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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※１ 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をいいます。 

 

 

第第第第１１１１章章章章    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項    

 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨                                                                                                                            

 

近年の社会情勢は，高度情報化，国際化，地球環境問題の深刻化などにより，大きく

変化しています。 

このような状況の下，様々な方法で商品の選択や購入ができるようになった一方で，

取引形態の複雑多様化による新しい消費者被害が発生しています。消費者が安心・安全

な消費生活を送るためには，情報提供や被害救済を待つだけではなく，自ら被害を回避

したり，それに対処したりするための力を持つ自立した消費者となることが必要になっ

ています。 

また，消費者は，その消費活動が社会経済に影響を及ぼすことを自覚し，商品選択や

リサイクル等を通じて，公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することも求め

られています。 

このように，消費者教育の果たす役割がますます高まっている動向を踏まえ，本市で

は，2014（平成 26）年３月に水戸市消費生活条例（以下「条例」という。）を制定し，

全国に先駆けて，消費者市民社会（※１）の実現を掲げるとともに，消費者教育推進計

画の策定を義務付けました。 

本計画は，本市における消費者教育に関する取組を体系的に整理するとともに，市，

事業者，事業者団体，消費者，消費者団体が一体となった施策の総合的かつ計画的な推

進を図り，市民の消費生活の安定と向上を目指すために策定するものです。 
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２２２２    計画計画計画計画のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ                                                                                                                                

 

本計画は，消費者教育に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，条例第

19 条に規定する消費者教育の推進に関する計画として策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１ 計画の位置付け】 

 

 水戸市消費者教育推進計画水戸市消費者教育推進計画水戸市消費者教育推進計画水戸市消費者教育推進計画    

水戸市第６次総合計画 

 ～みと魁プラン～ 

 

消費者教育の推進に関する法律 

消費者基本法 

（県）茨城県消費者基本計画 

（国） 消費者基本計画 

消費者教育に関する基本的な指針 

水戸市消費生活条例 
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３３３３    計画計画計画計画のののの範囲範囲範囲範囲                            

 

この計画は，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。）

第２条第１項に定義された「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」に係るすべての消費

者教育を対象とします。 

 

 

４４４４    計画期間計画期間計画期間計画期間                                                                                        

 

計画の期間は，2015(平成 27）年度から 2019（平成 31）年度までの５か年とします。

ただし，国の動向や社会経済情勢の変化等，必要がある場合には，見直しを行います。 
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第第第第２２２２章章章章    消費者消費者消費者消費者をををを取巻取巻取巻取巻くくくく現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

 

１１１１    学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける消費者教育消費者教育消費者教育消費者教育                                                                                                                            

 

平成 20 年版国民生活白書によると，消費者教育を受けたことがあると答えた人の割

合は全体で 11.4％にすぎず，消費者教育が本格的に導入された 1989（平成元）年以降

に小・中学校に在籍していた層を見ても，15～19歳が 45.3％，20～29歳が 24.8％にと

どまっており，消費者教育の捉え方は一様でないものの，それが十分行われていなかっ

たことを示唆する結果となっています（図２）。 

学校教育においては，幼児，児童及び生徒の「生きる力」を育むことを目指し，生涯

にわたり学習する基盤が培われるよう，基礎的な知識及び技能を習得させるとともに，

これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力等の能力を育み，

主体的に学習に取組む態度を養うことを理念としています。2006（平成 18）年に改正

された教育基本法において，教育の目標として，自主及び自律の精神を養うとともに，

職業及び生活との関連を重視することや主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与

する態度を養うことが規定されました。これらを踏まえ，2008（平成 20）年及び 2009

（平成 21）年に改訂された新しい学習指導要領では，これまでの「生きる力」を育む

という基本理念が継承されつつ，消費者教育に関する教育内容の充実が図られており，

これに基づき各教科において消費者教育が行われています。 

今後，学校教育現場において，一層充実した消費者教育が行われるためには，新学習

指導要領の趣旨を踏まえつつ，時代の変化に対応した内容や，外部機関との連携，教材

の充実等による効果的な実施方法が必要です。 
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【図２ 消費者教育を受けたことのある人の割合（年齢層別）】 

