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滋賀県消費生活審議会 第２回消費者教育専門部会 

 
○開催日時・場所 

平成２６年１１月２１日（金）９：３０～１１：３０ 

滋賀県消費生活センター会議室 

○出席委員（敬称略・五十音順） 

東委員、礒田委員、岡野委員、甲津委員、小林委員、中谷委員、山仲委員 

 

１．開会  

あいさつ（総合政策部消費生活調整監） 

 

２．議事 

（１）第 1 回専門部会において挙げられた論点について 

 

○部会長：消費者基本計画の改定にあたり、消費者教育推進の部分を入れ込むという課題がある。

それに関して、前回から専門部会として議論いただいているところ。 
  今日は前回の部会でいただいた様々なご意見を確認させていただいた上で、論点を共有し、

具体的な施策にどういうかたちで反映していくかということを、意見をいただきながら詰めて

いきたい。 
 

○事務局から、資料１に基づき、第 1回専門部会の論点と方向性（案）について説明。 

 
○部会長：３つのポイント、柱でまとめてもらっている。１つ目が「各ライフステージにおける

消費者教育をどう進めていくか」について、前回、幼児期、小学校、中・高、成人期、特に高

齢期での様々な取り組みの紹介やそれぞれの課題について意見をいただいた。 
  ここでの方向性のまとめとしては、全部のステージでやらなくてはいけないが、ポイントを

置くべきではないかということ。特に小学生期のスマホ、高齢期の金融絡みのトラブルという

ポイントの置き方はどうだろう。成人期は消費者「学習」という言葉が出ている。そして連携。

連携については、３つ目のポイントでも出ていた。 
 次に２つ目のポイントの「場の特性や消費者の特性に応じた消費者教育をどう進めていくか」。

前回ご紹介いただいた、事業所や消費者団体の取組も踏まえつつ、方向性としては、消費者の

特性に応じたきめ細やかな消費者教育が求められていること、各主体の専門や得意分野を生か

していくことが挙げられている。 
 ３つ目は「消費者市民社会の実現に向けた取り組みをどう進めていくか」。ここは今回、新し

い視点になってくる。分かりづらい部分もあるが、自分なりの価値観や学びを大切に、他と連

携していくということで、方向性としては、連携、協働、ものの選び方、また、消費者の行動

で社会を変えるという視点として整理されている。 
 前回出された意見と理解が違う点があったり、方向性についての意見などあれば、議論の途
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中でもよいので、ご意見いただきたい。とりあえずこの３本の柱を仮に置いた上で、審議して

