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≪１．開会≫
○河上委員長

それ では 、時間になりました ので 、始めさせていただ きま す。

本日はお忙しいと ころ をお集まりいただき まし て、ありがとうござ いま す。
ただいまから「消 費者 委員会第223回本会議 」を 開催いたします。
本日は、増田委員 が所 用により御欠席とな りま す。
それでは、配付資 料の 確認につきまして、事務 局からお願いいたし ます 。
○丸山参事官

配付 資料 につきましては、お 手元 の議事次第の下部のほう の配付資料一覧のと お

りとなっております 。
もし過不足等あり まし たら、お申し出いた だき ますようよろしくお 願い いたします。

≪２．消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見について≫
○河上委員長

最初 の議 題は「消費者基本計 画工 程表の改定素案に対 する 意見について」であ り

ます。
当委員会では、今 月の10日に、消費者庁よ り工程 表の改定素案についてヒ アリングを行ったと
ころであります。そ の際 の委員の御発言や４ 月に 公表した「健康食品 の表 示・広告の適正化に 向
けた対応策と、特定保健 用 食品の制度・運用見直し に ついての建議」、更には 本 年の２月から４月
にかけて行いました 建議 のフォローアップな どを 踏まえまして、本日 は、今般の工程表の改定 素
案に対する当委員会 の意 見を取りまとめたい と存 じます。
資料として意見案を配 付しておりますので 、ま ず最初に事務局から 説明 をお願いいたします 。
○黒木事務局長

そ れで は、資料に基づきま して 、御説明をさせてい ただ きます。

資料１となってい るも のでございます。ま ず最 初のところに経緯を 表記 してございます。今 、
委員長からも御説明 がご ざいましたが、この 基本 計画につきましては 、消 費者庁では当初、平 成
27年度内の工程表の 改定 を見込んで作業をさ れて おられましたけれど も、更に検討をされると い
うことで、もう少し 時間 をかけて行うことに なっ たということでござ いま す。当委員会としま し
ては、既に昨年秋以 降に 行った工程表のフォ ロー アップの結果を踏ま えま して、まずは本年２ 月
に工程表の改定に向 けて の意見を取りまとめ たと ころでございます。
その後、先ほど委 員長 からありましたよう に、 工程表改定素案につ いて 消費者委員会本会議 に
おいてヒアリングを 行い 、あるいは本会議の 際に 出た委員の意見、２ 月か ら４月にかけて行っ た
当委員会の過去の建 議の フォローアップ、さ らに は、本年４月に新し く公 表いたしました「健 康
食品の表示・広告の 適正 化に向けた対応策と 、特 定保健用食品の制度 ・運 用見直しについての 建
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議」等を踏まえまし て、 この意見案を作成し たと ころでございます。
意見案の構成とい たし ましては、工程表全 体を 見て、必要なものに つい て改定原案に反映す べ
き「全体的な事項」 とい うものと「個別の事 項」 というもの、それか ら、 今すぐ工程表の改定 原
案に反映が必要とい うま でではないけれども 、次 回以降検討や反映を して いただきたい「今後 の
課題」という３つに 分け て整理をしていると ころ でございます。
まず最初の「全体 的な 事項」についてござ いま す。
１点目としまして 、KPIについて指摘をして はど うかということでご ざい ます。KPIにつきま し
ては、第３次の委 員会の際 にも４つの基準を念 頭にKPIを見直すようにと いう 意見を出していたと
ころでございます。今般の ヒアリングの際には、KPIの達成度合い等に応 じて更に見直しを図って
もよいのではないか とい う御意見がありまし た。 そこで、今回は工程 表策 定から１年が経過し て
いるということでご ざい ますので、施策の達成状況 に応じての見直しを 含め、追加のKPIの設定な
ど、不断の見直しを 図っ てもらえればという こと を記載してございま す。
２点目といたしま して 、工程表のいわゆる 帯表 となっている図のこ とで ございますけれども 、
この中に、年限を区 切ら ずに５年間同じもの が伸 びているものが幾つ か見 られるところでござ い
ます。これについて は３ 次の委員会の際にも 意見 を述べていたところ では ございますけれども 、
内容上、定期的ある いは 継続的に行うものは その とおりでいいという こと でございますが、そ れ
らを別として、細か い取 組あるいは具体的な取組 に分けられるものに つい ては、そういった取 組
ごとに更に細分化、 具体 化して書いていって いただきたい。落とし込 んだ 形で、期限を定めて 工
程表に記載をしたほ うが よいのではないかと いう ことを記載してござ いま す。
次に「個別の事項 」に ついてでございます 。
第２というところ にな りますが、１点 目「軽井 沢 スキーバス事故に向 けた 対応」でござい ます。
今年の３月に公表さ れま した国土交通省の「 軽井 沢スキーバス事故対 策検 討委員会」の中間整 理
では、議論された対 策を 「速やかに講ずべき 事項」「今後具体化を図る べき 事項」「引き続き検 討
すべき事項」の３つに整 理 がされているところ でご ざいます。このうち「速や かに講ずべき事項」
については、少なく とも 実施可能なものから 順次 実施していくべきと され ているものでござい ま
すので、工程表にも 明記 をしていってはどう かと いうことで書いてご ざい ます。
２点目「基礎ぐい 工事 の適正な施工を確保 する ための取組」でござ いま す。２月の当委員会 の
意見では、工事監理者が 基礎ぐい工事におけ る工 事監理を行うに当た って 留意すべき点が示さ れ
ている「基礎ぐい工 事に おける工事監理ガイ ドラ イン」について、そ の実 効性を確保するため の
取組について工程表 に明 記するよう求めてい たと ころでございます 。今般の 改定素案を見る限り、
ガイドラインの周知 とい う点は盛り込まれて いる ようでございますけ れど も、このガイドライ ン
のフォローアップの取組 という点も必要なの では ないかという意見が 本会 議でもありましたの で、
その趣旨を盛り込ん でご ざいます。
３点目「事故情報 の収 集、公表及び注意喚 起等 」という中にあるも ので ございますけれども 、
特に「商業施設内の 遊戯 施設における消費者 安全 に関する建議」とい う当 委員会の建議に関係 す
る部分でございます 。専 ら経済産業省が所管 され る商業施設内の遊戯 施設 を除く遊戯施設にお い
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ても消費者事故等が 発生 していることを踏ま え、 それらの事故防止を 図る ために当該施設に係 る
事故情報の収集・活 用が 適切に行われるよう 、関 係行政機関と調整す るこ とということで、こ れ
は消費者庁に対して 建議 をしていたところで ござ いますので、この部 分に ついて、工程表にそ の
取組を消費者庁にお いて 明記してもらいたい とい う点でございます。
４点目「高齢者向 け住 まいにおける安全の 確保 、高齢者向け住まい にお ける消費者保護」と い
う点でございます。 ２月 の意見におきまして は、 サービス付き高齢者 向け 住宅を含め、消費者 が
選択に当たって必要 な情 報が入手できるよう なわ かりやすい情報提供 等に ついて、工程表に明 記
するようにという点 を求 めていたところでご ざい ます。その後 、今般国交 省 におかれましては「サ
ービス付き高齢者向 け住 宅の整備等のあり方 に関 する検討会」の中で 議論 が進められておりま し
て、４月に取りまと めの案 というものが提示さ れて いると承知をしてお りま す。したがいまして 、
そのような議論を踏 まえ て情報提供の取組に つい て工程表に明記する よう にという意見を盛り 込
んでおります。
５点目「健康増進 法に よる表示・広告の適 正化 の在り方に関する検 討」 でございます。これ は
本年４月に本委員会 で出 した建議を踏まえた もの でございます。健康 増進 法による表示・広告 の
適正化の在り方の検 討に つきましては、従来 の案 ではなかなか読み込 めな いのではないかとい う
ことで、この点につ いて も工程表に明記をし ても らいたいという点で ござ います。
最後６点目「個人 情報 保護法制の周知」に つい てでございます。個 人情 報保護委員会の発足 に
伴いまして、個人情 報保 護法の所管は消費者 庁か ら同委員会に移され てい るところでございま す
ので、個人情報保護 委員 会による周知の取組とい うものを工程表に明 記を していただきたいと い
うことを記載してご ざい ます。
第３の「今後の課 題」 ということで、この 点で は４点ほど書いてお りま す。
１点目「特定商取 引法 の適用除外とされて いる 消費者保護関連法の 必要 な執行体制強化及び 制
度改正」でございま す。 この特商法の適用除 外と されている法律と消 費者 庁所管法律について 、
法執行件数等が明記 をさ れているところでご ざい ますけれども、その 処分 の原因となった事実 と
いうものがわかりま せん と、処分の件数だけ とい うことではその処分 が消 費者保護に関係する も
のであったかどうか とい う点が一概に明らか では ないと思われますの で、 そういう意味で、処 分
等を行った事案につ いて 処分の原因を明確に して もらうということを 主眼 として意見案に記載 し
ております。
２点目「消費者教 育の 推進について」でご ざい ます。消費者教育に つき ましては、いわゆる 帯
表が５年間伸びてい るも のがかなり多かった とい う御意見がこの委員 会で もあったかと思いま す。
現在、消費者委員会 の調 査審議テーマとして も進 めております若年層 を中 心とした消費者教育 の
ヒアリングにおきま して も、実態をまず調 査をして という意見もあった とこ ろでございますので、
そのような観点から 意見 を書いてございます 。
３点目「地方消費 者行 政の充実・強化に向 けた 地方公共団体への支 援等 、地域の見守りネッ ト
ワークの構築」でご ざい ます。５月10日に開 催さ れました本会議のヒ アリ ングの際に、地域協 議
会というもののみな らず 、消費生活協力員の 方へ の支援等についてと いう ことと、地方消費者 行
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政推進交付金が終了 した 後の地方支援等の施 策の 方向性についてとい うこ とで御意見が出てい た
かと存じます。その ため 、何らかの検討を促 すた めの意見として記載 をし てございます。
最後に４点目「新 たに 発生する課題につい て」 です。社会情勢が変 化していく中で、さまざ ま
な消費者問題が発生 して きた場合につきまし ては 、そのような課題に つい て迅速かつ適切に対 応
できるよう、工程表 にお いて、工程表の帯表 の中 にないのでなかなか 加え られないということ で
はなく、いわゆる消 費者 庁がおっしゃる丸数 字と いう単位で、適宜そ うい うものを追加してい っ
ていただきたいとい うこ とを記載してござい ます 。
以上でございます 。
○河上委員長