（資料：平成 20 年版国民生活白書／内閣府） 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※１ BtoC 電子商取引 

   電子商取引の分野において，企業（Business）と消費者（Consumer）の取引のこと。具体的には，インター

ネット上の店舗での購入や，インターネット上での為替や株の取引などを指します。 

 

２２２２    日常生活日常生活日常生活日常生活におけるにおけるにおけるにおける消費者問題消費者問題消費者問題消費者問題                                                                                                                            

 

(1)インターネットに関する消費者問題 

インターネットを利用した取引については，BtoC 電子商取引（※１）の市場規模が

2005（平成 17）年の 3.5兆円から 2012（平成 24）年には 9.5兆円と，７年間で 2.5倍

以上に増加しています（図３）。 

このように，インターネットは，消費生活や事業活動においても急速に普及しており，

時間や場所に制約されることなく，様々な選択肢の中から商品やサービスの購入ができ

るようになりました。また，事業者にとっても，オンラインショップ，トレーディング，

ネット広告など，新たなビジネスチャンスを広げるなど利便性と合理性がもたらされま

した。 

一方で，商品やサービスの複雑・多様化が進むとともに，顔の見えない取引は，消費

者と事業者の関係の希薄化を招き，悪質業者の参入による詐欺まがいのトラブルや消費

者がネットをめぐる犯罪に巻き込まれるなど，大きな社会問題となっています。 

市の消費生活センターに寄せられる相談においても，20歳代から 60歳代までの各年

代において，「放送・コンテンツ等」に関する相談が最も多くなっています。（表１・２）。 

インターネットに関する消費者問題に対処するためには，消費者それぞれがインター

ネットを適切に使うための知識や技術を身につけなければなりません。また，被害が各

年代にわたることから，それぞれの年代にあった教育内容の充実が必要です。 
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【表１ 市消費生活センターに寄せられる相談の主な商品・サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３ 我が国の BtoC 電子商取引の市場規模】 

（資料：平成 26 年度消費者白書／消費者庁） 

（資料：水戸市消費生活センター） 

(2013（平成 25）年度) 
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【表２ 年代別で見る相談の主な商品・サービスの状況】 

（資料：水戸市消費生活センター） 

(2013（平成 25）年度) 
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※１ オンラインゲーム 

   パソコンや携帯電話などからインターネットに接続して利用するゲーム。ゲームの基本部分は無料で，ゲー

ムをより有利に進めるための多くのオプション（アイテム等）が有料で提供される形式のものが一般的であ

る（平成 26 年度版「消費生活白書」から）。 

 

(2)若年者や高齢者の消費者問題 

 近年では，社会経験などが少ない未成年者による消費者トラブルが増えています。

特に，オンラインゲーム（※１）に関する消費生活相談が増加傾向にあり，2013（平成

25）年度の総数は 5,827件で，このうち，未成年者に関する相談は，2,439件と全体の

約４割を占めています（図４）。相談内容は，課金に関して，主にクレジットカード決

済をめぐる相談が多くみられます。複数のゲーム会社では，「月々の課金上限額設定」

や「課金制限機能（ペアレンタルコントロール等）」など，未成年者保護に取組んでい

ますが，保護者に対して十分に認知されていない状況にあります。 

また，高齢者においては，様々な身体能力の低下や判断力の衰えに加え，健康への不

安や経済的な不安に付け入る悪質な手口が次々と発生しています。 

さらに，高齢者は，一人でいる時間が多い，近くに相談する人がいないなどの傾向に

あります（図５）。相談する相手がいないことから，周囲が気づくのが遅れ，被害が潜

在化しやすく，より深刻になることもあります。 

日本の年齢別の人口構成をみると，65 歳以上の割合である高齢化率は，1960（昭和

35）年には，5.7％でしたが，2013（平成 25）年には 25.1％と約４人に１人となり，2060

（平成 72）年には 39.9％と約 2.5 人に１人まで上昇すると見込まれます（図６）。 

 若年者や高齢者の被害の未然防止及び拡大防止のためには，それを見守る周囲への働

きかけとともに，地域全体での取組が重要です。 

  