いきたい。 

各ライフステージにおける消費者教育をどう進めていくか 

○委員：小学校の家庭科の授業、家庭科を学ぶ５年生、６年生では、消費者教育に関連して別添

資料のように学んでいる。 
  小学校は担任が全ての教科を教えているので、どうしても教員の専門により差が出てくるが、

特に家庭科ではその差が出やすい。教科書を通して教えるのだが、教科書を
．
教えるのではなく、

教科書で
．
消費者教育が実現できる。前回も話したように、１年生から社会科や生活科などで勉

強するが、５年生、６年生は、資料のように学習として行っている。小学校の教育は基本的に

人格形成なので、小学校の教育すべてが消費者教育につながっているといえる。教師自身がそ

ういう意識を持つことが大事なので、研修が必要だと思う。 
消費者教育では、「断る」ということも大切になってくる。これは友達との関わり方にもつな

がる話で、嫌なことに対して「嫌、ＮＯ」と言える子どもたちをつくることになる。アンケー

ト結果にもあったとおり、学校現場では新たな内容が増えるのは大変困る。でも、消費者教育

ではこういうことができる、新たなことを増やす話ではなく、学習内容のここが消費者教育と

つながっているんだ、ということを教師に意識付けさせることが大切だと感じる。 

○部会長：消費者教育は総合的、一体的な推進をしていかないといけないが、家庭科は大変整理

されているということを紹介いただいた。 
  家庭科の内容を中心にお話しいただいたが、前回の議論で、スマホを持ち始める年齢層につ

いての話が出たと思う。中・高でもちろん大変なトラブルになっているが、実は小学校でも既

にその芽があるので、少しでも早くということで小学校に焦点を当てる方向性を示してもらっ

た。ただ、家庭科を学ぶのは５、６年生なので、小学校の低学年では、教科（家庭科）以外で

の取組みが具体的に見えてくる必要がある。 
  小学校はもちろん、中・高でも子どもたちをどう育てるのか、生きる力や人格形成という大

きな課題に消費者教育はつながっているが、では、具体的に小学校低学年に働き掛けるとした

ら、どんなアプローチが考えられるだろうか。 

○委員：１、２年生では生活科などで、お店探検等で地域に出掛けている。その他、いろんな体

験活動や図工等でモノを使う際、また、総合的な学習の時間でイベント等をする際、材料や素

材の無駄を減らす、もう一度使う、リサイクルすることを意識してやるということもできる。 
  前回、絵本の紹介があったが、朝の時間で読み聞かせ等を行う際、今はどちらかというと、

友達と仲よくしようとか、感動的な内容のものを選んだりするが、消費者教育を意識した内容、

例えばモノを大切にする等の観点を入れた絵本を選ぶ等の視点も大切だと思う。 

○部会長：家庭科等、中心となる教科は確かにあるが、そこだけでカバーできないことも、それ

以外の総合学習や図工の時間等、学校の中のあらゆる取組みでいくらでも消費者教育的なアプ

ローチは可能であり、現場の先生方はいろいろ工夫していただいていると思う。 

○委員：食育関係の取組に参加する学校をネットで募集しているが、限られた学校からしか希望

が上がってこない。小学校でも、プログラム的に年間何時間はやるということが組み込んでい
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けないだろうか。また、小学校でインターネットやスマホ関係の教育がプログラムとしてある

のか。 

○委員：５～6 年生だけでなく、低学年・中学年も使い出しているので、保護者への対応と子ど

もへの指導は増えてきているが、教育課程の中に入れ込むことについては、各学校の実態に合

わせて独自でやっているため、学校により温度差がある。 

○委員：現状として、低学年でスマホ関係での相談は多いのか。そういう事例を各学校に配布し

て、指導してもらうこともできるのではないか。低学年の子どもに通じるかどうかにもよる

が・・・。 

○事務局：直接の相談というのは少ないが、事例としては、やはりスマホを使ってのゲーム。い

ろんな課金が発生するが、そのことを知らずにゲームをしてしまって課金されてしまう例。ま

た、親が子どもに自分のスマホを貸し与えて、動画を見せることで時間つぶしをさせる。その

時、たまたまアダルトサイトにつながり課金されてしまい、高額の請求が来た、そういう事例

はいくつかある。小学校・中学校、そして高校生も含め、実際に消費生活センターに上がって

くる相談は、まだ少ない。 

○部会長：お金の被害があったり、パソコン画面が消えない等、何かよほど実質的なトラブルが

ないと相談まではされない。子どもにとっては、「相談する」という判断が難しい。相談すると

したら、親への相談となるのだろう。 
 方向性のところで、「小学生期（保護者含む）のスマホトラブル問題を中心に」としているが、

小学生と限定してしまうと、実際は中学・高校でも問題になっているのに、この層は除くこと

になってしまう。 
  ピンポイントとしてはあっていいと思うが、小学生期といわずに、「低年齢から」等、スマホ

を持ち始める最初の時期、使いこなし始めた頃ということで、ここはもう少し柔軟にした方が

いいかと思う。 
 また、消費者教育自体はいろんな機会があるが、小学生でスマホや携帯、情報関係について

は、どうしても機会が限定的だったり、学校によって取組みの差があるので大変だと思う。そ

こを強化するとなると、今までのものというより、新しい取り組みも結構入れ込んでいかない

といけない。実際に計画を立てて実行していくことを考えると、「小学生期等」、時期を限定し

すぎず、もう少し緩やかな表現の方が、特にスマホの場合はいいのではと思われる。 

○委員：中学になると技術家庭の技術の専門分野があるので、教科的にはそこで一回、便利な部

分と負の部分、危険が潜んでいるということは学ぶ。高校には情報という科目があり、そこで

はかなり詳しくいろんなことを学ぶ。 
ただ、小学校でインターネット等の負の部分を学ぶチャンスというのはあるのだろうか。市

によっては、各教室に電子黒板があるなどＩＴ内容は大変整っていたり、「スマホは便利だ」と

いうイメージは持ちやすいが、リスクやマイナス面は、どこかで学ぶチャンスはあるんだろう

か。 

○委員：今までは担任がやっていたが、携帯電話会社でされている出前授業では、子どもに負の

部分が分かりやすい資料をたくさん用意されている。それらを５、６年生の学習で取り入れた
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り、保護者用に再度やってもらったりしている。このようなことは各小学校でも行っている。

