「活
用できる教材が少ない」といった課題が多くの学校から寄せられています。
また、学校での消費者教育は、学習指導要領で社会科、家庭科などの教科ごとにそ
の内容が定められていますが、各教科の担当教員が連携して、消費者教育を体系的に
実施するためには、各学校において教科等のつながりを明確にし、消費者教育を行う
ことが求められます。
県ではこうした課題の解決に向け、学習指導要領等に基づき、ねらい及び各教科を
関連させて全教育活動を通して計画的に充実した消費者教育が実施されるよう、教育
委員会と消費者行政担当部局が連携し必要な支援策を行います。

■ 消費者教育を担当する教職員の指導力向上等のための支援
○ 国等が行う消費者教育のカリキュラムや教材の開発、教員研修などについての調
査研究の成果等を収集し、積極的に情報提供します。
○ 教科別研修会への講師派遣等による消費者教育の学習を支援します。
■ 学校現場で活用できる広報・啓発資料や教材の提供
○ 消費生活に関する情報や消費者教育の教材、外部講師の情報など、消費生活セン
ターホームページの内容を充実します。
○ 学習指導要領等との関連性を踏まえた、学校や教員向けの消費者教育に関する連
携・支援メニュー（パンフレット）を作成します。〔再掲〕
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② 大学等の高等教育機関の教職員
大学等の教職員には専門的な教育のみならず、社会経験の浅い学生に対して、消費
者問題も含めた生活面の幅広い教育を行うことが期待されます。
さらに、学生がボランティアや研究活動の一環として行う自主的な活動（地域の見
守り活動等に参加したり、サークル等で地産地消、フェアトレードや社会的価値を考
えた消費活動について実践していくなど）を支援し、消費者市民社会の担い手の一員
として役割を果たしていくよう教育することも期待されます。
こうした大学等に期待される消費者教育を実施するためには、教職員自らが消費者
教育の必要性・重要性を理解し、知識を深め、指導力を向上することが必要です。
県では、大学等の教職員が学生に対し効果的な消費者教育が実施できるよう、大学
等との連携講座の企画等を通じて、消費者問題に関する啓発、情報提供を行います。
■ 大学等との連携講座の開設、講座の企画支援
○ 大学等の教職員へ消費者教育に関する資料・教材等を提供するほか、大学等と共
同で「くらしの経済・法律講座」（P19 参照）を企画・実施することにより消費者
教育への理解と指導力向上を支援します。
○ 国民生活センター等が実施する消費者教育に関する研修の情報提供を行い、積極
的な参加を促します。

③ 消費生活相談員
消費生活相談員は日常的に直接消費者からの相談を受けており、消費生活に関す
る様々な専門的知識や豊富な経験を持っています。
消費生活相談員はその知識や経験を踏まえて啓発活動を行ったり、学校や地域に
おける出前講座の講師として消費者教育の中心的役割を担うことが期待されます。
県では、消費生活相談員が地域において消費者教育の中心的な役割を担えるよう、
資質向上のための学習の機会を提供するとともに、既存の地域ネットワークとの関
わりを深めるための施策に取り組みます。
■ 消費生活相談員が地域における消費者教育の中心的な役割を担うための仕組みづ
くり
○ 国民生活センターが実施する消費生活相談員向けの専門研修への参加機会を確保
し、消費生活相談員の資質向上を図ります。
○ 消費生活相談員と教育関係者が共同で消費者教育の推進方法を協議する機会を設
定し、連携を推進します。
○ 既存の地域見守り活動者との連携を深め、地域住民の消費生活に関する情報が消
費生活相談窓口（消費生活相談員等）に集まる仕組みづくりを推進します。
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④ 地域の人材
地域には、町内会・自治会、消費者団体、福祉関係者、事業者など、地域住民の見
守りを行い、消費者教育・啓発の担い手となることが期待される様々な人材がいます。
地域における消費者教育の仕組みとして、そうした消費者教育の担い手がそれぞれ
の強み・特長を活かしながら、それぞれの活動を行う中で、消費生活センターがその
中心となって、それぞれの活動の連携を図ったり、支援したりすることがより効果的
と考えられます。
また、地域住民一人一人が、個人としての行動や見守り等の担い手として行動す
るだけではなく、そうした地域のネットワークに積極的に参加していくことも望ま
れます。
県では、こうした地域における消費者教育の担い手、特に高齢者や障がいのある人
に対する見守り関係者への情報提供・情報発信を行うとともに、市町村との適切な役
割分担のもと、広域的な観点から、地域活動の連携・ネットワークづくりを支援しま
す。
■ 地域消費生活サポーター（※）の養成・活動支援
○ 消費生活に関する地域の見守り役であり、消費生活相談窓口とのパイプ役を担う
「地域消費生活サポーター」を養成し、その活動を支援します。〔再掲〕
■ 地域の福祉関係者・見守りの担い手への情報提供及び研修機会の提供
○ 民生委員・愛の輪協力員（※）など、地域の福祉関係者・見守りの担い手に対し、
消費生活に関する情報提供・学習の機会を提供します。
○ 地域の見守り関係者が一堂に会して学習する機会を設定し、消費生活に関する地
域見守りネットワークの構築を支援します。

