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平成 25 年度  第２回  静岡市消費者教育推進地域協議会会議録  

 

１  日   時      平成 26 年２月３日（月）午後 13 時 30 分～15 時 30 分 

 

２  場   所      静岡市役所  静岡庁舎  170 会議室  

 

３   出  席  者      （委  員）色川会長、朝倉副会長、宮下委員、小清水委員、

喜多川委員、青山委員、望月郁委員、伏見委員、竹田委

員、栗田委員、森委員、鈴木委員、望月茂委員、白鳥委

員 

                 （事務局）海野市民生活部長、戸塚統括主幹、櫻井主査、

佐野主事、  

（財）消費者教育支援センター：柿野統括主任研究員、小

林研究員  

 

４ 議  題  

(1)静岡市における消費者教育の現状と課題  

 ア 消費生活に関する市民意識調査の結果  

 イ ヒアリング結果  

(2)静岡市消費者教育推進計画骨子案について  

(3)その他  

 

５ 会議内容  

色川会長：まず、議事 1「静岡市における消費者教育の現状と課題」につい

て、事務局から説明をお願いします。  

 

事務局：議事１「静岡市における消費者教育の現状と課題」について説明  

 

色川会長：ありがとうございました。ご意見等がありましたら、いかがでしょ

うか。お願いします。たくさんあったので、いろいろ論点はあると思いますが。

では、宮下委員。  

 

宮下委員：すみません、最初に、統計調査の話ですけれども、抽出した 18歳以

上の3,500人から1,977件の回答があったということでしたが、年齢のバランス

は大体取れているのでしょうか、それとも、偏っているのでしょうか。どうで

しょうか。例えば高齢者が多いとか、どの程度の回答が集まったのでしょうか。 

 

事務局：すみません、回答された方の年齢構成ということですね。  

 

宮下委員：そういうことです。  
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事務局：この3,500人の年齢は、3,500人を住民票の中から無作為に選別した方

に送ったものです。今の静岡市の人口により 3,500人を選別していますが、回

答はどうしても高齢の方で、一番多いのが 70歳以上で22.3％の回答をもらって

います。次に多いのが 60歳代で21.4％、次に 50歳代で16.7％、で、 40代、30代

というふうに、 70歳以上の方からの回答を多くもらっています。  

 

色川会長：そうすると、本当は年齢別のデータを見たいのです。あと、性別の

データを見たいのです。 2千ケースぐらいは何とか分析できそうな気がします。  

 

事務局：そうですね。クロス集計とかさまざまな観点からいろいろ分析するこ

とはできますが、今のところは全体としての分析となっています。  

 

色川会長：出すときはあるのですか。  

 

事務局：調査結果は、性別、年齢別それぞれにクロス集計が出ていますので、

最終的な報告書にはそれを付けたいと思います。  

 

色川会長：わかりました。多分、年齢層でみた方が良いと思います。傾向は違

いますよね。知識とかも多分違うのではないかと想定しますが、その辺を含め

て、計画を作るにあたっては、細かいところまでわかっていないと、どの辺の

計画を立てて集中的にやるのがいいのかわかりにくいと思いますので、よろし

くお願いします。  

 ほかにいかがでしょうか。消費者教育を受けたことがある人が 8％というの

はかなり低いですね。  

 

事務局：そうですね。  

 

色川会長：通常から見ても、ほかの地域から見ても、ちょっと低い気がしま

す。これは高齢者が多いせいかもしれませんけど、ちょっとびっくりしますよ

ね。  

 これは10代とかも入れたのですか。 18歳から 20歳とか、あの辺のデータだと

思います。消費者教育を受けたか受けていないか。  

 

事務局：18歳以上で 3,500人採っています。  

 

色川会長：18歳から 20歳代で何％ぐらいが「ある」と答えているか、もしデー

タがあるのなら。持っていませんか。  

 

事務局：申し訳ありません。今、手元にはありません。  

 

伏見委員：はい。  
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色川会長：伏見委員。  

 

伏見委員：今の話ですけど、消費者庁が平成 24年11月に出した、消費生活に関

する意識調査結果報告によると、消費者教育を受けた人が 22.4％ということで

報告を出しています。ですから、今、静岡市の場合に 8％ということで、回答

の年齢構成とか、そういうあれで違うのかもしれませんけれども、大きく数字

が違っているなという印象を持ちました。  

 

色川会長：はい、おっしゃるとおりです。この辺は問題の一つかもしれません。

ほかにいかがでしょうか。  

 皆さんのヒアリングの中でちょっと気になったのは、例えば、静岡市でも確

か相談員養成講座をやって合格者を出しています。それなのに、その方々につ

いては何もしていないという問題があります。もちろん相談員の口があればい

いですけど、そうはいきません。そうすると、勉強した方がもったいないです

よね。受かっていなくても勉強した方がたくさんいるかもしれませんので、そ

ういう人を育てるラインがあるといいですね。  

 神戸市は、確か消費生活マスター講座でしたか、マイスター講座でしたか、

ものすごい回数でやっていますよね。合格者だけを集めています。あれは神戸

市だからできる、人数的な問題もあると思いますが、そんなに大規模ではなく

ても、受かった方が 10人弱いるという話で、そういう方々を育てるというのは

大事なことかもしれないと、見ていて思いました。  

 私ばかり話してもしょうがないですね。いかがでしょうか。何でも結構です。  

 