出前授業等で、低学年にも分かりやすい資料をもっと用意してもらえるとありがたい。一旦使

い出すと、負の部分をどんどん先に経験してしまう。使い出す前、スマホに触れるまでに、知

識として指導し、保護者にも危機意識を持ってもらえるといい。 

○委員：ライフステージのところで、今は子ども側の話だった。それももちろん大事だが、指導

者側、いわゆる教職員の指導力の問題がある。大学の教職課程で消費者教育について学んでい

るかといえば、きちっと学んでいない。かと言って、現職になってから、研修の中で必須科目

であるかといえばない。 
 そういう中で考えると、さっき話が出たように、例えば指導者側、クラスによって差がある

という話も含め、教師に消費者教育について指導する場がないと駄目だと思う。 
  例えば滋賀大学等と連携して、大学のカリキュラムの中に入れるとか、あるいは現職になっ

てからでも総合教育センターで研修する等、消費者教育について学習する場をきちっと入れて、

学校の教師になったら、必ず研修を受けなければならないというシステムをつくらないといけ

ない。 
 教師は、専門教科は専門で学べばよいが、現代的な課題である消費者教育について学ぶ体制

を整理しないと、ライフステージごとに学ぶというのは難しいと思う。 

○委員：事業所にとって販売はプロだが、一方で教育するという側の不在というか、教育者がい

ない。チャンスと教育者、手を挙げたらいつでも来ていただけるような支援があればいい。以

前、子育て相談会を店でしようとなり、社協に頼んで、子育てボランティアの方に定期的に来

ていただいたことがある。そういう場とチャンスがあれば、広がりができるんじゃないか。 
  先ほど言われたように、小学生の先生には、他にもやることがいろいろたくさんあるので、

やはり専門は専門家に任せる形がいいのではないかと思う。 

○部会長：私たちは「担い手」という言葉をよく使う。学校は、まさに教育する先生方であり、

事業者ではそういう立場にある方が担い手となるが、担い手に対する指導や、伝えるための学

習等、確かに担い手育成も一つのポイントになる。 
  先ほど事例紹介があったように、スマホに関しては、事業者側はすごいスキルを持っている。

携帯安全教室などパッケージ化されていて、ものすごく分かりやすくて具体的。それだけでな

く、小学生向け、中高生向け、保護者向け講座等にわかれていて、新しいことをどんどん取り

入れた内容になっている。 
  限られたテーマや時期に応じた内容については、そういう専門家の活用もありつつ、一方で、

基本はやはり学校の先生や事業者等に、消費者教育の担い手になってもらうことが大事。そう

いう方向性や視点は一つ必要だと思う。 
  もう一つ、先ほど話をした方向のところで、例えば「スマホを持ち始める年齢層」の後の「（小

学校低学年）」部分を消して、「スマホを持ち始める年齢層に焦点を当てる」という言い方でい

い。その後の「小学生期（保護者含む）はスマホ～」という表現自体は、焦点化するという意

味では残しておいてもいいかと思う。中学・高校でやるのも大事だが、既に機会がかなりある

ようなので。 

○委員：実際には、教員よりも生徒の方が詳しいくらい。教員が教員養成課程等で習ってきても、
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実際に現場に立つころにはもっと進んでいる。ただ、ベースは学んでいるので、タイムリーな