あり がと うございました。

それでは、ただい まの 説明の内容について 、御 質問、御意見のある 方は 発言をお願いいたし ま
す。既に委員間で打合せ の際に相当議論をさ せて いただいたところで はご ざいますが、いかが で
すか。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

池本 でございます。

全体的な感想、意 見を 一言申し上げたいと 思い ます。
もともとこの消費 者基 本計画は、政府の各 省庁 で消費者政策に関す る問 題の課題と、しかも 単
年度ではなくて将来 にわ たっての計画的な推 進を ということで作って いた だいているものです が、
それに工程表を付け て、 いつまでに何をする とい うことが見えるよう にし てもらいました。こ れ
も分野によって、か なり 踏み込んでクリアに なっ ているところとまだ 不明 確なところが残って い
る印象があります。
ただ、それに加え て、 今回平成27年度の取 組の 実績が各分野につい て書 き込まれたというこ と
は、今度は来年１年 先に 検証する上では非常 に有 力な手掛かりになる とい う意味では、この基 本
計画そのものが、国 民全 体から見ても検証可 能な 一つの重要な資料に なっ てきたのかなという 印
象を受けます。その 意味 では、作業としては 大変 であろうと思うので すが 、これをしっかりと更
に書き込んで完成さ せて 、それを国民全体で 検証 する。我々消費者委 員会 も、これを手掛かりに
してまたしっかりと 見て いくということをや って いく必要があるのか なと 思います。
以上、感想という こと で申し上げます。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

ほかにはいかがで しょ うか。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

ありが とう ございます。

消費者基本計画は 、消 費者基本法ができた とき にこの仕組みが取り 入れ られまして、きちん と
閣議決定をして消費 者政 策を決めていくことは非 常に大きな意義があ ると いうことで、消費者 団
体としてもずっと大 切に してきました。その 検証 ・評価にも積極的に 参加 する努力をしてきま し
たけれども、だんだ ん年数がたちまして、少 しそ の意識が薄れていた とこ ろがあったのかなと 団
体としても反省する とこ ろがありました。今 年度 はいろいろな団体で 改め てこの改定素案に対 し
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ては意見を出しまし ょう ということで、そう いう呼び掛けも行われ、 さま ざまな意見が出たの で
はないかと期待をし てい ます。
今後、今、池本委 員長 代理もおっしゃって くだ さいましたように、 この 基本計画を大切にし な
がら、みんなでそれ をき ちんと見て意見を言 って いくという風を、こ のま ま吹かせるように努 力
をしていくべきだと 考え ています。
○河上委員長
○長田委員
○河上委員長

特に 修正 はよろしいですか。
ござい ませ ん。
ほか には いかがですか。

特にないようでし たら 、このような形で意 見を発出したいと思いま す。 当委員会の意見とい う
ことで、消費者庁長 官及 び関係府省庁宛てに 送付 いたします。関係省 庁に おかれましては、当 委
員会の意見について 、是 非積極的に御検討を いた だき、可能な限り工 程表 の改定原案等に反映 し
ていただきたいと思 いま す。
我々としても、こ の基 本計画というものは 政府 が今後推進すべき消 費者 政策としての約束を し
ているものでありま すか ら、その内容につい て更に充実させたり、場 合に よってはこれを検証 ・
評価してフォローア ップ していくときの手掛かり にしたいと考えてい ると ころでございます。
それでは、この意 見に 関しては、以上のよ うな ことで発出いたしま す。
（岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター着席）

≪３．若年層を中心とした消費者教育について≫
○河上委員長

次の 議題 は「若年層を中心と した 消費者教育について 」で あります。

本日は、岡山県の 消費 生活センターの矢吹 消費 者教育コーディネー ター にお越しいただいて お
ります。矢吹コーデ ィネ ーターは、岡山県消 費生 活センターにおいて 消費 生活相談員としてお 勤
めになっていると同 時に 、消費者教育コーデ ィネ ーターとして大学、 消費 者団体、省庁等と連 携
した消費者教育の教 材の 開発、あるいは消費 者教 育や消費者被害防止 ネッ トワークの構築とい っ
たことに取り組まれ てお られます。
本日は、矢吹コー ディ ネーターより岡山県 にお ける若年層を中心と した 消費者教育の現状と 消
費者教育におけるコ ーデ ィネーターの役割、 ある いはその活動内容な どに ついてお話を伺い、 そ
の後、意見交換を行 いた いと思います。
矢吹コーディネー ター には、お忙しいとこ ろ御 出席いただきまして 、ま ことにありがとうご ざ
います。大変恐縮で すけ れども、20分程度で 御説 明をお願いいたしま す。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