宮下委員：消費者教育の場ということで、学校における消費者教育の充実が課

題として挙がっています。それはもちろん大事なことだと思います。子どもた

ちもそうですが、むしろ親の世代が、まずい状況になっているのも事実です。  

 そうすると、学校教育は本当に先生方の教育の現場だけにとどまってよいの

でしょうか。例えば PTAだとか、親も巻き込む仕組みがないと、結局、子ども

が一生懸命勉強して、子どものほうが知識をもつことになります。もちろん子

どもが「お父さん、それはいけないよ」と家で言えればいいのですが、なかな

かそうもいかない。実際には、親のやっていることになかなか口を出すことは

できないでしょう。逆に、子どもにいろいろと言われたとして、お父さん・お

母さんがしょげるという状況になっても困るので、先ほど述べたような仕組み

が要るのかなと思います。  

 そういうこともあって、コーディネーターとかそういう方々を中心に、地域

で親を巻き込むというのもありますけど、 PTAの中で連携を作っていくという

のもあります。学校における消費者教育の充実と一口に言っても、いろんなか

たちがあるかと思います。  

 あとは、そうした教育の仕組みをどこまで作っていくか、つまり、一遍には

全部できないので、どういう段階でやっていくかという視点も大事です。学校

教育の現場だと確かに時間を取るのがなかなか難しいので十分とは言えません
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が、ただ現在では、親にくらべれば子どものほうが、やはりいろいろな副教材

とかがあって教育もされているので、消費者教育の話をすると、それは聞いた

ことがあるという人が多いです。もっとも、こういう取り組みが始まったのは、

そんなに昔からの話ではありません。  

 そうすると、やはり 30代、40代あたりの教育をどうするかが鍵となります。

私なんかも考えてみたら、 43歳ですけど、学校で消費者取引にかかわる被害の

話を聞いたことがあったかというと、授業として聞いたことは 1回もないよう

な気がします。大学に入って、たまたま法律を勉強して、たまたま消費者法な

どに興味を持って勉強したから消費者被害についてある程度のことを知ったと

いうのが正直なところです。  

 そうすると、私のような世代とか、あと、高齢者もそうだと思いますが、実

際に被害に遭った人の話を身近で聞いたりしたことがあるのだったらいいので

すけれど、頭の中で、自分の話ではなくて、よその人の話、他人事と考えてし

まうというのはやはりあると思います。そこで、消費者教育をしっかりと受け

たことがない人たちが実際に消費者教育を自分のこととして考えてみる、何か

そういう機会を作れればという思いで、ヒアリング調査では、各地域にコーデ

ィネーターを置いてみてはどうかということを言いました。  

 尐し話が広がったのでまとめますと、要は、学校教育の現場で消費者教育を

するというときには、先生方や子どもたちだけではなく、親も巻き込む仕組み

を考えていただけたらと思っています。ざっくりとした感想ですけれど、また、

あとで議論したいと思います。  

 

色川会長：ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。何でも結構で

す。ヒアリングをされたと思いますので、何か言っておいたほうがいいという

のは、ぜひ言ってください。今後、推進計画を作っていくので、そのプロセス

も大切なことだと思いますので、いかがでしょうか。はい、喜多川委員。  

 

喜多川委員：「消費者市民社会を構築する」というのが消費者教育の骨子であ

るわけです。では、消費者教育はどこを目指すのかといったときに、いまだに

やはり消費者啓発と消費者教育、消費者啓発があって、消費者教育があります。

割と別物ですが、消費者啓発のほうは、その場その場の被害の防止という、あ

る意味場当たり的、対処療法ですが、消費者教育は、骨太な健康な体を作るみ

たいな、基礎体力作りのようなものを目指しているのであって、高齢者被害と

いうのが前面に出てきてしまうと、どうしてもやはり場当たり的な、「おばあ

ちゃん、払い込まないで」という消費者啓発のほうになってしまいます。  

 高齢者に消費者教育、もちろん生涯教育という観点からは、教育というのは

非常に大切な分野ではありますが、私たち若輩者が高齢者に教育できるかとい

うと、人生経験が非常に豊富で、できあがった性格の方に何も言えないという

ことがありますし、やはり啓発にとどまってしまうという面は否めないかと思

います。  

 では、消費者教育といったときは、どこに何をどう集中して情報を提供し、
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集約してやっていくのか、限られた人材であったり、資源であったり、予算で