【図４ オンラインゲームに関する相談件数】 

（資料：平成 26 年度消費者白書／消費者庁） 

オンラインゲーム

に関する相談件数 

うち， 

20 歳未満 
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【図５ 1 日の生活時間のうち高齢者は誰と生活しているか】 

【図６ 高齢化率の推移】 

（資料：平成 26 年度消費者白書／消費者庁） 

（資料：平成 25 年度消費者白書／消費者庁） 
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３３３３    環境問題環境問題環境問題環境問題とととと消費生活消費生活消費生活消費生活                                                                                                                            

 

経済の成長に伴い，物質的に豊かで便利な生活がもたらされましたが，同時に，資源

やエネルギーの消費量の増加など，環境への負荷はますます大きなものとなり，地球温

暖化に代表されるように，地球規模で深刻な問題となっています。 

消費者が支出する消費額（家計消費）の総額は，2013（平成 25）年において，285.5

兆円と国内総生産（GDP）の約６割を占めています（図７）。このように消費活動は，社

会経済全体に大きな影響を及ぼすものであり，そのことを自覚した消費行動が求められ

ています。 

環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築するためには，商品・サービスの提供者

である事業者の取組に加え，需要者である消費者がよりよい社会を形成する主体として，

公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画できるような消費者教育を推進してい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

【図７ 国内総生産(GDP)に占める家計消費】 

（資料：平成 26 年度消費者白書／消費者庁） 
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水戸水戸水戸水戸ならではのならではのならではのならではの消費者教育消費者教育消費者教育消費者教育によるによるによるによる，，，，    

消費者市民社会消費者市民社会消費者市民社会消費者市民社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた消費者消費者消費者消費者のののの自立自立自立自立    

 

第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向    

 

１１１１    目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿                                                                                                                            

 

近年の高度情報化や国際化の進展などにより，私たちの生活は大きく変化しました。

物質的に豊かで便利な生活がもたらされた一方で，効率性が優先された取引は，消費者

と事業者の信頼関係を希薄なものとし，消費者被害の増加をもたらしました。さらには，

大量生産，大量廃棄型の経済活動は地球規模での環境問題を引き起こすなど，市民の健

全な消費生活が脅かされつつあります。 

消費者は，消費という行動を通して，ライフスタイルの向上など，生活を豊かにする

ことができます。そのためには，消費者自ら物を見る目を養い，適切な情報の取捨選択

や意思決定といった能力が必要です。さらには，被害に遭わないための合理的な判断や

被害に遭った場合には適切に対処することができる能力も必要となります。また，消費

者の日々の意思決定や行動が，社会経済に大きな影響を与えることを自覚し，社会の一

員として，健全な市場とよりよい社会の発展のために積極的に参画する消費者となるこ

とも求められています。 

本市においては，水戸の先人の教えを基底に，歴史と伝統や，芸術・文化，豊かな自

然などを生かした様々な取組を行っています。こうした取組などと連携を図りつつ，消

費者教育を効果的に進め，消費者市民社会の実現のための自立した消費者の育成を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指目指目指目指すすすす姿姿姿姿    
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２２２２    基本方針基本方針基本方針基本方針                                                                                                                                

 

市民の消費生活の安定と向上のためには，消費者教育の果たすべき役割は大きく，

効果的な実践方法が求められています。本市では，国の基本方針などを踏まえ，消費

者教育の推進のための基本方針を次のとおり定めます。 

 

 

 

消費者教育の範囲は幅広く，生活のあらゆる領域に関わることとなります。そのた

め，幼児期から高齢期までのライフステージに応じた消費者教育が，体系的に行われ

るような取組を推進します。さらに，学校や地域の支えあいの仕組の中など様々な場

において，消費者の年齢等の特性に配慮した消費者教育を推進します。 

 

 

 

消費者教育は，ライフステージや場において，様々な主体により幅広く行うもので

あるため，消費生活に関する知識を持つ人材の育成が必要となります。そのため，主

に学校の教職員，地域や職域で中心的な役割を果たす者，高齢者等に対する日常生活

を営むための必要な支援を行う者などを対象にした研修の実施等を行います。 

また，市消費生活センターを中心に，弁護士等専門家や消費者団体，事業者団体等，

様々な担い手の連携を図ります。 

 