失礼い たし ます。岡山県消費生 活

センターで消費者教 育コ ーディネーターをし てお ります矢吹と申しま す。 よろしくお願いいた し
ます。
本日はこのような 報告 の場を設けていただ きま したこと、有り難く感謝 いたします。どうぞ よ
ろしくお願いいたし ます 。
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私は、平成18年よ り岡 山県消費生活センタ ーに 消費生活相談員とし て勤 務しておりまして、 平
成26年４月に消費者 教育 コーディネーターを 拝命 いたしました。消費 者教 育コーディネーター を
お受けするに当たっ て、 約束したことがあり ます 。それはまず、消費 生活 相談員としての仕事 と
切り離さない消費者 教育 を行うということ、 そし て、従来から私がし てお りました消費者教育 活
動の継続であるとい うこ とを約束して、お受 けさ せていただきました 。
今日は、そうい った消費 者教育コーディネー ター とはどういうものな のか ということを中心に、
岡山県の取組を踏ま えな がら若年者の消費者 教育 の視点からレジュメ を作ってまいりましたので、
資料２のレジュメに 従っ て、報告させていた だき たいと思います。
まず、報告させて いた だく前段階として、 岡山 県の人口なのですけ れど も、平成28年４月現 在
で約191万６千人おり ます 。市町村は27市町村あり ま す。そのうち、消費生活セ ンターが設置され
ている窓口は７市で す。 消費生活センターは 設置 していないけれども 、専 門相談員が配置され て
いる市町が６市町あ りま す。こうした岡山県 の状 況を前提としてお話 をさ せていただこうと思 い
ます。
まず、岡山県の取 組な のですけれども、岡 山県 は平成24年12月、消 費者 教育を統合的・一体 的
に推進することを目 的と した「消費者教育の 推進 に関する法律」が施 行さ れ、平成25年６月「 消
費者教育の推進に関 する 基本的な方針」が閣 議決 定されたことを受け て、 平成26年３月基本方 針
に従って、自ら考え 自立 した消費者を育成す るた めに「岡山県消費者 教育 推進計画」を策定い た
しました。この計画 の概 要版はお手元の成果 物と 一緒に資料として入 れて おりますので、後ほ ど
御覧いただければと 思い ます。
計画の策定に当た りま しては、県民の意識 調査 を実施するとともに 、岡 山県消費生活センタ ー
の相談実績を分析し て「 岡山県消費生活懇談 会」 を「岡山県消費者教 育推 進協議会」と読み替え
て、そこでの意見を 聴取 しながら、県民のニ ーズ を踏まえて作成をし たと いうものになってお り
ます。
この計画は、消費 者教 育の推進について、 ３つ の基本方針と13の重 点目 標を定めています。 ま
ず、期間中の重点施 策と して①高齢者・障害 のあ る人を中心とした消 費者 教育の推進、②学校 教
育における消費者教 育の 推進を掲げ、県セン ター を消費者教育の拠点 とし て位置付け、消費者 教
育を推進するコーデ ィネ ーターを配置すると なっ ております。
岡山県の消費者教 育連携の仕組みについて 、具 体的に説明をさせて いた だきたいと思います 。
平成18年６月に、 岡山 県における消費者教 育に 関する行政機関等の 連絡 調整及び協議を行う た
め、岡山県消費 者教育連絡 協議会を設置してお りま す。毎年担当者 会議を開催 して、連携を図 り、
教育計画や基本計画 の進 捗状況を調査してお りま す。金融広報委員会 にも 入っていただいて、 前
年度の実績及び今年 度の 計画をお互いに報告 し合 っています。
県センターは、教 育委 員会の人材応援バン ク、 これは学校に出前授 業が できる機関という形 で
登録をするシステム なの ですけれども、そこに登 録をして、教育委員 会が 「おかやま教育支援 活
動メニューフェア」 とい うものを実施します ので 、それに平成26年度 から 参加しております。 学
校教育の教員に直接 出前 授業の概要を紹介し て、 昨年度は、このメニ ュー フェアに参加されて い
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た中学校の教頭先生 に中 学生の消費者問題の 現状 について説明したと ころ 、是非後日講義に来 て
いただきたいという お声掛けがあったので、 中学 校に行かせていただ きま した。
平成26年度からは 教育 委員会とくらし安全 ・安 心課が連携して、ネ ット トラブル防止教材の タ
ブレットを作成して おり ます。これは、トラ ブル を仕組んだタブレッ トを 貸し出しするという事
業で、小中学校教員 に使 用方法等を説明する 会議 があるときに私も参 加さ せていただいて、学 生
間にある消費者トラ ブル で、ネット関連を中 心と したものをお話しさ せて いただいております 。
平成27年度より、 消費 者庁の先駆的プログ ラム 事業として３年間で 体系 的な教材開発をして お
ります。この事業の 特色 は教材検討委員会を 設置 して、大学教授、高 校教 員、幼稚園園長、金 融
広報委員会、県教育 委員 会、岡山市の教育委 員会 をメンバーとして構 成し ている点です。平成27
年度は「契約」を基 本に した法教育としての 消費 者教育の視点を取り 入れ た発達段階に応じた 教
材を作成いたしまし た。
少しこちらを見ていただくとその教材があるのですけれども、これが幼児期用の紙芝居です。
「ももたのおかいも の」 と題する紙芝居で、 作成 するに当たっては、 自由 というものに主眼を 置
きながら「きまり」 や「 やくそく」の意味と いう ものについて学ばせ るよ うに工夫をいたしま し
た。
「きまりのないくに」というところにもも たが 行くというストーリ ーで すけれども、この紙芝
居をモデル授業とし て保 育園で行ったのです が、 ３歳から５歳の保育 児は 食い入るように見て く
れて、すごく視点ど おり の回答をいただき、 とて もおもしろい紙芝居 と好 評を得ております。
この紙芝居は工夫 をす ることによって中学 生期 や高校生期でも使え ると 思っております。中 学
生や高校生がインタ ーン シップで保育園等に 行く ときに、再度お金の 意味 であったり「きまり 」
や「やくそく」の意 味と いうものを考える教 材に なるのではないかと 思っ ております。
小学生期になりま した ら、今、小学校で多 発し ている消費者問題が オン ラインゲームの課金 で
す。そこで、オンラ イン ゲームを題材とした 教材 を、先ほど紙芝居で 示し たももたが小学生に な
って出てくる教材を作っ ております。父親の クレ ジットナンバーをこ っそ り入力して、50万円 の
アイテムを購入する 教材 になっております。
「きま り」や「やくそく 」を守る ことの意義や、守れ
ないときは話合いを して 新たなルールを作る こと の大切さを学ぶようにワ ークシート等を工夫 し
た教材にしておりま す。
その後、中学生、 高校 生期になったら、高 校生 になったももた君を 出し てきて、私的自治の 原
則、契約の基本を学 ぶとい う題材にしておりま す。身 近な自転車を購入す ると いう契約を通して、
未成年者契約の取消 しは なぜできるのかとい うこ とを深く学び、消費 者と 事業者間の格差やク ー
リング・オフ制度に つい て考える授業につな がる ような工夫をした教 材に しております。
これらの教材は、 教材 検討委員会で検討し て、 モデル授業を行って 、教 材を実際に使用する こ
とで児童や生徒の反 応を 確認しながら作成し てお ります。また、学校 現場 の先生方が負担なく 御
使用いただけるよう に、指導書と解説書を一 緒に 作成して、CDの中に パワ ーポイントの映像と 一
緒に入れております 。そ して、こちらにある ので すけれども、指導書 はこ のパックという形で 、
両方こういった形で お渡 しできるようにして おり ます。平成28年度は 、こ れらの教材を学校や 各
機関で使用していた だい た上でアンケートを とり まして、不都合な点 や修 正したら良い点など を
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お伺いして集約した 上で ブラッシュアップし て、平成29年度に全学校 に配 付できるようにした い
と思っております。
また、今年度も新 たな 教材作りに取りかか って おります。
市町村との連携に つき ましては、市町村の 状況 に応じてどのような 支援 をしながら連携する こ
とができるのかを考 えな くてはいけないと思 って おります。特に学校 現場 に出向く講座につい て
は、消費生活センタ ーが 設置されていて、数 名の 消費生活相談員が配 置さ れている市の場合は 、
県センターが作成し た教 材の提供や県が主催 する 事業や講座の声掛け など をして、参考にして い
ただくようにしてい ます 。消費生活センター が設 置されていない市町 村の 場合は、県センター が
中心となって講座を 実施 するようにしており ます 。
例えば、平成25年 度は 県立高校での消費者 問題 の授業を実施する際 に、 岡山市の担当者の方 が
高校に出向いたこと がな いということでした ので 、お声掛けをして授 業を 見ていただき、そう い
ったお声掛けを何度 か実 施することで、自信 を持 って講座をしていた だけ るようにしていきま し
た。
平成26年度は、津 山市 内の小学校で授業を 実施 する際に、津山市の 担当 者の方にお声掛けを し
て授業を見ていただ いて おります。
同じく平成26年度 です けれども、岡山県高 等学 校家庭科教育協会で 講座 をする際に、岡山市 の
センターの方にお声掛け をして講座にお越し いた だき、市内高校の家 庭科 教員を紹介すること で
岡山市と市内高校の 家庭 科教員が連携できる よう な橋渡しをさせてい ただ きました。
平成27年度の先ほ どの 「ももたのおかいも の」 のモデル授業も岡山 市と 一緒にさせていただ い
て、市のセンターの 方と 一緒にするというこ とで 、市内の保育園や幼 稚園 で実施できるように 工
夫をしております。
平成28年度は中学 生用 教材を作成するので すけ れども、モデル授業 を早 島町という一つの小 さ
い町なのですが、そ この 消費生活相談窓口と 連携 して、町立中学校で ９月頃実施する予定にし て
おります。
他機関との連携・ 協働 については、さまざ まな 機会で教材の作成と 連携 体制を構築してきま し
た。
若年者層に対する 消費 者教育教材ですけれ ども 、教材作成に関しま して は、まずさかのぼる こ
と平成24年度に、私 が中 国学園短期大学に消 費生 活学で勤務しました ので 、そこの学生と一緒 に
「若者による若者の ため の消費者トラブル対 処法 」というパンフレッ トを 作成しました。大学 生
は自ら学ぶことの意 義を 感じ、そして、学ん だこ とを県のセンターと 連携 することでパンフレ ッ
トになるという成果 物が 目に見えて、更なる 学び になっていったよう でし た。大学生は、パン フ
レット作りに参加し て、 他者に伝えることを 通し て、自ら消費者問題 とは 何かを学ぶことがで き
たようでした。こう した 経験は、大学生の消 費者 教育にも有益なこと であ ると考えております 。
中高生の先ほどのパッ ク教材を作成するモ デル 授業を高校でもした ので すけれども、高校で す
るときには、大学生 にも 参加していただいて いま す。これは岡山大学 の法 学部の学生と一緒に 教
材を作りましたので 、法 学部の学生がチュー ター として高校の現場に 出か けていって、一緒に モ
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デル授業を行うとい う形 にしております。ま た、 金融広報委員会にも メン バーとして参加して い
ただき、連携をして おり ます。
また、連携体制の 構築 ということなのです けれ ども、平成26年度よ り総 務省ｅネットキャラ バ
ンと連携して、消費 生活 相談員が仕事として 講座 を担当できるようにしま した。学校現場にネ ッ
トに関する最新の生 情報 を伝えるということ に主 眼を置いてそういた しま した。ｅネットキャ ラ
バンというのは決ま った テキストがあります ので 、それをお話しする とい うことになりますが、
それではいけないと いう お話をしまして、消 費生 活センターに今ある 最新 の情報を伝えさせて く
ださいというお話を 進め ることで、最新の情 報を 踏まえた上での講座 をさ せていただいており ま
す。
高齢者に対する教 材を作成するに当たって 、平成25年度は県北の美作 大学 の学生と連携して「 元
気に笑顔で暮らす〜 虎の 巻〜」というパンフ レッ トを作成しました。 これ は教員を目指してい る
大学生、あるいは高 齢者 の施設に就職するこ とを 希望する学生を有志 とし て集めて、高齢者被 害
