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Ⅰ．消費者・市民教育モデル事業を振り返って 
 

１．「持続可能な社会を担う人材育成」を協働による力で継続の取組みへ 

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会  

理事 古谷 由紀子 

これからの社会には、「持続可能な社会を担う人材」が不可欠であることが多くの人

の共通認識になりはじめています。しかし、その理論的枠組みや実践には多くの課題

があります。人材育成は家庭でも、学校でも、政府・自治体でも、さらには NPO、事

業者、消費者団体など多様な組織がそれぞれ取り組んでいますが、だれも全体像を把

握できず、重複や不足が起き、効果の検証も難しい実態があります。 

「社会的責任に関する円卓会議」では各主体が持続可能な社会を担う人材育成につ

いて議論し、情報共有を行ってきました。まだ成果と呼べるほどのものは出ていませ

んが、まずは円卓会議の場で議論している各主体の取組みを社会に広げるために、そ

れぞれが行っている消費者教育や市民教育の実践例を持ちより、情報共有・情報交換

をしていくことが大きな第一歩になると考え、消費者・市民教育モデル事業を実施し

ました。 

モデル事業を実施することで見えてきた課題もありますが、これから行うべき内容も

見えてきたといってよいでしょう。マルチステークホルダー・プロセスが社会に根付

き、ともに持続可能な社会を担う人材育成のために力を尽くせる社会でありたいと願

います。 

 

２． 「消費者・市民教育モデル事業を振り返って」 

                     （社）日本経済団体連合会 

  政治社会本部長 斎藤 仁 

 本モデル事業は、事業者団体、消費者団体、金融、NPO/NGO、専門家、政府で構成さ

れる社会的責任に関する円卓会議における持続可能な社会を担う人材育成に関する議

論の中から構想が生まれたものです。現在、わが国では、さまざまな関係者が、消費

者教育、環境教育、金融教育、開発教育ないし労働教育などについて、セミナーの開

催、教材の作成・配布、学校などへの出前授業の実施などに取り組んでおります。た

だし、それぞれの取組みの間での情報共有や横の連携については、いまだ十分とは言

えません。そのような状況のなかで、「人を育む基盤の整備ＷＧ」の議論の過程で、関

係者が一堂に会してモデル事業を開催してはどうかとの声が期せずしてあがりました。

そこで、経団連では、消団連、NACS、文科省と一緒になって、モデル事業の企画、運

営にあたり、おかげさまで、成功裏に終えることができました。 

 今回の取組みは、持続可能な人材育成を各ステークホルダーが連携して推進するた

めの第一歩であり、アンケート結果に見られるようにまだまだ改善すべき課題も多い

と感じております。実行委員会の関係者や展示、実演に参加いただいた皆様に感謝申

し上げるとともに、今回のモデル事業を踏まえ、持続可能な人材育成への取組みが全

国各地域で主体的に展開されていくことを心より希望いたします。 
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３．「消費者･市民教育モデル事業を振り返って」 

                          全国消費者団体連絡会 

事務局次長 菅原 清明 

『安全・安心で持続可能な社会の実現には、製品･サービスの安全な利用方法を理解

し、社会や環境に配慮した責任ある消費行動と社会への働きかけができる人材が必要

である。しかし、消費者教育をはじめとし、現在、消費者団体、事業者（団体）、金融

セクター、NPO･NGO が実施している活動は、持続可能な社会を支える人材育成として

十分な成果をあげていない。そこで、消費者・市民教育に関係する実践者が一堂に会

するイベントを行うことで、お互いの活動を知り、消費者・市民教育の全体像を知る

ことで、各セクターがその役割を認識し、お互いの不足を補い合う連携・協働を進め

るきっかけを生み出す。』 

これはモデル事業の出発点となった『社会的責任に関する円卓会議』第４ＷＧ（人

を育む基盤の整備ＷＧ）での問題意識です。 

なにぶんにもセクター間で初めての協働行動でもあり、目線あわせから丁寧に進め

ることが必要でした。 

そんな苦労もものかは、実行委員会と出展団体の協働で、パネルディスカッション

から展示、実演まで、消費者･市民教育の現状を立体的に「見える化」出来たのではな

いかと思います。 

搬入から撤収までの三日間、関係者の皆様には大変お世話になり、ありがとうござ

いました。問題点も含めて、今回の成果の活用を、自らの課題としていきたいと思い

ます。 

 

４．「消費者・市民教育モデル事業を振り返って」 

                  文部科学省生涯学習政策局  

男女共同参画学習課長 笹井 弘之 

  文部科学省では、平成２２年度より消費者教育の一層の推進を図るため「消費者教

育推進事業」に取り組んでおり、その事業の一環として、社会的責任に関する円卓会

議による官民の様々な主体の協働のモデルケースである「消費者・市民教育モデル事

業」と文部科学省が協働で「消費者教育フェスタ」を開催しました。 

  今回は、文部科学省としても初めての取組でしたが、多様な関係機関・団体との連

携のもと開催した「消費者・市民教育モデル事業」と協働したことで、フェスタがよ

り有意義でかつ、充実したイベントとなりました。参画いただいた皆様の多大なるご

尽力に、改めて感謝申し上げます。 

 文部科学省では、このフェスタの実施や、「大学等及び社会教育における消費者教育

の指針」の策定など新たな取組を進めてまいりましたが、これは、関係省庁、各団体、

機関等の様々な意見を踏まえながら、成果に結びつけたものであり、今後もこのよう

な連携・協働の取組は大変重要であると認識しております。 

 また、当日ご来場いただいた方々がシンポジウム等で得た学びや気づきを今後に生

かすことや、本事業を契機に連携やネットワークづくりが更に促進されることを期待

するとともに、文部科学省としても関係機関・団体等とより一層の連携を図りながら、

本取組を始め消費者教育の更なる推進に努めてまいりたいと思います。 

2 月 21 日～24 日の 2

日 

以 上 
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Ⅱ．プログラム 



 



＜実行委員会＞
幹事団体：日本経済団体連合会、全国消費者団体連絡会、日本消費生活アドバイザー・

コンサルタント協会（ＮＡＣＳ）、文部科学省

委員団体：経済広報センター、消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）、日本生活協同
組合連合会、日本労働組合総連合会、全国銀行協会、日本証券業協会、
生命保険協会／生命保険文化センター、日本損害保険協会、社会的責任
向上のためのＮＰＯ／ＮＧＯネットワーク、「持続可能な開発のための
教育の10年」推進会議（ＥＳＤ－Ｊ）、市民教育のためのサービス･ラー
ニング・クリアリングハウス、内閣府、消費者庁、環境省

社
会的責任に関する円卓会議では、多様な主体（事業者団体、
消費者団体、労働組合、金融、ＮＰＯ／ＮＧＯ、専門家、政
府など）が協働して、持続可能な社会を担う人材の育成に取

り組んでいます。今般、はじめての協働プロジェクトとして、文部
科学省の「消費者教育フェスタ」と連携して「消費者・市民教育モ
デル事業」を実施し、各セクターが取り組んでいる模擬授業や教材
を紹介し合い、今後の課題を探ります。

社会的責任に関する円卓会議とは
多様なステークホルダーが、安心・安全で持続可能な社会の実現を目指し、政府
だけでは解決できない諸課題に、協働して取り組むための新しい枠組み（マルチ
ステークホルダー・プロセス）。
[参照URL…http://sustainability.go.jp/forum]

会場
文部科学省 東館３階 講堂
千代田区霞ヶ関３－２－２
（地下鉄霞ヶ関駅より徒歩５分、虎ノ門駅より徒歩３分）

2011年

２月２２日（火）
１３時～１９時

（開場：１２時）

入場無料

※エスカレーターで地上２階に上がり
「講堂入口」からお入りください。
（その他の入口からは入場できません）

入館時に、本パンフレットを印刷したものを
ご提示ください。
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シンポジウム・
模擬授業等[Ａ]

教材・パネル等
の展示

模擬授業等[Ｂ]

講堂 ホワイエ

模擬授業等[Ａ－２]
循環生活研究所

シンポジウム
持続可能な社会を担う

人材育成への提言
～それぞれの立場から～

教材・

パネル

等展示

15時15分
～

15時45分

模擬授業等[Ａ－１]
東京ガス

14時45分
～

15時15分

模擬授業等[Ａ－３]
日本弁護士連合会

15時45分
～

16時30分

模擬授業等[Ａ－４]
全国消費生活相談員協会

16時30分
～

17時00分

模擬授業等[Ａ－５]
国民生活センター

17時00分
～

17時30分

模擬授業等[Ａ－７]
日本証券業協会、生命保険協会／生命保険

文化センター、日本損害保険協会

18時00分
～

19時00分

模擬授業等[Ｂ－２]
資生堂

15時30分
～

16時15分

模擬授業等[Ｂ－１]
開発教育協会

14時40分
～

15時25分

模擬授業等[Ｂ－３]
ＡＣＥ

16時20分
～

17時05分

模擬授業等[Ｂ－４]
パナソニック

17時10分
～

17時55分

模擬授業等[Ｂ－５]
消費者教育支援センター

18時00分
～

18時45分

13時00分
～

14時30分

模擬授業等[Ａ－６]
日本生活協同組合連合会

17時30分
～

18時00分

ＥＶ
ホール

※左記講堂の時間割には入替時間を含みます。

会場図

タイムテーブル

受付

講堂

ホワイエ
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１３：００～１４：３０

シンポジウム
「持続可能な社会を担う人材育成への提言 ～それぞれの立場から～」

１４：４０～１９：００

模擬授業等の実演・紹介

＜講堂＞

[Ａ－１] 東京ガス
「東京ガスのエコ・クッキング」

[Ａ－２] 循環生活研究所
「小さな循環いいくらし～堆肥をつくって・野菜

を育てて食べよう～」

[Ａ－３] 日本弁護士連合会
「『身近なものから世界を考える 消費者市民教育』

の作り方」

[Ａ－４] 全国消費生活相談員協会
「若者を対象とした契約トラブル啓発講座」

[Ａ－５] 国民生活センター
「『出前講座』いつでもどこにでも出かけます！」

[Ａ－６] 日本生活協同組合連合会
「たべる＊たいせつ キッズクラブの取り組み」

[Ａ－７] 日本証券業協会
「未公開株等被害にあわないための証券投資知識」

生命保険協会／生命保険文化センター
「大学・高校での出前授業」

日本損害保険協会
「消費者とのコミュニケーションの推進－損害保

険の理解促進－」

＜ホワイエ＞

[Ｂ－１] 開発教育協会
「参加型ワークショップ『身近なものから世界を
考える』」

[Ｂ－２] 資生堂*
「資生堂子どもセミナー

『すこやかな毎日のために』」

[Ｂ－３] ＡＣＥ
「おいしいチョコレートの真実」

[Ｂ－４] パナソニック
「エコ・モノ語（がたり）」

[Ｂ－５] 消費者教育支援センター
「ゲームとロールプレイングで学ぶ契約トラブル」

各団体が実施している出前授業・模擬授業等を実演もしくは講演の形でご紹介します。
予約は不要です。希望する授業の開催会場に直接お越しください（希望者多数の場合は先着順となります。）。
当日の進行状況により、スケジュールが前後する場合があります。

Ⅰ

Ⅱ

*授業中に「日焼け止めクリーム」塗布体験をしていただきます。

西村 隆男 氏
（横浜国立大学教育人間科学部教授）

萩原 なつ子 氏
（立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授、日本ＮＰＯセンター常務理事）

コーディネーター

阿南 久 氏
（全国消費者団体連絡会事務局長）

岩附 由香 氏
（ＡＣＥ代表）

関 正雄 氏
（損害保険ジャパン理事）

1.挨拶 板東 久美子（文部科学省生涯学習政策局長）

古谷 由紀子（実行委員会共同座長、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会（ＮＡＣＳ）常任理事）

2.パネルディスカッション

パネリスト

全体進行：斎藤 仁（実行委員会共同座長、日本経済団体連合会政治社会本部長）

（五十音順）
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お問い合わせ先
日本経済団体連合会 政治社会本部 TEL:03-6741-0152 FAX:03-6741-0352

全国消費者団体連絡会 TEL:03-5216-6024 FAX:03-5216-6036

教材・パネル等の展示

＜環境・エネルギー＞
東京ガス
パナソニック
経済広報センター
日本消費生活アドバイザー･コンサルタント協会（ＮＡＣＳ）
循環生活研究所
環境省

＜金融・取引＞
損害保険ジャパン
第一生命保険
野村ホールディングス
経済広報センター
日本消費生活アドバイザー･コンサルタント協会（ＮＡＣＳ）
全国銀行協会
日本証券業協会
生命保険協会／生命保険文化センター
日本損害保険協会
金融広報中央委員会

＜製品安全＞
消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）
経済産業省

＜食育＞
経済広報センター
日本生活協同組合連合会
内閣府
文部科学省
厚生労働省
農林水産省

＜消費者・市民教育等＞
資生堂
東芝
経済広報センター
消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）
全国消費生活相談員協会
全国大学生活協同組合連合会
全国地域婦人団体連絡協議会
日本労働組合総連合会
ＡＣＥ
開発教育協会
国際ボランティア学生協会（ＩＶＵＳＡ）
「持続可能な開発のための教育の10年」推進会議（ＥＳＤ－Ｊ）
日本ＮＰＯセンター（子どものための児童館とＮＰＯの協働事業）
消費者庁
国民生活センター
消費者教育支援センター
日本弁護士連合会

Ⅲ

【参加について】

・会場の席数には限りがありますので、事前に出席登録が必要です（参加申込みは各セクター代表団体
を通じてお願いいたします）。詳細については下記お問い合わせ先にご連絡ください。

※本モデル事業は「消費者教育フェスタ」（２月22日～23日開催）の一環として、２月22日に実施いた
します。23日は文部科学省主催の「消費者教育に関する研究協議会・中央説明会」を行います。23日
の参加申込方法については、文部科学省ＨＰをご覧ください（トップページ→お知らせ→行事案内）。

展示団体（分野別）
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Ⅲ．シンポジウム 



 



コーディネーター

立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科教授

日本ＮＰＯセンター常務理事 萩原 なつ子

パネリスト

全国消費者団体連絡会 事務局長 阿南 久

Ａ Ｃ Ｅ 代 表 岩附 由香

損害保険ジャパン 理事 ＣＳＲ統括部長 関 正雄

横浜国立大学 教育人間科学部教授 西村 隆男
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１．消費者・市民教育モデル事業 シンポジウム 

コーディネーター・パネリスト 略歴 
 

１．コーディネーター 

萩原 なつ子 氏：明治学院大学文学部英文学科、同社会学部社会学科卒業。 

お茶の水女子大学大学院修士課程修了。博士（学術）。宮城県環境生活部次長、

武蔵工業大学環境情報学部助教授等を経て、現在、立教大学大学院 21 世紀社会

デザイン研究科教授、日本 NPO センター常務理事。NPO や協働のあり方、ジェ

ンダー、持続可能な社会等の課題に関し、積極的に研究・発言を行っている。 

 