あったり、エネルギーを集中して、ある程度フォーカスしていくといったこと

も観点としてあってもよいのではないかと思います。  

 もちろん、高齢者被害を防ぐための努力を何もしなくてもいいということで

はなくて、それは従来型のかたちでやっていっていいのではないかと思います。  

 それと、課題として出てきた「情報をいかに提供していくか」という点です

けれども、私も消費生活センターで働いていて、消費生活相談を長く、いろい

ろな件数を受けて感じているのは、消費生活センターは、題材というか、相談

件数はたくさん入っているわけですから、一つ一つの情報の粒、一個一個の粒

が集約されているという点では宝庫です。  

 ただ、それを、その年代年代の方に、要するに料理の材料がいっぱいある、

煮干しがあって、リンゴがあって、大根があってと、それが消費生活センター

のようなところにたくさんあるけれども、それをそれぞれの年代の方別にちゃ

んと味付けをして、こういうものですよと料理として提供できる、それが今の

消費生活センターの中でできているか。  

 一度入ってきた材料を整えて、その消費者問題が起きてしまうのはなぜかと

いうところまで一旦掘り起こしてみて、トラブルを起こさないためには、どう

いったリテラシーが必要か、どういった情報提供をしていけばいいのだろうか、

消費者側に求められる力としてはどういったものが必要なのかと、情報を持っ

ている側が咀嚼をして提供しないと、生のままのリンゴや煮干しを出されても、

受け手としては食べられないのではないでしょうか。  

 それぞれの年代の方向けの食べやすい方法があるわけですから、そういった

かたちで料理をする人、それがここで言うコーディネーターだと思いますが、

今、現場で相談だけを日夜受けている相談員にそれができるかというと、非常

に難しい点があるのかなと感じています。  

 教育には、やはり教育の分野に長く携わってきている方々からの指摘がない

と、相談員に、「さあ、明日から消費者教育をやれ」と言っても難しい点があ

るのではないかと。啓発までは行けますが、教育という分野に関して言うと、

教育をやっている方に、情報の料理の仕方をきちんと教わる必要があるのでは

ないかと感じています。  

 

色川会長：ありがとうございました。そうですね、そのとおりだと思います。

はい、宮下委員。  

 

宮下委員：今、教育というお話が出てきました。教育というと、読んで字のご

とく、「教えて育てる」と私たちは捉えがちです。教育の専門家のいる前でい

うことでもないのが、やはり、お互いに教わりながら育っていくという視点も

大事だと思います。  

 高齢者に対してこちらからいろいろ教えてあげるというのは確かに難しいと

ころがありますが、高齢者と一緒に、むしろ高齢者にいろんなことを教わりな

がら、いろんなことを考える機会を作れないでしょうか。実際に作業しながら



 

6 

 

いろんな問題を考えていくということ自体は、決して高齢者も嫌がるわけでは

なく、むしろ若い人と一緒にやろうよ、みたいな感じで、子どもも交えてやっ

ていく機会を作ってはどうかと思います。  

 今、教育の現場を見ると、教えるという一方的な視点がだんだんなくなって

きていて、むしろ一緒にいろいろ考えながら何かを作っていくというのが、一

つのスタイルになってきているのだろうと思います。そういう意味では、今、

喜多川委員が言われたことは、全くそのとおりだと思います。何か教育という

ものの発想の転換、もちろんその中に消費者啓発の要素ももちろん入ってくる

のでしょうけれども、単に啓発にとどまるとか、教育というのを「何かやって

やる」という発想で捉えるのではなくて、一緒に何かを作っていくという発想

でできないでしょうか。これは常々思っていますが、私自身もなかなかできず

におりますし、難しいのは確かです。  

 ただ、静岡市の場合、ここではあくまでも静岡市というレベルでの話ですけ

れども、小学校単位の学区が自治会連合会や町内会と結びつく形で、比較的大

きな役割を果たしています。  

 静岡市の各学区の自治会連合会は、防災的観点からも強い影響力を持ってい

るので、何かそういう辺りで連携していくことができるのではないでしょうか。

先ほどお話しした PTAとの連携もそうです。私も PTAの役員をやっておますが、

PTAも、学区の自治会連合会などと係わることが結構多くなっています。もち

ろん、大きな小学校は学校内をまとめるだけでも大変なのでなかなか難しいと

ころもありますが、学区では、自治会連合会が学校や PTAとタイアップしてい

ろいろなことに取り組んでいるところも尐なくありません。そういうところと

連携しながら、一緒に何か作っていけるものはないでしょうか。  

 もちろん、そのような連携を図ろうとすれば、時間も必要ですし、人手も必

要なので、そう簡単にいかないのは承知しています。そこで、例えばモデル地

区から始めるとか、いろんなやり方もあると思います。喜多川委員の話を聞い

ていて感じたことで、感想めいたことで申し訳ありませんが、以上が私の意見

です。  

 

色川会長：はい、白鳥委員。  

 

白鳥委員：すみません、私は、消費者教育推進計画の骨子案を作る事務局の立

場もあるので、自分で提案したものに対して自分で意見を言うような状況にな

ってしまい、なかなか言いづらいのですが、皆さんからいただいたご意見に対

する感想です。  

 消費者教育と啓発というのは意味合いが違ってくるというご意見を、喜多川

委員からいただきました。確かに高齢者に対しての消費者教育ということを考

えたときに、やはり高齢者に対しては、いろいろな悪質商法の被害に遭わない

ようにするということを中心に、啓発的な働き掛けを実際に行っているのが実

情です。  

 教育という観点になるのかどうかわかりませんが、健康な高齢者は、生活の
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知恵を非常にたくさん持っていますので、そのような生活の知恵を、例えば、