 

 

学校，地域，家庭，職域等様々な場において，消費者教育に使用される教材等が有

効に活用されるよう，消費者の年齢等の特性に配慮しつつ，消費者問題に取組んでき

た方などの意見を反映した教材の作成・活用に努めます。また，学校や地域等で取組

まれている効果的な教材などの情報を収集し，提供に努めます。 

１ ライフステージや場に応じた消費者教育の機会の提供 

２ 消費者教育に携わる人材の育成と活用 

３ 消費者教育の教材等の作成・活用及び情報収集・提供の充実 
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３３３３    施策施策施策施策のののの体系体系体系体系                                                                                                                                

 

３つの基本方針に基づいた施策の体系は次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ライフステージや場

に応じた消費者教育

の機会の提供 

１ 学校教育等における消費者教育の推進 

２ 地域社会における消費者教育の推進 

３ 高齢者や障害者等への消費者教育の推進 

４ 家庭における消費者教育の推進 

５ 職域における消費者教育の推進 

３ 消費者教育の教材等

の作成・活用及び情報

収集・提供の充実 

 

１ 消費者教育に使用される教材等の充実 

２ 消費者教育に関する情報の収集，提供 

水
戸

な
ら

で
は

の
消

費
者

教
育

に
よ

る
、

 

消
費

者
市

民
社

会
の

実
現

に
向

け
た

消
費

者
の

自
立

    

１ 教職員の指導力の向上 

２ 地域人材の育成 

３ 各主体における人材育成・活用と連携強化 

基本方針 施策の方向 

２ 消費者教育に携わる

人材の育成と活用 
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第第第第４４４４章章章章    施策施策施策施策のののの展開展開展開展開    

 

１１１１    ライフステージやライフステージやライフステージやライフステージや場場場場にににに応応応応じたじたじたじた消費者教育消費者教育消費者教育消費者教育のののの機会機会機会機会のののの提供提供提供提供                                                                                                                        

 

 

【目標指標】 

指標 現況(2013 年) 目標値(2019 年) 

消費生活に関する講座等の参加者数（年間） 4,794 人 5,500 人 

 

 

 

施策の方向１ 学校教育等における消費者教育の推進             

 

小・中・高等学校の学習指導要領では，消費者教育の教育内容の充実が図られてお

り，各教科においてはその趣旨に基づいた消費者教育を行います。さらに，本市にお

いては，先人の教えを活かし，次世代をリードできる人材の育成を目指し，郷土を愛

し，社会に貢献しようとする心や態度の育成などを図る取組を先進的に進め，子ども

たちの学力向上や生きる力を育成する水戸スタイルの教育との関連を深め，水戸らし

い特色ある消費者教育を推進します。 

  消費者教育の実施に当たっては，学級活動など現在行われている様々な教育活動を，

消費者教育の視点から捉え直し，活用していくことや，外部機関との連携が重要であ

ることから，その実施方法などについての検討を行います。 

  

 

【主な取組】 

○幼児期における消費者教育 

  幼児期では，買い物に関心をもったり，身の回りの物を大切にしたりと，様々な

気づきを通じて，それを取り入れる時期です。紙芝居などの教材を整備し，活用す

ることなどにより，楽しみながら消費生活について学べる環境をつくります。 
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○小学生期における消費者教育 

  小学生期では，主体的な行動，社会や環境への興味を通して，消費者としての素

地の形成が望まれる時期です。例えば，食を通じた環境とのかかわりや，お金の使

い方，インターネットやスマートフォン・携帯電話等の情報通信機器の適切な使い

方，困ったことがあったら身近な人に相談することなど，生活にかかわりのある内

容についての教育に取組みます。さらには，学校教育で得た知識の実践力を高める

ため，ＰＴＡ活動など家庭と連携した活動を推進します。 

 

○中学生期における消費者教育 

中学生期では，行動の範囲が広がり，権利と責任を理解し，トラブル解決方法の

理解が望まれる時期です。インターネットやスマートフォン・携帯電話等の情報通

信機器の適切な使い方や販売方法の特徴を知り，トラブル解決のための法律，制度

や相談機関を知ること，消費生活が環境に与えることを理解し，環境に配慮した生

活の実践などに取組みます。さらには，学校教育で得た知識の実践力を高めるため，

ＰＴＡ活動など家庭と連携した活動を推進します。 

 