話については、外部講師に頼んで講演会や出前授業をしていただくのが一番いいと思う。あと

は教科。 

○部会長：教科を通じて、学校全体でどの教科の先生にも関心を持ってもらうことが大事。それ

はそれとして、先生等、担い手になる人を育成するという柱も入れつつ、専門家も活用する。

先ほど意見があったように、子どもたち側に対することだけでなく、指導する側に立った方向

性がポイントになる。 
もう一つのライフステージのポイントとして、高齢者の金融絡みのトラブルを中心にする。

高齢者がポイントだということについては異存はないと思うが、何か関連でご意見があればお

願いしたい。 

○委員：非常に難しいのは、学校教育では、子どもの指導は学校で必ずやる。学校を出て社会に

出た場合、社会教育の大きな課題は、出前講座をやっても人が来ないこと。かつては「集める

社会教育」と言っていた。公民館やら社会教育で一生懸命人を集めて（動員して）いた。今は

それでも難しい。そういう中で、現代的課題を市民に浸透させていくのは、方法論を含めて、

ものすごく考えていかないと難しい。 
  高齢者にポイントをつけてやることは非常に大事だが、高齢者だけ集めても駄目だと思う。

高齢者と婦人会の人を一緒に集める。高齢者と子どもを集める。例えば子ども会とやる等、そ

ういう方法を考えていかないと、高齢者だけを対象に、金融のトラブルを勉強しましょうと言

っても、残念だが人は来ない。これは社会教育でも大きな課題で頭を悩ましているが、残念な

ことに、これが現状である。 

○部会長：「集める講座」には人が来ないという意見。最近は集める講座ではなく、「届ける講座」

ということがよく言われている。市民（本当の専門家ではなく、講座等を受けて勉強した人）

が講師になった出前講座、地域の端々まで行って講座をするような届け方が割と多くなってい

る。 
  それはきめ細かいやり方だが、一方でたくさんの人に届けるのは本当に大変なので、公民館

的な中心になるところで、高齢者と婦人会、子ども会と一緒にやる等、何か工夫をして集める

必要がある。 
高齢者の被害を防ぐということと、見守りの担い手への情報提供を、うまくセットにして進

めていけるといい。 

○委員：地区懇談会などでは、講座や研修等があり、テーマとして福祉と人権は必ずある。そこ

に消費者教育的なものも挙げていくのは非常に効果的ではないか。老人会や子ども会、福祉の

メンバーが集まる行事等に、今年は何をしようかなと相談されたりする。役員の方は地域では、

何かしなくては駄目だと悩んでいる人、何かを求めている人がたくさんいるので、そこがチャ

ンスかと思う。そこに消費者教育を挙げてもらえるといい。 

○部会長：今の意見とも関連するが、方向性の一番下に「関連する他の教育と連携」とある。教

育だけでなく機関、福祉関係等いろんな機関と連携するような、もう少し幅広の表現にする方

がいい。 
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  「消費者教育をやります」では、どうしても人は集まりにくいので、他の関連分野と一緒に