の現状を学んだ上で 、社 会の一員としてどの よう に社会と関わってい くこ とが重要かというこ と
を深く学んでいただ くと いうことでパンフレ ット作りに参加していた だき ました。その後、参 加
してくださった学生 さん と有志の方を中心に 「み まだいコンシュマー ズ」 という組織が結成さ れ
て、県センターのボ ラン ティア講師という形 で登 録してもらい、ボラ ンテ ィア講師として寸劇 な
どを交えた高齢者の 啓発 講座というものを担 当し ていただいておりま す。 高齢者は大学生が講 座
に来てくださるとい うこ とをとても楽しみに して 、お互いによりよい 学び になっていると思っ て
おります。
高齢者に対する消 費者 教育の連携体制の構 築に ついては、財務局あ るい は消防組合と連携を し
ながら構築をしたり 、民 事調停協会と連携の 構築 というものを図って おり ます。
平成27年度岡山県 消費 生活センターが若年 者層 を対象にした消費者 教育 の実績は、下の表の と
おりです。
次に、コーディネ ータ ーの資質ということ につ いて、僣越（せんえ つ）ですけれども、私が コ
ーディネーターをさせて いただいている上で どう いったものが必要か とい うことで考えさせて い
ただきました。
コーディネートと いう 意味を調べてみまし たら 「調整する、統合さ せる 。組合わせ衣料品（ 家
具）。」とありました 。そ こで、消費者教育を コー ディネートするとい うこ とに意味を当てはめ て
みますと、①消費者 教育 をする人と消費者教 育を する人、②消費者教 育を する人と消費者教育 を
受ける人、③消費者 教育 をする人と消費者教 育に 必要な情報、④消費 者教 育を受ける人と消費 者
教育に必要な情報、 ⑤消 費者教育をする人と 消費 者教育に関する資源 、⑥ 消費者教育を受ける 人
と消費者教育に関す る資 源、こういったもの をニ ーズや条件を考慮し て、 適切に結び付けて調 整
するということにな ると 思います。
では、消費者教育 コー ディネーターという のは どういう意味なのか を当 てはめてみましたら 、
コーディネーターと いう のは、コーディネー トす る人ということです ので 、消費者教育コーデ ィ
ネーターは、消費者 教育 をコーディネートす る人 ということになりま す。
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そこで、消費者教 育コ ーディネーターの役 割と いうものを考えてみ まし たら、２つの役割が 導
き出されるのではな いか と思いました。
まず１つ目が 、人と人、人と情報、人と 資源を当事 者のニーズに合うよ うに 調整する役割です。
具体的には、消費者 問題 や消費者教育につい ての 情報収集や発信する 役割 、当事者相互の要望 を
調整する仲介的役割 、消 費者教育資源をうま く利 用できるように世話 をす る役割、そして、消 費
者教育に関する経験 等を 通してよりよい方向 に向 かうように牽引（け んい ん）する役割などを 挙
げることができるの では ないかと思います。
２つ目として、人 と人 、人と情報、人と資 源を 結び付けて、新たな 消費 者教育の場を創出す る
企画・提案する役割 とい うものを挙げること でで きると思います。具 体的 には、新たな消費者 教
育の場の創設をする 役割 、異なる団体の当事 者を 結び付けて、新たな 消費 者教育の創出をする 役
割、有意義な事業を する ために、新たな協力 機関 等を見出す役割、こ うい った役割が必要では な
いかと思っています 。
では、このような 役割 を持つ消費者教育コ ーデ ィネーターには、ど のよ うな資質・能力が必 要
となるのかとなりま すと 、私の経験を踏まえ て考 えましたことをこれ から お話をさせていただき
ます。しかし、その 前に 、消費者教育推進会 議の 地域連携推進小委員 会が ３つの資質というも の
を提示されておられます ので、それを踏まえ なが らお話をさせていた だけ たらと思います。
小委員会が提示さ れて いる３つの資質です けれ ども「①消費者教育 を広 めるため〈魅力的な 講
座等の企画・立案・ 説得 〉する資質」、「②消 費者 教育の実施を働きか ける ため〈調整を行う、 共
感を生む〉資質」、「 ③消 費者教育の関係者を つな ぐため〈調整を行う 、共 感を生む〉資質」。
ここで「広める」
「働き かける」
「つなぐ」という のは、３つの役割である と 思います。
「広める」
ための資質として「〈企画・立案・説得〉」、
「働きか ける」ための資質 として「〈調整・共感〉」、
「つ
なぐ」ための資質と して「〈調整・共感〉」と いう ことが示されていま す。
これを実践に即し てよ り具体的に整理した なら ば、私は①専門性、 ②人 間性、③ネットワー ク
という３つの要素と 「信 頼・共感」というキ ーワ ードを導き出すこと がで きると思います。
まず、専門性とい うの は、知識や技能とい う言 葉で言い替えること がで きると思います。消 費
者問題の歴史、消費 者問 題の現状、消費者問 題の 法的観点、学校教育 の現 状、教材化に向けて の
知識といった、何を 知っ ているか、何ができ るか といった専門的な知 識や概念としての知識と 事
実としての知識とい うも のが必要になるかと 思い ます。
次に、人間性とい うの は、言い替えるなら ば、 情意や態度というも のに なるかと思います。 具
体的には、信頼性に 結び付く人間性や他者と 協働 して社会参画してい くと いったよりよい社会 を
作ろうという意欲と 言え ると思います。
３つ目は、ネット ワー クです。これは、思 考力 、判断力、表現力と 言い替えることもできる と
思います。個人が持 って いるネットワークあ るい は行政が持っている ネッ トワークといったも の
は、講座や研修会、 研究 会等への参加、ある いは 交流会での意見交換 、発 表の場などでつない で
いくことができるか と思 うのですが、その際 には 、物事を多角的に考 察す る力、複数の立場や 意
見を踏まえて課題を 把握 したり構想する力 、そして 、自分の考えを 論理的・効 果的に説明する力、
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こういったものが必 要に なるかと思います。
これらの３つの要 素が 重なり合って、さら に、その中からニーズが 発見 され、コミュニケー シ
ョンというものがと られ て、企画・提案とい う資 質を導き出すことが でき ると考えております 。
そして、これら が全て重な り合うところで最も 重要 となる「信頼さ れる」
「共 感する」という 資質
を導き出すことがで きる のではないかと思っ てお ります。関係図で示 すな らば、下の図のよう に
なるかと思います。
このような資質・ 能力 を有する消費者教育 コー ディネーターをどの よう に養成すればよいか と
いう方策ですけれど も、 消費者教育コーディ ネー ターを養成するため の研 修としては、どのよ う
な視点でプログラム を企 画する必要があるか とい うことで、それはま だ模 索中ではありますが 、
岡山県は、平成27年 度に 消費者庁の先駆的プ ログ ラムとしてコーディ ネー ト人材養成講座とい う
ものを実施しました 。こ の講座は全16回にわ たる 講座で、消費者教育 コー ディネーターの資質 を
養うものであったと 思わ れます。この事業は 、全 国消費生活相談員協 会に 委託して、相談員協 会
と講座内容について 相談 しながら決めました 。今 、この講座を終えて 、再 度検証したところ、 不
足していた点は少し ある のかなと思っていま す。
そこで、国立教 育政策研 究所の社会教育実践 研究 センターが調査して おり ます報告書を参考に、
コーディネーターを 養成 するプログラムとい うも のを少し私なりに考 えさ せていただいたのが 、
次の表です。御覧い ただ ければと思います。
こういった形で、 コー ディネーターを養成 して 配置したとしてもコ ーデ ィネーターが存分に 活
躍できる環境が作ら れて いなくてはいけない と思 っておりますので、 環境 を作るためには、自 治
体はどのような役割 があ るのかというのを少 しお 話しさせていただい て、終わりにしたいと思 い
ます。
まず、コーディネ ータ ーを配置するときに 、自 治体はコーディネー ター が何をするのかを明 確
に示す必要があると 思い ます。消費者教育推 進計 画に基づいて配置さ れる と思いますが、どの よ
うな役割を担っても らう のかを明確に示すこ とが 必要ではないかと思 いま す。教員あるいは教 員
のOB・OGがコーディ ネー ターになるような場 合に は、消費者問題につ いて 専門家でないので、 消
費者問題や行政内部 との 連携について、行政 職員 がいかにフォローす るか ということが重要で あ
ると思います。
消費生活相談員を 消費 者教育コーディネー ター として配置する場合 には 、消費者教育を学校 で
授業をする場合に、相談員 は教える技術は未熟 です ので、そういった部 分のフ ォローであったり、
学習指導要領という もの について詳しくない のでそのフォロー、学校 や教 育委員会との橋渡し と
いうものを行政側が フォ ローすることが重要 では ないかと思っており ます 。
消費者教育の目的 は、消 費者市民社会に参画 する 消費者市民を育成す る教 育を行うことであり、
この目的を達成する 手段 として消費者教育コ ーデ ィネーターが存在し てい ることを忘れてはい け
ないと思います。手 段が 目的化することで、消費 者教育が絵に描いた 餅と なってしまうと思い ま
すので、消費者教育 コー ディネーターに何を 求め るのかということは 、行 政がしっかりと明示 し
て、フォローする環 境を 整備する必要がある ので はないかと思います 。
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教育委員会との関 係に ついては、壁がある とい うことをよく耳にす るの ですけれども、私が 思
うのは、学校現場と いう のは、○○教育とい うも のが次から次に降っ てき てとても忙しいので 、
消費者教育だけに時 間を 割いてくれないとい うこ とには、やはり共感 はす る必要があると思う の
で、学校現場が何を 求め ているのかを把握し て、 教育委員会にはこう いう ことをお願いしたい の
ですと言って、具体 的に オーダーをすること が必 要であると思います 。き め細かいオーダーメ ー
ドを消費者教育コー ディ ネーターと行政職員 とで するということで、 橋渡 しがうまくいくので は
ないかと思っており ます 。
昨年度作りました こう いった教材について も、 教育委員会にお渡し したところ、教育委員会 か
ら知らなかったと、 そし て、情報に関する教 材を 今年度作ろうと思っ てい るのですが、情報教 材
を教育委員会で作成 する のであれば重なるの で、 調査してもらったと ころ 、作る予定はないと い
うことで、そういう 教材 を作っていただくと有り 難いというお声掛け もい ただいたりなどした の
で、こういった教材 を作りたいとか、こうい う点 でと細かくお願いを する ことが必要ではない の
かと思います。
コーディネーター が働 きやすい環境を整備 して 、行政職員と一緒に 行う ということです。コ ー
ディネーターを１人 ぽん と放り出したのでは 何も できませんので、共に歩 んでいくということ が
とても重要ではない のか なと思います。その ため には、お互いに信頼 関係 を構築していくこと が
大事ではないかと思 って おります。
50分までというこ とで したので、その後、 私が どうしてこういった コー ディネーターになっ た
のかということをち ょっ と書かせていただい てい るのですが、法教育 とし ての消費者教育とい う
ことで活動をしてお りま したので、私が消費 者教 育コーディネーター とい うものを拝命したの だ
と思っております。 このあと、いろいろと御 質問 をいただいたところ でお 話をさせていただけ た
らと思います。
私は、消費者教育 とい うのは、消費者の声 が栄 養素であると思って おり ます。消費生活セン タ
ーは、そういった消 費者 教育の栄養素がいっ ぱい 詰まっているところ です 。消費者の生の声を 聞
いている消費生活相 談員 が消費者教育に関与 する ということは、とて も大 事であるし、意義が あ
ることではないのか なと 思っております。生 の声 から社会問題を抽出 して、教材というものを作
っていく。その教材 を使 って子供たちが学ぶ とい うことが、生きる力 につ ながるのではないの か
なと思っております 。国 に対することなどは 、レ ジュメ等を見ていた だけ ればと思います。
私の報告はこれで 終わ りにさせていただき たい と思います。ありが とう ございました。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