２．パネリスト（50 音順） 

阿单 久 氏：東京教育大学体育学部卒業。生活協同組合コープとうきょう理

事、日本生活協同組合連合会理事として食の安全、消費者の権利確立の活動を

推進。08 年 5 月から全国消費者団体連絡会事務局長、消費者機構日本副理事長。

「社会的責任に関する円卓会議総合戦略部会」委員や内閣府「食育推進会議」

委員など、多くの審議会等で委員を務めている。 

 

岩附 由香 氏：上智大学卒業。大阪大学大学院国際公共政策研究科修了。大学

院在籍中の 97 年に世界の子どもを児童労働から守る NGO、ACE（エース）を発

足させ、代表に就任。現在、児童労働ネットワーク事務局長、国際協力 NGO セ

ンター副理事長、日本 NPO センター評議員、「社会的責任に関する円卓会議」運

営委員、同地球規模課題ワーキンググループ主査、桜美林大学講師等も務める。 

 

関 正雄 氏：東京大学法学部卒業。安田火災海上保険（現・損害保険ジャパン）

入社。CSR・環境推進室長を経て、2009 年から損害保険ジャパン理事 CSR 統括

部長。「ESD 円卓会議」委員、「社会的責任に関する円卓会議総合戦略部会」委

員、「経団連 企業市民協議会」企画部会長などを務める。また、日本産業界代

表エキスパートとして ISO 26000（社会的責任）規格づくりに関わった。 

 

西村 隆男 氏：埼玉大学経済学部卒業。横浜国立大学大学院教育学研究科修士

課程、関東学院大学大学院経済学研究科博士課程修了。経済学博士。横浜市立

高校教員、（財）消費者教育支援センター主任研究員を経て、現在、横浜国立大

学教育人間科学部教授、日本消費者教育学会会長。消費者市民教育や金融教育

等を中心に研究を行っている。「消費者教育推進会議」委員等を務める。 
                               以 上 
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地域における“協働”のしくみづくり
と 消費者団体育成

～持続可能な社会を担う人材育成への提言～

全国消費者団体連絡会 阿南 久

２０１０年度 消費者・市民教育モデル事業

全国消費者団体連絡会 1956年結成 現在４５団体（中央２３・地方２２）
“消費者の権利を守り、くらしの向上をめざすため、全国の消費者組織の協力
と連携を図りながら、消費者運動を促進する“

地域における消費者団体の取り組みは
くらし全般に関わっている

消費者力アップ
食品安全・食育

環境保全

子育て

防 災

ライフプラン

平 和

健 康
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寄りあい
（円卓会議）

“協働”のしくみづくり

消費者団体

NPO
市民団体

事業者
生産者

学校
PTA

行政
消費者センター

学識者
弁護士

労働団体

自治会
町内会

１/２５ 地方消費者
グループフォーラム

各地に
ネットワーク
ができていま

す

 消費者団体の役割（「消費者基本法」第８条）
消費者団体は消費生活に関する情報の収集及び提供並び
に意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被
害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活
の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努め
るものとする。

 行政に求められる役割～”消費者団体の育成・支援”
消費者団体は、消費者相談・消費者被害救済・消費者教育などの取り組
みを通じて消費者の権利の実現に寄与する公益的役割を担っています。
今後も引き続きこうした役割を果たしていくことができるよう、行政が支援
することが必要です。（活動会場、事務所、リーダー育成、ネットワーク形成など）

協働戦略の推進のために
～協働の主体となる消費者団体の育成・強化が必要です～
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－世界の子どもを児童労働から守るＮＧＯ ＡＣＥ（エース）－

縫製工場
コットン

カカオ
コルタン（タンタル）

© ILO

タバコ

サッカーボール

世界の子ども
の７人に１人

世界の児童労働者、2億1500万人

（国際労働機関、2010年発表）

copyright Ⓒ ACE [Action against Child Exploitation] 2011 www.acejapan.org

発表者：ＡＣＥ（エース） 代表 岩附由香

ＡＣＥは世界の児童労働問題解決のため、ガーナのカカオ
産業、インドのコットン産業で国際協力活動を、日本で啓
発・政策提言等を行う日本生まれの認定ＮＰＯ法人です。
16:20分～模擬授業も行います。詳しくは受付配布資料をご
覧ください。www.acejapan.org

－世界の子どもを児童労働から守るＮＧＯ ＡＣＥ（エース）－

消費者教育は何のため？

「消費者の権利」を守るため

＋ 「消費者の責任（義務）」を自覚するため

例えば、消費者の責任として
•モノでつながっている世界、しかしその背景を知っているか？知ることを求めているか？
•知らずに環境破壊、子どもを搾取する仕組みに「加担」していないか？
•解決に結びつく商品選びをしているか？
＝持続可能な消費をしているか？

お買い物は、選挙と同じ「一票」
企業は消費者を見て、商品を開発、販売している

＝消費者がより賢くなることが、企業活動を持続可能な社会により貢献
する形に変えることができる

copyright Ⓒ ACE [Action against Child Exploitation] 2011   www.acejapan.org
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－世界の子どもを児童労働から守るＮＧＯ ＡＣＥ（エース）－

ＡＣＥの消費者教育事例
「おいしいチョコレートの真実」を「開発教育教材」として独自開発。学校への

講師派遣、またファシリテーターの育成を行う。

知る      ⇒ 考える    ⇒ アクションを起す

カカオ産業の児童労働：
西アフリカに２８万人

ＤＶＤと参加型のワークショップ
ガーナ、日本の家族を演じ
生活状況の違いや日本との
つながりを実感する

フェアトレードの促進
児童労働解決に貢献する
商品の消費

copyright Ⓒ ACE [Action against Child Exploitation] 2011 www.acejapan.org

－世界の子どもを児童労働から守るＮＧＯ ＡＣＥ（エース）－

copyright Ⓒ ACE [Action against Child Exploitation] 2011 www.acejapan.org

街頭募金活動児童労働を知らせるちらし・ポスター作り

チョコレートメーカーに手紙を送る（１社から返答あり）

三重県五十鈴中学校のアクション事例
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④消費者に対するサービス、支
援、並びに苦情及び紛争の
解決

⑤消費者データ保護及び
プライバシー

⑥必要不可欠なサービスへの
アクセス

⑦教育及び意識向上

6.7 消費者課題

①公正なマーケティング、
事実に即した偏りのない情報、
及び公正な契約慣行
②消費者の安全衛生の保護
③持続可能な消費

6.6 公正な事業慣行

6.8 コミュニティへの参画及び発展

ISO26000社会的責任の中核主題

6.4 労働慣行

6.2 組織統治

6.3 人権

6.5 環境

6.7 消費者課題

損害保険ジャパン 理事 ＣＳＲ統括部長 関正雄

社会的責任の実践に
おける重要な概念とし
てＥＳＤに言及

6.7.5 持続可能な消費
・ 現在の消費速度は明らかに持続不可能であり，環境破壊及
び資源枯渇を助長している。消費者は，選択及び購買の意思
決定の際に，・・・持続可能な発展において重要な役割を果た
す。

持続可能な消費とＥＳＤ

・教育及び生涯学習は、社会的責任に関する意識向上と力量
確立の柱。

・持続可能な発展のための教育は・・・積極的かつ前向きな行

動を育てるような価値観への十分な配慮を奨励することによ
って・・・社会的責任の課題に取り組む力を人々に与えてい
る。

7.4.1 意識の向上及び力量の確立
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ＦＢＳでのユニリーバMr, Bremnerの講演より

産業界での動き ～消費者の役割への注目～

ＷＢＣＳＤ（持続可能な発展のための世界経済人会議）でも、

「持続可能なバリューチェーン」イニシアチブがスタート

日本経団連「企業行動憲章」での取り組み

消費者教育（第1条関連）

適切な情報提供に加え、
「消費者の自立的な選択や
判断を支援するための
啓発活動に努める」ことを
直近の改定で新たに明記。

環境教育(第5条関連)

環境配慮商品が選択されるよう、
消費者へ情報提供。

各種啓発活動の実施。

市民教育（第6条関連）

社会貢献活動推進の一環とし
て、従業員の自発的な社会参
加の支援など。

「企業行動憲章」 → 経団連が1991年に制定した自主規範。前文と10原則からなる。

「実行の手引き」 → 企業行動憲章のガイダンス（10原則を48個の枝番で解説）。

企業を巡る状況等を踏まえて、数年ごとに改定。直近では2010年9月に改定。

企業の自主的取り組みおよび他のステークホルダーとの協働により、

持続可能な社会を担う人材の育成につなげていく。

＜「持続可能な社会を担う人材育成」に係る「実行の手引き」の主な内容＞
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消費者教育の概念

Bannister & Monsma(1986)

Decision Making

Resouce Management

Citizenship

Nishimura(YNU)2011

横浜国立大学 教育人間科学部教授 西村 隆男

消費者市民とは

消費者 事業者 個人としての消費者

消費者

＋ 事業者 社会とのつながりを

市 民 強く意識した消費者

Nishimura(YNU)2011
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消費者教育の変遷

1960年代 事業者による商品知識の普及

消費者団体による事業者行動のウォッチ

1980年代 行政による消費者啓発（被害防止）

1990年代 学校における消費生活知識やスキルの

学習（「生きる力」）

2000年代後半～ 消費者教育の新潮流

Nishimura(YNU)2011

家庭経営と
参加

家計管理 マーケティングと広
告戦略

商品購入

認識する⇒理解する⇒行動する 参加（社会的関与）する

「消費者市民」になる！（OECD）

Nishimura(YNU)2011

消費者の権利と
責任 持続可能消費

デジタル能力

＋ 消
費
者
市
民
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３．2010 年度 消費者・市民教育モデル事業 シンポジウム 

 議事概要 

 

日時：2011 年 2 月 22 日(火)13：05～14：30 

場所：文部科学省東館 3 階講堂 

テーマ：「持続可能な社会を担う人材育成への提言 ～それぞれの立場から～」 

 

 

１．挨拶 

文部科学省 坂東生涯学習政策局長：本日、文部科学省の消費者教育フェスタの一日目

として、社会的責任に関する円卓会議による消費者・市民教育モデル事業を開催する。

多様な機関や団体による消費者教育・市民教育の取り組みへの尽力に感謝したい。 

 消費者教育について消費者基本法の第 17 条では、生涯にわたって消費生活の学習の

機会の充実が求められており、国は様々な場で消費者教育を充実する等必要な措置を

講ずると規定されている。消費者教育は被害・トラブルの防止という狭い概念で捉え

られがちだが、社会を主体的に作り上げるという観点も重要である。 

 今回の学習指導要領の改定では、消費者教育に係る内容を充実させた。社会科や家

庭科を中心に様々な分野で消費者教育の充実を図っていく。また、教員の資質向上に

係る取り組みも新たに実施していく。 

 本イベントは 22 年度の消費者教育推進事業の集大成にあたる。企業や各団体の模擬

授業や展示が一堂に会しており、画期的なイベントになっている。今後も協働の取り

組みを続けていただきたい。本日のような連携を推進することで、今後の活動のヒン

トとなることを期待している。 

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 古谷常任理事：強力な連携のもと、

消費者・市民教育モデル事業が開催されたことを感謝したい。本モデル事業の主体で

ある社会的責任に関する円卓会議は、多様な主体が対等な立場で参加し、政府だけで

は解決できない課題に協働して取り組むための新しい枠組みである。協働で持続可能

な社会をつくるため、人材育成に係る取り組みを進める必要がある。これまでも多様

な主体が持続可能な社会を担う人材育成に取り組んでいるが、お互いの取り組みがよ

くわかっていなかった。そのため、情報共有や情報交換の場とするために、マルチス

テークホルダーによる消費者・市民教育モデル事業をはじめての試みとして実施した。

シンポジウムの後には各団体の模擬授業の実演・紹介が予定されており、会場では各

団体の教材等が展示されている。それらを見て、自らの組織として何ができるかを考

える機会としていただきたい。 
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２．パネルディカッション 

立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科 萩原教授(日本ＮＰＯセンター常務理事)：30 年前に出

された国際的なレポートでは、日本からの参加者の感想として、消費者教育の充実が

必要だが、文部省（当時）にはその窓口もないと指摘されていた。しかし、いまでは

このように多くの人が集まり、議論できるようになった。大変うれしく思う。 

 また、企業とＮＰＯや消費者団体とは、以前は対立するものと捉えられていたが、

今は同じテーブルにつき、共に消費者教育を推進している。これは画期的なことであ

る。 

(1)各パネリスト冒頭説明 

全国消費者団体連絡会 阿单事務局長：全国消団連は 1956 年に発足したネットワーク

組織であり、現在 45 団体が加入している。それぞれの消費者団体の取り組みを繋ぐ役

割を果たしているのが消団連である。 

 今回のテーマは持続可能な社会の担い手を育成するための必要な教育は何かという

ことだが、だれもが平等に教育を受けることができるしくみをつくらなければ、市民

社会は選ばれた人たちだけの社会になるのではないかと危惧を抱いている。まずは体

験等を皆で共有する取り組みから消費者教育をはじめると良い。地域における消費者

団体の取り組みは暮らし全般に関わっており、対象は子どもから大人まで幅広い。全

ての消費者に体験を共有してもらえるよう、それぞれ活動に取り組んでいる。 

 出前講座では、自分が経験したことを周りに伝えていこうという取り組みを行って

いる。例えば、高齢者の集まる公民館施設等での出前授業で、悪質な事業者に対する

断り方を練習したり、それぞれの被害体験を交流したりということを進めている。ま

た子供向けに電話相談対応を行うなどしている。 

 私のスライドの３頁に、協働の仕組みづくりとしての寄り合い（円卓会議）につい

て記述している。寄り合いは地域の問題を取り上げ、学び合う場として地域づくりに

役立つのではないか。各地で、消費者団体や行政機関、専門家、事業者の連携ができ

始めている。社会的責任に関する円卓会議を各地で開催し、他のステークホルダーに

まで輪を広げることが重要である。消費者団体はそのネットワークの核となる存在だ

と思う。 

ＡＣＥ 岩附代表：ＡＣＥの概要については配布資料として配っているのでそちらを見

てもらいたい。 

 消費者教育をウィキペディアで調べると「経済行為の主体としての消費者としての

態度を育成するための教育のことである。日本の学校教育においては、主に社会科や

家庭科で実施される。また社会教育の上でも、啓発活動や市民講座などの形で実施さ

れることもある。経済・消費や消費者としての行動など、必要な知識を得てふさわし

い態度・行動をとることができるようになることを視野に入れている。具体的な学習・
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教育内容としては、商品経済全体を概観する経済学習、消費者の行動や心理、消費者

