鳥取県消費者教育推進計画
（2019 年度～2023 年度）

平成 31 年 3 月
鳥取県

安全・安心な消費生活と消費者市民社会の実現へ
インターネットの利用に伴うトラブルや振り込め詐欺をはじめとする特殊
詐欺事件は後を絶たず、消費者被害はこれまで以上に多様化・複雑化し、私
たちの日々の暮らしを脅かしています。
日常生活を取り巻く社会情勢が刻々と変化している中、2022 年には、成年
年齢の 18 歳への引き下げが予定されており、若者が消費者としての資質をき
ちんと備えることでトラブルに巻き込まれないように、地域をあげて取組を
強化していかなければなりません。
こうした社会情勢の変化に対応し、多様化する消費者生活への脅威に立ち
向かうためには、県民一人ひとり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、自立した消費者を育てていくと同時に地域社会をあげて高
齢者や障がいのある人などを守るためのネットワークを構築していかなけれ
ばなりません。
また、将来に向かって持続可能な社会を形成するためには、「エシカル消
費」と称される、環境や人・社会、地域に配慮した思いやり消費の推進も大
きな原動力となるでしょう。
県では、相談業務の民間委託により消費生活相談窓口における専門性を確
保するとともに、平成２８年３月に「鳥取県消費者教育推進計画」を策定し、
市町村、教育機関や関係団体などと協力して、消費生活に関する知識や情報
を習得できる「とっとり消費者大学」を通年で開催するなど消費者教育の機
会を拡充し、「賢い消費者」の育成やエシカル消費の普及啓発などを総合的
かつ一体的に推進してまいりました。
この度、成年年齢の引き下げも視野に入れながら、消費者教育のさらなる
充実を目指して、当該計画の改定を行うことといたしました。
今後も関係機関及び県民の皆様と一体となり、消費生活相談窓口での相談対
応をはじめとする安全・安心な消費生活と持続可能な社会を形成する消費者
市民社会の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
平成３１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
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。
この消費者教育推進法及び基本方針においては、消費者教育は、被害にあわない消費
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、幼児期から高齢期までの各段階に応じた消費者教育が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、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ます。
鳥取県では、「消費生活の安定及び向上に関する条例」（昭和５５年制定）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。
近年、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、インター
ネット・メールによる悪質商法やワンクリック請求による消費者被害、振り込め詐欺を
はじめとするいわゆる特殊詐欺事件が全国的に増加するなど、消費者問題も多様化・複
雑化しています。
こうした背景や消費者教育推進法等の趣旨を踏まえ、本県において平成２８年３月に
定めた計画は、基本方針や社会情勢の変化等に対応するため、平成３０年度までの計画
としていましたので、この度、計画の改定を行うものです。

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：『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』

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
計画期間は、２０１９年度から２０２３年度までの５年間とし、必要に応じて見直し
を行います。
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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、被害にあ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
要です。
また、高齢者や障がいのある人を地域で見守り、支え合うための仕組みを構築するこ
とも重要です。
さらに、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た上で、２０１５年に国連サミットで採
択された「持続可能な開発目標(SDGｓ)」(※)を理解し、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。
※「持続可能な開発目標（SDGs）」：２０１５年の国連サミットで採択された２０１６年から２０３０
年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための１７の目標、１６９のターゲットから構成され、
「地球上の誰一人として取り残さない」ことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自
身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

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。国の基本方針で示
された消費者教育の次の４つの対象領域における育むべき力（目標）に沿いながら、消
費者教育を推進することが有効です。
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は、平成１５年度をピークに減少傾向で推移していましたが、
主に高齢層（60 歳以上）を狙った架空請求はがきの送りつけに関する相談が平成２９
年度から急増し、相談件数は増加に転じています。
なお、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。

（２）消費生活相談の年代別の割合
全相談件数に占める高齢層（60 歳以上）からの相談の割合が増加傾向にあります。

課題の整理

○ 消費生活相談件数は減少傾向にありましたが、近年、特殊詐欺をはじめとする主
に高齢者を狙った消費者被害が社会問題化しており、県内でも相談件数は増加に転
じています。特に 60 歳以上の高齢層の消費生活相談割合が増加傾向にあるため、
被害の未然防止対策への取組が必要です。
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」が最も多く、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」が幅広い年齢層で相談内容
の上位を占めています。
また、高齢層を狙った多様な手口による悪質商法が存在するため、高齢層の相談内
容は年度によって変動があります。
■ 全体：上位５位
順位