今、「一体となって」という言葉とか、コーディネーターということが盛んに

出てきていますけれども、高齢者が小学生や中学生に生活の知恵を教えるとか、

これは高齢者が消費者教育を受けることとは違うとは思いますが、一緒に支え

合うという態勢に持っていくことはできるのかなという気がします。  

 また、高齢者の身の回り、支援を必要とする高齢者の身の回りには、いろい

ろな福祉関係者がいますので、そのような関係者の方々と力を合わせて、消費

者被害を減らす努力、あるいは、教育的観点ということになるのかどうかわか

りませんけれども、商品選びや品物選びや、普段の生活に必要なお金をどんな

ふうにやり繰りしていくかということもアドバイスをしてもらえるのであれば

ありがたいと思います。  

 一方、消費者教育ということになると、やはり小学校、中学校、高校といっ

た学校の中での取り組みが非常に重要な役割を果たすと考えます。被害に遭わ

ないということだけではなくて、主体的に合理的に自分の家計管理ができると

いうことを学んでいくのは、やはり知識だけではなくて、問題を解決する能力

も求められてきますし、そういう力を、副教材であったり、事例研究を通じて

体験学習をしていってもらえれば、身につけることができるのではないかと考

えます。  

 本当に手前味噌ですが、昨年度、「エブリディ消費者！」という中学校の家

庭科向けの消費者教育の副教材を、ここにおられる色川先生、喜多川委員、小

清水委員等にご協力いただき、作成しました。 

 消費者教育の推進にあたって、今、事例集の作成という方策が提案されてい

ますが、力量のある先生が、学校の授業の中で消費者教育を題材にしたさまざ

まな事例を使って、消費者教育を指導していらっしゃることは承知しておりま

す。静岡市の中にもそういう先生方が何人かいらっしゃると思いますが、「エ

ブリディ消費者！」については、いわゆるキャリアのない先生でも、この副教

材、指導書を活用いただければ、時間数に合わせて、授業展開例に沿って授業

ができるという標準化を目指しています。その点は新しい試みではなかったか

と思っています。  

 取り留めのない感想・意見で申し訳ありませんが、以上です。  

 

色川会長：ありがとうございました。内容的にもしかすると骨子に入る話にな

ってしまっています。一応、「資料 1」に絡むことで何かあれば、いかがでし

ょうか。感想でも結構です。では、森委員。  

 

森委員：学校での教育の話がたくさん出ていますので、学校現場にいる者とし

て一言お話しします。私個人のヒアリングの中でも言いましたし、ほかの委員

からもたくさんご意見が出ています。学校という場で消費者教育とか、ほかの

ものもそうですけれども、いろいろ扱ってほしいという要望は本当にたくさん

あります。一度に大勢の子どもたちに一番効率よく、いろんな知識を与えたり

考えさせたりするのは学校が一番いいのだろうなと、私もそういうふうに思い
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ます。  

 今日ここに来るにあたって、私が今在籍している学校で、六年生だけでどう

いう出前講座とか、そういう教室を受講しているかというのを洗い出してきま

した。例えば、食の安全の講座とか、お茶のいれ方の講座から、環境に関する

もの、裁判制度に関するもの、租税に関するもの、健康に関するものといろい

ろあって、六年生だけで 9講座、4月から今まで学校に来てもらってやっていま

す。  

 ほかにも本校に来てもらって、子どもたちが受講したもの以外にも本当にた

くさんの案内をもらっています。それを全部やることはできませんし、やらな

ければいけないわけでもないので、それぞれその学校で、今、子どもたちに何

が一番必要か、この学習ではこういう講座が効果的かなというものを選んでや

るわけですが、本当にいろんなところからの要望が多いという現状をひとつ皆

さんにわかっていただきたいということと、中にはいろんな関係機関で講座と

かを持ってくれますけれども、重複する内容のものも結構あります。  

 皆さんのご意見の中にもありましたけれども、いろんな機関の方にできれば

横の繋がりを持ってもらって、関連するものを上手に組み合わせて、学校のほ

うへ下ろしてもらえるとありがたいと思います。  

 例えばの話ですけれども、薬学の講座があります。たばこの害とか薬の害に

ついても六年生は学びますけれども、これもいろんな方面から、「薬学講座を

やりますけど、どうですか」というのが来ます。薬剤師会からのものもありま

すし、保健所関係のものもありますし、いろんなところから来ます。 

 ですので、できればその辺を横のつながりを作って、整理してもらって、整

理されたかたちで学校の現場に提供してもらえると、私たちももっと子どもと

一緒に学ぶ場を作りやすいと思っています。  

 

色川会長：整理する機能はこういうところにあるわけですかね。センターとか

地域運営とか、こういうところを通したもので整理されたものが学校に提供さ

れると、やりやすい。  

わかりました。ありがとうございました。では、竹田委員。  

 

竹田委員：今回のお話を聞いていて、消費者教育というのは、消費者の皆さん

が消費生活の中で被害に遭ったり、トラブルにならないような仕組みを作り、

教育をしようということだと思いますが、私の立場は、生産者に近いと言いま

すか、商品を提供する側なので、被害者になるというよりは加害者にならない

ようにどうするかということを考えなくてはならないと、思っていました。  

 商品を仕入れて販売するだけではなく、一部の商品、例えば総菜などは生産

する側でもありますし、特に今回、食品について産地の偽装や異物混入、ある

いはノロウィルスの問題など、食品については消費者も生産者も大きなリスク

を抱えているのが状態ではないかと思います。  

 これを消費者教育でどうやって伝えていくかというと、消費者の皆さんに、

「こういうリスクがあるよ」と言っても、多分これはなかなか防げません。こ
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れは、事業者をしっかり教育することや、事業者のモラルを上げるとか、生産