 ○高校生期における消費者教育 

   高校生期では，生涯を見通した生活の管理や計画の重要性，社会的責任を理解し

た主体的判断が望まれる時期です。若者が被害に遭いやすい消費者被害の具体例や

その対処法などの出前講座を高等学校と連携して行います。 

 

○大学・専門学校等における消費者教育 

  成年と未成年が混在する大学等においては，消費者としての権利と責任が大きく

変化する時期にあります。市消費生活センター等による入学時ガイダンスにおける

啓発等を行うなど，大学等と連携した取組を実施します。 
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施策の方向２ 地域社会における消費者教育の推進 

 

  本市においては，地域における生涯学習活動の拠点として，主に小学校区を単位と

する市民センターを設置し，特色のある様々な活動が展開されています。市民センタ

ーをはじめとする施設においては，地域の人々に身近な学習や交流の場として，消費

者問題に関する普及・啓発が行われるなどの機能を有することから，これらの取組を

一層推進します。 

  また，地域においては，地域住民が主体となって，地域の課題や将来像を共有し，

その解決や実現に向けて取組んでいます。消費者問題は地域の抱える課題でもあり，

学習者が習得した成果を地域社会に還元することは，その課題の解決にもつながりま

す。消費生活に関する知識や判断力を身に付けていく実践的な能力を育む取組につい

て地域活動と連携しながら実施します。 

   

  

 

【主な取組】 

○地域における消費者教育の機会の充実 

市民センターで行われている生涯学習講座等において，出前講座の実施など学習

の機会の充実を図ります。 

 

○地域コミュニティとの連携 

   市民センターは，地域コミュニティ活動の拠点として，また，地域には回覧板や

口コミ等それぞれ独自の情報伝達手段を持っています。その手段や情報紙，チラ

シ・パンフレット等各種媒体を活用し，啓発等を行います。 

 

 ○町内会長等に対する研修の実施 

   高齢者を狙ったニセ電話詐欺などの消費者被害の実例や対処方法などについて，

住みよいまちづくり推進協議会と連携しながら，地区会長及び町内会長等への研修

を行います。 
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 ○消費者団体による啓発講座の実施 

   地域に根ざした活動を行っている消費者団体による学習会等を協働で開催しま

す。 

 

○消費者月間事業の実施 

  毎年５月の消費者月間において，消費者月間市民のつどいを実施するなど，市，

事業者，事業者団体，消費者，消費者団体が一体となって，消費者市民社会の実現

に向けた取組に関する啓発等を行います。 

 

 

 

 

施策の方向３ 高齢者や障害者等への消費者教育の推進 

 

高齢化社会や核家族化が進展するなかで，孤立しがちな単身の高齢者や障害者を地

域で支えあうための仕組が求められています。 

本市においては，支援を必要とする方が，住み慣れた場所で安心して暮らせるよう

に，地域の団体や事業者などが行政と連携した「水戸市安心・安全見守り隊」が，2013

（平成 25）年 1 月に発足し，88 団体（2014（平成 26）年 7 月現在）が地域の見守り活

動に取組んでいます。こうした取組や地域の創意工夫による独自の活動に対して，消費

生活センターから情報提供を積極的に行うなど消費者教育を推進し，支援活動の充実を

図ります。 

また，市民センター等で行われる生涯学習講座への参加に加え，積極的に出向いて

双方向のコミュニケーションをとる「アウトリーチ」（訪問支援）の手法も推進します。 
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【主な取組】 

○見守りネットワークの活用 

 「水戸市安心・安全見守り隊」等を通して，情報が届きにくい人に対して，関係

団体が一体となり消費者被害の未然防止を図ります。 

 

○民生委員等に対する研修の実施 

  民生委員の研修会や定例会等において，消費者被害の実例を紹介するなど，各種

情報提供や研修を実施します。 

 