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

1

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

2

商品一般

融資サービス

融資サービス

融資サービス

融資サービス

3

相談その他

インターネット通信サービス

商品一般

インターネット通信サービス

健康食品

4

融資サービス

相談その他

インターネット通信サービス

レンタル・リース・賃借

工事・建築・加工

5

インターネット通信サービス

商品一般

相談その他

工事・建築・加工

レンタル・リース・賃借

■ 若年層（29 歳以下）：上位３位
順位

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

1

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

2

融資サービス

インターネット通信サービス

融資サービス

融資サービス

融資サービス

3

インターネット通信サービス

融資サービス

インターネット通信サービス

インターネット通信サービス

自動車

■ 高齢層（60 歳以上）：上位３位
順位

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

1

商品一般

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

放送・コンテンツ等

健康食品

2

放送・コンテンツ等

相談その他

商品一般

融資サービス

放送・コンテンツ等

3

相談その他

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

融資サービス

課題の整理

○ 情報通信機器・環境の急速な発達及び高度化に伴い、幅広い年齢層で放送・コン
テンツ等に関する相談が多く、トラブル防止のための注意喚起や、相談窓口の周
知に関する継続的な啓発が必要です。
○ 融資サービス（消費者金融等）の相談が継続して上位にあり、幅広い年齢層への
金融教育が必要です。
○ 高齢層の相談内容は、年によって変動があり、多種多様な消費者トラブルに巻き
込まれ、被害にあっていることが窺えるため、高齢層を消費者被害から守る取組
が必要です。

4

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 名を各市町村の住民基本台帳から無作為抽出
調査時期 平成 30 年 7 月 9 日～8 月 8 日
有効回答数 1,181 名
回収率 39.4％（1,181／3,000）
性別：男性 41%、女性 59%
年代：20 代 9%、30 代 11%、40 代 14%、50 代 15%、60 代 32%、70 代以上 19%

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
「名前は聞いたことがあるが、業務内容までは知らない」又は「名前も業務内容もわからな
い」という回答の割合が県では 58.2％、市町村では 65.0％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

（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（51.3％）」を除くと、
「市町村の消費生活センター・相談窓口（43.8％）」、
「鳥取県消費生活センター（38.3％）」、「警察（37.2％）」と続き、いずれも５割
未満でしたが、前回調査に比べて鳥取県消費生活センター、警察の割合が増加しまし
た。

※上位 9 位抜粋
n=1,217

課題の整理

○ 消費生活センター等の認知度、信頼度はいずれも５割未満となっており、業務内
容の周知や情報発信が消費者に十分に浸透していないため、継続的かつ効果的な
周知方法の工夫が必要です。
5

（３）消費者問題への関心度
「関心がない（1.9％）」、「あまり関心がない（22.8％）」、「どちらともいえない（10.7％）」を
合わせると、約 35％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。

（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 7.9％にとどまり、「実施されていることを知ら
ない」が 62.0％、「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
30.1％にのぼりました。

課題の整理

○ 消費者問題に関心のある県民は６割半ばにとどまることから、消費者問題に対す
る県民の関心を高める工夫が必要です。
○ 消費者問題啓発講座等の認知度及び参加率は低調で、講座周知の工夫と参加への
動機付けが必要です。

6

（５）被害にあった際の相談の有無
前回調査に比べて「相談したり、伝えたりした」との回答が増加し、「相談したり、
伝えたりしなかった」と約半々の割合でした。

（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、次いで「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」、「相談などしても解決すると思えなかった」、「め
んどうだった」が続きました。

課題の整理

○ 自分又は家族が消費者被害にあっても、誰にも相談しなかった割合が約半数であ
り、また、相談しなかった理由の上位が、積極的に解決しようとする意識が希薄
であったと見受けられ、消費生活相談により消費者被害の解決が可能となる場合
があることの周知が必要です。

7

（７）被害にあいやすい人の消費者被害を防止するために重要な取組（上位３項目）
一般的に消費者被害にあ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「家族・親戚で日ごろから話題にするよう心がける」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「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」となりました。
《青少年》

《高齢者》

《障がい者》

課題の整理

○ 消費者被害にあいやすい人を消費者被害から守るためには、家族間や近隣同士で
日頃から話題にして注意を呼びかけるほか、特に一人暮らしの高齢者や障害のある
人には、地域住民など周囲の人の理解と支援が必要です。
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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）
幼稚園等（207）、小学校（126）、中学校（61）、高等学校（32）、特別支援学校（9）
（小学校、中学校には義務教育学校を含む）
■ 調査時期 平成 30 年 7 月 12 日～8 月 8 日
■ 有効回答数（回収率）
幼稚園等 164（79.2％）、小学校 107（84.9％）、中学校 49（80.3％）、
高等学校 27（84.4％）、特別支援学校 9（77.8％）

（１）消費者教育推進法の認知度
幼稚園等を除き「法律は知っているが、内容はわからない」が最も高い割合でした
が、前回調査に比べて全体的に認知度が向上しました。
件数