している現場の管理をしっかりさせるとか、そういうことを啓蒙していかない

と、なかなか防げない問題です。  

 今は、我々の扱う食品に限っての話をしましたが、食品以外の商品について

も、トラブルのもとになる、消費者の皆さんが被害に遭わないというより、そ

ういう事故を起こさない、あるいは偽装をしたしない生産者や商習慣、そちら

の教育というか、啓蒙が必要ではないか。  

 それはどこから来るかというと、消費者の皆さんの声がもっともっと上がっ

てくれば、事業者もそういうところにもっともっと時間やエネルギーを注げる

ようになるのではないかと思います。  

 我々のできることは本当にごくごく小さいことです。ヒアリングの時にもお

話ししましたが、私どもとしては消費者の皆さんを教育するというような立場

ではありません。もう尐しポジティブなかたちで、食育とか、食生活を豊かに

してもらうための色々な情報を提供するという立場だと、理解しています。  

 

色川会長：ありがとうございます。ありますか。はい、どうぞ。  

 

望月茂委員：生涯学習推進、社会人も子どもも含めてですけど、学習の場を提

供する側の者として、尐しお話をします。先ほど森委員から、学校で教材がき

ちんと整理されないでいるという声があるというお話がありました。生涯学習

という場は持っていますけど、学校教育のように体系立った教育の要領がある

わけではありません。  

 現場にいる職員もいろんなかたちで学習を提供しようとはしますけど、その

人たち自身がいろんな分野の専門家であるわけでもなく、何となく新聞の記事

を見て、こんなところにちょっと興味があるので、そこを学習の題材にしよう

かなといった格好でやることが非常に多いです。  

 社会科の先生や理科の先生みたいな専門性が全くないので、大人に対しても、

かなりいろんな整理された教材であるとかカリキュラムの提供が何となく欲し

いなと、ヒアリングの中でも同じようなことを何回も言っています。現状とし

て、尐し古い言い方で男女共同参画社会というのはそぐわないかもしれません

けど、例えば母親学級というのがあります。 3歳児辺りの親とか、小学三、四

年生ぐらいの子どもを持つ親を対象にした母親学級とか女性学級ということで、

これは本当に女性を対象にしたということです。それと高齢者学級が、基本の

三本柱として社会教育ではできてきています。  

 今でもそれらの講座をやっていて、そのあと尐し出てきたのが、尐年教室と

いう、小学生ぐらいの子どもたちを対象にした教室であるとか、青年学級とか、

成人学級とか。青年学級は、この時代ですので、残念ながら青年の集まりが全

く悪くて、ちょっと自然消滅的であり得ません。成人学級も今なかなか成人層

も仕事が忙しくて、学習の場に来てくれる率が非常に尐なくて、これも成立が

非常に難しいです。  

 今言ったような中に、講座の概要を見ていると、例えば尐年教室みたいなの
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で、近所のスーパーとタイアップをして、実際にスーパーに行って、商品を見

ながらいろいろ勉強する機会があったり、きっかけは、もしかしたらスーパー

側のオファーだったのかもしれません。  

 あと、高齢者の場合は、中山間地の高齢者教室でこの間もありましたけど、

駐在さんが役者になって、振り込め詐欺か何かの寸劇をやって、高齢者に消費

者教育をやっているとか、いろんなパターンがあります。そういうのをやって

いるのを聞いて、三十数カ所の施設があるので、それぞれまねしようとします

が、その地域で協力してもらえる人がいなかったり、結局、誰かやってくれる

というと、その人にみんな集中してしまって、教えてくれている最初の人たち

がやりきれない状態も生まれているので、教える側に回ってくれる人たちを尐

し体系立てて育てていくことが重要ではないか。  

 場はあると思います。高齢者学級も、今、多分、市内で 2千人か 3千人、新陳

代謝という意味では 3分の1も毎年変わらないと思いますけど、 2千人から 3千人

ぐらいの方々が何らかの格好で学習をしていますし、家庭教育学級も 30講座ぐ

らいなので、 600人ぐらいのお母さんが何らの格好で毎年・・・、こちらのほ

うはほとんど毎年変わると思いますけども、学習をしているということで、場

は尐しはあるかなと思いますので、教材とか教師の養成が必要になってくると

思います。  

 

色川会長：ありがとうございました。場があるだけでもいいなと思いましたが、

なかなか場がなくて困ってしまいます。去年、しずおか市消費者協会が劇団を

作って、もっと活発になれば、いい場があるかもしれないと思いました。教材

については、いくつかの教材はセンターが持っていますけど、それはそれで、

かたちがいろいろ考えられますから、その辺は今後、推進計画で検討できれば

と思います。ありがとうございます。  

 そろそろよろしいしょうか。そうしましたら、次の議題に移ります。  

 