※「地域消費生活サポーター」
身近な地域住民の見守りや消費生活相談窓口との橋渡し役（パイプ役）になる活動を期待して、
県が養成・認定し、市町村が活用する、地域における消費者啓発のリーダー的存在です。
消費生活センターが認定した講座（消費生活の基礎的知識を有する人材となりえる講座）の修了
者のうち、地域消費生活サポーターの趣旨に賛同される人を認定しており、平成 26 年度までに県
内 17 市町村で延べ 336 名が地域消費生活サポーターの認定を受けています。

※「愛の輪協力員」
民生委員・児童委員、自治会長等と連携して、ひとり暮らしの高齢者への声かけや見守りを行い、
地域の高齢者が安心して暮らせるよう支援する近隣ボランティアで、市町村社会福祉協議会が委嘱
しています。
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（３）消費者教育を推進する関係機関・団体等との連携
① 市町村
県全体の消費生活相談件数に占める市町村窓口での受付割合は年々増加しており、
市町村が地域住民に身近な消費生活相談窓口として定着してきています。
消費者教育においても、住民に最も身近な存在であり、住民の生活に幅広く密着
した行政を担う市町村が、それぞれの地域の特性に応じたきめ細やかな内容や手法
で消費者教育を実施し、住民一人一人に対してすき間なく消費者教育の機会を提供
することが望まれます。
県では市町村との適切な役割分担のもと、市町村が効果的・効率的に消費者教育
を実施できるよう、広域的な観点から市町村の取組を支援します。

■ 市町村との情報共有・意見交換の機会の確保
○ 定期的に市町村との情報共有・意見交換の機会を確保し、相互に役割分担を確認
するとともに、県内市町村間の情報共有と連携を推進します。
■ 市町村職員への消費者教育に関する研修の充実
○ 市町村の消費者行政担当職員に対する研修を実施するとともに、市町村による消
費者教育推進地域協議会の設置や消費者教育推進計画の策定を支援します。
○ 地域の見守り関係者が一堂に会して学習する機会を設定し、消費生活に関する地
域見守りネットワークの構築を支援します。〔再掲〕
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② 消費者団体・事業者団体等
消費者団体は、地域に密着した消費者教育の担い手であり、その自主的な取組とと
もに、学校・地域・家庭・職域その他の様々な場所において行われる消費者教育への
協力が期待されています。
事業者団体には、消費者からの質問や情報提供、消費者との対話から生まれた環境
面や安全面での事業の改善等に関する情報を事業活動に生かすとともに、積極的に消
費者に発信することも期待されます。
特に、県内の行政機関、金融機関、報道機関、関係団体の代表者で構成される鳥取
県金融広報委員会（※）は、中立・公正な立場から暮らしに身近な金融に関する広報
及び消費者教育活動を行う団体であり、その取組と連携・協働することで大きな相乗
効果が見込まれます。
県では、こうした消費者団体や事業者団体等の自主性を尊重しつつ、その活動を支
援し、相互の情報共有や連携を図っていきます。
■ 消費者団体等の消費者教育に関する自主的な活動の支援
○ 消費者トラブルの防止や消費者市民社会の形成につながる講演会の開催・啓発資
料の作成など、消費者団体等による自主的な活動を支援します。
○ 定期的に消費者団体等との意見交換の機会を確保し、相互のニーズを確認の上、
協働を推進します。
■ 事業者団体への情報提供、講師派遣等の支援
○ 事業者団体が主催する会議・研修等に積極的に参加し、消費者教育に関する情報
を発信します。
○ 消費者教育に関する講師派遣、教材の提供など、消費者教育の支援メニュー（パ
ンフレット）を作成し、周知します。
■ 鳥取県金融広報委員会との連携
○ 金銭・金融教育において実績のある鳥取県金融広報委員会の取組と有機的に連携
し、共同講座の開催など相乗的な効果を図ります。

※「鳥取県金融広報委員会」
健全で合理的な家計運営のために、金融広報中央委員会（事務局：日本銀行情報サービス局）
等と連携し、中立・公正な立場から暮らしに身近な金融に関する広報及び消費者教育活動を行
う団体で、鳥取県内の行政機関、金融機関、報道機関、関係団体の代表者で構成されています。
金融・金銭教育に関する学習・指導に活用できる資料の提供・貸出、学習会などへの講師の
無料派遣などにより、金融・金銭教育の普及を行っています。
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③ 福祉関係団体
消費者被害の防止・回復には、身近な人の気づきにより迅速に適切な相談機関に情
報がつながることが非常に重要です。
福祉の分野においては、すでに見守りネットワークが広く存在することから、こう
した既存のネットワークと連携し、消費生活に関する情報を共有して、見守りネット
ワーク関係者による消費者啓発・教育の仕組みをつくることが効果的です。
県では、消費生活センターと、地域包括支援センター・障がい者地域生活支援セン
ター等の福祉に関する相談機関や、社会福祉協議会など福祉団体との連携を進め、相
互に機能・役割を確認し合い、消費者トラブルに迅速に対応できるネットワークづく
りを推進します。
■ 福祉に関する相談機関との連携
○ 高齢者や障がいのある人、又はその支援者からの相談が寄せられる地域包括支援
センター、障がい者地域生活支援センターなど、福祉に関する相談機関と消費生
活センターが相互に役割を確認し、連携を推進します。
■ 福祉関係団体との連携
○ 福祉に関する見守り関係者（民生委員、愛の輪協力員など）を把握している社会
福祉協議会をはじめとする福祉関係団体との連携し、支援者・見守り関係者が相
談窓口へのつなぎ役となる仕組みづくりを推進します。