0%

20%
9.3

40%

60%

35.8

80%

100%

54.9

平成30年度

162

平成26年度

27

平成30年度

107

平成26年度

114

平成30年度

49

平成26年度

52

平成30年度

27

平成26年度

30

平成30年度

6

16.7

66.7

平成26年度

11

18.2

63.6

幼稚園等

小学校
（義務教育学校を含む）

中学校
（義務教育学校を含む）

3.7

48.1

48.1

20.6
14.0

57.0
57.9

28.1

24.5
17.3

59.2
48.1

29.6

22.4

16.3
34.6

44.4

25.9

高等学校

23.3

特別支援学校

法律を知っており、内容も分かる

9

46.7

30.0

法律を知っているが、内容は分からない

16.7
18.2

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度と活用状況
幼稚園等では「知らなかった」が 62.3％で最も高い割合でしたが、小学校・中学校・
高等学校・特別支援学校では「相談ができることを知っているが、相談したことはな
い」が最も高い割合となりました。
0%

件数

20%

1.9

中学校（義務教育学校
を含む）

60%

35.8

80%

100%

62.3

平成30年度

159

平成26年度

28

平成30年度

105

1.9

90.5

7.6

平成26年度

114

2.6

91.2

6.1

平成30年度

48

平成26年度

53

平成30年度

24

平成26年度

30

平成30年度

7

平成26年度

11

幼稚園等

小学校（義務教育学校
を含む）

40%

28.6

71.4

22.9

77.1

15.1

1.9

83.0

16.7

66.7

16.7

高等学校

36.7

53.3

14.3

10.0

85.7

特別支援学校

27.3

54.5

18.2

相談ができることを知っていて、相談したこともある
相談ができることを知っているが、相談したことはない
知らなかった

課題の整理

○ 消費者教育推進法の認知度は向上していますが、その内容まで十分に認識されて
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、引き続き周知を図ることが必要です。
○ 教育機関において、消費生活相談窓口は一定程度認知されていますが、消費者教
育に関して相談したことのある割合は低調で、教育機関に対する消費生活相談窓
口の活用の働きかけが必要です。
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（３）消費者教育の実施状況に対する認識
すべての教育機関で「ある程度の消費者教育を実施できている」が最も割合が高く、
また、前回調査では皆無であった「十分な消費者教育を実施できている」が中学校、
高等学校で増加した一方で、特別支援学校を除く教育機関で「あまり実施できていな
い」の割合が増加しました。
件数

小学校
（義務教育学校を含む）

中学校
（義務教育学校を含む）

平成30年度

93

平成26年度

95

平成30年度

49

平成26年度

48

平成30年度

24

平成26年度

28

平成30年度

7

平成26年度

11

0%

20%

40%

60%

52.7

80%

100%
4.3

43.0
67.4

2.1

30.5

10.2

75.5

10.2

91.7
8.3

4.1

8.3

62.5

4.2

25.0

高等学校

85.7

10.7

71.4

3.6

28.6

特別支援学校

54.5

36.4

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
すべての教育機関で「成果を少し感じる」が７割以上で最も割合が高く、また、「成
果を大いに感じる」が中学校、高等学校で増加しました。

課題の整理

○ 学習指導要領等に基づいた消費者教育を実践する各教育機関が、より成果を感
じることができるよう、各校種ごとに実践状況の把握や意見交換の場を持つなど
の情報共有を図ることが必要です。
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（５）消費者教育の実施に当たっての課題
すべての教育機関で「他の優先課題があり取り組めない」が最も割合が高く、次い
で、小学校、特別支援学校では「活用できる教材が少ない」が、幼稚園等では「教員
のスキルアップを図る研修等の機会が少ない」が続きました。
（％）
順位

他の優先課題があり取り
組めない。

1

小学校（義務教育学校を含む）
（n=107件)

幼稚園等（n=160件)

38.1

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

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

2
3
4
5

どのような授業をすれば
いいのかわからない。

6

特にない。

7

予算がない。

8

その他

9

幼稚園での消費者教育
に必要性を感じていな
い。（家庭で行うべきも
の）

24.4
17.5

指導者や講師となる人材
の情報が得られない。
特にない。

43.0
39.3

25.2
10.3

10.0

9.3
予算がない。

他の優先課題があり取り
組めない。
特にない。

教員のスキルアップを図
る研修等の機会が少な
26.2 い。
活用できる教材が少な
26.2 い。

その他
13.8

中学校（義務教育学校を含む）
（n=48件)