保護の理念やシステム、など多岐にわたる。」と説明されている。消費者教育では、消

費者の権利の保護だけではなく、消費者が賢い選択ができるかどうかが極めて重要に

なる。消費者の権利だけではなく、消費者の責任・義務も考えていく必要があるので

はないか。私たちが接している商品で純国産のものは非常に尐ない。現在、国より規

模が大きい多国籍企業も多い。消費者が環境に配慮した製品を買う等の賢い選択をす

ることにより企業に賢い行動を促すことができる。 

 ＡＣＥでは「おいしいチョコレートの真実」という教材を独自に開発した。児童労

働の問題を知り、ガーナと日本の家族や生活環境の違いを実感し、どのようなアクシ

ョンができるか考えてもらう。 

 三重県五十鈴中学校では児童労働を知らせるポスターを作ったり、チョコレートメ

ーカーに児童労働をしないよう求める手紙を書いたりした。企業に声を届ければ、企

業のなかでも変化が起きる。行動を起こすことが大事である。論理や理性に訴えるだ

けでは人は納得しない。五感で感じることで始めて自分のこととして理解できる。 

（谷川俊太郎さんの詩～そのこ～を上映） 

萩原教授：岩附さんには私の授業にゲストとして来てもらった。学生のアンケートで

最も印象に残ったゲストとして名前が挙げられていた。 

 1990 年代のイギリスの環境ＮＧＯ女性と環境ネットワークの代表者が「小さな意思

決定」が社会を変えると主張していた。 

損害保険ジャパン 関理事：社会的責任に関する国際規格であるＩＳＯ 26000 では消

費者課題は 7 つの中核主題のうちの一つである。 

 その消費者課題のなかに教育及び意識向上について触れた箇所がある。弱い立場の

消費者の権利を保護するだけではなく、消費者が責任ある消費を行えるような消費者

教育及び意識向上も重要だと考え、日本の産業界から提案した。全ての組織の行動を

促し、社会全体で問題を解決していくことが必要である。 

 持続可能な消費、すなわち、消費者は選択及び購買の意思決定を通じて持続可能な

発展に重要な役割を果たしているという認識も重要である。関連して、ＥＳＤ、すな

わち持続可能な発展のための教育の重要性もＩＳＯ26000 で触れている。 

 具体例として、英・蘭の多国籍企業であるユニリーバを紹介したい。ユニリーバは

シャンプーについてライフサイクルにおけるＣＯ２の排出量を計測したところ、消費段

階でのＣＯ２排出量が 8 割を占めていた。これ以外の 1000 品目の平均でもＣＯ２排出

量の７割が消費段階で生まれていた。今後、消費段階で排出されるＣＯ２をいかに削減

するかが大切になる。消費段階でのＣＯ２を排出しにくくする商品を開発したり、消費

者に対して働きかけを進める必要がある。 

 ＷＢＣＳＤ(持続可能な発展のための世界経済人会議)でも、「持続可能なバリューチ
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ェーン」の構築に係るイニシアティブがスタートした。企業の立場から消費者の役割

に注目し、働きかけを強める動きが盛んになっている。 

 最後に事業者の代表として日本経団連の取り組みについて紹介したい。日本経団連

の企業倫理・ＣＳＲの規範である企業行動憲章は、定期的に見直しており、直近では

昨年９月に改定を行った。昨年９月の改定ではＩＳＯ 26000 の考えを取り入れるとと

もに、消費者教育に係る記述として「消費者の自立的な選択や判断を支援するための

啓発活動に努める」という記述を新たに追加し、経団連として力を入れて推進してい

くということを強調した。 

 経団連と消費者団体が協働でイベントを実施するのは画期的なこと。今までは対

立・緊張関係として捉えられていたが、消費者教育の分野では力をあわせて取り組む

ことに大きな意義がある。 

萩原教授：企業で働いている人も皆消費者である。次に西村教授より教育という視点

からコメントしてもらいたい。 

横浜国立大学 西村教授：文部科学省の消費者教育推進委員会、消費者庁の消費者教育

推進会議で委員を務めている。会長を務める日本消費者教育学会では、消費者市民社

会についてノルウェーのヘドマルク大学のトーレセン准教授の話を聞いた。消費者市

民とは「倫理的、社会的、経済的、環境的配慮に基づいて選択を行う個人」であり、

「思いやりと責任ある行動を通じて公正かつ持続可能な発展の維持に積極的に協力す

る存在」である。これらの定義はトーレセン准教授が関わっているコンシューマー・

シティズンシップ・ネットワーク（ＣＣＮ）で示されたものである。 

 私のスライドの 1 頁目にあるように、消費者教育の概念として意思決定を行うこと、

持てる資源をどう活用するか考えること（リソースマネジメント）、シティズンシップ

の３点が重要である。購入において意思決定する力が必要であるとともに、社会に与

える影響を考えて行動する力が求められる。 

 消費者・市民社会における事業者と消費者の関係として、卖に個々の消費者が最大

の満足を得るために購入するのではなく、事業者に対して社会との関わりを考えるよ

うアピールしていく消費者であるべきだ。問題ある製品を製造した場合はその事業者

の製品の購入を控える一方で、環境保全に努めている企業は応援していく。 

 日本の消費者教育は海外の潮流を受けて変化している。60年代は事業者が商品知識

に普及に努め、消費者団体ではカルテル追及等の活動をしていた。また、1968 年には、

消費者保護基本法が制定され、消費者の啓発は国や地方自治体の仕事とされた。啓発

の内容は被害救済に係る内容が多かった。一方、学校教育でも、80 年代以降、消費者

問題や消費者保護に係る記述が取りあげられた。2000 年以降は新潮流として、「消費

者市民教育」という言葉が浸透し、行政も使うようになった。 

 ＯＥＣＤでも消費者教育という言葉が曖昧に使われているという指摘があった。4
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頁目のスライドは私がＯＥＣＤの提言を整理したものである。消費者の商品を購入す

るという活動がベースとなり、家庭経営などの各分野が関連する。まず自分に関わる

ところから広げていくことが大事である。その中で消費者がその権利や責任を果たし、

行動に結びつけることが必要である。消費者が社会とどう関わっていくかを意識し、

選択していかなければならない。これが持続可能な消費である。あわせて、近年、ヨ

ーロッパでは社会からの孤立化が問題となっており、ネット社会の功罪が指摘されて

いる。ネット社会とうまく付き合っていくためのデジタル能力が必要になっている。

ヨーロッパではシティズンシップ教育を必修化し、持続可能な消費とあわせて学校教

育で教えることにした。他の人間への配慮や尊厳、共感などに目を向けさせるよう学

校現場から変えていくことが重要である。 

 

(2)意見交換 

萩原教授：様々なキーワードが出てきたが、今回のテーマである人材育成に関して、

具体的にどのような教育が必要か。 

全国消団連 阿单事務局長：消費者・市民教育と言われているが、皆が行動する市民に

なれるかどうかは疑問に思っている。消費者が力をつけるのと、市民としての力をつ

けるのは別の角度の問題だと思う。一人一人がまず消費者の権利を正しく知り、使っ

ていくことが必要である。市民力はそれを踏まえた思いやりなどの一つ上のレベルの

問題ではないかと思う。 

 お年寄りはやさしくされると思わず商品を購入してしまう。「いりません」とはっき

り言うことが大切である。いらないと言う力をどのように身につけるのかが現場では

大きな課題となっている。近所の人たちと問題意識を共有していく場が必要である。

地域でつくった教材はわかりやすい。学校の教育は卖に先生と生徒の間に止まるもの

ではなく、地域を巻き込み、地域の人のつながりを利用できるものである。地域の現

場での教育が重要であり、その場をどのように構築していくかが重要である。 

萩原教授：先程、岩附さんから五感に訴える、感じる力を養うことが大事だという指

摘があったが、その点について詳しく語ってもらいたい。 

ＡＣＥ 岩附代表：ＡＣＥでは小学生から 70 代まで出前授業を行っている。一番問題

意識を持ってもらえるのは子どもである。大人は「貧しいのだから仕方ない」「働くの

をやめたらどうするのか」という疑問をもってしまう。子どもは感覚的に「なぜ学校

に行けないのか」「大人は何をしているのか」という素朴な疑問を持ってくれる。 

 また、教育を通じ、自分を相対化して見ることもできる。小さい子どもたちに対し

て、サッカーボールを縫ってみようというキャンペーンを行ったが、ボールの皮が厚

く、実際は重労働で指を刺したりすることも多いと分かった。字実際に体を動かすこ

とで実感として経験できる。また、保護者に手紙を出し、学んで気付いた点を、親が
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ダメ出ししないよう問題意識を共有してもらう。 

 消費者教育において子ども時代の経験は重要である。子どもも誰かの役に立った経

験があればうれしい。誰かの役に立つという経験が公共性や本人のやる気、自尊心に

つながる。高校でスピーチコンテストを行った際も、それを通じ、子どもは大きく成

長した。子どもには潜在的な力があり、市民教育はそれを引き出すためのきっかけと

して大きな役割を担っている。 

損害保険ジャパン 関理事：ＩＳＯ 26000では全ての組織に社会的責任としているが、

そもそも組織とは個人の集まりであり、ＣＳＲとはすなわちＥＳＲ（Employee Social 

Responsibility）と考えるべきであろう。その意味では、市民教育やＥＳＤは非常に

重要である。ＥＳＤは学校教育や公教育の枠組みで捉えられがちだが、本来は社会で

活躍している人がもっと関わっていくべきである。また、消費者教育に関わる事例が

たくさんあることが今回始めてわかった。様々なセクターが一緒に取り組めば、もっ

と良いものができる。横のつながりをつくることが大事である。 

 損害保険業界の事例も紹介したい。損保協会ではエコ安全ドライブを推進している。

環境に配慮し、急発進や急停車などを止めるエコドライブを実践することで、燃費は

８％改善するが、さらに事故率は 49％も削減する。損保業界としては、今後もエコ安

全ドライブの啓発を推進していきたい。 

横浜国立大学 西村教授：阿单事務局長からお年寄りの被害の話が出たが、お年寄りを

騙しているのは若者である。フィンランドを訪問した際に、悪質な業者による被害は

ないのか聞いたが、そのように騙してお金をとってどうするのかと逆に質問された。

人を貶めても自分さえよければよいという感性が問題である。適切な感性を育てるよ

う社会とのつながり、他者とのかかわりを構築することが重要である。ワークショッ

プ等で感性を磨いていく必要がある。 

 もう一点、連携やネットワークが必要だということが消費者教育に限らず、様々な

場で聞かれるが、現状では言葉だけが上滑りになっていることが多い。人や場所等を

整えるコーディネーターが必要である。情報が得られる場所がなければ、連携は難し

い。 

萩原教授：連携の取り組みを繋げる役割が重要であるという指摘であった。 

全国消費者団体連絡会 阿单事務局長：社会的責任に関する円卓会議では今後地域版の

円卓会議をつくることを目標としている。その円卓会議がコーディネートの場になれ

ばよいと思う。学校教育はカリキュラムが詰まっており、消費者・市民教育の導入は

難しいかもしれないが、円卓会議に参画する企業や労働団体、消費者団体等が消費者・

市民教育の担い手になることは可能である。 

 消費者被害は高齢者などの弱者だけに限られない。企業に勤務する人にも学校の先

生にも被害者は多い。被害の経験を共有する場ができればよい。 



23 

 

萩原教授：岩附氏は学校との連携について何か課題等を感じたことはあるか。 

ＡＣＥ 岩附代表：学校との連携では、どの授業の枠で実施するか問題となる。また、

校長先生の理解があるかどうかも重要になる。学校からの謝礼等が個人の口座にしか

振り込めないという点で不便さを感じる。ＮＰＯとしても持ち出しで活動するのは厳

しい。もう尐し、手続きやあり方等を工夫できると思う。 

 家庭科では、物を通じて、児童労働の問題等に触れられる。実際の物から入る授業

は学校としても受け入れやすい。 

 皆が被害者になりうるということを加害者側に伝えることが大事である。加害者側

は被害にあった側の立場から考えていない。違った視点に立つことが大事である。多

面的な物の見方を提示していく必要がある。 

萩原教授：関氏から学校教育に対する企業の役割について説明してもらいたい。 

損害保険ジャパン 関理事：まず企業と学校とのお互いの対話が必要である。対話を通

じて、信頼関係やパートナーシップを構築することができる。企業の関係者は学校等

の教育現場の壁は高いと感じている。私の会社では、学校における環境教育を推進す

る「新宿の環境学習応援団」という活動を支援しているが、学校にはまず警戒される

ことが多い。事業者としてはもっとＷＩＮ－ＷＩＮの関係を築いていきたいと思って

いる。いきなり協働することは難しいので、まずは対話の場をつくることが重要であ

る。 

横浜国立大学 西村教授：学校の側にとっては、コストがかかる活動に取り組むのは大

変である。また、日本の公立学校では現場に裁量がない。もう尐し、現場が裁量を持

って取り組めるようにすべきだ。総合的な学習の時間を活用することも選択肢の一つ

だ。授業計画がタイトななかで時間をつくることは大変だが、一歩踏み出すことが大

事である。 

 地域の活動では、企業の管理職等が関わっていける環境を構築することが大事であ

る。新しい取り組みのモデルを全国に発信していけば、地域でも柔軟に対処できるの

ではないか。 

萩原教授：以前ある県で仕事をしていた際に、ＮＰＯと協働したが、そこで教育委員

会の協力が必要になったことがある。学校や教育行政の理解が得られるよう、対話の

場が求められている。 

 最後に一言、メッセージをお願いしたい。 

全国消費者団体連絡会 阿单事務局長：今回、はじめて様々なセクターが一堂に会する

場がつくられた。これは画期的なことである。今後、地域に取り組みを広げてほしい。 

ＡＣＥ 岩附代表：ＮＰＯ・ＮＧＯでは開発教育協会や日本ＮＰＯセンターなどのネッ

トワーク組織が存在する。これらの組織の活用することも考えてほしい。 

損害保険ジャパン 関理事：ＩＳＯ 26000 は全ての組織に適用できる規格である。学
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校は学校の社会的責任を満たすよう、ＩＳＯ 26000 の中身にも関心を持ってもらいた

い。教育現場で ESD（持続可能な開発のための教育）の教材としても活用できると思

う。 

横浜国立大学 西村教授：消費者教育に関する指針が、明日、文部科学省から公表され

る。持続可能な社会を担う消費者を育てることも大きな柱となっている。消費者知識

を備え、倫理にかなう消費者の育成の流れが広まることを期待したい。 

萩原教授：本日のような画期的な取り組みを、今後地域に広げてもらいたい。 

                               以 上 
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１．2010 年度 消費者・市民教育モデル事業 模擬授業等の実演・紹介の概要 
 