④ その他の消費者施策・消費生活に関連する教育を行う機関・団体・事業者等
消費者施策の中で消費者の安全・安心の確保は最も重要な使命であり、消費者教
育の推進にあたっては、それらの消費者施策が効果的に実施されることに留意した
展開が必要です。
また、環境教育、食育、国際理解教育などの教育は、それぞれ教育の目的や内容、
対象範囲は異なりますが、消費生活にも大きく関連性があり、消費者市民社会の構
築、持続可能な社会の形成という観点から消費者教育の内容と重なる部分が多くあ
ります。
こうした、その他の消費者施策や消費生活に関連する教育を行う機関・団体・事
業者等と連携しながら、相乗的な効果が図れるよう留意しながら消費者教育を推進
します。
■ その他の消費者施策を行う機関・団体・事業者等との連携
○ 消費者の安全・安心の確保など、その他の消費者施策が効果的に実施されること
を踏まえた消費者教育を推進します。
■「持続可能な社会の形成」に向けた教育を行う機関・団体・事業者等との連携
○ 環境教育、食育、国際理解教育など、その他の消費生活に関連する教育を所管す
る関係機関等と相互に取組内容や進捗状況等を共有し、教材等を活用し合うなど、
効果的・効率的な教育を推進します。
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第５

推進体制等

１ 推進体制
○ 教育関係者、消費者団体、事業者団体、福祉関係団体など消費者教育の担い手にな
ることが期待される様々な主体が、本計画を共有し、それぞれの特徴や強みを生か
しながら相互に連携・協働し、体系的・効果的に消費者教育を展開することができ
るよう、本計画の周知・徹底を図ります。
○ 県域における消費者教育施策の推進については、消費生活センター及び教育委員会
をはじめとする関係機関が情報共有の上、有機的に連携し効果的に推進していくこ
とに努めるとともに、「鳥取県消費者教育推進地域協議会」（※）にその取組状況を
適宜報告することで計画の実行性を担保します。
２ 成果の検証
○ 本計画に基づき推進していく消費者教育を実行性のあるものとするため、計画の進
行管理や成果の検証について、毎年度、鳥取県消費者教育推進地域協議会を開催し、
目標設定や評価方法等も含めて検討します。
○ 鳥取県消費者教育推進地域協議会による成果の検証・評価に対する意見を踏まえ、
消費者教育のさらなる推進に向け計画の見直しを検討していきます。
※「鳥取県消費者教育推進地域協議会」
消費者教育推進法第 20 条で都道府県及び市町村に組織するよう努めることとされている協
議会です。消費者教育における構成員相互の情報交換及び調整のほか、都道府県等の消費者教
育推進計画の作成や変更に関し、意見を述べることとされています。
本県では消費者教育推進法で例示される消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関
係者等に加え、法律専門家、地域の見守り活動者を加えた 16 名の委員で構成しています。
【鳥取県消費者教育推進地域協議会 委員名簿】（平成28年3月現在）
区分

細区分

氏 名

消費者

－

加藤 美恵子

消費者団体

－

北中 裕子

鳥取市消費者団体連絡協議会

事業者

－

藤岡 敏治

株式会社 新日本海新聞社 鳥取南専売所 (所長）

事業者団体

－

相見 浩絵

鳥取県商工会連合会 （総務課係長）

法律専門家

弁護士

高橋 真一

鳥取県弁護士会 （消費者問題対策委員会委員）

高齢者

山本 登司

社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会 （福祉振興部長）

青少年

布廣 覚

被害防止・
見守り活動

教育関係者

関係機関等

所属（役職・肩書）

備 考

（一般公募委員）

副会長

青少年育成鳥取県民会議 （委員）

障がい者

植村 ゆかり

大学生等

加藤 博和

国立米子工業高等専門学校 （准教授）

高校生

山本 美和

県立岩美高等学校 （教頭）

中学生

大島 泰文

鳥取市立湖東中学校 （社会科教諭）

小学生

矢田 敏子

倉吉市立河北小学校 （２年生教諭）

幼児

西垣 恭子

鳥取第二幼稚園 （園長）

NPO法人 地域活動支援センターおおぞら （理事長）

４市代表

福谷 千秋

米子市（市民環境部次長兼市民相談課長）

町村代表

藤原 祐二

若桜町（町民福祉課長）

相談機関

福田 登代子

NPO法人 コンシューマーズサポート鳥取 （副理事長）
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会長

