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奈良県消費生活センターの
消費者教育実施状況

学校での講座実施を
増やすには

当センターは、2012 年の消費者教育推進法

2019 年度は、高等学校 14 校で 58回の講座を

制定を受け、2013 年度より地域の消費者教育

行いましたが、学校への消費者教育をスタート

の拠点として、学校等の教育機関への消費者教

させた当初は、講座実施の働きかけの方法がつ

育講座（以下、講座）
の実施に積極的に取り組ん

かめず、なかなか講座の依頼がありませんでし

でいます。当初は、消費生活相談員（以下、相

た。多くの講座依頼につながったのは、2014

談員）が相談業務と消費者教育を兼務するかた

年度に県内の高等学校の家庭科教員で構成され

ちでしたが、2015 年度より 2 名の相談員が消

る家庭科研究会
（以下、研究会）
で、当センターの

費者教育専従となり、消費者教育コーディネー

講座について紹介される機会を得たことです。

ター（以下、コーディネーター）
と位置づけ、業

これは、研究会の当時の役員の教員との個人的

務を担当しています。

なつながりがきっかけでした。研究会での紹介

2019 年度にコーディネーターが学校（中学

の後に、当センターから県内すべての高等学校

校・高等学校・特別支援学校・大学）で実施し

に講師派遣に関する文書を送付し、説明の希望

た講座は、28 校で 77 回、受講者は 4,159 名と

があった学校に対して、行政職員
（以下、職員）
と

なっています（図）。

相談員が直接訪問しました。その結果、新たに
9 校から講座の依頼がありました。その後も研
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究会とのつながりを継続し、
毎年、研究会の総会で、当セ
ンターの講座について案内文
書を配布しています。
さらに、
年度初めには県内のすべての
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回答をもらっています。この
タイミングでお知らせするこ
とで、その年の授業予定に講
座を組み込んでもらうことが
できます。毎年、授業の定番
として依頼される教員もあり、
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写真 講座のようす

一定数の講座実施につながっています。
中学校についても、同じ方法で技術・家庭科
研究会を通じて教員とつながりができ、共同で
家庭科副教材「消費生活ワークブック」＊ 1 を作
成し、それを使用した講座を行うことで実施数
を増やすための取り組みをしています。
また、学校教員を対象とした講座も毎年開催
しています。これは、教員の消費者教育に関す
る関心を高め、授業で取り上げてもらうことを
目的としています。ここでは、外部講師による
講義だけでなく、コーディネーターが模擬授業