時間を限ってしま いま して、もう少しお話 にな りたいことがあった かも しれませんが、意見 交
換の中でまた御披露 いた だければと思います 。
ただいまの説明の 内容 について御質問、御 意見 のある方は発言をお 願い いたします。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

極め て興味深いお話、あ りが とうございました。

一番最後におっし ゃっ ていたように、消費 生活 相談員は、地域社会 での トラブルを見るし、 そ
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れが十分理解できて いな い消費者を目の当た りに するという意味では 消費 者教育が必要である と
いう、一番出発点の エネ ルギーのある人であ ると 感じました。ただ、 問題 は、まさに御説明の あ
ったとおり何をどう 伝え るのか、相手の発達 段階 に応じてそれをきち んと 組み立てていかなけ れ
ばいけないというこ とは 、相談員はそういう 訓練 は受けていませんか ら、 事例を紹介してこう い
う点を注意しましょ うと いうだけの一本やりでは 本当の意味では伝わ らな いという意味で、消 費
者教育という教え方 を含 めた調整、コーディ ネー ト役が必要なのであ ろう と思います。
そこで質問なので すが 、７ページにコーデ ィネ ーターが何をするの か、 環境が必要であると い
う趣旨のことで、学 校の 教員OBが消費者教育 コー ディネーターになる 場合 には、消費者問題の 分
野の学びが必要で、 相談 員の場合には、逆に 教え 方など、そちらが必 要で あるときちんと整理 し
ていただいています 。
６ページに、コー ディ ネーターの人材養成 講座 を開催したというと ころ がございます。この 講
座では何人くらいの 方が 受講して、その内訳 は相 談員、教員OBあるい は教 員も含めてあるいは そ
れ以外の方と、実際 はど のくらいの人数であ った のかということと、 例え ば岡山くらいの人口 の
県で言えば、今日御 説明 いただいたようなコ ーデ ィネーターというも のが どのくらいの人数の行
動できる人が養成さ れ行 動することが望まし いと お考えなのか、その辺り の実情とコーディネ ー
ターの配置のイメー ジと いうものを教えてい ただ ければと思います。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

ありが とう ございます。

まず、昨年度実施 した コーディネート人材 養成 講座なのですけれど も、 これは一般の県民の 方
を公募しました。消 費生 活相談員は受けてい ない のですが、市内の非 常勤 の相談員さんで、是 非
受けたいという相談 員さ んが、お休みの日に 参加 してくださったこと があ ります。そういった 中
で、今は行政窓口に 勤務 していない相談員の 方な ど、相談員の資格を 持っ ておられる方は３人 受
講されました。全受 講生 は40人いたわけなの です が、40人の受講生の 中で 、大体修了証書をお 渡
しできた受講生が34人、 ほとんどの方が一生 懸命 勉強してくださいま した。
地域で見守り活動 をさ れている方もいらっ しゃ れば、これから消費 者問 題について学びたい と
いう一般県民の方も 御参 加くださったりしま した 。この講座を受けて くだ さった人の中で、２ 人
が県の消費生活セン ター のほうで、１人は消 費生活 相談員として、１人 は地域 連携推進員として、
平成28年度から勤務 をし ていただいておりま す。 そういった形で学ん でい ただいた方を、これ か
ら次の年度はボラン ティ ア講師という形で、地域 で主になって講座を して くださるという形態 で
登録をしていただく 講座 につなげていこうと 思っ ております。
岡山県の場合、コ ーデ ィネーターは今、私 一人 で、とても忙しくし てお ります。県に何人ぐ ら
いとおっしゃってい ただ いたのですけれども 、大 体県北や岡山市は政 令指 定都市ですので、岡 山
市にいていただきた いと 思いますし、倉敷市 とい う市も相談員も何人 もお られますので、きち ん
としていただくと考 えた なら、大体４人ぐら いい ていただければいい のか なと思っております 。
人口の多い市に４人 ぐら いコーディネーター がい てくださったら、う まく それぞれの地域を回 し
ていくことができる ので はないかと思ってお りま す。
ありがとうござい まし た。
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○河上委員長

そう しま すと、その講座を受 けた 方で、相談員が40名 のう ちの３名程度で、ほ か

の方というのは相談 員で はない一般の市民の 方と いうことですか。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

そうで す。 一般の県民の方です 。

男性、女性も含めて 、70代の男性も勉強しに 来て くださって、行政職 を退 職された方なのです け
れども、こういう場 があ るというのはすごく いい 勉強になったので相 談員 の試験を受けたいと い
うことで、今年度チ ャレ ンジするとおっしゃって いました。
○河上委員長