やる。他の教育や、他の専門分野に入り込んでいって、それとの関係で消費者に必要な知識も

教える機会を少しでも増やしていくことが必要。 

場の特性や消費者の特性に応じた消費者教育をどう進めていくか 

○部会長：３ページの「場の特性や消費者の特性に応じた消費者教育をどう進めていくか」につ

いて。ここでは方向性として、消費者の特性に応じたきめ細かな消費者教育、それから各主体

の専門や得意分野を生かした消費者教育としている。 
 「各主体の専門や得意分野を生かした」というあたりは、まさに事業所や消費者団体が持っ

ているノウハウ等を生かして、消費者教育に協力いただくということだと思うが、このあたり

はいかがか。 

○委員：今、事業所としては、法関係の教育を従業員等に中心にやっている。販売する以上、安

全・安心な商品を提供するためには、「景品表示法」に関することや、アレルギー、食中毒関係

等の面での教育が中心になっている。 
  消費者への教育は今までできていない面があるので、その機会をどう持つか考えており、ア

レルギー教室等を今後やっていきたいと思っている。 
  今、他の事業者も様々な取組をやっていると思う。一度事業者にアンケート等で、教育内容

とその方法と、そしてどういう場でやっているのか。この三つを確認し、その場を広げる、チ

ャンスを広げることをしていった方がいい。 
  各業種によりできる消費者教育があると思うが、消費者にどうアピールしているのか。それ

が場所ということであり、どういう機会にやっているのかについて聞いてみるのも一つ。それ

を広める場があればいい。 

○部会長：内容と方向と場ということで、本当に事業者にこれから期待する役割は大きい。専門

的な知識や情報を持っているということや、成人期の消費者教育を考えた場合に、いったん学

校を卒業して社会に入ると（消費者教育の）機会がないので、従業員教育としてもすごく必要。

また、客（消費者）に接するときに、自身の取り扱っているサービスに関する情報を提供する

という意味もあるので、これから事業者はすごく期待されるという気がする。 

○委員：先ほど学習会等に人が集まらないという話があったが、それは生協でも同じ状況で、「学

習会」と名前の付くものには現状、人が集まらない。 
ただ、事業者や生協が違うところは、扱っているモノ（商品）やサービスを活かして学習会

を開くことができること。地域で開かれている学習会に比べ、消費者を引き付けるメリットが

あると思う。試食会と名を打つと参加者も多い。消費者教育の動機付けの部分で、その利点を

活用した事業者の役割が非常に大きくなってくるというのは実感する。 

○部会長：ものや商品に関わること、それ自体が消費者教育になる。モノを作るとか、商品に接

する機会があると人が集まりやすい。 
  生涯教育（学習）の施設機関は、それはそれで大きな目的があるので、そこで何かできるこ

とはないだろうか。最近、時々あるのは、一般的な講座の冒頭や最後に、少しだけ消費者教育

を加えること。講座に来た人に、啓発のパンフレットを配りながら、「最近はこんなことがある
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ので」と一言やってから本題の講座に入っていく等、様々な工夫をして、いろいろな機会や場

を捉えて消費者教育ができる方法を探していくということ。 

○委員：料理屋として食の安全・安心の部分で、板場と料理を運ぶ者とがコミュニケーションを

とり、お越しいただいたお客に献立をただ出すだけでなく、これは○○で採れた○○です、と

説明できるようにしている。 
  子どもについては、幼稚園や保育園の子どもというのは、母親と接する時間が一番長いので、

そこで消費生活が始まっている。孫の保育園では年に１回、年長になると米屋に買い物に行っ

て、保育園でお米を洗ってお釜でご飯を炊く。そういう教育を実際に子どもたちにしていると

ころがある。そういうことが波及していき、子どもと母親とのコミュニケーションの中で食育

ができる環境をもっと広げるといい。秋にいつもサンマを焼く、それはものすごくすてきなこ

とだし、そこに老人会も招待して一緒に何かをする等、地域と密着しながら食育をしていくよ

うなことも必要かと思う。 

○委員：事業所自体はそれぞれのサービスを売るのは当然だが、それ以外に地域密着、ＣＳＲ活

動をフルに活動されている面がある。事業所はコラボする相手を探している面もあるので、い

ろんなところとコラボしながら育てていく、あるいは広げていく内容を確認しながら進めてい

くのも考えられる。 

○部会長：事業所の規模や提供しているサービスによっても違うが、それぞれに応じたやり方が

あるだろう。米屋でも八百屋でも、地域密着型で、地域と連携して、自分たちのなりわいに関

連するところで工夫してできる可能性がある。事業所や学習施設関自体は既に活動されている

ところもあるが、団体の協力も得ながら、より実践的な、子どもを初めとして、現場を体験で

きるような消費者教育ができるといい。 

消費者市民社会の実現に向けた取り組みをどう進めていくか 

○部会長：もう一つ、「消費者市民社会の実現に向けた取り組み」について。 
環境のことを考えることも、隣の高齢者のことを考えて行動することも、全て消費者市民社

会。方向性の最後にあるように、「消費者の行動で社会を変え」ていくということ。自分の周辺

から変えていく。全てがそこにつながっていく。 
この方向性については、今話に出た「連携・協働」、そしてものの選び方。選択する、お金の

話も出たが、これをきちんと伝えていくということが大事。 
 ものを選ぶことによって、そこに票が集まるということ。たくさんある中から多くの人が選

ぶものには票が集まっていて、それが市場に残っていき、選ばれないものは市場から排除され

ていく。そういう消費者の「選ぶことによる力」、「市場や社会を変えていくという力」をうま

く引き出していくような、消費者の生き方というか、ライフスタイルを引き出していきたいと

いう意図である。 

○委員：「何々社会」という言葉がいっぱい出回りすぎだが、私は、今の世の中のキーワードは「コ

ラボ」だと思う。消費者教育、あるいは消費者学習について考えていくにおいても、単一での

団体だけでは駄目で、コラボが大事。消費者問題の課題について考えるような機運を育ててい

くためにも、単一ではこういう機運づくりはできない。 行政もそうだと思うが、例えば一つ
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の課だけが消費者教育をやっていても浸透しない。教育というからには、教育委員会等としっ