1.9

指導者や講師となる人材
の情報が得られない。

27.1
27.1

高等学校（n=26件)
他の優先課題があり取り
組めない。
特にない。

教員のスキルアップを図
る研修等の機会が少な
25.0 い。
活用できる教材が少な
22.9 い。

14.6

どのような授業をすれば
いいのかわからない。

指導者や講師となる人材
10.4 の情報が得られない。

その他
どのような授業をすれば
いいのかわからない。
予算がない。

特別支援学校（n=7件)

42.3

活用できる教材が少な
34.6 い。

2.1

予算がない。

42.9
42.9

その他
23.1

28.6

教員のスキルアップを図
15.4 る研修等の機会が少な

15.4
7.7

その他
6.3

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
いいのかわからない。
予算がない。

14.3

14.3
14.3

特にない。
0.0

0.0

指導者や講師となる人材
0.0 の情報が得られない。

0.0

4.4

（６）消費者教育の推進に今後必要なこと
幼稚園等、中学校、高等学校では、「教材の作成・配布」が最も割合が高く、次い
で「実践事例の紹介」が続きました。
小学校、特別支援学校では「実践事例の紹介」が最も割合が高く、次いで小学校で
は「教材の作製・配布」が、特別支援学校では「教員に対する研修」と「保護者や地
域との連携」が同率で続きました。
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

幼稚園等（n=161件)
小学校（義務教育学校を含む）（n=107件) 中学校（義務教育学校を含む）（n=49件)
生徒（児童・幼児）向けの
生徒（児童・幼児）向けの
実践事例の紹介
教材の作成・配布
77.6
66.4 教材の作成・配布
63.3
生徒（児童・幼児）向けの
実践事例の紹介
実践事例の紹介
56.5 教材の作成・配布
54.2
46.9
消費者教育に関する相
教員に対する研修
教員に対する研修
談窓口の周知
49.1
30.8
36.7
消費者被害の最新情報
教員に対する研修
講師派遣制度の充実
34.8
30.8 の定期的な提供
36.7
消費者教育に関する相
校内における教科間での
保護者や地域との連携
28.0 談窓口の周知
29.0 連携・体系化
24.5
消費者教育の
講師派遣制度の充実
保護者や地域との連携
23.0
15.0 意義・必要性の啓発
18.4
消費者教育の
消費者教育の
講師派遣制度の充実
意義・必要性の啓発
9.3 意義・必要性の啓発
12.1
16.3
教育委員会の方針・リー
教育委員会の方針・リー
消費者教育に関する相
ダーシップ
9.3 ダーシップ
7.5 談窓口の周知
12.2
消費者被害の最新情報
消費者被害の最新情報
保護者や地域との連携
の定期的な提供
6.8 の定期的な提供
6.5
4.1
教育委員会の方針・リー
その他
その他
1.2
2.8 ダーシップ
2.0

11

（％）
高等学校（n=26件)
特別支援学校（n=7件)
生徒（児童・幼児）向けの
実践事例の紹介
教材の作成・配布
50.0
57.1
実践事例の紹介
教員に対する研修

38.5

教員に対する研修
保護者や地域との連携

26.9
消費者被害の最新情報
生徒（児童・幼児）向けの
の定期的な提供
26.9 教材の作成・配布
消費者教育の
消費者被害の最新情報
意義・必要性の啓発
23.1 の定期的な提供
校内における教科間での
講師派遣制度の充実
連携・体系化
19.2
消費者教育の
講師派遣制度の充実
15.4 意義・必要性の啓発
消費者教育に関する相
校内における教科間での
談窓口の周知
7.7 連携・体系化
消費者教育に関する相
その他
7.7 談窓口の周知
教育委員会の方針・リー
保護者や地域との連携
3.8 ダーシップ
教育委員会の方針・リー
その他
0.0 ダーシップ
3.8

その他

57.1
57.1
42.9
42.9
28.6
14.3
14.3
14.3
14.3
14.3

課題の整理

○ 教育機関には、消費者教育以外にも対応を求められている他の優先課題があり、
教職員の負担過多とならないよう考慮し、各教育機関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、引き続き消費者教育に関する教材や授業事例等の情報提供が必要です。
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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
消費者教育の推進に当たっては、国の基本方針が示す「消費者教育の基本的な推進
内容」に掲げる項目並びに消費生活に関する県民意識調査及び消費者教育に関する教
育機関の実態調査の結果を踏まえ、消費者教育の基本的な推進内容を以下のとおり体
系的に整理しました。
また、消費者教育の担い手が相互に役割を認識し、消費者教育を連携して推進でき
るよう、計画期間中に特に重点的に取り組む３点の重点項目を設定し、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体系的な消費者教育の推進