教育 関係 者などはどうですか 。

○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

教育関 係者 は残念ながらお越し い

ただけなかったので す。 やはり16回ということで 、なかなか学校のほ うか ら派遣など、そうい う
ことはしてもらえな いと いうことでした。県 内の 相談員は、常に10人 ぐら いは受けたい講座を 聞
かせていただく形で す。
○河上委員長

それ ぞれ 科目を履修するよう な形 ですね。

○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

そうで す。 科目履修生のように 。

教員がなかなか来て いた だけないというので 、難 しいところです。
○河上委員長

よろ しい ですか。

鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

貴重な お話 をどうもありがとう ござ いました。

私から３点伺いた いと 思います。
まず第１点は、コ ーデ ィネーターという役 割を 明確に位置付けるこ との 意義ということに関 し
てです。岡山県では 「岡 山県消費者教育推進 計画 」において、その重 点施 策の中で消費者教育 を
推進するコーディネ ータ ーを配置するという こと になったということ でし た。おそらくは、そ の
前にも事実上はコー ディ ネート役としての活 動を されていたと思うの です が、このような形で き
ちんとコーディネー ター を配置するというこ とが 明確化されて、その 位置付けがはっきりする と
いうことにより、従 来と 比べて活動がやりや すく なるということがあ るの ではないかと思うの で
すが、その点はいか がか ということを伺いた いと 思います。
２点目に、コーデ ィネ ーターの役割という こと なのですが、この計 画の 中には、どういう役 割
だということが定め られ ていたのでしょうか 。先 ほど７ページのとこ ろで 、目的を明確にして 、
消費者教育コーディ ネー ターに何を求めるか を行 政が明示することが 重要 であるということを 御
指摘くださいました 。ま だこれは新しい制度なの で、コーディネータ ーと してその役割をどう 果
たしていくかという こと 自体が試行錯誤のと ころ もあったのではない かと 思いますけれども、 最
初の段階でこの計画 にどういう役割と定めら れて いたのかということ につ いて、お聞きしたい と
思います。
３点目ですが、こ れは時 間がもしあればとい うこ とでお願いしたいと 思い ます。１ページの（ ２）
のところで、消費者 教育 連携の仕組みとして、さ まざまな有意義な活 動が なされてきたことに つ
き、御紹介がありま した 。そこでは、コーデ ィネ ーターの方が、いろ いろ な機関と連携すること
がまさに必要であり、ま た連携の橋渡し役もされ るということなのだ と思 いますし、特に行政 の
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職員の方々との連携 と協 力が不可欠であると 思い ますが、何か１つで も例 を挙げて、こういう 形
で進めてきたのだと いう ことをより具体的に お示 しくださればありが たい と思います。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

ありが とう ございます。

まず、１つ目のコ ーデ ィネーターの意義と いう ことで、コーディネ ータ ーとして私がなった の
が平成26年で、それ 以前もずっと活動をしており ました。コーディネ ータ ーではないのだけれ ど
も、コーディネータ ーの ような活動をしてお りま した。そのときには 、な かなか動きにくいと い
うことはあったので す。 相談員ですので、ほ かの 相談員と同じように 相談 もいっぱい受けない と
いけないし、１人で 活動 をいろいろしている とほ かの相談員に対して 御迷 惑をかけることもあ る
ので、コーディネー ター と位置付けていただ くこ とで、相談もお伺い する のだけれども、主が 消
費者教育のほうです と明 確に示していただい たと いうことで、私の代わり に１人相談員を補充 し
ていただくというこ とで 相談員を増やしてい ただ いたので、それは一 つ動 きやすくなったのか な
とは思っています。
外部に対しては、 消費 生活相談員が行って いろ いろと説明するので は、 なかなか聞いてもら え
ません。学校現場な ども そうなのですけれど も、 相談員って何という 感じ ですが、消費者教育 コ
ーディネーターとな ると 、学校の先生もうん とい う形で聞いてはくだ さる ようにはなりました 。
でも、基本は、私は 相談 員のときも教員対象 の講 座もしておりました し、 県の総合教育センタ ー
の講座にも行かせて いた だいておりましたけ れど も、そういったこと は余 り変わりないかとは 思
います。ただ、全国 的に 、他県からいろいろ とヒ アリングや、あるい は私が教員対象の講座を す
るときに他県からお 越し いただくことがある よう にはなりました。
それから、役割と して 、この計画の概要版 なの ですけれども、私は 最初 に拝命したときに何 を
すればいいのとは本 当に 思っていたのです。 だか ら、今までのことと 変わ りがないことでとい う
ことで、最初は教材 を作ったり、あるいは学 校現 場に直接行って、学 校の 先生に信頼をしても ら
うところを構築して いき ました。そういった こと が、その場での役割 かと 思っています。
行政自体も、何を した らいいのかというの は恐 らくわかっていない ので はないかと私は思っ て
います。計画は作っ たけ れども、具体的に何 をし たらいいのかという のが わかっていないので 、
私がすることを黙っ て見 逃してくれていたの かと 思うのですけれども 、好きにさせていただい て
いたので、いろいろ なと ころと連携をしたり 、信 頼関係を構築してい くこ とで、新たな次の目 的
などが出てきて、だ んだ んと明確化されてい った のではないかと思っ てい ます。
具体的な仕組み作りの ところで、いろいろ とさ せていただいたので すけ れども、具体的にと お
っしゃっていただい たのですが、ｅネットキ ャラ バンもそうですし、 財務 省などとの連携です 。
財務省は高齢者に対 して 振り込め詐欺などの 啓発 活動をされておられ ます。そのお話をお伺い し
たときに、財務省が どの ような講座をされて いる のかということで、 財務 省の担当の方に県の セ
ンターにお越しいた だい て、実際にどういう こと をされているのかと いう ことを聞かせていた だ
いたのです。そこで、財 務省の講座はこのよ うな もの、県の私がする のは このようなものとお 互
い披露し合って、財 務省 のほうが、自分たち のこ ういった講座ではな くて 、高齢者にわかって い
ただくためにはこう した らいいのだと思う案 をい ただきましたと言わ れて、もう一度作り直し て
15

きてくださいました 。再 度作り直したものを 見せ ていただいて、一番 最初 は私と共同で県北の 一
番高齢化率の高い地 域に 行って、高齢者の振 り込 め詐欺に関するお話 とい うものをさせていた だ
きました。その後は お任 せしても大丈夫だと信頼 関係が構築できまし たの で、県のセンターに 高
齢者に対する啓発や 講座 の依頼があったとき に、 県北や、人材が不足 して行けないようなとこ ろ
など、財務省の御都 合を お聞きしてお願いを して 行っていただくとい う連 携も構築していると こ
ろです。具体的には そう いうところです。あ りが とうございました。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

ありが とう ございます。

６ページに、人材 養成 講座を開催されて、 この 事業を終え、再度検証し 不足していた資質の 領
域も明確になったと 書い てくださっていて、 その 後に、国立教育政策 研修 所の調査研究報告書 を
参考に作ってくださ った のが、それを補充し た案 ということですね。 その 不足していた部分と い
うか、多分、こうい う講 座を考えるときに見 落と しがちなところであ ると 思うのですが、どう い
う部分であったので しょ うか。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

学校教 育の 基礎のところという の

を私は見落としてい たの で、学習指導要領に つい ての部分を、一般の 方で あっても消費生活相 談
員に対してもしてい かな いといけないのかな と思 いました。
あと、カウンセリ ング は大体相談員はでき るの ですけれども、一般 の方 は余りカウンセリン グ
ができないので、そ の辺りなども必要であっ たか なと思います。話し 方と いうのは講座の中に 入
れて、アナウンサー の方 にお越しいただいて 、話 し方などはさせてい ただ いたのですけれども 、
カウンセリングの部 分は もう少し入れたほう がよ かったのかなと思っ てい るところです。あり が
とうございました。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
今日欠 席の 増田委員から御意見 をい ただいていまして、 その 一部を紹介させてい た

だきます。
全国で消費者教育 コー ディネーターが活躍 する ためには、どんなに 資質 があったとしても個 人
的な活動では限界が あり 、何より自治体がそ の役 割を理解し、重視し 、自 治体が認めた役職と し
ての消費者教育コー ディ ネーターという立場 が必 要です。そして、大 切な ことは、消費者教育 コ
ーディネーターの役 割に ついて自治体で深く 理解 していただき、現職 とし て認められることで あ
り、その上で初めて 資質 のある者が活躍でき るの であると思います。 消費 者教育コーディネー タ
ーが活躍することで 、単 発の事業として終わ るの ではなく、継続した 消費 者教育になっていく の
であると考えますと いう 意見をいただいてい まし て、私も全くそのと おり だと思うのです。
岡山県の場合は、 たま たま矢吹さんが長年 相談 員としての信頼があ って 、その上で、コーデ ィ
ネーターというとこ ろに すっと進まれたと思 うの ですけれども、こう いう ように消費者教育を 推
進していくためには 、いろ いろな自治体で消費 者教 育コーディネーター が必 要で、そのためには 、
自治体自身で任命す ると いうか、お墨付きを 与え るということが大事 かと 思うのですが、その た
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めにこうやればいい ので はないのかというア イデ アや仕掛けなどがあ りま したら、教えていた だ
ければと思います。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