かり手を結んでやっていくことが大事。 
 「消費者市民社会」を形成するには、結局は市民みんながいろんなことに関心を持ち、いろ

んなことを学ぼうという人を育てれば、消費者問題についても、おのずとそういう目を向けら

れるようになる。人間も、環境も、消費者も、食品も、健康も、みんな一緒だと思う。 
そういう学ぶ人たちを育てていこうと思うと機運づくりが大事。機運づくりとは何かという

と、消費者問題に限らず、学習しようとする人を地域ぐるみで育てていかないと大きな力にな

らない。 
  具体的には、かつて滋賀県が「草の根県政」というのをやったことがある。そのとき、自治

体は区長を中心にして、地域懇談会では人権問題と青少年問題は必須だった。その二つをやれ

ば補助金がもらえるという制度があった。そういうことによって、青少年の問題を地域で話題

にする時代がしばらく続いたのだが、そういうことが少なくなってきている。 
  そういう機運づくりをやって、その中で、金融トラブルの話も、振り込み詐欺の話も、スマ

ホの話も出てくるようなものをなんとか考えていかないと、前に進まないんじゃないか。 

○部会長：消費者市民社会の実現に向けた取り組みというのはすごく分かりにくいが、機運とい

うかムーブメントというか、地域みんなでそっちの方向に向いていこうという、そういうムー

ドを形成していくということだと思う。 
大事なのは、連携とか協働、それから一体的な、一つの方向を向いた動きになっているとい

うこと。そういう中で、みんながいろんなことに関心を持って、問題を感じたら、自分ででき

ること、自分がそれを解決するためにできること、地域のためにできること、それをみんなで

やれるということが、消費者市民社会になるということだと思う。そこを共通認識とした上で、

次の議題へ移りたい。 
 

（２）消費者教育推進のための施策について 

 
○部会長：議題の２点目は、いただいたご意見を消費者教育推進のための施策として求めていこ

うとすると、どんなことができそうかということで、事務局でたたき台案を示してもらってい

る。これについてご意見をいただきたい。 
 

○事務局から、資料２に基づき、消費者教育施策の展開イメージについて説明。 

 
○部会長：いま事務局から施策の展開イメージということで、基本的な考え方、目標、展開の方

向性について説明いただいた。 
  最後のところで出てきた項目は、図らずも先ほどの議論で出た内容がうまく取り込まれてい

て、特に意図せず話していたものに近いまとめ方になっていると感じた。 
  基本的な考え方の「消費者の自立の支援」と「消費者市民社会の形成」については、法律で

もこの二つが非常にピックアップされているので、こういうところかなと思う。目標の「より

良い市場、より良い社会の発展に積極的に関与する消費者の育成」についてはいかがか。 
 先ほどの議論を踏まえると、地域連携等について入れたらどうか。先ほどの議論では、もう