2 0 1 1 年 ２ 月 2 2 日 

消費者・市民教育ﾓﾃﾞﾙ事業実行委員会 

Ⅰ. 講堂 

【A-1】東京ガス「東京ガスのエコ･クッキング」 

 エコ･クッキングとは、「環境のことを考えて、買い物･料理･片付けをすること」です。日々の

暮らしに欠かせない身近な｢食｣から、今の暮らしのあり方を見直し、具体的に取り組むことで、

地球環境問題の解決にまでつなげることを目指し、学校教育や大人を対象とした講座を実施

しています(エコ･クッキングは東京ガスの登録商標です)。 

【A-2】循環生活研究所「小さな循環いいくらし～堆肥をつくって・野菜を育てて食べよう～」 

 暮らしの中から出る生ごみをベランダで堆肥化し、ごみ減量と資源循環の実践を体験しま

す。手軽にできるダンボールコンポストを利用して、できた堆肥をつかって自家製の野菜を育

て、おいしさを実感するプログラムです。この家庭内や地域内の循環を「小さな循環」と位置

付け、その恩恵を実感して「いい暮らし」について学びます。 

【A-3】日本弁護士連合会「『身近なものから世界を考える 消費者市民教育』の作り方」 

 消費者市民教育の目的や教育手法についてご紹介します。コンシューマー・シティズンシッ

プ・ネットワークが開発した LOLA プログラムや、日弁連のシンポジウムで発表された授業実

践例などをご紹介し、①消費の社会的意味に気づく、②社会のために消費者に出来ることの

イメージをもつ、③行動により社会が変わることを実感する、という要素を実例の中に見いだし、

「やればできる」を実感できる発表をめざします。 

【A-4】全国消費生活相談員協会「若者を対象とした契約トラブル啓発講座」 

 当協会作成の『消費者教育用ＤＶＤ 若者の契約トラブル しまった！こまった！だまされ

た！？』を使用し、ＤＶＤ内に収録された「ワークシート」と「授業の進め方」に沿った出前授業

の進め方を講演形式で紹介します。ＤＶＤ内には「ネットトラブル編」と「マルチ商法編」が収

録されていますが、今回は主に後者をご覧いただき、ワークシート、グループ討議等を交えな

がら、受講生に考えさせる講座を紹介します。 

【A-5】国民生活センター「『出前講座』いつでもどこにでも出かけます！」 

 自宅にいることが多い高齢者は健康食品や布団の次々販売、怪しい投資話など、訪問

販売や電話勧誘販売による被害が多くなっています。そんな被害を防ぐためのクイズや

替え歌、ロールプレイングなどを交えた参加型の講座を実演します。 

消費者相談の現場をよく知る相談員があなたの街まで出かけていく｢消費者問題出前

講座｣について紹介します。 

【A-6】日本生活協同組合連合会「たべる＊たいせつ キッズクラブの取り組み」 

 通信教育型の教材を活用し、家庭において親子で学ぶ食育講座を行っています。教材は、

春、夏、秋、冬号の年４回配布しています。学習終了後、レポートを提出いただき、サポータ

ーが添削して返送しています。今回は、キッズクラブの概要と各生協での取り組みの実例に

ついて、ＤＶＤとパワーポイントで紹介します。 

 

【A-7】(1) 日本証券業協会「未公開株等被害にあわないための証券投資知識」 

 一般消費者や投資家を対象に、最近増加している未公開株や社債の被害にあわないため
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の証券投資知識について説明します。 

  (2) 生命保険協会／生命保険文化センター「大学・高校での出前授業」 

 「生命保険のしくみと役割」について、実際の授業で使用する教材「生活とリスク管理」を配

布して、大学・高校で行う出前授業の様子を紹介するとともに解説します。 

  (3) 日本損害保険協会「消費者とのコミュニケーションの推進－損害保険の理解促進－」 

 高校では、主に家庭科において、同協会作成のプログラム「身の回りの危険とそれに備える

ための方法を学ぼう」を使い、先生自ら授業を実施しています。大学では、実学講座として、

「損害保険概論」等の講座を実施しています。今回は、高校・大学など教育現場における「損

害保険の理解促進」のための活動を講演形式で紹介します。 

Ⅱ. ホワイエ 

【B-1】開発教育協会「参加型ワークショップ『身近なものから世界を考える』」 

 身近なモノがどこでどのように生産され、日本に運ばれてくるのか。また、そこで起きている、

環境、人権、開発の問題について気づき、消費者としてできることは何かを考えます。今回は、

学校や地域で広く活用されている様々な教材を紹介します。 

【B-2】資生堂「資生堂子どもセミナー『すこやかな毎日のために』」 

 小学５年生の男女児童を対象に保健授業のサポートとして行うセミナーです。2010 年度は

全国の小学校で 21 回実施し、850 人余りの児童に出会いました。会場でも普段の授業と同

様に行います。まずはＤＶＤ「すこやかな毎日のために」の中の「紫外線のこと」の一部を視聴

していただき、教材小冊子とパワーポイント資料による講義や、講師による日やけ止め塗布の

展示、参加者による日やけ止め塗布の練習、日やけ止めの正しい落とし方の案内、洗顔料

泡立ての展示等を行います。 

【B-3】ＡＣＥ「おいしいチョコレートの真実」 

 チョコレートの原料、カカオ豆から世界の子どもの現状や世界の貿易の仕組み、児童労働

問題の背景を学ぶ参加体験型の授業をご紹介します。チョコレートやカカオ、児童労働につ

いてクイズや映像を通じて学び、カカオ産業の児童労働をなくすため、私たちにできることを

一緒に考えてみませんか？ 

【B-4】パナソニック「エコ・モノ語（がたり）」 

 「社会科」、「環境」、「キャリア教育」の３つの視点が組み込まれたプログラムです。具体的に

は、小学５年生の社会科単元「工業生産を支える人々」に連動し、家電製品をテーマに、モノ

づくりを支える人々の役割や、環境への努力などを体系的に学ぶことができます。また「思考

支援型」プログラムでもあります。単なる知識の提供ではなく、児童の気づきと好奇心を引き

出し、思考力を育成することをねらいとしています。さらに、単発の出前授業だけでなく、教員

が実施できる「事前事後プログラム」も提供しています。 

【B-5】消費者教育支援センター「ゲームとロールプレイングで学ぶ契約トラブル」 

 中学生・高校生を主な対象とする「悪質商法対策ゲーム」、若者や高齢者の契約トラブルを

基に作成したロールプレイング・シナリオ集『君ならどうするこんなとき！Part2』を用いた参加

体験型の授業・講座を行います。ゲームやロールプレイングを通して、消費者問題に関心を

高める方法・工夫について紹介します。 

                                以 上 
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２．模擬授業の様子 

 

 

 
講堂での模擬授業 

 
 

 
       ホワイエでの模擬授業 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．教材・パネル等の展示 
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１．展示団体（分野別） 

 

＜環境・エネルギー＞ 

東京ガス 

パナソニック 

経済広報センター 

日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会(ＮＡＣＳ) 

循環生活研究所 

環境省 

 

＜金融・取引＞ 

損害保険ジャパン 

第一生命保険 

野村ホールディングス 

経済広報センター 

日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会(ＮＡＣＳ) 

全国銀行協会 

日本証券業協会 

生命保険協会／生命保険文化センター 

日本損害保険協会 

金融広報中央委員会 

 

＜製品安全＞ 

消費者関連専門家会議(ＡＣＡＰ) 

経済産業省 

 

 

 

 

 

＜食育＞ 

経済広報センター 

日本生活協同組合連合会 

内閣府 

文部科学省 

厚生労働省 

農林水産省 

 

＜消費者・市民教育等＞ 

資生堂 

東芝 

経済広報センター 

消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ） 

全国消費生活相談員協会 

全国大学生活協同組合連合会 

全国地域婦人団体連絡協議会 

日本労働組合総連合会 

ＡＣＥ 

開発教育協会 

国際ボランティア学生協会（ＩＶＵＳＡ） 

｢持続可能な開発のための教育の 10 年｣推進会議(ＥＳＤ－Ｊ) 

日本ＮＰＯセンター(子どものための児童館とＮＰＯの協働事業) 

消費者庁 

国民生活センター 

消費者教育支援センター 

日本弁護士連合会 
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２．展示の様子 

 

 

講堂後方での展示の様子 

 

                          ホワイエでの展示の様子 

 

ホワイエでの展示の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ アンケート結果 
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１．2010 年度 消費者・市民教育モデル事業 アンケート結果 概要 

2 0 1 1 年 ８ 月 3 1 日 
社 会 的 責 任 に 関 す る 円 卓 会 議 
消費者・市民教育モデル事業実行委員会 

１．来場者を対象としたアンケート結果概要 

(1)首長部局、教育委員会、学校などに所属する 95 名がアンケートに回答した。 

(2)シンポジウムについては、９割以上の来場者が「よかった」と評価した。また、シ

ンポジウムの感想として、連携やコーディネートの重要性を指摘する人が多かった。 

(3)模擬授業では、ゲームやロールプレイングを取り入れた参加型の授業、視覚的な教

材（ＤＶＤ等）を使った授業が印象に残ったという声が多かった。 

(4)展示では、目で見て分かりやすいものや、子どもなどのターゲットにあわせて作成

しているものの評価が高かった。また、実際に教材として活用したいという意見も

多かった。 

(5)今後、持続可能な社会を担う人材を育成する取り組みを進めるためには、連携を進

めるコーディネーターの存在や学校教育における時間の確保、教員の質の向上、学

校と地域・家庭との連携、ＥＳＤや消費者教育に係る意識の向上が重要であるとい

う指摘が多かった。 

 

２．実行委員会、模擬授業、展示参加団体を対象としたアンケート結果概要 

(1)多様なセクターで協働してイベントを作り上げたことや他セクターの団体と交流

する機会を持てたこと、連携の可能性を探れたこと、教育関係者にアピールできる

機会を持てたことを評価する声が多かった。 

(2)当日スタッフの指揮命令系統や拘束時間の長さなどについては、改善の余地が大き

いという指摘が多く、回答の半数が今回のモデル事業の実施に係る負担が「重い」

と感じたとしている。 

(3)規模については「現在と同規模のものが適当」との意見が 61％を占めた。 

(4)今後は、同様のモデル事業を実施するにあたっては、設営を業者に任せるなど、運

営を効率化するとともに、一般人も来場できるオープンな形でイベントを開催すべ

きといった意見が多かった。また、今後、地域に展開していく場合には、地域の独

自性を配慮した対応が必要であること、集客が問題となることが予想されるといっ

た指摘があった。 

(5)消費者・市民教育に係る協働プロジェクトのイベントに対し、13 団体(52％)が参

加したいと回答している。また、２団体が事務局(実行委員会幹事団体)として参加

したいと回答している。 

(6)持続可能な社会を担う人材育成における課題については、活動のための資金が不足

しているとの意見や他団体とのネットワークや協働が不十分であるといった意見が

あった。また、セクター間で協働を推進するためには、共通のゴールを設定するこ

とが必要であるとの意見や取り組みを共有できるプラットフォームが必要であると

の意見があった。 

                               以 上 
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２．来場者を対象としたアンケート結果 

－2010 年度 消費者・市民教育モデル事業－ 

2 0 1 1 年 ８ 月 3 1 日 
社 会 的 責 任 に 関 す る 円 卓 会 議 
消費者・市民教育モデル事業実行委員会 

Ｑ１．参加した経緯や所属団体等 

 ＜来場者の所属組織・団体別アンケート回答数＞ 

 

 

Ｑ２．シンポジウムの評価 

 

 

＜シンポジウムの感想＞ 

① 「大変良い」との意見 

② 「良い」との意見 

・消費者や事業者、ＮＰＯなどのそれぞれの立場から意見を聞け、参考になった。多角

的に物事を考えることができた。（首長部局、教育委員会２名、他多数） 
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・それぞれの発言の相違点が興味深かった。（首長部局） 

・具体的な連携・協働の姿がイメージできた。協働の重要性が認識できた。（首長部局、

学校、その他２名） 

・学校との連携についての内容や事例も聞きたかった。また、学校と地域の連携の話も

聞きたかったので、自治体での取り組みなどを話せるパネリストがいればよかった。

（その他） 

・地域におけるネットワーク作りの重要性を痛感した。（首長部局、教育委員会３名） 

・連携、ネットワーク作りは重要だが、現場の実感として実現はなかなか難しい。（教育

委員会２名） 

・具体的な協働の在り方を一人一人が考える必要がある。（政府） 

・西村先生から「連携、ネットワークという言葉は耳障りがよいが、上滑りしている」

との指摘があった。様々なネットワーク構築の必要性を説く講師は多いが、地域にい

おいて町会や自治会、学校のＰＴＡなどの旧来の組織が崩壊している現状では、実現

は難しいと思う。新たなコーディネータとして具体的にどのような人、組織が当ては

まるのか、西村先生の意見を詳しく伺いたかった。（首長部局） 

・学校の壁という話題が出たが教育行政に係る者として今後工夫、改善していくべき課

題であると感じた。同時に学校には壁が必要な面もある。（教育委員会） 

・子どもの個性や価値観、感性が育つ時期に消費者教育を実施することが重要である。

（首長部局） 

・消費者市民教育の理解を深めることができた。その重要性を認識できた。消費者教育

の取り組むべきポイントが明確になった。（事業者、学校４名、教育委員会、大学、そ

の他） 

・地域などで社会貢献したいと考えている人と、消費者教育を受けたいと考えている人

がリンクしていることが認識できた。（大学） 

・消費者教育の新たな視点を発見できた。消費者教育をＥＳＤの視点で捉えていくとい

う点が新鮮だった。（学校２名、事業者、教育委員会） 

・消費者教育の課題が明らかになった。（教育委員会、学校、未記入） 

・消費者教育の範囲は広いため、それぞれがしっかりとテーマを持つことが重要である。

（学校、その他） 

・消費者生活センターで担える消費者教育は、消費者保護が主で、全体のごくわずかだ

と実感した。（その他） 

・消費者教育は社会教育や学校教育に必要な視点だと感じた。（教育委員会） 

・持続可能な社会を担う人材を育成するためには、他への思いやりの心が大切である。

（学校） 

・それぞれの人材育成に関する取り組みや意見を聞けて良かった。（教育委員会、学校） 

・時宜を得た開催だった。（事業者） 
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・文科省の主催のもと、人材育成の視点で開催された意義は大きい。（消費者団体） 

・阿单さん、岩附さんの話が経験に裏打ちされており、説得力があった。（首長部局、大

学） 

・岩附さんの話が具体的で分かりやすく、興味深かった。親として子どもに伝えたい。

（首長部局、教育委員会、学校、大学） 

・ＡＣＥのＤＶＤを販売してほしい。（教育委員会） 

・協働の仕組みを作るには、誰かがかなりの情熱を持つ必要性を感じた。（学校） 

・企業側もよく考えていることが分かった。企業側が参加することが重要である。（教育

委員会、学校） 

・大学の立場だと、消費者トラブルから学生を守るという観点から考えがちだが、より

一歩進んだ考えを学ぶことができた。（学校） 

・学校現場において、他者や社会との関係をいかに意識させるかという点で、消費者教

育は重要である。今後、現場の教員の指導に活かしたい。（教育委員会） 

・それぞれに各立場での発言は意義あるものであったが、ややかみ合わない印象があっ

た。回を重ねるにつれて、徐々にかみ合う面も出てくるのではないかと期待している。

（消費者団体） 

・「消費者教育の体系」に沿った内容であれば、更に良かった。（その他） 

・様々な格差は地域間格差、特に教育格差の結果である。「地方消費者グループフォーラ

ム」による消費者・市民教育の是正に期待したい。（学校） 

・消費者としての責任と義務や消費者の選択が、企業の行動を持続可能な社会に貢献す

る方向に変えていくという言葉が印象に残った。（教育委員会） 

 