ありが とう ございます。

増田委員の御意見 もご もっともであると思 って おります。大森委員 に御 提案いただきました ア
イデアなのですけれ ども 、どうでしょうか。 文科 省のほうで学習指導 要領改訂という作業が進 ん
でいて、平成30年度から「 公共（仮称）」という教科 の消費者教育の部分 で、消費者の権利と責任
というものも入って きて 、連携する機関とし て、 消費生活センターの 名前 も中教審の会議の中 で
は入ってきておりま すし 、資料でも入ってき てお ります。そういった とこ ろで、やはり自治体 に
対して言うときには 、消 費者教育というのは これ だけ大事で、学習指 導要 領にもこう書かれて い
て、これからこうな りま すというようなこと をし っかりとお伝えする とい うことであると思う の
です。
私が一番最初に教 員対 象の講座をしたとき に、 何度しても、集まっ てく ださる教員は１人や２
人のときもあったの です 。１人や２人のとき でも 一生懸命させていた だき ました。学校教育の 中
に、指導要領をここ のと ころで消費者教育は こう 改定されて、平成20年の 改訂のときにこう入 っ
てきていますという こと と、こういう教育が 必要 なのだということを 常に 述べることで、お話 を
聞いてくださった先 生が、次の先生に伝えて くだ さってということで 御参 加くださる学校教員 の
先生が増えていった わけ なのです。
そこで、コーディ ネー ター自身も一生懸命 真面 目に１人であろうが ２人 であろうが伝えるこ と
が大事ですし、行政 側は 、指導要領の改訂と いう ものにしっかりと目 を向 けて、学校現場にこ う
いった形で消費者教 育が 入ってきますとアピ ール することです。そし て、今、中教審で議論さ れ
ている社会科では、 身近 なことから自分がど う社 会と関わっていくこ とが できるのかというこ と
を、考え、実践する力を 育成することが目標 であ るという話をしてお りま す。消費者問題とい う
のは、そういった一 番誰 もがしている身近な消費 者契約から考えるこ とで 、そこを教育でして い
くことが大事なので すと 自治体にしっかりと 働き かける。そういった アピ ールをするというこ と
が大事ではないのか なと 思います。コーディ ネー ターを自治体が配置 して くださったら、消費 者
教育が、文科省の改 訂とうまく一緒に両輪と して 進んでいくのではな いの かなとは考えており ま
す。ありがとうござ いま した。
○河上委員長

よろ しい ですか。

ほかにはいかがで しょ うか。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

池本 です。

もう１点、お伺い した いと思います。６ペ ージ のコーディネーター 養成 研修プログラムは40人
ほど参加されていた 、一 般の方が大半であっ たと いうところをお聞き して 、実は埼玉あるいは 全
国のいろいろな自治 体で の比較を頭で想定し てみ たのですが、ほかの 地域 では講師養成講座や サ
ポーター養成講座な ど、 消費者問題の学習と 教え 方の学習というプロ グラ ムはよく聞きます。 埼
玉もそうなのです。
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ところが、そうや って 養成してもその人た ちが 活躍する場が、コー ディ ネートされる機会が な
いので結局動けない で終 わっているという印 象を 受けているのです。 埼玉 でもそうですし、ほ か
の地域でもよく聞く ので すが、岡山県では、 むし ろコーディネート役 とし て今日お話しいただ い
たような取組をまず して 、そして、そこで活 躍す る人を養成する。コ ーデ ィネーター養成研修 と
ありますけれども、 まず は講師を養成し、そ の中 でもまたコーディネ ート 役になる人を引き上 げ
ていくという２段構 えの 狙いがあるかという 気が するのですが、問題 は、 講師養成からもう１ 段
先のコーディネータ ーを 本当に養成していく 、広 げていくためにどう した らいいのだろうか。 む
しろ、国民生活セン ター辺りで、全国から相 談員 で講師などの経験が あっ てもう一歩先を目指 す
人を集めてがっちり とや ればいいのか、狭い 意味 でのコーディネータ ーを 各地で増やしていく た
めに何をしたらいい のか ということについて 、も しお考えがあればお 願い します。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

ありが とう ございます。

この講座をしてい て思 ったのですけれども 、県 のセンターにも、こ の人 はコーディネーター に
なってもらえる相談 員と いう相談員は何人か いる わけなのです。そう いっ た相談員を大事に育 て
ていくということと 、社 会には、教員を退職 され て子育てをされてい る方 など、そういった方 も
いらっしゃって、そ うい った方にできたらお 声掛けをして、消費者問 題に 興味を持っていただ い
て、興味を持ってい ただ いた方の中から、教 える ことやそういう視点 を持 っておられる方を引 き
上げていった中でコ ーデ ィネーターを育成し てい くということと２段 構え でしていかないと、 な
かなかコーディネー ター というものを養成し てい くことは難しいのか なと 思います。
一番簡単なのは、 相談 員の中でコーディネ ータ ーとして活躍されて いる 方はたくさんいらっ し
ゃると思うのです。 そう いった方を行政が信 頼し て、もっと任せてい くと いうことで、しっか り
としたコーディネー ター になっていかれる方 はお られると思います。私が お伺いしているコー デ
ィネーターに今、任 命さ れている方、あるい は県 のほうにヒアリング に直 接お越しになったコ ー
ディネーターの方も いら っしゃるのですけれ ども 、多くが教員OBの方 で、 消費者問題というこ と
が余りわからない、 お電 話で相談を聞いたこ とが ないということで、 教材作りとかを頼まれて き
ているのですと言わ れた り、何をしていいの かわ からないということ でお 越しいただいたりな ど
しています。まず、消費 者問題を知ることが 必要というお話をさせて いた だいているので、教 員
のOBの方がコーディ ネー ターとして御活躍さ れる には、教員のOBの方 が消 費者相談を聞いたり 、
消費者問題について もう 少しお勉強をしてい くと いうことで、時間が かか るのではないかとは 思
います。
コーディネーター は教 えるプロではないの で、 教員が教えるわけで すか ら、相談員でも十分 私
はコーディネートで きる し、今、こういう問 題が あります、こういう こと を教材にしてくださ い
というように、教員 と一 緒にすれば教材を作るこ とができるし、教員 から 教えるときに、こう い
う方法でこういうこ とを 教えたいのだけれど も事 例はありますかとい った ときに、では、最新 の
こういう事例がある から これを入れてくださ いと いうことができたり 、あ るいはTTという形で 教
育現場に相談員が行 って するという方法もあ りま す。そういった形で コー ディネーターとして ど
ういった人を育成す るか によって、方法はい ろい ろあるのではないか と私 は思っております。
18

答えになっていな いか もしれないのですが 、すみません。
○河上委員長

大体 時間 になってしまったの です けれども、これだけ はと いうことが何かござ い

ますか。
蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

大変すてき なお話を聞かせてい ただ きまして、ありがと うご ざいます。現場の方 は

大変なことなさって いる のだなということが 改め てよくわかりました 。
コーディネーター の考 え方で、４ページか ら５ ページと、非常にわ かり やすく書いてあるの で
すが、お聞きしてい て、相談員をやらないと 、経 由をしないとコーデ ィネ ーターになれないと い
うことなのか、ある いはその方々が持ってい る資 質というものなのか 。
例えば私はビジネ スの現場におりますが、 ビジ ネスの現場でも、CSセン ターを経験しなくて も
実際にいろいろなと ころ とのネットワークを 持っ ていたり、あるいは 非常 に説得力があったり し
て、あちらとこ ちらをくっ つけてCSの人の話を 聞い て、そして 、いろいろな と ころをくっつけて、
こういう講演をして あげ たらいいねとか、学 校に 出前でこういう話を しに 行ったほうがいいね と
いうことをなさる資 質の 方も実はいらっしゃ るの です。ですから、志 が高 くなければいけない の
ですけれども、例え ば学 校の先生で退職なさ った 方や、その資質があ る方をコーディネーターと
していく門戸を少し開け られますと、非常に いろ いろな方がいること によ って役職として自治 体
に認められていくの では ないかと思いながら 聞か せていただいたので すが 、その辺はいかがで し
ょうか。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