9 
 

少し教育者の育成に関して、地域等について出ていたように思う。目標なので、あまり長くな

るのもどうかと思うので、それを含めて解釈するということでももちろんいい。 
 あるいは施策の展開方向の整理のされ方について。１点目の「消費者教育（学習）の機会拡

大と体系的な消費者教育の推進」。内容としては、先ほどの３つのライフステージに応じた推進、

消費者の特性や場に応じた推進、それから関連する教育との連携推進という、３つが入ってい

る。 
  ２点目の「担い手育成」について、また、３点目の「消費者市民社会の構築に向けた機運づ

くり」については、ちょうど先ほどの議論でも出ていた意見。そして、４点目の「幅広い主体

との連携・協働」。これも何度も出ていた意見。 
  かなり網羅的だと思うが、細かい施策や、その目標の置き方等、どこからでも結構なのでご

意見をいただきたい。 

○委員：やはり目標のところに、地域の連携という言葉は入れたい。「より良い市場、より良い社

会の発展に、地域の連携による～」と。「積極的に関与」とは、参画ということだと思う。だか

ら「参画」という言葉でもいいので、そこは上手に前と後ろがつながるようになるといい。先

ほど連携やコラボとあったが、そういうことが入った方がいい。 

○部会長：先ほどの議論を踏まえると、そういうニュアンスをどういう言葉にするか、フレーズ

の言い回し等は、事務局でご検討いただきたい。少なくとも地域で連携する、一体に取り組ん

でいくというニュアンスを目標の中に入れたいというご意見についていかがか。（全委員同意） 

  では、地域の連携・協働等々の言葉を盛り込むかたちで、みんなで盛り上げていく、全体で

そういう空気をつくっていくということを含めて言葉を補い、フレーズをもう少しご検討いた

だきたい。 

○委員：３ページの「関連教育イメージ図」で、実際は食育や環境教育が、それぞれに消費者教

育と重なるのではなく、それぞれの輪と互いに重なっているイメージだと思う。 
  行政で管轄する場合、どうしてもこの図のようになってしまうと思うが、教育として考えた

場合、チャンスロスがたくさん起こっていると思う。 
 消費者教育は、トラブルが起こってしまうと専門的な知識が必要になるが、そうでない場合

は「暮らす」ということだと思う。専門性のある人の講習だけが必要なことではなく、みんな

が普通に暮らすための視点をきちっとバランスよく持つことで、いろんなことが防げたり高ま

っていくと思う。 
 そう思うと、「消費者教育とは暮らすということなんだ」という、もう少し平たいアプローチ

というか分かりやすい切り口が盛り込まれるといい。 

○部会長：ご意見として言わんとするところは非常に伝わってきたが、図で表すとなると、なか

なか難しい。 

○委員：生きる力を育成する場合も、「消費者の自立」という場合、全ての人格形成的な部分はこ

れだけではないので、この図はもう少し検討してもらいたい。どういうものがいいかはイメー

ジはできないが・・・。 

○部会長：もう少し全体が見えるかたちで、消費者教育はこの辺の部分に関わりながらいろんな
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ところとも関連する、ということが表せるといい。ただ、この図で消費者教育を中心にしてい

るのは、消費者教育が一番大事という意味ではなく、いま消費者教育について議論していると

いう意味でこのようにしているものである。 

○委員：このイメージ図は一般市民を対象にするものであれば、できるだけ言語は理解しやすい、

分かりやすい方がいい。「金融経済教育」は「金融教育」にするなど。「法教育」も一般市民に

はなかなか難しい。 

○部会長：こういう図が最終的にまとめに必要かどうかも含め、何らかのかたちでビジュアルで

示すのであれば、もう少し分かりやすいもので、言葉も簡単なもので、ということだった。 
  また、施策例には、「三方よし」と付くものもあったが、「滋賀県らしさ」についての押しが

少し弱い。審議会からの意見にも、「滋賀県らしさ」ということあったし、前回は琵琶湖の話も

出ていたと思う。枠組みはこれでいいかもしれないが、滋賀県らしいことを入れ込んだり、こ

のあたりに位置付ければ、というアイデアがあればお願いしたい。 
  先ほどたくさん意見が出た「消費生活に関連する教育との連携推進」のところで、環境教育

等とあるので、その辺はこれまでの滋賀県の環境に対する特別な取り組みの思いなど、実際に

されているところを含め、入れることができると思う。 
 施策例の「消費者、事業者、社会の３者『三方よし』」。これは適切かと思う。自分だけでな

く、社会全体や、関わる人との関係も考えていくというニュアンスで、消費者市民社会はまさ

にこれだと思う。 
少しお考えいただき、滋賀県らしさを表現できるような部分を思いつかれたら、事務局にお

寄せいただきたい。他にはいかがか。 

○委員：細かい質問になるが、自立した消費者の「自立」の「立」を、「律」ではなく「立」とさ

れた理由を教えてほしい。 

○事務局：法律上に書かれている文言に合わせて「自立」とした。ただ、審議会からは、「自律」

がふさわしいというご意見もいただいていたので、この場で議論いただけるとありがたい。 

○部会長：法律等で「立」を使っているので、「律」のみの表記にするのは難しいかもしれない。

ただ、ニュアンスを考えると、ここで言おうとしていることは、確かに「コントロール（律）」

という意味が強い。 
「自立」は、人の力を借りず自分で何でもできるというニュアンス。消費者行政では、もと

もと消費者は保護される存在だといわれていた。事業者は、商品等の資料を提供するが、消費

者は知識や情報を持たないので、すぐトラブルに引っ掛かってしまう。だから消費者は保護さ

れる存在だった。 
 ところが 20 世紀の後半から、保護だと言って守られているだけでなく、自分で勉強して情報

も取って、自分のことは自分でできる、そういう消費者を育成しようという流れが出てきたの

で、自分で立つ「自立」となった。 
  2004 年に消費者基本法ができたときに、「保護から自立へ」とうたわれた。法律も「消費者

保護基本法」から「消費者基本法」に変わった。「保護」が取れた段階で、消費者は保護から自

立、とになり、「立」という字が使われるようになった。 
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  ただ、現段階の消費者市民社会となると、自立はある程度前提となる。自立できない高齢者