③ 「あまり良くない」との意見 

・参加者相互の意見交換までいかなかった。協働して何をするかについてまで踏み込ん

でいなかった。（首長部局、教育委員会、学校、事業者、その他） 

・時間が短かった。（首長部局２名、事業者、未記入） 

・尐し難しい部分があり、理解できなかった。（学校） 

・会場が明る過ぎて、パワーポイントが見えにくかった。（学校） 

・「消費者・市民教育モデル事業」がどういう事業であるのかもっと説明してほしかった。

（その他）
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Ｑ３．印象に残った模擬授業等（３つ以内） 

 

 

(1)印象に残った理由 

Ａ－１ 東京ガス 

・説明がわかりやすい。（学校２名） 

・資料がわかりやすい。（学校、その他） 

・身近な内容で日々の生活からエコを実践できる。（学校、教育委員会、首長部局） 

・エコクッキングの効果の測定により有効性がわかった。（消費者団体、学校、その他） 

・環境への配慮、環境保護にも有効だと感じた。（教育委員会） 

・食育、環境へ配慮した体験が分かりやすく実施されている。（その他） 

 

Ａ－２ 循環生活研究所 

・具体的で分かりやすい。写真により子どもの様子が良く分かった。（教育委員会、学校） 

・学校で実行しやすい。すぐに取り入れることができ、循環型社会の重要性が分かる。

（学校、教育委員会） 

・環境保護のために有用である。身近な取り組みを環境保護に繋げている。（首長部局、

教育委員会） 

・地道な取り組みに共感が持てた。（教育委員会） 

・１年間を見通して、循環型社会を作ろうとする資質、能力を育てようとする活動の意

図が感じられた。（教育委員会、学校） 

・学校を基本にし、地域と連携して消費者教育を実践しており素晴らしい。（教育委員会、

大学、その他） 

・段ボール堆肥を学校教育で実際にやってみたい。（教育委員会２名） 

・子どもの興味を引く内容で良い。（大学） 

・話のテンポがよく、集中して聴けた。内容もよかった。（大学） 

・体験を通じてリサイクルを学んでいる。実際に野菜を作り、食べる工程がとても楽し
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そうだった。（その他） 

 

Ａ－３ 日本弁護士連合会 

・消費者市民教育の考えや重要性がよくわかった。（教育委員会、学校他多数） 

・画像やパネルにより消費者市民教育のイメージが良く伝わった。（首長部局） 

・幅広く情報提供しており、自身のプレゼンの参考になった。（学校） 

・消費観について、個人的なものから社会的なものまで詳しく説明していた。（学校） 

・消費者教育の実践は決して難しいものではないと分かった。（学校） 

・シンポジウムの話と繋がっていてよかった。（教育委員会） 

・新しい消費者教育をやればできるものとして実感できる授業を展開しており、新鮮に

感じた。（学校） 

・消費者被害の多さや従来型の消費者教育を定着させるのは難しいという話が印象に残

った。（教育委員会、大学） 

・実際に活用できる講座の方法を示していたため、参考になった。（首長部局） 

・話の内容が整備されており、よかった。（学校） 

・法学部に在籍していることもあり、興味を持った。（大学） 

 

Ａ－４ 全国消費生活相談員協会 

・具体的で分かりやすい。（教育委員会、その他） 

・実践的ですぐ使える。身近な内容で良い。（首長部局、未記入 他多数） 

・若者の実感に訴える映像を活用している。（教育委員会） 

・ＤＶＤが具体的で分かりやすく、面白い。（首長部局２名、教育委員会、学校） 

・ＤＶＤを効果的に使用している。（首長部局、学校、教育委員会他多数） 

・ＤＶＤが欲しい。（大学） 

・ＤＶＤやワークシートなど教材が使いやすそうでよい。（教育委員会、学校、その他） 

・ＤＶＤとワークシートの具体的な活用法が分かった。（その他） 

・若者向けに役に立つ内容である。大学生等の若者に身近な内容になっている。生徒の

実態に合っている（首長部局、教育委員会２名、学校、その他） 

・若者向けの講座の進め方として大変参考になった。（首長部局２名） 

・会場参加者の生の声を聞きに回ったのが印象的だった。（首長部局） 

・ロールプレイングを通じて体験的に学ぶことができる。（教育委員会） 

・講師の話し方に引きつけられた。説明が分かりやすく、面白い。（首長部局、学校） 

・興味を持って聞いてもらえる工夫が参考になった。（首長部局） 

・いつもは講座を開催する側なので、大変参考になった。（その他） 
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Ａ－５ 国民生活センター 

・実践的な内容で良かった。（首長部局） 

・聞き手を飽きさせない講座の手法を学ぶことができ、参考になった。（首長部局４名） 

・特に、高齢者向けの講座のポイントが分かった。（その他） 

・消費者目線の模擬授業になっている。（首長部局） 

・講師の話し方がはっきりしていて、わかりやすかった。講師の話し方に魅力を感じた。

（学校、首長部局） 

・ロールプレイングや歌が聞けて良かった。（首長部局） 

・配布資料が充実していたため、よく理解できた。（首長部局） 

・契約の意義について印象に残った。（学校） 

・なぜ、国センと全相協で別に模擬授業を設定したのか疑問に思った。国センの事業活

動や講座をＰＲすべきではないか。（学校） 

 

Ａ－６ 日本生活協同組合連合会 

・内容が具体的で分かりやすい。（教育委員会） 

・実際の講座の様子が良く分かった。（教育委員会） 

・食育を実践していてよい。（首長部局） 

・食育に身近に取り組める。（学校） 

・親子で学ぶ食育の取り組みが興味深い。（教育委員会、学校） 

・講師派遣による講義形式以外に、消費者教育の方法があることに気づかされた。（その

他） 

 

Ａ－７ ①日本証券業協会、生命保険協会、日本損害保険協会 

＜３団体共通意見＞ 

・知識として役だった。（教育委員会） 

・接点の尐ない業界の模擬授業だったので印象に残った。（学校） 

・金融商品の話は、難しいという印象を与えがちである。（事業者） 

・消費生活相談ではタイムリーなテーマであり、印象に残った。（未記入） 

＜生命保険協会＞ 

・大学での出前講座に興味を持った。（学校） 

・高校生・大学生を対象に、実社会における備えとしての保険について学べる。（その

他） 

＜日本損害保険協会＞ 

・講師派遣の講義形式以外の消費者教育の方法があることに気づかされた。プログラム

の提供やコンクールで小・中・高校の教育を支援する方法が面白い。（その他） 

・損保の基礎知識がわかって良い。（学校） 
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Ｂ－１ 開発教育協会 

・参加型の授業になっていて、分かりやすい。（首長部局２名、学校、その他） 

・ものランゲージやクイズ、フォトランゲージ、ロールプレーイング、ランキングなど

の手法を取り入れており、分かりやすい。（教育委員会２名、学校） 

・授業の手法、進め方が工夫されており、参考になった。（首長部局、教育委員会、その

他３名） 

・教材の内容が充実している。（教育委員会２名） 

・家庭科の授業で取り入れたり、紹介したい物が多かった。（教育委員会） 

・生活のなかで気がつかないことを気付くことができた。（その他） 

・誰にでも身近なことを考え、行動に結びつけるきっかけにすることができる。（首長部

局、事業者） 

・パーム油生産について、６人の登場人物のセリフを読ませることで理解を深めている。

（首長部局） 

・ワークショップがよかった。興味深い資料を提示してもらった。（教育委員会） 

・何が良い、何が間違っているかではなく、それぞれの立場から考えさせることができ

る。（教育委員会） 

・消費者市民を育成する内容になっている。言語活動の展開例でもある。（学校） 

・ESDの内容を分かりやすく伝えている。（その他２名） 

・学校現場で身近に感じる消費者教育の実践が参考になった。（その他） 

・これから何ができるか考えるランキング方式は効果的だと思った。（その他） 

・実際どのようなワークショップが行われるのか実感できた。（その他） 

・環境に配慮した消費生活に関する、一つの模範となる授業だった。（その他） 

 

Ｂ－２ 資生堂 

・実習や実演があるため、わかりやすい。（その他２名） 

・生活に結び付いた内容で良い。話も分かりやすい。（教育委員会） 

・普段使っている物の正しい使用方法を知ることは教育の面からも大切である。（その他） 

 

Ｂ－３ ＡＣＥ 

・児童労働について深く考えさせられた。（首長部局、教育委員会） 

・内容が楽しめる。メッセージも印象に残る。（首長部局、教育委員会） 

・視点がはっきりしている。（教育委員会） 

・内容について自分の子や生徒に伝えたい。（教育委員会、学校） 

・ゲームの導入について工夫している。教育現場でより生徒に届きやすいものになって

いる。（教育委員会、学校） 
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・身近な加工食品の背景を知ることは重要である。カカオ生産や児童労働などの現実が

良く分かる。（首長部局、学校） 

・広い視野からのテーマを設定している。（教育委員会） 

・学校現場でできる身近な消費者教育の実践として参考になった。（その他） 

・消費者市民教育にも繋がるＥＳＤの概念を提示しており、良い。（その他） 

 

Ｂ－４ パナソニック 

・企業や社会、環境問題などを携帯電話というツールから身近に感じることができる。

（首長部局、教育委員会） 

・キャリア教育に活用できる。（教育委員会２名） 

・学校の教科の学習に使えるよう、工夫されている。（教育委員会） 

・連続した授業で展開しているのが良い。（教育委員会） 

 

Ｂ－５ 消費者教育支援センター 

・ロールプレイングは理解しやすい。具体的なイメージが持てる。（学校、教育委員会） 

・ロールプレイングは他者の立場も分かって良い。（学校） 

・ゲーム感覚で対応を覚えられる。（首長部局） 

・ゲーム、ロールプレイングにより工夫がされている。（教育委員会） 

・全員参加型で良い。（首長部局） 

・ワークショップで使えそう。（首長部局） 

 

(2)貴団体等で出前授業等に呼びたい団体 

・東京ガス（教育委員会、その他） 

・日本弁護士連合会（その他、学校） 

・全国消費生活相談員協会（教育委員会、首長部局） 

・国民生活センター（首長部局） 

・日本損害保険協会（教育委員会） 

・開発教育協会（首長部局２名、教育委員会３名、その他） 

・資生堂（その他２名） 

・ＡＣＥ（教育委員会、首長部局、学校、その他） 

・パナソニック（その他） 

・消費者教育支援センター（首長部局、その他） 

・第一生命保険（学校） 

・ＮＡＣＳ（教育委員会） 

＜その他意見等＞ 

・開発教育協会やＡＣＥに機会があれば、（出前授業等を）お願いしたい。しかし、以前、
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フェアトレードの講座を実施したときには申し込みが振るわなかったため、一般市民

の参加を促すには工夫が必要だと思う。（首長部局） 

・無料で来てもらえる団体がいればありがたい。（首長部局） 

・教員研修の対象としたい。（教育委員会） 

・学生の主体的な活動との連携が可能な内容が多く、参考になった。（学校） 

・（ひょうご環境体験館の）「糸を紡ぐ」という内容の展示がなくて残念だった。（学校） 

 

Ｑ４．印象に残った教材・パネル展示の団体名（３つ以内） 

 

(1)印象に残った理由 

①ＮＡＣＳ 

・展示資料が多く、1 億円の束など目で見て分かるよう教材が工夫されている。（首長部

局、教育委員会、大学、その他） 

・入門消費者の冊子が良い。（教育委員会） 

・具体的に使える教材が多く展示されている。（教育委員会） 

・学生向けに幅広い実践を行っている。（教育委員会） 

・授業に来てほしい。（教育委員会） 

・出前講座を受講した高校生の報告が印象的だった。（教育委員会） 

・神奈川県立海老名高校の発表を見て、忙しい日々の中、教科担当の先生が違っている

にも関わらず、このようなまとまった活動を行ったことに驚いた。（その他） 

・スタッフからの丁寧な説明があって良い。（その他） 

 

②金融広報中央委員会 

・キャラクターなどを使い、子供向けに教材を工夫している。（首長部局、教育委員会） 

・展示のレイアウトが良い。立体的に展示しているのが印象的である。（その他２名） 
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・指導者用のテキストが欲しい。（その他） 

・教材の種類が豊富である。展示もカラフルであり、立体的で良い。（首長部局） 

・消費者教育のワークショップの教材は、教員への研修会で使える。（首長部局） 

 

③日本弁護士連合会 

・展示資料が多い。展示に工夫が見られる。（首長部局） 

・消費者市民社会の博士の話が印象に残った。（学校） 

・ＬＯＬＡの取り組みが印象に残った。（学校） 

・中学校での取り組みの紹介、大学教員の研究の紹介があった。（教育委員会） 

・総合的な学習の時間で参考にしたい。（学校） 

・プランニング対決、コンペティション発表会という流れにより、知識を得るのみなら

ず、生徒に身に付けてほしい力をつけられる可能性があり、校内の賛同を得られる。

また本当に消費者市民として成長できる。悪質商法に止まらない消費者教育が実施で

きる。教科や総合学習の研修会で紹介したい。（教育委員会） 

 

④ＡＣＥ 

・展示内容が細かく工夫されていてよい。（首長部局） 

・児童労働の現状・実態がよくわかる。（学校、事業者） 

・児童労働というテーマは印象深い。（首長部局） 

・これまで考えていなかった視点からの取り組みだった。（教育委員会） 

・子どもが興味を持ちそう。（首長部局） 

・「おいしいチョコレートの真実」に係る事例を効果的に取り上げている。（学校） 

・地球規模、国際的な視点から消費者教育を考えている。（学校） 

 

⑤開発教育協会 

・見本のテキストが素晴らしい。（その他） 

・教材の種類が豊富である。研修講座で活用したこともある。（教育委員会） 

・模擬授業と一緒に活用し、自ら体験することでしっかりと生徒に定着することができ

る。（その他） 

・授業のヒントになった。消費者としての意思決定、参加に繋がる。（学校） 

・ロールプレイングで使った教材は学生に興味を持ってもらえる。（学校） 

 

⑥資生堂 

・子どもたちにとっては興味のある内容だと思う。（その他） 

 

⑦第一生命保険 
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・中学生や高校生向けの資料がわかりやすくてよい。（首長部局） 

・お金や銀行の身近さが感じられる教材だと思う。（大学） 

 

⑧全国銀行協会 

・中・高校生向けの資料が分かりやすい。（首長部局） 

・お金や銀行の身近さを感じられる教材である。（大学） 

 

⑨東京ガス 

・分かりやすい展示で良い。（教育委員会） 

・エコクッキング読本が良い。（教育委員会） 

 

⑩東芝 

・目で確かめることができるのは良い。（首長部局） 

・科学的体験の機会は消費者教育の安全分野でもっと全国的に取り組んでほしい。（首

長部局） 

 