色川会長：それでは、議事２「静岡市消費者教育推進計画骨子案」について、

事務局より説明をお願いします。  

 

事務局：議事2「静岡市消費者教育推進計画骨子案」について説明  

 

色川会長：それでは、ご質問・ご意見はいかがでしょうか。はい、喜多川委

員。  

 

喜多川委員：非常に立派な骨子で、これが実現化できるような計画に落とし込

めれば、大変すばらしいことだと思います。  

 消費生活は、教育分野に取り掛かるということは非常に結構なことだと思い

ますが、本来業務である相談業務もまた欠かせない重要な核となる業務である

かと思われます。このような非常に大きな計画をプラス・アルファされて大丈

夫でしょうか。先ほど、微減というお話を聞きましたけど、今年度は、どのく
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らい件数がありますか。私がいた頃は、年 4千件ベースであったかと思います

が、最近ではどのようなかたちで整理されているのでしょうか。  

 

事務局：1月末までの相談件数で 4千件を超えていて、昨年度より尐し増えてい

るのが現状です。  

 

喜多川委員：アクリフーズとかですよね。  

 

事務局：そうですね。それも関係しています。あと、健康食品の送り付け商法

とか、新たな手口がまた発生していますので、今、相談のほうも尐し増えてい

るのが現状です。  

 

喜多川委員：相談員が 1人減って、相談が増えていて、なおかつ、このような

消費者教育という大きなプロジェクトを抱え込む。センターがもっと大きくな

って、人が増えて、予算もたくさん付いて、人材が増えるということならいい

ですけど。  

 ただ、あと、消費生活相談員という意味だと、今年度も何人かベテランの中

堅どころが、ベテランは 5年間で雇い止めというのが、また今年2人辞めますよ

ね。来年度、また一からという方が 3、4人ぐらい入って、そういう意味では非

常に・・・。今まで積み重ねてきた経験、 5年、6年たってやっと相談というも

のが体に染み込んできて、これを何とかするためには何を伝えていかなければ

いけないかというのが、 5年目、 6年目でやっとわかってくるのに、それが 5年

の雇い止めで一挙にささっとリセットされて、また新しい方が入ってくるので

すよね。  

 この教材を作らせてもらったことによって私も非常に勉強になりましたが、

その身につけた部分を、残った方々に何も伝えることなく辞めてしまったこと

が非常に心残りでなりません。ですので、こういう骨子を作るのであれば、人

員ではなくて人材をどう確保するのか、その辺りも計画の中にぜひ盛り込んで

いただきたいと思います。お願いします。  

 

事務局：ありがとうございます。職員一丸となって頑張っていきたいと思って

います。自慢ではありませんが、うちの相談員は大変優秀な方がそろっていま

すので、相談員も含めて、職員一丸となって、こちらの教育計画のほうも、相

談とともに進めていきたいと考えています。  

 

色川会長：はい、宮下委員。  

 

宮下委員：実際に、センターで抱えることができる人員にかなり限界があるの

も事実です。特に、センターの職員の方が具体的に増える予定がないというこ

とも重要です。だから、人が尐なくても「馬車馬のように働け」と言っている

わけではありません。むしろ、そういう意味ではちょっと興味深い提案があり
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ます。「資料 1」の 10ページに、朝倉委員からの、「プロジェクトを立ち上げ

て委員同士のコミュニケーションを活発にして・・・」という提案が、「4)消

費者教育推進のための方策」というところの、ちょうど真ん中辺にあります。

もちろん、委員の皆さんもそれぞれお仕事をお持ちで、なかなか毎回というわ

けにはいかないのかもしれませんけれども、例えば分業態勢で、大きく 4項目

あるわけですから、それぞれ担当を決めて分けて考えてみるというかたちで取

り組んでみるのはどうでしょう。最後はいろんな調整をこういう協議会の場で

するとして、各委員は、何かそれぞれプロジェクトみたいなのでそれぞれかか

わるというのはどうでしょうか。それぞれの担当に特化していろんな意見を出

していくということにすれば、話が進みやすいのではないでしょうか。例えば、

忙しいでしょうけれども、消費生活センターのほうの担当を決めていただいて、

その担当の方のところに、やはり担当の委員が集まって一緒にいろいろと考え

るというスタイルをとってはどうでしょうか。センターの方でいろんなことを

全部やるというと、いずれは必ず破綻します。相談員やセンターの職員に倒れ

られたら、消費者教育推進どころか、推進する母体がなくなってしまいます。  

 そういったプロジェクト形式みたいなもので、具体的な内容を作っていって

はどうでしょうか。何かみんなで新しいものを作るときには、もちろん全員で

考えられれば一番いいですが、なかなかそうもいかないので、とりあえず分業

をして、その提案を受けてみんなで考えているという方法も一つありかなと思

います。  

 そういう意味で、協議会の委員を、先ほど述べたような形で活用するという

手もあるのかなと思っています。もちろん、これは一つの提案です。人の意見

に乗っかったかたちになっていますが、もともとの提案をされた朝倉委員のほ

うから何か補足があれば、ぜひお願いします。 

 