ありが とう ございます。

資質として、おっ しゃ るとおりだと思いま す。 教員の方がなられた 場合 、資質を持っていら っ
しゃる教員の方はた くさ んいらっしゃると思 いま すので、そこのとこ ろで 、フォローの部分で 行
政がいかに消費者問 題の 分野であったり、そ うい ったところのフォロ ーを するのかということ で
あると思います。
相談員は、教員の 部分 はフォローが必要で すし 、バランスかと思い ます 。全ての資質が全部 備
わっている人という のは 、まずいないと私は 思っ ています。多い少な いが あって、そこの部分 を
うまく調整しながら 自分 がコーディネートを して 活躍をしていくとい うこ とですので、どちら で
もできるとは思うの です が、努力というか、 時間 がかかる部分では、 なか なか行政のフォロー が
しっかりとないと教 員の 方は大変ではないの かな というのは、最近あ る県 からのヒアリングが 来
たときに、その方が 私は 潰れないようにと祈 りな がらお話をお伺いし たの で、少しお話をさせ て
いただいた次第です 。
ありがとうござい まし た。
○河上委員長

よろ しい ですか。

私も実は蟹瀬委員 と似 たようなところにひ っか かっていたのです。 コー ディネートするとい う
言葉との関係で、人 と情 報と資源をそれぞれ 調整 して、一定の方向付けを するということにつ い
て言うと、情報に関 して は、ある意味では相 談員 がプロですね。です から 、よく御存じなので す
けれども、人と人をつな げていったり、資源 をど う配分していくのが いい のかといった問題の 処
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理能力とか、いろい ろな 形での別のものがコ ーデ ィネーターとしては重要 になってくる。とす る
と、相談員が適して いる 部分と、そうではな い形 での資質を持った人 が適 している部分がある の
で、場合によっては コー ディネーターという のは 、複数の資質の方が 協力 してコーディネート 作
業をすることが本当 は手 っ取り早いのかなと いう 感じがしたのです。 コー ディネーター１人と い
うことになってしま うと 、どうしてもなかな か難 しい。複数コーディ ネー ター制みたいなもの を
考えてみてはどうか とい うことを、ちょっと 今、 感想として持った次 第で す。
もっともっと議論 をし たいところなのです けれ ども、時間になって しま いました。本日は矢 吹
コーディネーターか らコ ーディネーターとし ての これまでのさまざま な御 活躍の経験のほかに 、
消費者教育の現状に 対す る御認識、それから 幅広 い分野での御示唆に 富む お話を伺いまして、 消
費者教育におけるコ ーデ ィネーターというも のの 重要性を強く感じた 次第 でございます。一 方で、
コーディネーターを 設置 、育成する際の課題 など についてもお話をい ただきました。しかし、 実
際に平成27年の４月 １日 現在で、コーディネ ータ ーという名前の役職 を設 置している自治体と い
うのは11都道府県78市区 町村にとどまってい ると いうことであります 。
先ほど、理想的な コー ディネーターの規模 感と いうので、岡山県辺りで ４名ぐらいいればと い
う話でしたし、私 自身は複 数制をとればもうち ょっ と必要かという感じ もす るわけでございます。
このため国、自治体 には コーディネーターの 設置 、育成をより一層促 進す る取組が期待される の
ではないかと思いま す。その上で、例えば岡 山県 のように自治体にお いて コーディネーターの 役
割や位置付けをでき るだ け明確にするという こと 、コーディネーター が直 接行うことが難しい と
思われる自治体の関 係部 局間の調整、これを 消費 者行政担当職員が行 うこ とによって、コーデ ィ
ネーターをバックア ップ するといった仕組み など も一つの方法として 重要 ではないかと思われ ま
す。
当委員会では、本 日御 説明いただいた内容 や審 議の内容について、 今後 若者の教育というこ と
を考える際に、重要 な視 点として、報告書に是非 盛り込ませていただ いて 、少しでもいい報告 書
を作りたいと思いま す。
本日は、本当にお 忙し いところ、ありがと うご ざいました。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

言い忘 れた のですけれども、若 者

の教材というものを 、こ ういうものは作らせ てい ただいたのですが、 これ は一つのものになっ て
いて、でも、若者に 対す る消費者被害という のは 、日々変わっていて、そ のときでいろいろあ る
わけなのです。
ずっと10年以上、 ある 造船会社の新入社員 対象 の講座というものを 、県 のセンターはしてい る
のですけれども、私 も何 年か行かせていただ いた のですが、大体18歳 で高 校を卒業したばかり の
男の子が多いところ です 。最初の景気がいい頃は 人数が多かったので すが 、だんだんと少なく な
っていく中で、今年 度違 う相談員が講座に行 くと きにどういう内容に しよ うという話をしたと き
に、基本はこのパン フレ ットをするのですけ れど も、彼女が受けてい たの が包茎の手術の相談 だ
ったのです。若い男 の子 のところでお話をす る内 容ということになる と、 恥ずかしいから一人 で
悩んで、どこにも相 談し ないで高額な契約を して いるというような特 色と いうものがあります の
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で、そういったことを、 相談員で今、こうい うこ とが多くて私が受け た相 談がこうこうでとい う
お話をしたらどうと言っ たら、彼女はその講 座で話をしたそうです。
大体お昼からの講 座な ので若い男の子は寝 るこ とが多いのですが、 その 話になるとぱっと起 き
て一生懸命お話を聞 いて 、契約というものは どう いうものなのか、高 校を 卒業して最初のうち は
勧誘はないかもしれ ない けれども、20歳を 過ぎてロ ーンが組める頃にな って200万近い手術のロー
ンを組むということ にな らないようにということ を学んだということを、 最後、お話として付け
加えさせていただけ たら と思います。
○河上委員長

あり がと うございました。素 材とし て、何が相手に響く かとい うのも大事ですね。

実は、今日委員の 席に は幾つかのパンフレ ット を用意していただい たの ですが、傍聴席には 数
が足りなくて大変申 し訳ございませんでしたが、 御関心の向きは事務 局の ほうにありますので 、
もしよかったら参照 して いただければと思い ます 。
この件に関しては 、以 上とさせていただき ます 。どうもありがとう ござ いました。
○岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター

ありが とう ございました。

（岡山県消費生活セ ンタ ー矢吹消費者教育コ ーデ ィネーター退席）

≪４．その他≫
○河上委員長

続き まし て、議題「その他」 とい たしまして、電力託 送料 金に関する調査会に つ

いての御報告であり ます 。
送配電事業を行う 電力 会社の託送料金につ きま しては、昨年12月に 経済 産業省による認可が 行
われたところであり ます が、今般、消費者の 視点 からフォローアップ を行 うことになりました 。
その一環として、５ 月20日付けで内閣総理大 臣か ら当委員会に対して 、お 手元の参考資料１の と
おり諮問が行われま して 、公共料金等専門調 査会 のもとに電力託送料 金に 関する調査会が設置 さ
れました。
本調査会の設置に つき ましては、公共料金 等専 門調査会の設置・運 営規 程で、委員会の同意 を
得てと規定されてお りま して、既に委員間打合せ において、委員の皆 様か ら設置に関して了承 を
いただいたところで あり ます。また、調査会 の座 長は、委員長の指名する ところと規定されて い
ることから、私から 、公 共料金等専門調査会 の座 長を務められている 古城 委員を座長に指名さ せ
ていただいたところ であ ります。
本件につきまして 、事 務局から補足説明を お願 いいたします。
○丸山参事官

電力 託送 料金に関する調査会 につ きましては、５月20日付 けの諮問の内容に基 づ

きまして、先ほど委 員長 のほうで申し上げた 参考 資料１でございます けれ ども、こちらの内容 に
基づきまして、電力 託送 料金の査定に関して 、消 費者利益の擁護・増 進の 観点からの資材・役 務
調達コスト等に係る更な る効率化の手法、コ スト 削減のための妥当な 託送 料金算定手法の在り 方
等の諸論点における 問題 の所在及び問題点の 改善 方法について検討を 行う ことを所掌としてお り
ます。
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本調査会の構成員 につ きましては、これも お手 元に配付しておりま す参 考資料２の名簿のと お
り、５月20日付けで 河上 委員長より御指名を いた だいております。
なお、本調査会に つき ましては、第１回調 査会 を昨日23日に開催い たし ました。河野大臣か ら
冒頭に御挨拶をいた だい たほか、経済産業省 から 電力託送料金の査定 方法 についてヒアリング を
行ったところです。
以上です。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

これは説明をお聞 き置 きいただければ、と いう ことでございます。

≪５．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は以上になります 。

最後に、事務局か ら今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

次回 の本 会議の日程や議題に つき ましては、決まり次 第、 委員会ホームページ 等

を通じてお知らせい たし ます。
なお、この後委員 間打合せを行いますので 、委 員の皆様におかれま して は、委員室にお集ま り
ください。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。お 忙しいところお集ま り

いただきまして、あ りが とうございました。
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