重点項目２

教育機関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の確立
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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 P39 に添付。）を作成し、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にそれぞれのライフ
ステージの特徴を踏まえ、学習内容が整理されています。
本県においても、様々な場で実施される消費者教育が、個別的または限定的な取組
ではなく、対象領域ごとに体系的に関連性・継続性・発展性を持って次のライフステ
ージに引き継がれるよう、この「消費者教育の体系イメージマップ」を関係者と共有
しながら有効な消費者教育を実践します。

※「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
14

（３）消費者教育の推進体制イメージ
消費生活センターは、相談機関として専門的な知識及び経験を有し、日々、様々な
消費生活に関する情報が寄せられることから、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が可能です。
そのため、消費生活センターは、消費者教育の中心となり、県民一人ひとりが自立
した消費者となることを目指しながら、地域の消費者が学び合い、ともに支え合う地
域づくりを推進していきます。
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２

計画期間中に重点的に取り組む内容（重点項目）

（１）消費生活センターを中心とした体系的な消費者教育の推進
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。
県では、消費者教育を総合的かつ一体的に推進するため、平成２８年３月から、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必要と考え、消費者教
育の意義の普及と推進に取り組んできましたが、平成３０年８月に実施した県民意識
調査（以下「Ｈ３０県民意識調査」という。）では、
「消費生活に関する啓発講座に参
加したことがある」と回答した県民は依然として１割未満にとどまりました。
このような状況を踏まえ、引き続き、消費生活センターが中心となって消費者教の
推進に取り組み、消費者教育の必要性の啓発に一層注力するとともに、消費者教育が
県民一人ひとりに行き渡るよう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
○ 消費者それぞれの特性とライフステージに応じた消費者教育を県民一人ひとりが共有できるよ
う、消費生活センターが中心となって市町村、団体、事業者及び関係機関等へ働きかけを行うとと
もに、積極的に情報発信を行います。
○ 消費生活センター及び市町村の消費生活相談窓口の役割や消費者教育に係る機能について、市町
村と連携して県民に対し、一層の周知を図ります。
■ 「消費者市民社会の形成」への参画促進
○ 教育機関、職域、地域及び家庭等における「消費者市民社会の形成」に向けた取組を促すため、
広報素材（映像・動画、リーフレット等）の提供と活用の働きかけを行います。
○ 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
○ 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、高度情報通信ネットワーク社
会の発展に対応しつつ、消費者被害対策、金融、情報メディア、悪質商法対策及び社会的価値を考
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「とっとり消費者大学」とし
て体系的に実施します。
■ 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、ホームページ、ソーシャル・ネットワーク・
サービス（ＳＮＳ）
、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）教育機関における消費者教育の一層の推進
２０２２年に成年年齢引き下げを控えていることを背景として、国が平成３０年度
から５年間を対象期間として改定した「基本方針」では、当面の重点事項のひとつと
して「若年者の消費者教育」が挙げられ、Ｈ３０県民意識調査でも、「学校」が「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、同じく平成３０年８月に実施した教育機関への消費者教育に係る実態調査
（以下「Ｈ３０教育機関調査」という。）では、平成２６年に実施した同調査と比べ
て、消費者教育推進法の認知度及び消費者教育の実施状況（実績）が向上・増加した
一方で、消費者教育の実施状況に関する認識として「あまり実施できていない」と認
識している教育機関が増加し、消費者教育を実施するための課題として、ほとんどす
べての教育機関で「他の優先課題があり取り組めない」が最も高い割合となっていま
す。
このような状況を踏まえ、関係機関等と連携を図りながら、それぞれの教育機関に
おける消費者教育の要点を明確にし、消費者教育が効果的に実践されるための支援を
重点的に行います。
■ 教育機関における「消費者教育推進法」の趣旨を踏まえた消費者教育実践の働きかけ
○ 就学前施設、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に対して、学習指導要領等との関連性
を踏まえた消費者教育の実施に関する資料や教材を提供します。
○ 大学や専門学校において、自立した社会人として必要な消費者教育について、各校の特色にあわ
せた実践を働きかけます。
■ 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し、消費者教育を行う教職員の負担軽減と指導力向上を支援する体制
の整備を検討します。
■ 学校で活用できる啓発資料や教材の提供
○ 消費生活センターにおいて作成した資料や教材等の活用を促進するとともに、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。
■ 教育委員会・教育機関との連携
○ 教育委員会や教育機関等と密に情報交換を行い、教員向けの研修など教育機関における効果的な
消費者教育に係る支援策を検討します。
○ 教員による消費者教育の指導力向上のための協議機関等への消費生活センターの参画を検討し、
消費者教育の知見などの必要な情報を提供します。
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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の確立
近年、特殊詐欺に関する相談が増加しており、あらゆる年代を対象とした架空請求
等による被害が増加しています。
Ｈ３０県民意識調査では、自分または家族が消費者被害にあった経験があるとの回
答が約２割あり、平成２６年に実施した同調査に比べて増加しています。
また、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、Ｈ３０県
民意識調査において、高齢者や障がいのある人に対する消費者被害を防止するための
重要な取組として「家族・親族で日ごろから話題にするよう心がける」が最も多く、
次に、高齢者では「近隣同士で声を掛け合う」、障がいのある人では「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」となっています。
このように、家族等による日頃の話し合いを行うことや、地域社会において声をか
けあい、注意を呼びかけることの重要性が意識されていることを踏まえ、消費者の安
全・安心を確保し、特に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みます。
■ 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
○ 県が設置する福祉・金融・流通・司法等の関係機関による「消費者安全確保地域協議会（※１）」
において、情報共有や相互の役割及び連携方法の確認等を行うとともに、市町村における見守りネッ
トワークの体制構築を支援します。
○ 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（※２）」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。
■ 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）を悪用した新たな
手口よる消費者被害を把握し、実態に即した啓発活動を迅速に実施します。
○ 特殊詐欺や悪質商法等による被害の未然防止・拡大防止のために、県警との情報交換を密に行い、
連携を強化します。
■ 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。