○障害者施設等との連携 

  障害者施設や障害者団体への働きかけを行い，障害者が狙われやすい被害の実例

など，各種情報の提供を行います。 

 

○高齢者クラブとの連携 

  高齢者クラブにおける会員相互のネットワークを活用し，消費者問題の情報提供

を行います。 

 

○訪問支援による啓発機会の充実 

  民生委員による訪問活動や消費生活センターによる高齢者が集まる介護予防教

室やスーパーなど商業施設での街頭キャンペーンなど，積極的な啓発活動を行いま

す。 

 

○啓発品の作成 

  高齢者や障害者を狙った悪質商法などが多発していることから，日常生活で被害

防止に役立つ効果的な啓発品を作成します。 
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施策の方向４ 家庭における消費者教育の推進 

 

家庭は，衣食住といった生活環境の基盤が置かれ，暮らしの最も基本的なものです。

保護者が金銭や物を大切に扱うことの意識を子どもに身につけさせたり，インターネ

ットやスマートフォン・携帯電話等の情報通信機器の適切な使い方などについて，家

庭でのルールづくりを行ったりすることが重要です。また，高齢者に対する消費者被

害の未然防止や被害の早期発見のためには，家族の間で情報を共有するという意識づ

けも重要です。 

様々な場を活用し，学習の機会や情報の提供を行い，家庭における消費者教育を支

援します。 

 

【主な取組】 

○子育て支援団体との連携 

  子育て支援団体が発行している機関紙等への消費生活情報の掲載や，啓発講座の

実施など，子育て支援団体との連携を図ります。 

 

○家庭教育学級との連携 

幼稚園や小学校を拠点として，親同士が学習したいことを自ら企画し，計画的・

継続的に活動を行っている家庭教育学級において，インターネットやスマートフォ

ン・携帯電話等の情報通信機器の適切な使い方など，消費生活に関する講座を実施

します。 

 

 ○子ども教室との連携 

   家庭での学習につながるよう，市民センターで行われている夏休み子ども教室や

冬休み子ども教室において，インターネットやスマートフォン・携帯電話等の情報

通信機器の適切な使い方など，消費生活に関する講座を実施します。 
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施策の方向５ 職域における消費者教育の推進 

 

  消費者から寄せられた声を事業者自らの顧客満足度の向上にいかすことは，事業者

の活動として欠かせません。さらに公正かつ持続可能な社会の形成を意識し，情報提

供や商品，サービスの開発に取組むことは，事業者の社会的責任（ＣＳＲ）の観点か

らも必要です。 

  事業者はその従業員に対し，研修を実施し，又は事業者団体が行う講習会を受講さ

せることなどを通じ，消費生活に関する知識及び理解を深めることができるよう，事

業者に対し，研修の機会の提供や情報の提供を行います。 

 

【主な取組】 

○出前講座等の実施 

   従業員や研修部署に対して，消費生活に関する啓発用ＤＶＤの貸出しや出前講座

など積極的な働きかけを行い，自主的な取組を支援します。 

 

○消費者教育の実践事例の紹介 

 事業者等が行っている消費者教育について，モデルケースとなるような実践事例

を広報紙などで紹介し，事業者が消費者教育に取組みやすい環境を作っていきます。 

   

○消費者と事業者の交流 

   消費者と事業者の信頼関係に基づいた公正な市場が確保されていることは，事業

者にとっても有益であるため，消費者と事業者との相互理解を深めることを目的と

した生産者との交流事業などを実施します。 
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２２２２    消費者教育消費者教育消費者教育消費者教育にににに携携携携わるわるわるわる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成とととと活用活用活用活用                                                                                                                                

 

 

【目標指標】 

指標 現況(2013 年) 目標値(2019 年) 

消費者教育の担い手育成のための研修会の

開催回数（年間） 

新規 ５回 

 

 

施策の方向１ 教職員の指導力の向上 

 

  学校の教職員には，消費者教育の推進役としての役割が期待されているところであ

り，その指導力の向上が求められています。関係機関と連携をとりながら，職務内容，

経験等に応じた研修の充実を図ります。また，各地域で取組まれている優れた実践事

例を共有するなど指導力の向上を図ります。 

 