や認知症の人もいることを踏まえつつ、自立できる人はみんな自立するという前提の中では、

今度は、自分の行動の仕方をちゃんとコントロールして、社会のことも考えよう、地域のみん

なで協力しよう、ということになると、「律する」の方が、今はしっくりくる。 
 ここで、どちらの「じりつ」を使うかは難しい。併記もあるかと思うが、括弧書きはあまり

望ましくないので、「律する」の意味も込めた「自立」なんだということを、最初の方で少し説

明をしておく等した方がいいかもしれない。 

○委員：以前、生涯学習社会で議論した記憶があるが、「律する」も含めて書く方が、市民が分か

りやすいということになった。 

○部会長：確かにすごく大事な部分だが、この部会の立場としては、「自律」の意味やニュアンス

も含めた「立つ」なんだという立場で、「自立」としたい。 
 審議会の意見で、自律をあまり強調しすぎないように、とあった。協働や見守りというソフ

トな部分も含め、一人一人が自立するということを強調しすぎないということだと思う。この

イメージ図は分かりやすいが、「自立した消費者」と三つも書いてあるので、自立を強調してい

るように思える。真ん中に一つでいい。全体としては、今日出た意見が整理されていると思う。 
 もう一つ、資料 2 の施策の展開方向で、「消費者教育の機会拡大と体系的な消費者教育の推進」

の「ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進」。ここで＜幼・小・中・高＞、＜若者

＞、＜成人一般＞とあって、＜高齢者や障害のある人、配慮や支援が必要な人＞は、「消費者の

特性や場の特性に応じた消費者教育の推進」の方に入っている。障害のある人、配慮や支援が

必要な人というのはそちらでいい気がするが、高齢者は、ライフステージのところに入らなく

ていいか。高齢者には、当然元気な人もいるので、できれば上にも高齢者を持っていって、障

害のある人、配慮や支援が人と分けて書くなり、一部重複してもいい。他にはいかがか。 

○委員：今後の消費者教育推進のための施策というのが今日の主題になっているが、ここで「情

報提供や啓発」とあるが、具体的には今後、どう進むのか。 

○部会長：この部会でどこまで議論して、どういうかたちで具体化していくかというご質問。 

○事務局：施策については、財源的な処置（予算）や、施策を進めるための体制などもあるので、

施策の具体化については私たち行政の仕事になる。この専門部会では、施策の方向性について

ご議論いただいているが、この中で出てきた具体的な話についてもお聞かせいただき、実現は

行政の責務として取り組ませていただきたい。 

○委員：この議論の中に具体的な話を盛り込んで、活かしていただいて、それを参考にしていく

ということか。 

○事務局：これから事業を進めたり、具体的な施策を考えていく中で、皆さんのご意見も聞かせ

ていただきたい。施策例として、例えば「生産者と消費者の情報交換の場」と書いているが、

消費者の方等から意見を聞く場というのも必要かなと考えている。情報提供をしつつ、指摘や

意見をもらうということ、そこから具体的な施策を考えることもしないといけないと思ってい

る。 
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○委員：なかなか大変なことだと思うが、委員としては具体的な施策が見えてくると、「発言した

ことが具体的になっているな」と安堵感を覚える。財政事情等、行政には行政の立場があると

思うが、ここでの意見はできるだけ具体的な施策として実現していただくのが基本だと思う。

具体的に施策として見えるかたちで努力いただくようお願いしたい。 

○部会長：他にはいかがか。他に意見がなければ、滋賀県らしさ等についても、意見をいただけ

ればありがたい。 
それでは、今日の議題については以上となる。今日の意見を踏まえ、次回、いったんのまと

めとしていきたい。 
 

３．閉会 

〔１１時３０分終了〕 