※１ 「消費者安全確保地域協議会」
消費者安全法に規定され、
「地域見守りネットワーク」とも言われる。
※２ 「地域消費生活サポーター」
地域住民の見守りなどの活動を期待し、消費生活センターが実施する講座（消費生活の基礎知識
を有する人材の養成講座）を修了し、地域消費生活サポーターの趣旨に賛同される方を認定してい
ます。（平成 22 年度から認定を開始。県内 19 市町村で延べ 234 名：平成 30 年 12 月末現在）
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３

具体的な取組

（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
就学前の保育所・幼稚園・認定こども園においては、それぞれ保育所保育指針・幼
稚園教育要領・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保育や教育が行われています。
また、小・中・高等学校、特別支援学校などにおいては、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。
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。
さらに、２０２２年からの成年年齢引き下げにあたって若い世代がトラブルに巻き
込まれないようにすることも含めて、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、金融教育、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が主催する会議等において、消費者教育に関する情報を提供し、
幼児、児童、生徒の発達段階に応じた適切な消費者教育が行われるよう支援します。
■ 学習指導要領等に基づく消費者教育の推進
○ 学習指導要領等に基づく消費者教育が効果的に行われるよう、教育機関に対して学習指導要領等
における消費者教育の位置づけの周知を図るとともに、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。
■ 成年年齢引き下げに対応した消費者教育の推進
○ 2022 年からの成年年齢引き下げに向けて、若年者が消費者被害等にあわないように、教育機関で
の実践的な消費者教育の推進について教育関係者に対する意識啓発を行います。
〇 教育委員会と連携し、鳥取県金融広報委員会（※１）が実施する消費者教育に関する講座（巣立
ち教室）の県内高等学校での実施を働きかけます。
■ 教育機関との有機的な連携による継続的な体制の構築
○ 教員育成協議会（※２）において、消費者教育について協議する分科会等の設置及び地域の消費
者行政担当部局の参加の検討を促します。
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■ 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、保護者会等が行う催し等に
消費者教育のテーマ設定などを提案します。
■「エシカル消費」の実践を意識した消費者教育の推進
○ 現在及び将来の環境や人・社会に配慮した持続可能な社会の構築を意識した「エシカル消費」に関
する授業等の実施を推進するため、教育機関等に対して「エシカル消費」に関する教材や資料等の提
供を積極的に行います。

※１「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。
※２「教員育成協議会」
教員の職責、経験及び適性に応じてその資質の向上を図るための指標及び指標を踏まえた教職員研
修計画等について協議するため、教育公務員特例法により設置される機関。
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② 大学等の高等教育機関
消費生活相談において、学生などの社会経験の浅い若者世代は、悪質商法の対象とな
ったり、契約等のトラブルにあったりするケースが多く見受けられ、特に成人となった後
に、消費生活相談件数が増加する傾向にあります。
大学等の高等教育機関においては、特に 2022 年の成年年齢の引き下げ以降、学生に対
して消費生活に関する情報や消費者問題に関する知識を学ぶ機会の提供を充実すること
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、やがて社会人となる学
生に対して、消費者市民社会の構築の重要性を伝え、持続可能な社会の形成に寄与する自
立した消費者の育成を行っていくことが期待されます。
県では、学生の消費者被害を防止するために、県内の大学等の高等教育機関と連携し
て、とっとり消費者大学「くらしの経済・法律講座」（※）を開催し、消費生活に関する
情報提供や学習の機会を提供するとともに、大学等に対して消費生活に関する出前講座の
活用を働きかけています。
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、様々
な機会を捉えて、さらなる消費者教育の充実に努めます。
■ 大学等の高等教育機関と連携した体系的な消費者教育講座の展開
○ 高等教育機関と連携し、消費生活に関するトラブル防止策や身近な法律・経済に関する問題をテ
ーマとする「くらしの経済・法律講座」を開催し、学生に対する消費者教育を推進します。
■ 学生に対する消費者被害防止策の周知徹底
○ 入学後のガイダンス等における学生生活の中で消費者トラブルにあわないための啓発講座の開催
や、学校祭等における消費者教育に係る啓発の実施を大学や専門学校等へ提案します。
■「エシカル消費」の実践を意識した消費者教育の推進
○ 現在及び将来の環境や人・社会に配慮した持続可能な社会の構築を意識した「エシカル消費」に
関する授業等の実施を推進するため、高等教育機関に対して「エシカル消費」に関する教材や資料等
の提供を積極的に行います。〔再掲〕