⑪国民生活センター 

・展示資料が多く、工夫もしてあった。（首長部局） 

・誤飲してしまうせっけんにはこれまで興味はなかったが、実際に商品を見て、そっく

りであることが分かった。（学校） 

・断るための歌やいい人度チェックは教材に利用できると思った。（学校） 

 

⑫ＡＣＡＰ 

・内容が身近でよかった。（教育委員会） 

・商品が並べてあることで、改善した部分がよくわかった。（教育委員会） 

 

⑬経済広報センター 

・現在、自分の所属している消費生活センターで企画しているものと同じ内容のものが

含まれていた。（その他） 

・自治体における講師依頼だけではなく、教員への情報提供としても有益な内容である。

（首長部局） 

 

 (2)貴団体等で活用したい教材等（50 音順） 

・ＡＣＥ（教育委員会、その他） 

・開発教育協会（学校） 

・開発教育協会：展示のみとあったテキストを購入したい（その他） 
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・開発教育協会「写真で学ぼう食卓学習プラン 10」（教育委員会） 

・経済広報センター「2011 年度版産業教育 No.1～12」（その他） 

・国民生活センター（学校） 

・資生堂：「実際のサンプルを体験させるのは良い。」（教育委員会、その他） 

・消費者教育支援センター（首長部局） 

・全国消費生活相談員協会「しまった困っただまされた」（その他） 

・第一生命（政府、学校） 

・日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会（その他２名） 

・日本弁護士連合会（学校、その他） 

 

＜その他意見＞ 

・ＣＤやゲーム等を活用したい。（学校） 

・生涯の生活設計(経済計画も含めて)に関するものを活用したい。（教育委員会） 

 

Ｑ５．持続可能な社会を担う人材を育成する取り組みを各地域や各学校等で推進する場合の課題 

(1)連携に関する意見 

・コーディネーターが必要である。（首長部局、消費者団体、その他） 

・コーディネーターについては、学校がその役割を担うこともできる。（教育委員会） 

・学校だけでなくあらゆる場面で教育できる仕組みを構築出来ると良い。（教育委員会） 

・地域版円卓会議が実施できると良い。その素地はすでにできている。（教育委員会） 

・消費生活センターと教育機関（学校）、地域との連携の仕組みのもと、共同で副読本

等の開発やキャリア教育、人権教育等に取り組みたい。（その他） 

・県及び金融広報中央委員会と協力して消費者教育（金融・金銭教育）に力を入れたい

と考えているが、教育機関等（教委）などとの連携が課題である。（その他） 

・「ネットワーク」や「連携」は連呼されているだけで、実際に効果を上げることので

きるネットワークづくりには長い時間と対話が必要である。身近なコーディネーター

の存在があれば非常にありがたい。（その他） 

・他の団体との協力は、今までなかなか難しかったため二の足を踏んでいたが、これら

がとても大切なことがよくわかった。（その他） 

 

(2)学校教育に関する意見 

・学校において企業が授業等の活動を行う場合、学習指導要領との兼ね合いや授業時間

数などの都合が障壁となることがある。それらのハードルを乗り越える必要がある。

（事業者２名） 

・学校では年度当初にカリキュラムが決まるため、授業の途中に組み込むことは難しい。

（首長部局、教育委員会） 
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・教科書の内容を消化するだけで時間がいっぱいであり、他の教育に取り組む余裕がな

い。（首長部局、教育委員会２名） 

・総合的な学習の時間を有効活用することを検討したい。（首長部局、教育委員会、学

校２名） 

・家庭科など消費者教育を扱う教科では授業時間数がそもそも足りない。（学校２名） 

・循環型社会を理解させるため、家庭科のなかでも被服教育は重要である。家庭科教育

の被服制作実習の時間をぜひとも確保していただきたい。（学校） 

・どのような領域や科目でも、消費者教育の視点を生かした展開が可能と考えている。

現在の家庭科教員は「消費者教育は表示の見方と悪質商法、クレジット」と考えてい

る先生方が大勢を占めている。教材を通して消費者としての意思決定や市民参加、資

源管理を学習する消費者教育を周知することが急務の課題である。（学校） 

・多くの時間をかけるだけでなく、有効な教材を活用することで、生徒たちに消費者教

育を定着させることができることを先生にも伝えていきたい。（教育委員会） 

・学校・教員へ周知や研修をする等して、レベルアップを図ることが必要である。（首

長部局２名、教育委員会） 

・○○教育というのが多すぎる。学校では日頃の各教科の授業に加えて、たくさんの教

育をやらなければならないと思ってしまう。消費者教育やＥＳＤについて十分な周知

が必要である。（教育委員会） 

・県で実施した消費者教育指導者養成講座においても、今回の視点を意識した内容を盛

り込んでいきたい。（教育委員会） 

・各学校において指導的な教員を育成すること重要となる。あわせて有効な教材を開発

する必要がある。（教育委員会） 

・消費者教育のような教科の枠にはまらない教育について、教育委員会や学校の理解が

進まない現状では、文部科学省が学校での取り組みについて協力に推進することが必

要となる。情報や安全等を含めた消費者教育のスタンダードカリキュラムを示して欲

しい。（首長部局） 

・大学の教職課程で消費者教育の基礎理論を必修にする必要がある。基本的な考え方を

理解すれば、各教科の枠組みのなかでも消費者教育を実践することが可能である。（教

育委員会） 

・学校内での各教科間の連携だけでなく、本モデル事業の参加団体との連携も効果的だ

と感じた。（教育委員会） 

・各セクター・団体の取り組みを教育委員会、学校が理解することが課題である。理解

のために講座やＰＲ等を実施してほしい。各学校で今回の内容を教育課程に位置づけ

ることも課題である。多くの団体を活用することが一番有効だとは思うが、団体の選

択もよく考えていき、学校に適するものかどうか十分な検討が求められる。（教育委

員会） 
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・学校間で温度差があることが課題である。（教育委員会） 

・消費者市民教育を推進するには、講座の形式がベストだが、実施するにはコストとコ

マ割りを考えることが必要である。（学校） 

・学校教育においては、地域における取り組みを推進するよりも、文部科学省が旗を振

って推進していく方が浸透する。（その他） 

・学校だけではなく、いかに家庭を巻き込んでいくかが大事である。（その他） 

・予算が不足している。（教育委員会） 

・シラバスの内容や達成目標の制限が厳しい。外部講座を利用するための手続き等が面

倒で、雑用が増える分を大学側が評価してくれない。（学校） 

 

(3)持続可能な発展を担う人材の育成に関する意見 

・取り組みを担う推進者の人材育成が重要である。（学校） 

・連携や推進のコーディネーターの育成が重要である。あわせて、学校教職員への研修

機会の設定と支援があればよい。（教育委員会） 

 

(4)消費者教育・ＥＳＤ等への意識・理解に関する意見 

・消費者教育を通じて人材育成をするのであれば、消費者教育の内容の認識をもう尐し

統一しないと難しいのではないか。（首長部局） 

・地域の人のモチベーションを上げることが大事だと思う。日々の生活で忙しい中で取

り組んでもらうための工夫をしていく必要がある。（教育委員会） 

・「持続可能な社会を担う人材を育成する」というテーマは大きすぎるが、そのために

学校で子ども達に小さなことから何かを気づかせる事から始めていくことが大切だと

感じた。（学校） 

・持続可能な開発に係る教育への意識が浸透しにくい点が課題である。（大学） 

・予算権限のある人（部署）のモラルが重要である。（大学） 

・子ども達への教育啓発も大事だが、行政、地域、学校が一体となれる取り組みの推進

が急務である。子どもの意識を育てるには、子どもを取りまく大人の意識も変える必

要がある。（その他） 

 

(5)消費者・市民教育の対象、受け手に関する意見 

・人集めが課題となる。（首長部局） 

・大学生の場合は、関心のないことはほとんどやらない傾向がある。どう関心を持たせ

るかが課題である。（学校） 

 

(6)その他意見 

・今回のフェスタは大変参考になった。今後も毎年このような場を設けてほしい。（その
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他） 

・やりたいことは多くあるが、いつも予算が課題となる。国、県、市のそれぞれがビジ

ョンを示したうえで実施していくことが必要である。（教育委員会） 

・現実には行政の内部でも情報の共有がなかなかできていない。（首長部局） 

・適切な教材が不足していることや持続可能な社会の意味が理解しにくいこと、指導者

の連携が困難であること、経費の確保が難しい等、様々な問題がまだ残っている。（学

校） 

・消費者教育をテーマとした活動は行っているが狙いが不明確であるため、子どもたち

に必要となる能力が身についていない。また、適切な教材もなかなか準備できない。

（教育委員会） 

・消費者教育は様々な場面で根気強く伝えていかなければいけない。（その他） 

・経団連だけではなく、経済三団体や経産省などの関わりも必要になるのではないか。

（学校） 

・エコロジカルとエコノミカルの両立が課題である。（事業者） 

 

Ｑ６．持続可能な社会を担う人材を育成するため、今回のような消費者・市民教育モデ

ル事業の開催につき、関心のある地方自治体や学校・団体等 

（1）「関心あり」との意見 

・ぜひお願いしたい。市の方針として、広域的な消費者教育センターの拠点整備や指導

者、コーディネーターの養成を進めており、消費者教育の充実を図りたい。（首長部

局） 

・総合的な学習の時間や巣立ち教室などで生徒に話をしてもらいたい。（学校） 

・各県が実施している消費者教育指導者養成講座で開催できると、中央の話を聞く機会

となり参加者の意識も高まる。（教育委員会） 

・本大学を会場として、県内の小・中・高校教員を対象に、消費者市民教育の考え方、

授業展開、教材の提供を行いたい。（学校） 

・大学と地域の連携という意味でも重要だと思う。（学校） 

・人的に厳しいが、後援または共催のような形で実施できるのではないかと、個人的に

感じた。（首長部局） 

・消費者市民社会を理解し、実践できるような（一歩となるような）具体的な形を目に

見えるように提示することが出来ればよい。（その他） 

・興味はあるが、具体的にどのようにすればよいかは難しい。（その他） 

・神戸や大阪周辺で開催してほしい。（その他） 

 

（2）「関心なし」との意見 

・広く実施してほしいが、職員が尐ないため当自治体での実施は難しい。（首長部局） 
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・いずれ実施を考えていきたい。（教育委員会） 

・現時点では、消費者教育の実施自体が課題となっており、モデル事業を受け入れる余

裕はない。（その他） 

 

（3）「その他」の意見 

・知人の校長先生等に声をかけてみたい。（事業者） 

・今後、開催が可能ならば、検討していきたい。（首長部局２名） 

・一担当としては実施したいが、個人の考えのみでは希望の有無は書けない。（首長部

局２名、教育委員会） 

・自治体宛に案内文書を出してほしい。（首長部局） 

・地方版円卓会議づくりの理解醸成が必要である。（首長部局） 

・地域での開催は必要だが、効果的な活用のためにも庁内間の連携がまず必要である。

（首長部局） 

・勤務先が代わり、県ごとで消費者教育にはかなりの格差があることを実感した。前向

きな消費のために消費者市民教育は非常に重要だと思う。個人的には開催を希望する

が、組織的には課題が多い。（学校） 

・このような取り組みは必要だと思うが、どこから手をつけてよいかわからないという

のが実情である。（その他） 
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３ ． 実 行 委 員 会 委 員 な ら び に 模 擬 授 業 ・ 展 示 参 加 団 体 を 対 象 と し た ア ン ケ ー ト 結 果 

－2010 年度 消費者・市民教育モデル事業－ 

2 0 1 1 年 ８ 月 3 1 日 
社 会 的 責 任 に 関 す る 円 卓 会 議 
消費者・市民教育モデル事業実行委員会 

１．参加団体のセクター別の回答数 

 
 

２．回答者の参加形態 

①実行委員会のメンバー ②模擬授業を実施 ③展示を実施 

11 12 23 

（重複を含む。） 

３．今回のモデル事業について 

(1)今回のモデル事業の評価 

（  ① よかった ② 普通だった ③ 改善すべき点が多い  ） 
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(2)今回のモデル事業で得た成果や評価する点（プラス面） 

・様々なセクターが協働して一つのイベントを創り上げたことに意義があった。（Ｎ

ＰＯ・ＮＧＯ３団体、事業者、消費者団体、政府） 

・他団体・セクターの取り組みについて、よく知ることができた。他団体・セクター

と十分なコミュニケーションをとることができた。（ＮＰＯ・ＮＧＯ５団体、事業

者５社、金融、消費者団体３団体、労働、政府３団体） 

・他団体・セクターと交流することで、自分の団体の活動の参考になった。（ＮＰＯ・

ＮＧＯ、事業者、労働、消費者団体、政府、金融） 

・今後のセクター間を越えた連携の可能性が見えた。（金融、その他、労働、消費者

団体） 

・初めての試みであり、評価できる。これだけ多様なセクターが集まったのは初めて

だと思う。（政府２団体、ＮＰＯ） 

・300 名を超える多くの参加者が集まった。盛況だった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ、事業者、

金融） 

・教育関係者に取り組みをアピールできる良い機会となった。教育関係者と交流でき

た。（ＮＰＯ・ＮＧＯ３団体、事業者、金融、消費者団体、政府） 

・全国の関係者にアピールできた。全国の関係者と交流できた。（ＮＰＯ・ＮＧＯ２

団体、事業者、政府） 

・消費者・市民教育という分野を取り上げている点や、消費者・市民教育の意識の醸

成について触れており、評価できる。（事業者、政府） 

・「持続可能な社会を担う人材育成」の視点を多くの人に伝えることができた。（事

業者） 

・啓発資料、無料配布物を多く持ち帰ってもらい、活動を知ってもらう良い機会とな

った。（事業者２社、金融） 

・文部科学省だけではなく、環境省、経産省、厚生労働省なども参加しており、意義

がある。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・費用負担が軽かった。（政府） 

 

(3)今回のモデル事業の問題点や課題等（マイナス面） 

①運営について 

・慣れていないこともあり、事務局の運営が非効率であった。準備等の段取りが良く

なかった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ３団体、金融、事業者２、政府） 

・終盤、Ｅメールで大量に連絡が来ることに閉口した。（消費者団体） 

・実務的な準備や開催前後の作業などが煩雑であった。（消費者団体） 

・拘束時間が長い。人員の負担が重い。（事業者２社、ＮＰＯ・ＮＧＯ、政府、消費

者団体） 

・人手が余っていることが多かった。待機時間が長かった。（事業者２社、ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 
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・人員配置や指示系統など、現場での指示が不明瞭だった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ２団体、

事業者２社、消費者団体） 

・全体的な流れを確認する人や講堂内の指揮をとる人、ホワイエの指揮をとる人など

役割分担を明確にし、指揮をとる人は作業に加わらず、人員を動かすことに集中す

べきだった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・設営・撤去作業を参加団体で実施するのは無理がある。（事業者） 