実施）
で、相談事例の紹介と契約の基礎知識、ト

や教材の提供を行っています。それにより
「こ

ラブル対応方法です。成年年齢引き下げを見据

のような内容の授業なら依頼したい」と講座依

＊2
と連動
え、消費者庁作成の教材
『社会への扉』

頼につながることもあります。こうした機会も

させています。もう 1 つは
「消費者市民社会」に

活用し、教員に対してどのような内容の講座か

ついてです
（20 回実施）
。消費と社会・環境と

を具体的に伝えることも必要です。

のかかわりを考える講座で、
エシカル消費、フェ

そして、学校にこれらのお知らせをする際に

アトレード、SDGs などを取り上げます。いず

は、県の教育委員会に必ず内容の説明を行い、

れの講座も、パワーポイントを使い、映像視聴

教育委員会からも各学校宛てに連絡をしてもら

とワークやクイズを入れて、参加型にしていま

うようにしています。あわせて、当センターの

す
（写真）
。講座内容については、事前に教員と

ホームページにも案内を掲載します。このよう

打ち合わせを行い、
希望に合わせて調整します。

に、学校・教員に当センターの存在を知っても

「消費者トラブルの実態と対応方法」
の講座の

らうために、いくつものルートを使って働きか

目標は、生徒が
「消費者トラブルの実態を知り、

けを行っています。

トラブルを自分事として考える」
「契約の基礎知

当センターの経験から、学校での講座実施を

識を得る」
「消費生活センターに相談することを

増やすポイントは、個人的なつながりを足掛か

知る」
です。生徒は、トラブルは自分には関係な

りとすることや、教科研究会での広報、教員対

いと思っているので、
相談員だからこそできる、

象講座実施によって現場の教員と直接つながり、

リアルな最新の相談事例を話し、教科書の内容

信頼関係を築いていくことと、行政機関のルー

を現実の生活と結び付けて実感できるようにし

トを活用し、さまざまな方法で継続して、当セ

ています。また、当センターや消費者ホットラ

ンターの存在を伝えることだと考えています。

インを印象づけるために、
「188」の音声アナウ

高等学校での講座実践の紹介

ンスを聞いてもらうなどの工夫をしています。
講座について、教員からは
「実生活で起こる

2019 年度、高等学校で実施した講座 58 回の

トラブルを紹介され、生徒が実感を持って聞く

内訳は、家庭科 53 回、社会・公民科 2 回、特

ことができた」
「相談を受けている人に話しても

別授業 3 回でした。

らうことで、気をつけようという気持ちが強く
なったようだ」という感想がありました。生徒

講座内容は大きく分けて2 種類あります。1つ

からは
「消費者トラブルの種類の多さに驚いた。

は、「消費者トラブルの実態と対応方法」
（38 回
＊1

http://www.pref.nara.jp/51180.htm

＊2

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/
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自分に起こるかもしれないと思って、備えてい

消費者教育をテーマに交流し、つながることに

きたい」
「通販にクーリング・オフがないと知ら

よって、県内の消費者教育がより推進されるよ

なかった。ネット通販の説明はよく見ようと思

うに、今後も継続を予定しています。

う」
「消費者ホットラインを初めて知った。トラ

そして、コーディネーターの役割でもう 1 つ

ブルにあったときは相談しようと思った」等が

重要なことは、職員との協働です。事業に使え

あり、伝えたいことが伝わっているようです。

る予算や人員、時間は限られており、その制約

学校現場は忙しく、授業時間は貴重です。外部

の中で事業を行うためには工夫が必要です。例

講師に講座をしてもらってよかったと思われる

えば、2018 年度に作成した若年者対象の映像

ように、私たちだからこそできる講座を心がけ、

教材
「消費者トラブルとさようなら」＊ 3 では、

内容を更新しています。

映像の作成は業者に委託しましたが、内容とシ

消費者教育コーディネーター
の役割

ナリオ原案は、実際の相談事例をもとにコー

「奈良県消費者教育推進計画」では、
「ライフ

成の希望を出しました。職員は、業者選定、契

ステージ・スタイルに応じた消費者教育の推進」

約、内容調整、撮影立ち合い、最終確認などを

ディネーターが考え、講座で使いやすいように
問題提起型にすることや、映像の時間および構

「多様な主体と連携した消費者教育の推進」
等を

行いました。このように、コーディネーターか

目標としています。これを踏まえて、コーディ

ら、今、何が必要か、何をしたいかという意見

ネーターは、講座の講師、教員・消費者教育担

を出し、それが実現可能か、実現する方法につ

い手対象講座の企画および実施、地域サポー

いて、職員と相談して協働していくことで、限

ターの養成、消費者教育教材の作成
（リーフレッ

られた条件の中で、よりよいものができると考

ト、ワークブック、解説書、映像教材等）
、大

えて事業を進めています。

学生と連携した啓発活動等の事業を職員と協働

今後も連携と協働を大切に

して行っています。
コーディネーターの役割で重要なのは、人と

2020 年度は、コロナ禍の影響で、前年より対

人を「つなぐ」ことです。学校と当センターがつ

面講座の実施数は減っていますが、中学校家庭

ながることで講座や教材作りができます。その

科向けの授業映像を撮影し、希望した学校に

ほかには、大学生との連携があります。大学の

DVD と解説書・授業案を提供することで対応

先生を通じて大学生に働きかけ→大学生が消費

しました。今後は、高等学校対象の方法について

者啓発パネルを作成→消費者啓発グループの結

教員と情報交換しながら進めていく予定です。

成→学園祭の啓発イベントに当センターの地域

成年年齢引き下げまで、残り約 1 年となりま

サポーターを紹介→両者が共同で啓発劇を行う

したが、当事者の高校生や中学生には実感も危

→その後も共同で啓発講座を実施するなど、大

機感も薄いと感じます。18 歳成人に対応する

学と当センターと地域の連携ができました。

ためには、幼児期から小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校、大学、すべての年代で消費

また、中学校、高等学校等の教員が教科の枠
を超えて消費者教育について情報交換する場と

者教育を継続的に受けられる環境が必要です。

して、2019 年度から
「消費者教育実践ラボ」を

これからも、自立した消費者の育成をめざし、

開始しました。2020 年度は新型コロナウイル

連携と協働により消費者教育を実施していきた

ス感染拡大の影響で実施できませんでしたが、

いと考えています。

＊3

http://www.pref.nara.jp/54317.htm
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