※「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、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、学生と県民が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。
事前申込みが必要ですが、受講は無料であり、平成 29 年度までに延べ約 3,200 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必要が
あります。
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、家族間で消費者被
害や防止策等に関する情報を共有することが重要です。
県では、こうした家庭内での消費者教育が促進されるよう、市町村・教育機関・保
護者会などと連携しながら、家庭での消費者教育の充実や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の機会を提供します。
○ 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、保護
者会等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。〔再掲〕
■ 「エシカル消費」の実践を意識した消費者教育の推進
○ 現在及び将来の環境や人・社会に配慮した持続可能な社会の構築を意識した「エシカル消費」に
関する家庭での消費者教育の実施を推進するため、保護者等に対して「エシカル消費」に関する教
材や資料等の提供を積極的に行います。〔再掲〕
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④ 職 域
一般に、社会に出ると学習の機会は減少しますが、働き盛りの年代による消費行動
が社会や環境に与える影響は大きく、職域において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。
また、職域において、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は、消費が社会に与える影響を事業者として考
える機会ともなり得ます。
そのため、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、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・講師派遣等の働きかけ
○ 各事業者団体等を通じ、各事業所等に対して従業員向けの消費者教育の実施を働きかけるととも
に、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ます。
■ 「エシカル消費」の実践を意識した消費者教育の推進
○ 現在及び将来の環境や人・社会に配慮した持続可能な社会の構築を意識した「エシカル消費」に
関する啓発講座等の実施を推進するため、事業者団体等に対して「エシカル消費」に関する教材や
資料等の提供を積極的に行います。
〔再掲〕
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⑤ 地 域
地域には、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機関となり、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
を地域で見守り、支え合うための仕組みの構築が求められており、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、また消費者一人ひとりが消費者教育の
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向上のための取組の充実
○ 消費生活センターが地域における消費者教育の中心機関となり、消費者教育に関する様々な情報
提供及び消費者教育の担い手を支援する場であることの周知を強化します。
○ 県民を対象に実施する大学等の高等教育機関との連携講座や日々のくらしの中で必要となる消費
生活に関する知識を深めるための講座等の企画及び周知を強化します。
■ 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（※P18 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。
■「エシカル消費」の実践を意識した消費者教育の推進
○ 現在及び将来の環境や人・社会に配慮した持続可能な社会の構築を意識した「エシカル消費」に
関する啓発講座等の実施を推進するため、地域の消費者教育の担い手となる団体等に対して「エシ
カル消費」に関する教材や資料等の提供を積極的に行います。
〔再掲〕
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（２）消費者教育推進の人材（担い手）の育成・支援
① 就学前施設・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教職員
就学前施設・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教職員には、消費者教育
の推進役として大きな役割が期待されています。
一方で、Ｈ３０教育機関調査の結果では、消費者教育を実施するにあたって「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」という課題が多くなっています。
また、学習指導要領では、社会科や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、各学校において教科等のつながりを明確にし、各教科の担当教員が連携し
て消費者教育を実施することが求められています。
県では、こうした課題の解決に向け、教育機関において、幼児期から高校生期まで
の間に継続して学習指導要領等に基づいた計画的な消費者教育が実施されるよう、教
育機関の声をもとに、教育委員会や関係機関と連携し、必要な支援を行います。

■ 消費者教育の担当教職員への支援
○ 教育委員会の各校種担当と緊密に連携し、消費者教育実践に係るそれぞれの課題を明確にすると
ともに、有効な課題解決策を講じます。
○ 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。
■ 教育機関との有機的な連携による継続的な体制の構築
○ 教員育成協議会において、消費者教育について協議する分科会等の設置及び地域の消費者行政担
当部局の参加の検討を促します。〔再掲〕
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② 大学等の高等教育機関の教職員
２０２２年に成年年齢が１８歳に引き下げられることに伴い、消費者トラブルに巻
き込まれる学生の増加が懸念されます。
大学等の教職員には、専門的な教育に併せて、社会経験の少な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。
また、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
り活動等への参加、サークル等で地産地消やフェアトレード等社会的価値を考えた消
費活動の実践など）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。
県では、大学等に期待される消費者教育が実施されるよう、教職員自らが指導力向
上に向けて消費者教育の必要性・重要性を理解し、知識を深めるための支援を行いま
す。