朝倉副会長：宮下委員の言われるとおりです。実際やはり心配なのは、お金と

人というところ、喜多川委員の言われるとおり、ただ、人がいればいいという

わけではないと思います。そういった限られた中で、どこに何を重点的に集中

していくのかというところが大事になってくると思います。  

 そういう意味では、ここで年に数回開かれるだけではなくて、せっかく皆さ

んが集まっているので、もう尐しプロジェクトチームのようなかたちで検討し

て、全体に上げていくようなものが、人同士の交流があって、そういうことが

実現できるのではないかと思いました。  

 

事務局：会長、よろしいですか。  

 

色川会長：はい。  

 

事務局：今、喜多川委員の言われたとおり、あるいは、各先生方からいただい

たご意見のとおり、この事業をやっていくための人とお金の問題というのは、

やっていくとなると、かなり重要になってくると思っています。  
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 事業をやるのに、スクラップとビルド、それと、選択と集中ということで、

このあとの審議会で、第 3次（静岡市）総合計画の話を尐しすることになると

思っていますが、市長からも、「総花的なものではいけない。尐し焦点を絞っ

て効果的なものを進めていかなければいけないのではないか」という提案をも

らっています。  

 まず、この計画を作るのに、やはり大きなターニングポイントになってくる

のかなということで、攻めの消費者行政をやってきました。  

 こうした事業ができるように、いかに内部的な組織も含めてやっていかなけ

ればならないかというのが大きなテーマです。私が、朝、職員に、「今、静岡

市でこういうことがどれくらいの件数起きているのかということをちょっと調

べてね」と頼みます。そうすると、夕方ぐらいに答えが来ます。午前中までに

はなかなか来ません。それは、 PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・シ

ステム）を使って抽出すれば、もう尐し早く出てくるものなのかなということ

が自分の中にあったので、そういうことをやってきましたが、なかなかすぐに

答えが出てきません。  

 それはいったい何だろうかなということを考えていく中で、組織としてすぐ

にスピード感を持って、今の現状を捉えて、どうなっていて、何をやるかとい

うのができていないと感じました。これは恐らく静岡市だけではなくて、ある

程度、政令指定都市もその辺のレベルではないのかなと思われます。そこのと

ころをもう尐し乗り越えて、何とか時間とか手間をうまく使って、そういうミ

ッションなりスピード感を持ってやるべき仕事に対応しなければならないとい

うのが命題でした。  

 この推進をしていくために、そういう内部的な努力はしていきたいというこ

とで、組織的には何らかの組織替えも必要ではないかと思っています。尐なく

とも自分が今できる範囲、部の中においては、例えば、振り込め詐欺は市民生

活課がやっていますけども、現状として、市民の安心・安全という分野におい

ては、市民の皆さんから見れば、消費生活センターがやろうが、市民生活課が

やろうが同じではないでしょうか。ただ、そんなところでたらい回しをしては

いけないと思っていますし、ある意味では一緒の分野なので、一緒に仕事をし

てもいいのではないかということで、防犯とか交通安全も含めて、セーフティ

ーネットですね、とにかく横の連携というものをもう 1回考えてみようではな

いかと、職員に向けては考えさせようとしているところです。  

 ということで、事業を進めることにおいては、うちのセンターもありますし、

教育委員会、あるいは、生涯学習も含めて、総合的にどこに対して事業をやれ

ばいい効果が得られるのか。あとは、チラシを作って配るではなくて、チラシ

の内容を理解してもらう人に理解してもらわなければいけないという、最終的

に何にミッションがあるかというところに対して答えができるような行動を取

っていけないかということに、職員は着目して仕事をしてもらいたいと思って

います。  

 相談業務は非常に大きなことで、今言ったとおり、そこに入ってくる情報が

タイムリーな情報というか、これから大きくなりそうな芽がそこにある話です
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から、そこのところはどうやっていかなければいけないかということがありま

す。相談業務については丁寧に、静岡市消費生活センターのマインドがありま

すので、消費者の皆さんのそばにいつもいて対応できるような、そういう相談

員の養成の大切さというところがあります。  

 喜多川委員が言いたいこともよくわかります。レベルが高い方の採用も含め

て、継続の採用については、国の中において尐し議論をしているし、新しい長

官のほうも、そういった視点に立って考えていただいていると思っています。

内部的にも、所長も含めて、その先に行こうということでかなり努力はしてい

ます。今、結果が出ていないので言い訳になりますから、これ以上は言いませ

んが、そういったところでやろうとしています。  

 ということで、この事業を作っても、いい事業であっても、それをやらなけ

れば何も意味がありません。これまでの基本計画もそうで、書いてあることは

いいですが、どうも言葉に負けてしまっているということで、これから作るア

クションプランの中で、今日、皆様方にご意見をいただいて、お金のことも含

めて頑張っていきたいと思っています。  

 これからのことですので、限られた財源の中で、その確保は難しいところが

ありますが、そういう覚悟で仕事をしないと進まないので、その辺は頑張りた

いと思っています。以上です。  

 