【主な取組】 

○研修機会の充実 

   県が実施している教職員研修との連携を深めるとともに，市による学校長会等を

活用した研修機会の充実を図ります。 

 

○指導事例の情報提供 

   教職員に対し，消費者庁による消費者教育ポータルサイト（※１）に紹介された

全国各地で実施されている消費者教育のモデルケースとなる事例の情報提供を行

います。 

 

 ○教職員のネットワークの構築 

   学校現場における消費者教育の視点を持った授業を展開するため，消費生活セン

ターと教職員のネットワークを構築し，授業の実践内容の共有などを図ります。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※１ 消費者教育ポータルサイト 

   消費者教育を実施している者への支援を主な目的に，消費者教育に関する教材や取組など，様々な情報を提

供する場として，消費者庁のウェブサイト上に運営されている。 
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施策の方向２ 地域人材の育成 

 

  消費者被害の未然防止や被害の早期発見には，被害情報の共有はもちろんのこと，

地域のつながりというものが大きな役割を担います。適切な消費者教育が効果的に行

われるよう地区会長や町内会長など，地域において中心的な役割を果たす者等を対象

にした人材の育成を図ります。さらには，消費者問題の解決・防止のための学習や商

品テスト等地域に根ざした活動を展開してきた消費者団体においても，担い手となれ

るよう研修等を実施します。 

また，単身の高齢者や障害者など配慮が必要な消費者の被害を防止するためは，そ

の支援者に対する働きかけが重要です。民生委員や介護福祉士，日頃から戸別訪問を

行う民間事業者等，地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者等を対象

にした研修の実施等を行います。 

  

【主な取組】 

○町内会長等に対する研修の実施（再掲） 

   高齢者を狙ったニセ電話詐欺などの消費者被害の実例や対処方法などについて，

住みよいまちづくり推進協議会と連携しながら，地区会長及び町内会長等への研修

を行います。 

 

○民生委員等に対する研修の実施（再掲） 

   民生委員の研修会や定例会等において，消費者被害の実例を紹介するなど，各種

情報提供や研修を実施します。 

 

 ○消費者団体に対する研修の実施 

   消費者教育の担い手となるよう，消費者団体を対象にした研修等を実施します。 
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施策の方向３ 各主体における人材育成・活用と連携強化 

 

消費生活センターでは，専門的な知識及び経験を有する相談員が，日常的に直接消

費者から相談を受けています。相談員が，その経験等を踏まえ，学校や地域等へ出前

講座を行うことは，効果的であることから，相談員の育成・活用を図ります。 

また，消費者団体は，これまで消費者問題に自主的に取組んできたほか，消費生活

の実態に即し，消費者として意見を表明するなどの活動を行ってきました。これから

は，より広範な消費者への情報提供を行うなど消費者教育を推進する役割を担うこと

から，協力関係を築きながら連携を図ります。 

消費者教育は，これまで学校，地域，家庭，職域等様々な場において，それぞれ行

われてきましたが，消費者教育の推進に向け，その取組方法などについて，市，事業

者，事業者団体，消費者，消費者団体をはじめ，弁護士等専門家を含めた様々な主体

が相互に連携した取組を推進します。 

 

【主な取組】 

○消費生活相談員を対象とした研修の機会の充実 

   最新の相談事例を交えた実践的な内容の講座などを実施することは，ニーズもあ

り効果的な手段であるため，消費生活相談員が研修等を受けやすい環境づくりを進

めます。 

 

 ○消費者団体との連携 

   消費者団体との協働による講座の開催や，消費者団体との交流の機会を設けるな

ど連携を深めるとともに，消費者団体の主体的な取組を支援します。 

 

○消費者と事業者の交流（再掲） 

   消費者と事業者の信頼関係に基づいた公正な市場が確保されていることは，事業

者にとっても有益であるため，消費者と事業者との相互理解を深めることを目的と

した生産者との交流事業などを実施します。 

 

 ○コーディネーターの育成 

   消費者教育を担う多様な主体が連携・協働した体制づくりが進むよう，県等と連

携し，コーディネーターの育成に取組みます。 
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３３３３    消費者教育消費者教育消費者教育消費者教育のののの教材等教材等教材等教材等のののの作成作成作成作成・・・・活用及活用及活用及活用及びびびび情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・提供提供提供提供のののの充実充実充実充実                                                                                                                