・セクター別に役割分担し、具体的な人員配置やオペレーションを考えた方が良かっ

た。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・名札に企業・団体名を書くべきだった。参加者間の交流が十分に図れなかった。（事

業者） 

・設備等の使い方が判らなかった。受付で準備された文具に不備があった。パネル展

示の参加団体用に 1 脚でも椅子がほしかった。（消費者団体） 

・二日目はほとんど文科省の分科会などに人が流れていたために、開催する意義が薄

かった。二日目はパネルを見ている人も尐なく、残念だった。１日目と２日目の連

続性が感じられなかった。（事業者団体、ＮＰＯ・ＮＧＯ、その他） 

②模擬授業・展示について 

・授業の動画撮影に関しては、事前に知らせてほしかった。（事業者） 

・ホワイエでの授業の定員を３６名としたのには何らかの根拠があるかと思うので、

座席がなくなったからといって無制限に椅子を増やすのは適切ではなかった。また

実際に授業をする上で、椅子が無秩序に横に広がっており、進行において弊害があ

った。結果的に、予定していたパソコン操作の立ち位置では画面が見づらくなって

しまった。ホワイエの壁にプロジェクターで投影するスタイルだったら、椅子を増

やしても無秩序にはならなかったと思うし、画面サイズも適切で見やすかったので

はないか。（事業者、ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・模擬授業の実演の時間をもっと長く取るべきであった。（金融、ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・ステークホルダーが広範囲に及ぶこともあり、モデル事業のメインとなるテーマが

絞りきれておらず、内容が散漫気味だった。例えば、模擬授業において、食育（お

料理）関係の授業の直後に、未公開株詐欺関係の授業が行われるなど、聴く方も頭

の切り替えが大変だったのではないか。また、１８：００～１９：００の時間帯の

模擬授業開催はさすがに遅すぎた。（金融） 

・各団体の展示物や無料配布物に差があった。（事業者） 

・シンポジウムのパネリストによるパネル見学の時間がほとんどなかったことに失望

した。（事業者） 

・当社としては消費者・市民という名称から、本事業におけるターゲットを「成人」

と捉えて参加した。一方で参加団体の中には、学校教育の視点から児童・生徒をタ

ーゲットとして参加したところも多いように見えた。それらが混然一体となって展

示やプレゼンをされていたように思う。ブースを分けるとか模擬授業も会場や時間

帯を区切るなどしたほうが、参加者も分かりやすいのではないか。（事業者） 
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・展示スペースや模擬授業の実演の部屋がもう尐し広いとよい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・実質、講堂で模擬授業やシンポジウムが行われている際、講堂内の展示を説明する

ことが難しく、閲覧する人も尐なかった。出前授業も、場所や時間、設備なども実

際に学校などで行っている授業を再現することが難しかった。当日のみ参加する人

も多く、イベントの流れや全体像、完成レイアウトなどを把握している人と、そう

でない人との間に認識のずれがあった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

③参加者等について 

・参加者の所属、属性がよく分からなかった。（事業者） 

・一般参加もできるようにして欲しかった。今後の地方展開を考えると一般に公開す

るかたちで開催すべきだった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ、消費者団体２団体、政府、その

他） 

・マスコミに対して、広く情報提供できなかった。（消費者団体） 

・イベント来訪者の主目的である文科省の研修事業に関する情報不足のため、どのよ

うな対象者に対する展示・配布とするかの方向性や事務局のタイムスケジュールが

立て難かった。（金融） 

④モデル事業の運営、テーマ設定について 

・首都圏の団体には参加し易いが、地方だと難しいことが課題である。（事業者） 

・年度末は人手が足りないため、開催時期を検討してほしい。（政府） 

・政府からの支援が課題である。（事業者） 

・今後の展開について、イベント中に十分に言及できなかったことが残念だ。（ＮＰ

Ｏ・ＮＧＯ） 

・最初はなかなかイメージが見えてこなかった。（消費者団体） 

・消費者・市民教育の定義（領域）が来場者によって受け止め方が異なる可能性があ

る。その点についてＷＧとしての考えを明示しておくことが今後の課題である。（労

働） 

・検討段階の時間が尐なかった。たたき台を作る場面で参画してこそ、マルチの良さ

がより生きたプログラムになったように思う。おそらく、参加者の中には、”文科

省主体の消費者教育のイベント”と受け止められた方も尐なくなかったのではない

か。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・「消費者・市民教育」というテーマ設定への最初の合意形成ができないままに進ん

だ感がある。「消費者教育」と「市民教育」「持続可能な社会を担う人材育成」に

関する関係者の対話の時間が必要であったと感じる。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・弊社の活動紹介テーマ（科学教育支援）と、来場者の多く方々との意向（消費者教

育）とが必ずしも合っていなかった。今後は、より来場者の意向にあったテーマの

展示を検討する必要がある。（事業者） 

・誰の為に何が目的かが明確でなかった。成果や評価がでてこない。（事業者） 

⑤その他 
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・特になし。（政府２団体） 

 

４．消費者・市民教育に係る協働プロジェクトの今後のあり方について 

(1)費用・人員負担、規模等の課題について 

①今回の費用や人員の負担 

 （ ⅰ 重い ⅱ 適当 ⅲ 軽い ） 

 

ⅰ．「重い」との意見〔13 団体(50％)〕 

・三日間拘束され、人員の負担が大きかった。人件費にすれば、かなりの負担となった。

（ＮＰＯ・ＮＧＯ４団体、事業者３社、金融２団体） 

・組織の人数が尐ないため、とりわけ人員の負担が大きく感じた。（ＮＰＯ・ＮＧＯ２

団体） 

・机や椅子の設置や転換まで、参加団体で行うことは負担感が大きい。（事業者） 

・パネル展示や模擬授業の実施者と、作業のための要員はほぼ同じものが担当していた

ため、別途募集する必要はなかった。（事業者） 

・準備と片付けの担当者を分けて招集する等、工夫が必要である。（政府） 

・参加人員については個別に氏名を登録するのではなく、事前に参加証を送り、チェッ

クすれば機動的になる。（政府） 

・遠方から参加しているため、費用面から実行委員会への出席は難しかった。また、当

日も 2 泊する必要があり、負担が重かった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・拘束時間が長い割には、ブースに訪問いただける方が尐なかった。特に 23 日はその

傾向が顕著だった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・事前の会議や事前事後の準備が非常に煩雑だった。もう尐し、仕事量を減らせればよ

い。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

ⅱ．「適当」との意見〔11 団体(42％)〕 

・経費、物品面での負担は適当だった。費用面では負担は大きくなかった。交通費や運
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搬費、配送料程度で済み、費用負担は重くなかった。（事業者２社、金融、消費者団

体、政府２団体） 

・小さな団体にとっては交通費だけでも大きな負担となったであろう。（消費者団体） 

・経費、物品等についても、それなりの費用を負担している。本来は企画全般に関わる

費用は国が負担すべきだと思う。今回以上の負担増には反対する。（消費者団体） 

・２名程度ならば、特に人員の負担が重いとは感じなかった。（政府） 

・今後の展開が読みにくいこともあり、今回の負担は適当であったと思う。（金融） 

・今後、プロジェクト全体のレベルが上がれば、負担も大きくなる。（消費者団体） 

・人員の負担が重かった割に、作業は尐なかった。手伝う人数が多く、手持ち無沙汰な

人が多かった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ、事業者、金融、政府） 

・事務局の負担が大きかったと思う。（ＮＰＯ・ＮＧＯ２団体、労働、消費者団体） 

ⅲ．「軽い」との意見〔２団体(８％)〕 

・費用をなるべくかけないように実施することには賛成する。（事業者） 

 

②今後、多少費用をかけても、大規模な形で実施することについて。 

 （ ⅰ 賛成 ⅱ 現在の規模で適当 ⅲ 反対 ） 

 

＜「理由」 について＞ 

ⅰ．「賛成」との意見〔２団体(９％)〕 

・多くの方に来てもらえるならば賛成する。参加対象者を拡大し、一般市民向けにも広

く開放するならば大規模化することも選択肢の一つである。（事業者、政府２団体） 

・東京で民間の資金ベースで開催するならば、他の企画とのコラボ等により大規模化す

る必要性がある。（政府） 

ⅱ．「現在の規模で適当」との意見〔14 団体(61％)〕 

・大規模化するメリットが尐ない。大々的に行うことは、コストパフォーマンスの点か

らも不適当。（ＮＰＯ・ＮＧＯ２団体） 
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・大きな規模で開催すれば、各セクターで温度差が出てくるおそれもある。（ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

・地域で展開することを考えれば、現在の規模が相応である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ２団体、

事業者、政府） 

・ホワイエのような受講者との距離が近い実演を行う場合は、今回の規模が妥当である。

（事業者） 

・十分大規模に行われていた。（政府） 

・現状の規模で質を高めることが求められている。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・消費者・市民教育をしっかりと浸透できるものであれば、規模は問わない。（金融） 

・規模よりも、会場をテーマ別に区切って開催する等、テーマを絞り込んで開催して方

が良い。(金融) 

・個別の団体の財政的な負担が過度に大きくなることは避けた方が良い。（労働） 

・規模は現状でもかまわないが、当日の運営や設営、荷物搬入などの手配をイベント会

社に依頼する等、出展者側の負担軽減ができるならば、費用をかけてもよい。（ＮＰ

Ｏ・ＮＧＯ） 

・今後、どのような形態が有効か、今回の経験をもとに議論できるとよい。（ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

・まず、目的や成果、目標を明確にすべきだ。（事業者） 

・本事業の本来のねらいは、一般の生活者や教員であるが、そのような対象者に対して、

どの程度の動員力・訴求力があるのかまだよく分かっていない。引き続き、現在の規

模で実施し、その後で方針を定めるべきだ。（事業者） 

ⅲ．「反対」との意見〔７団体(30％)〕 

・現状でもかなり負担がある。これ以上負担が大きくなれば不参加としたい。（事業者、

消費者団体） 

・開催の趣旨や目的、今後の運営の仕方や費用の見通しが明確ではないため、現状では

大規模化に反対する。（事業者、金融、消費者団体） 

・今回と同様に教育関係者を対象として開催するのであれば、もっと小規模なもので良

い。また、各ステークホルダーの交流を促進するならば、現在の形で実施する必要は

ない。（消費者団体） 

・大規模な形で実施するニーズがなければ、規模を拡大する必要はない。（事業者） 

 

(2)次回、消費者・市民教育に係る協働のイベントを実施する場合の改善点や新たな企

画等の中身について 

①改善点に関する指摘 

・展示場所が２ヶ所に分かれたうえ、教材展示の各列の間が狭かった。（金融） 

・初めてのことなので要員算定が大変だっただろうと思うが、本番前日の準備に参加した

人員は過大であった。（事業者） 
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・会場や展示の設営については、プロの力を借りた方が良い。参加団体が費用を負担して、

プロに任せれば、もっと短時間で効率的にできる。（事業者、消費者団体） 

・スタッフカードにそれぞれが所属する各団体の名称も入れると良い。（政府） 

・今回のイベントの参加者層や興味の対象が想定できず手探りの状態だった。十分なフィ

ードバックを期待したい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・参加者が展示を見学する時間が設定されていなかったため、説明員はじっとしている時

間が多かった。具体的な見学時間が設定されれば、各ブースの説明員の対応も効率化で

きる。（事業者） 

・多様な主体が関わっているように見えて、実質的には限定的であった。参加したい団体

にはもっと幅広く声がけをしても良いのではないか。（その他） 

・パネルディスカッションでは、来場者からの質問を受け付ける時間があると良かった。

（事業者） 

・模擬授業では、事前の発表データの提出の催促が大変厳しかった一方で、当日発表者の

位置や時間管理の打ち合わせ等がなかったので戸惑った。また、５分前などの札が、反

対側に出されたので見えにくかった。掲示する場所や大きさ、色を変える等の配慮が必

要である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

②新たな企画の中身に関する指摘 

・「消費者・市民教育」をテーマに掲げ続けるべきかどうか、もう尐しテーマを広く設定

することができないか、議論が必要だと思う。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・一つのテーマで協働のイベントを実施するためには、皆が結集して力を合わせてできる

対象があるか考える必要がある。（金融） 

・様々なテーマの団体が集まり、参加した側にとっては多くを学べて楽しかったが、次回

以降、テーマが分散すれば、分かりにくいものになると思う。（消費者団体） 

・「持続可能な社会の担い手づくり」という視点を強調して、それに沿った事例を集める

べきだった。今回は各セクターのプログラムを出しているだけで、担い手づくりの一貫

性が見えにくかった。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・「社会的責任に関する円卓会議」全体としての取り組みのＰＲ・情報共有も併せて行う

ことを模索してはどうか。その上で「人の基盤を育む」ための取り組みであることを示

し、取り組み自体の位置づけを明確に示していくことが必要である。将来的には、各主

体の取り組み事例を共有する場から一歩前進し、マルチステークホルダーによる協働発

信につながる何らかの成果物を得ていくようなワークショップなどが展開できれば理

想的である。（労働） 

・多くの人に来場してもらえるよう、オープンな形でイベントを開催してほしい。（事業

者、ＮＰＯ・ＮＧＯ、消費者団体） 

・一般人に広く来場してもらうためには、モデル事業の開催に係る周知活動や十分なＰＲ

期間を設定することが必要である。（事業者、金融） 

・教育関係者に対するオープンイベントであれば、負担があっても、参加する意義は大き

い。（事業者） 
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・参加団体間での交流会のようなものをプログラムに盛り込めれば良い。（消費者団体） 

・ウェブも活用して、情報交流することを検討してはどうか。（消費者団体） 

・模擬授業の希望が多ければ、講堂を区分けし、模擬授業を一斉に開催し、種類を増やす

等、スタイルを変更してもよいと感じた。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・企画を練り上げていくプロセス自体を重視したい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・シンポジウムや展示のように特定の空間に止まる形のプログラムではなく、様々な現場

へのスタディツアーがあってもよい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・学校向けや一般消費者向けなど、イベントのターゲットを絞る必要である。（金融） 

・大学生等の若年層に参加してもらう仕掛けが必要である。（事業者） 

・都市ガスを利用できる会場でイベントを実施してもらえればありがたい。（事業者） 

・ＮＰＯやＮＧＯは展示だけでなく、販売もできると参加しやすい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

③その他 

・「消費者・市民教育」の目指すところが十分に理解できていないため、今後のあり方に

ついてコメントすることができない。（事業者） 

・消費者・市民教育を学校現場に浸透させる仕掛けや文部科学省の更なる関わり、教科書

会社との連携が必要である。（金融） 

・製品安全行政は消費者庁も担っているため、今後は消費者庁の出展を期待したい。（政

府） 

 