■ 大学等との連携講座の実施と研修等の情報提供
○ 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」を連携して企画・運営することにより、学生への効果的な消費者教育を実施します。
○ 国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に対応し、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るため、学校や地域における出前講座の講
師等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、
更なる資質向上に向けた学習の機会を提供するとともに、とっとり消費者大学「啓発
講座」等の講師として活躍できる場を提供します。
■ 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。
○ 消費生活相談員が講師等となる消費生活に関する啓発講座等の開催について、教育機関や各種団体
等へ働きかけを行います。
○ 消費生活相談員と教育関係者が連携して、消費者教育の推進方法を協議する機会を設定します。
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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、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各活動の連携
を支援することがより効果的と考えられます。
また、地域住民が、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、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、特に高齢者や障がいのある人に対する見守り関係者など、地域における消
費者教育の担い手への情報提供や情報発信を行うとともに、地域活動の連携やネット
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
○ 民生委員や福祉関係者など地域の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。
○ 県における見守りネットワーク協議会を通じて、地域の実状に応じた見守りネットワークの構築
を支援します。
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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、住民一人ひとり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。
○ 県における見守りネットワーク協議会を通じて、地域の実状に応じた見守りネットワークの構築
を支援します。
〔再掲〕

28

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、エシカル消
費を含む SDGs 等の情報についても積極的に消費者に発信することが期待されます。
また、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
費者教育活動を行っていることから、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、それぞれの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を作成し、周知しま
す。
■ 鳥取県金融広報委員会（※P20 参照）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。
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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連携
し、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への留意が
必要です。
また、環境教育、食育、国際理解教育、法教育、金融教育などは、それぞれの目
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
民社会の構築や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。
さらに、消費者被害にあった場合、その解決に向けた紛争解決手段として、適格
消費者団体・特定適格消費者団体による「消費者団体訴訟制度」が有効となること
等について、周知を図る必要があります。
県は、関係部局の連携はもとより、その他の消費者施策や消費生活に関連する教
育、紛争解決を行う機関・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、法教育、金融教育など、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の共有を行うとともに、事業の共同開催や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
１

推進体制等

推進体制
消費者教育の担い手となることが期待される教育関係者、消費者団体、事業者団体、
福祉関係団体などが、本計画を理解し、それぞれの特長や強みを生かしながら相互に
連携・協働し、体系的かつ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。
県内の広域的な消費者教育施策の推進について、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な推進を図るととも
に、計画の実行性を担保するために、
「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します。

２

成果の検証
毎年度、計画の進行管理や成果の検証を行った上で、鳥取県消費者教育推進地域協
議会を開催し、当該協議会における成果の検証等に対する意見等を踏まえ、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、地域で見守り活動を行う者を加えた 17 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
区分

細区分

1

消費者

－

2

消費者団体

－

粂沢 典子

鳥取市消費者団体連絡協議会（常任委員）

3

事業者

－

安岡 直樹

株式会社サンマート（企画部マネージャー）

4

事業者団体

－

加藤 澄枝

鳥取商工会議所（中小企業振興部主任）

5

大学等

加藤 博和

国立米子工業高等専門学校（教授）

6

高等学校

大上 綾美

鳥取県立倉吉総合産業高等学校（教諭）

特別支援学校

澤西 康子

鳥取県立琴の浦高等特別支援学校（教諭）

8

中学校

大島 泰文

鳥取市立湖東中学校（教諭）

9

小学校

矢田 敏子

湯梨浜町立東郷小学校（教諭）

10

幼稚園等

田村 雅子

学校法人矢谷学園認定こども園鳥取第二幼稚園（園長）

11

４市代表

阿部 英治

境港市（産業部次長兼商工農政課長）

12 関係機関等

町村代表

藤原 祐二

若桜町（町民福祉課長）

13

相談機関

7

教育関係者

14 法律専門家
15
被害防止・
16
見守り活動
17

氏 名

【平成 31 年 3 月現在】

所属（役職・肩書）

河﨑 眞理子 （公募委員）

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）

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長）

高齢者関係

中村 裕司

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会（地域福祉部主幹）

青少年関係

布廣 覚

障がい者関係

備考

青少年育成鳥取県民会議（委員）

植村 ゆかり NPO法人地域活動支援センターおおぞら（理事長）
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会長

副会長