 

施策の方向１ 消費者教育に使用される教材等の充実 

 

消費者教育は，学校，地域，家庭，職域等様々な場において，様々な教材が使われ

ています。消費者教育に使用される教材は，書籍，テキストといった紙媒体に限らず，

電子媒体を用いることも有効です。 

学校，地域，家庭，職域等様々な場において，消費者教育に使用される教材等が有

効に活用されるよう，消費者の年齢等の特性に配慮しつつ，消費者教育に関連する実

務経験を有する者等の意見を反映した教材の作成及びその効果的な提供に努めます。 

 

【主な取組】 

○副読本の活用，改訂 

   2011（平成 23）年度に作成した「中学生のための消費者教育副読本」の有効活

用を図るとともに，最新の事例を取り入れた内容改訂についても必要に応じて行い

ます。 

 

○学校等への教材の配置 

   市消費生活センターを消費者教育の拠点と位置付け，消費生活に関する啓発用Ｄ

ＶＤや紙芝居，カルタなど楽しく学べる教材等を整備し，随時貸出しを行える体制

を作っていきます。 
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施策の方向２ 消費者教育に関する情報の収集，提供 

 

学校，地域，家庭，職域等様々な場で行われている消費者教育は，それぞれの主体に

より，様々な工夫を凝らした取組が行われています。他でも実践しやすい教育の事例や

効果的な教材も多くあることから，その情報の収集に努め，提供することで，それぞれ

の主体との共有化を図ります。 

 

【主な取組】 

○消費者教育ポータルサイトとの連携 

  消費者教育を行う者が，その対象や内容などに適合した情報が得られるよう，市

や消費生活センターのホームページからも，消費者教育ポータルサイトへ容易にア

クセスできるようにするなどホームページの充実等を図ります。 

 

○各種媒体を使った情報提供 

  消費生活センターや市の広報紙，ホームページなどを通し，モデルケースとなる

ような取組や教材等について定期的な情報提供を行います。 

 

○見守りネットワークの活用（再掲） 

 「水戸市安心・安全見守り隊」等を通して，情報が届きにくい人に対して，関係団

体が一体となり消費者被害の未然防止を図ります。 

   

○事業者，事業者団体からの情報提供 

  消費者が商品やサービスを選択する際に役立つための正しい使い方・選び方，製

品の基礎知識などについて，事業者から情報発信を行います。 
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第第第第５５５５章章章章    推進体制推進体制推進体制推進体制とととと進行管理進行管理進行管理進行管理 

 

１１１１    推進体制推進体制推進体制推進体制                                                                                                                            

 

本計画を着実に推進するため，庁内のネットワークを強化するとともに，市，事業者，

事業者団体，消費者，消費者団体等が相互に連携，協力を行います。 

 

 

 

 

 

 市 

消費生活ｾﾝﾀｰ 

事業者 

事業者団体 

国，県 

警察等 

福祉関係者 

（地域包括ｾﾝﾀｰ，見守り

ﾈｯﾄﾜｰｸ，障害者団体等） 

消費者団体 

法律専門家 

（弁護士，司法書士等） 

地域関係者 

（町内会長等） 

学校教育機関 

消費者 

【図８ 推進体制】 
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２２２２    他他他他のののの消費生活消費生活消費生活消費生活にににに関連関連関連関連するするするする教育教育教育教育とのとのとのとの連携連携連携連携                                                                                                                        

 

 環境教育，食育，国際理解教育その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有

機的な連携を図ります。これらの消費生活に関連する教育の目的，内容や対象範囲は，

それぞれ異なるものですが，消費者の自立を支援し，また，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消費者教育と重なる部分も少なく

ないことから，これらの教育と消費者教育の関係を明確にしながら，連携して効果的に

消費者教育を推進します。 

 

 

３３３３    進行管理進行管理進行管理進行管理                                                                                                                            

 

施策の実施状況の検証を毎年度行い，次年度への効果的な事業の実施へつながるよう

にするなど，適切な進行管理を行います。 

 