(3)地域展開に係る意見 

 消費者・市民教育モデル事業を全国的な取り組みに繋げいくにあたり、地域におけ

る協働プロジェクトの実施に関する意見等 

・地域で開催する場合には集客が問題となることが多い。地域で対象となる層をしっかりと

取り込める仕組みをつくることが大事である。（事業者、政府） 

・教育委員会との連携が必要である。（金融） 

・それぞれの地域特性や取組みの積極度合いが違っている。中央でのノウハウをどのように

伝え、どのように活用していくのか、また、円卓会議の委員の方が必要に応じてアドバイ

ザーとして関わっていくのか、など実際に運用するためには、多くの課題がある。（金融） 

・内容・趣旨に大変賛同している。教育者をフォローアップしたり、考え方の補完ができる

ので、地域でニーズがある。できることがあれば手伝いたい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

･地方では、今回のようなイベントは尐なく、地方の方は直接的な形では情報を入手しにくい

のではないかと推察される。イベントのニーズを調査し、求められているのであれば展開

してもよいのではないか。（事業者） 

・地域で実施する場合は、卖に東京でのミニ版とならないように、小規模でも構わないので

その地域の独自性を出すようにしたらどうか。なお、地方で開催すればするほど、人員確

保・配置の問題や費用負担の問題などがより大きくなることに留意する必要がある。（金

融） 
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・消費者・市民教育というテーマからすると、地方（生活の現場）で展開することは一定の

意義があるものと考える。地域主体での展開とすることが基本と考えるが、特に立ち上げ

時においては、中央としてのサポート体制の充実が求められる。また、各セクターの地方

における取り組みや組織形態に違いがあることを踏まえ、開催方法については現実的かつ

柔軟に検討する必要がある。（労働） 

・地域では、マルチステークホルダーで練り上げていくプロセスに時間を費やす必要がある。

顔合わせ、意識のすり合わせ、目的設定、プログラムの具体的な設計等一連のプロセスで

は、丁寧なコーディネートが必要である。地域でマルチステークホルダーを巻き込んでい

くには、自治体や経済団体、ＮＰＯ支援組織の主体的な参画が可能となる関係性を培うこ

とから取り組んでいく必要がある。全国展開の際には、一定程度、ステークホルダー間の

関係性が培われているところをリサーチする必要もあろう。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・可能性のある地域から無理のない規模で展開すべき。（消費者団体） 

・地域での開催には、出展者等への負担も大きいので、何かしらの支援が必要。（事業者） 

・「+ESD プロジェクト」は今後地域で「学びあいフォーラム」を開催していく予定であり、

全国 7 ブロックに尐額の予算がついている。この枠組みを活用し、マルチステークホルダ

ーで持続可能な社会づくりにつながる教育や取り組みの交流の場を開催できる地域がひと

つでもあると面白い。（進める場合は環境省と相談する必要がある）（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・教育関係者へのオープンイベントであれば、負担感があったとしてもそこに価値を見出す

ことができるのではないか。（事業者） 

・当団体は全都道府県に一団体ずつ存在し、地元の地方公共団体や金融業界団体などと連携

できる体制を既に整えている。このため、「地方展開」をする場合には、各県の団体によ

る出展を行い、「当該地域における金融に関する消費者教育」につき、説明することを考

えたい。（政府） 

・都市ガス事業者はローカル企業であり、全国に 210 あまり存在するが、その規模に大きな

差異がある。地域によっては参加が難しい場合もあり、当社だけで判断することは困難で

ある。（事業者） 

・こうした企画をやりたいという地域が出てることを期待している。（政府） 

・地域での展開には温度差がある。開催地によって参加・不参加が検討できると良い。（事

業者） 

・全国展開していくことによって、どのような成果や効果があるのかまだ想像できない。ま

た、今回参加していた企業や団体の展示や模擬授業は、広く一般的で、仮に全国各地、地

域開催をして、その開催地ならではの独自性などを出すのは難しいと感じた。（ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

・企業の資料はどうしても広報的な要素が否めない。本来、教育と言うからには、様々な視

点で選択肢を考えるようなものでなければならない。また、消費者教育の定義がそれぞれ

ばらばらであり、消費を前提にした市民教育、持続可能な消費という言葉には、尐し無理

があるような気がする。無理に、様々なセクターが一緒になって活動しなくてもよいのか

もしれない。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 
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・今回遠方から参加された団体があるが、近くで開催すれば参加する団体も増えると思う。

同年には 2箇所程度で開催して、翌年別の場所で開催するという形であれば資金や人の尐

ない団体も参加できると思う。（消費者団体） 

 

 (4)消費者・市民教育に係る協働プロジェクトのイベントに参加希望 

 （ ① 参加したい ② 参加は見合わせたい ③ その他（    ）） 

 

＜①「参加したい」を選んだ理由＞ 

・重要な取り組みであるため、参加したい。（消費者団体２団体、事業者） 

・各団体の取り組みを知り、連携・交流する場となるため。（事業者、ＮＰＯ・ＮＧＯ、

政府） 

・自らの取り組みを各団体や消費者に知ってもらう良い機会となるため。（事業者） 

・消費者に製品事故の危険性について、注意喚起できるため。（政府） 

・人的・財政的負担の大小を加味する必要性はあるが、基本的にはセクターとして応分

の責任を果たしたい。（労働） 

・当団体のノウハウや全国のネットワークを役立ててもらいたい。（政府） 

・今回と同様の規模と内容であれば、参加を希望する。（事業者） 

・ＮＰＯの参加枠が増えればよい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・交流の場だけではなく、問題意識を抽出して、協働で解決していくＷＧがないと意味

がない。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

＜②「その他」 を選んだ理由＞ 

・イベントの目的や規模、事業との関わり、業務状況、参加対象者や人数など、具体的

な内容次第で対応を検討したい。（金融３団体、事業者２社、政府） 

・協働のプロジェクトには意義がある。イベントのテーマやコンセプトについても、協

働で進めていけると良い。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・一般参加者の動向を見て、方針を決定したい。（事業者） 

・イベントのテーマやコンセプトについて、持続可能な社会を担う人材の育成という切
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り口をより明確にするならば、参加したい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・今回の反響を見てから判断したいが、人員の拘束時間の長さやアピールできる時間の

短さなどが改善されなければ、参加を見合わせたい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・現時点では判断できない。団体の意向を確認する必要がある。（ＮＰＯ・ＮＧＯ、消

費者団体） 

 

(5)同協働プロジェクトのイベントへの事務局(実行委員会幹事団体)として参加希望  

（ ① 参加したい ② 参加は見合わせたい ③ その他（    ）） 

 

＜①「参加したい」を選んだ理由＞ 

・必要と思うから（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

＜②「参加は見合わせたい」を選んだ理由＞ 

・人的負担が重い。人員を確保できない。人的・時間的なリソースが足りない。（事業

者、金融２団体、ＮＰＯ・ＮＧＯ２団体） 

・関連団体がメンバーに入っているので、参加することは差し控えたい。（事業者） 

・「消費者･市民教育」にテーマを絞る必要性がよく理解できていない。もっと広くテ

ーマを掲げてもよい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・事務局を担うほどの余裕はないが、実行委員として協力したり、「金融に関する消費

者教育」の分野についての情報提供やイベント企画に向けた情報提供や貢献ができる

と考えている。（政府） 

・地域限定の企業なので、当社が全体の事務局に関与するのはそぐわないと考えている。

（事業者） 

・今回は政府側の取りまとめ役として参加したが、今後は関係者間で進めていくべきで

ある。（政府） 

・弊社の科学教育支援活動は、消費者教育のメインテーマではないため、実行委員会幹

事団体としての参加は見合わせたい。（事業者） 
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 ＜③「その他」を選んだ理由＞ 

・内容やその時の状況によって検討したい。（事業者、消費者団体２団体、金融２団体、

政府２団体、その他） 

・所属団体の意向を確認していないので分からない。（消費者団体） 

・実施主体や企画運営方法など、さらに検討が必要である。（事業者） 

・今回のような消費者教育を主とする内容であれば、事業者団体、消費者団体、政府が

中心となる形が実効性が高い。ただし、テーマによっては、労働セクターとしての応

分の責任を果たしたい。（労働） 

・「持続可能な社会づくりを担う人材育成」という切り口であれば参加はしたい。実行

委員会幹事団体として参加できるかどうかは、当団体で検討していきたい。（ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

 

６．持続可能な社会を担う人材育成における課題 

(1)貴セクター・貴団体における課題 

・資金不足が課題である。予算の確保が難しい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ４団体） 

・出前授業には予算が付かないことが多く、持ちだしではなかなか活動を続けられない。

（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・従業員の認識不足が課題である。とりわけ、ボランテイア精神を発揮できる場の提供

や情報の発信が弱い。（事業者２社） 

・ＣＳＯラーニング等の制度を理解し、自発的に行動する社員を増やす仕組みが必要で

ある。（事業者） 

・スタッフで業務として社会貢献活動を推進する自部門から、実務を持つ社内カンパニ

ーや関係会社の社員への活動紹介や、活動への参画を求める情報伝達が課題である。

（事業者） 

・様々な団体や行政とのネットワーク、活動の場を地域や社会などに広げていくための

団体の認識の向上やネットワークづくりが求められる。（消費者団体２団体、ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

・活動のバランスが必要である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・経済社会の仕組みの核は企業であること、企業が国民生活に寄与していることなどつ

いて、学校（小･中･高･大）で積極的に教えてほしい。（事業者） 

・若年層の高い離職率が指摘されているが、その要因のひとつに、仕事内容や労働条件

等に対する不満や、ワークルールに関する知識不足等に基づくケースがあげられる。

その根底には教育過程において持っていた職業生活に対する理想と現実との間に

様々なギャップが存在するものと認識している。また、若年層の失業率や非正規雇用

率の改善に向けた取り組みも必要と考えている。このような状況において、「教育の

場から労働の場への円滑な接続」の実現に向け、今後社会に出る学生などに対する「労

働教育」を強化し、勤労観・職業観の醸成を図る必要があると考えている。（労働） 

・「出張授業」を多く実施するには、人的資源などの限界がある。教材を作成し、先生
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によるエネルギー教育を推進しているが、なかなか進まない。（事業者） 

・人的・資金的リソースの不足や消費者教育という概念の認識が不足している。社会的

課題と消費者としての生活との関係性をより身近に感じられる具体的なエピソード

の提供が不十分である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・人材を育成するためには、時間や場所、ある程度の費用が必要である。学校や地域で

の継続的な学びの場や学んだことを活かす場が必要であり、多様な意見を受け入れ、

議論する場を職場や学校、地域に増やしてくことが重要である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・「金融教育」と言っても金融業態それぞれの特徴に違いがあり、一括りに「金融セク

ター」と整理するのは難しい。（金融） 

・新学習指導要領に基づき、生きる力、考える力を養うことのできる金融教育教材づく

りを進め、学校現場への金融教育の普及を推進することが、持続可能な社会を担う人

材育成につながると考えている。（金融） 

・団体加入者の減尐、会員の高齢化、活動の多様化による担い手不足が課題である。（消

費者団体） 

 

(2)他のセクターの取り組みに係る課題 

・ＮＰＯセクターもそうだが、自分たちのプログラムを紹介しよう・広めようという以

上に、セクター全体で何ができるかをもっと議論し、セクター間の協働を進めるべき。

（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・経済不況もあいまって、企業や行政セクターの中には、人材育成の予算を縮減する向

きがある。また、人材育成を行っていても、社会性や市民性を育むというよりも、実

務に直結するノウハウや技術のみを指導する、いわば対症療法的な育成プログラムに

留まっている印象がある。また、人材育成を担う部署が他の業務を兼務しながら、片

手間的にプログラムを立てているケースもみられ、その推進体制や、育成側の育成の

あり方も課題である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・カンパニーや関係会社では、それぞれ独自の社会貢献活動を実施しているため、それ

らの情報収集や取りまとめや、相乗効果の発揮が難しい。（事業者） 

・消費者教育の具体的な成功例の例示が必要である。多種多様な教材や資料の存在は分

かったが、実際に取り組んだ結果、どのような成果が出たのかが分かりにくい。これ

は当団体にも当てはまる課題である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・各組織内で活躍する人材と言うより、広い意味で人材育成を捉え、地球社会などの様々

な課題に対して関心を持ち、行動できる人材の育成に力を入れるべきである。（ＮＰ

Ｏ・ＮＧＯ） 

・今回、卖にパネルを展示しただけで説明要員がいないブースが見受けられた。やはり

来場者に展示の説明をする必要はあるのではないか。消費者・市民教育に関わる意識

の違いを感じた。（消費者団体） 

・どう取り組むかも団体の資質によるので回答しにくい。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 
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(3)セクター間で協働を推進するための課題 

・円卓会議の趣旨に沿って、各セクターが譲り、共通項でプラスになるような考え方を

しない限り、堂々巡りで何も進捗しないことになる。参加するセクターでの調整が最

重要になるのではないか。（金融） 

・協働のための共通のゴールを共有していくことが必要である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ、金

融） 

・参加しやすい会議が必要である。（ＮＰＯ・ＮＧＯ） 

・理解促進・情報交換の場、各団体の人材育成に関する取り組みを共有できる一元的な

プラットフォームの構築が必要である。（事業者、労働、政府） 

・持ち寄れる資源が異なるため、その度合いに応じた役割分担が必要である（当セクタ

ーとしては、人材・資金がネック）。プロセスを重視するためには、特に話し合いの

進め方について、一定のルールが必要である。（議事録、議案の検討等）（ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

・シンポジウムで企業の方が発言したように、かつては「消費者団体と企業の緊張関係」

が存在したが、今回このようなこうした協働作業を行えるようになったのは、やはり

かなり前進した印象がある。行政と消費者団体、企業と消費者団体は時として対立構

造になりがちであることも事実だが、組織としてではなく消費者個人としての考えや

行動がとれるようになれば、変わって行くと思われる。（消費者団体） 

・コスモ石油のように、ＮＰＯが地域の学校とペアになって環境教育を行うことを資金

面で支えるプログラム、欲を言えばそれに企業の社員もかかわるようなスキームの事

業を広げていけるとよい。多様なセクターの取り組みやリソースをうまくつなぎ、有

意義な教育活動を生み出し支えるプラットフォームのあり方を探りたい。（ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

・業務として社会貢献活動を推進する自部門が、Web.等による情報発信を強化し、社内

カンパニーや、関係会社の社員へ活動の紹介や参画を求め、社内ボランティアの増大

と部門間での相乗効果の発揮を目指す。（事業者） 

・展示の合間に、参加団体間で交流の場や時間があってもよいと思う。交流する場があ

れば、企業とＮＰＯが双方に求めている事の提案や協働プログラムの企画、企業間で

も同様なプログラムを行っている場合の連携の可能性の模索など、様々な課題解決に

つながると思う。（政府） 

・金融や製品ラベルに関することは企業・行政の方が先進的に取り組んでいるが、食品

や国内外の生産者の労働環境における消費者意識の向上を目指した取り組みを推進

するためには、行政、企業、ＮＰＯとの連携・協力が必要であると感じた。（ＮＰＯ・

ＮＧＯ） 

・持っているもの（例えば企業なら会場などを貸す）を貸し出すことによる参加もある

と思う。参加の範囲を広げて考えることが出来ないか。また、もう尐し広報に力を入

れたほうが良い。（消費者団体） 

                                  以 上 
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