色川会長：柏市さんでは、消費者教育相談員で消費者教育をやっている人が、

担当で2人ぐらいいましたね。 1人ですか。だから、できないことはない話です。

よろしくお願いします。  

また、プロジェクトの件は確かにそのとおりで、地域協議会そのものが、も

ともと審議会とはちょっと性格が違うので、地域コーディネーターというのが

ありますけど、ここ自体はコーディネーターというニュアンスがちょっとあり

ます。ですから、ここで何か作り上げることは十分考えられる話なので、推進

に向けてセンターと協力するのが前提だと思っています。そのつもりでいてい

ただくといいと思います。  

 ほかにご意見はありますか。はい、青山委員。  

 

青山委員：市民委員なので、目線が市民の立場になってしまって質問がずれて

いたら申し訳ありませんが、教えていただきたいところが二点あります。一つ

は、 3ページの「④地域社会」のところで、「放課後児童クラブでの消費者教

育を推進します」とあります。こちらは教育委員会の管轄ではないクラブなの

で、地域に入っているのはわかりますけれども、極めて特定の、低学年の子ど

もたちに対して消費生活センターのほうで教育を推進していくということを、

ここにあえて採り上げたのはなぜなのかということ、もう一つは、教育を推進

するにあたり、教育を受ける側の責務というか、自立支援を推進しますという

消費者教育の意義だけではなく、どこかに自立を目指しましょうみたいな、消

費者側の責務が盛り込まれる予定があるのかということをお伺いしたいです。  
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色川会長：いかがでしょうか。  

 

事務局：まず、放課後児童クラブのほうです。放課後児童クラブも、夏休みと

かは、いろいろ行事を入れていかないと、子どもたちが飽きてしまうというこ

ともあります。そこで夏休み向けに講座とかを盛り込んでもらえればと考えて

います。  

 両親とも働いている家庭だと、学校から帰ってきたらお母さんとかがいる家

庭よりも、お金に触れる機会も早いということで、こちらのほうに入れました。  

 

白鳥委員：すみません、また、消費生活センターの立場からで申し訳ありませ

んが、実際、放課後児童クラブから出前講座をご依頼いただいたことがありま

す。過去に 2回、お小遣いゲームを、消費生活相談員が講師になっておこなっ

たことがあります。  

 このように出前講座をきっかけにして、今後、放課後児童クラブに、消費生

活センターでこういうメニューが提供できるという案内ができたらということ

などを考えています。先ほど喜多川委員が言われていたように、消費生活相談

員の人数が限られている中でどこまで要望におこたえできるかということは、 

考えないではありません。  

 それから、自立した消費者というのは、氾濫する情報の中で本当に自分に必

要な情報を見極めて、必要な商品を適正な価格で購入できる意思決定や消費行

動ができる消費者だと思います。また、一人一人の消費行動が社会につながる

ことを理解して、行動するのが消費者市民社会ということで、一人一人の消費

者が確かな業者を選択できれば、確かな業者が市場に残り、公正な市場ができ

あがっていくと思います。  

 また、環境に配慮したライフスタイル（生活様式）というものを徹底してい

けば、持続可能な資源循環型社会ができあがっていくというような、自分たち

の消費行動が社会につながっているということを認識して活動してもらうとい

うことを踏まえながら、消費者教育の考え方、理念というものを伝えていけた

らと考えています。  

 

青山委員：すいません、ありがとうございます。  

 

色川会長：ほかにいかがでしょうか。はい、望月委員。  

 

望月茂委員：部長がいろいろ言われている中を、後ろから内輪の人間が割って

入るようで申し訳ないですが、一つ感想として思ったのは、最初の「資料 1」

の課題で「1」から「 6」まで挙げられていて、それを受けての骨子案だと思い

ます。  

 進めていく中身は非常にたくさん書かれていますが、これをどうやってやる

のかなとかいうところが多く、どういうふうにして実現していくのかというと

ころが、ここの段階ではまだあまりはっきり見えていないので、具体性という
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か、実現性というのが、これから作られていく中でどうやって出てくるのかと

いうのが、尐し心配といえば心配なところです。  

 それと、毎年、静岡市でも 4千件ぐらいの相談があるということで、 10年た

てば静岡市だけでも 4万件といった、日々新たないろんな課題が出てくる中で、

新手のものがあるとしても、そういうものが分析されたり体系立って整理され

たりといったものが、行政サイドであったり、消費者教育支援センターみたい

なところであったり、大学の研究室辺りであるのかなと。  

 もし、そういうものがあれば、こういう場で、そのことに関してどういった

教材を作っていったらいいのだろうかみたいな話題に誘導していくことは可能

かなと思います。これは意見です。  

 それから、これは質問です。「資料 2-1」の3ページの「④地域社会」と「⑤

地域」をあえて分けた意味があるのかしらというのがあって、もし意味があれ

ば教えてください。  

 

色川会長：いかがですか。分けた意味とか何か。  

 

事務局：「④」と「⑤」ということですが、「⑤地域」は、高齢者の被害防止

がメインになってきます。あと、「④地域社会」は、以前の小さな子とか成人

をメインとした分け方になってきます。  

 

色川会長：件数の分析は、このあとの審議会でよく、センターからいわゆる概

要が出てきて、その概要についての分析結果を伺います。もちろん、全国的な

レベルだと、国民生活センターとかが分析しているのがありますので、それで

把握できます。  

 

望月茂委員：分析を進めた解析とか研究とかいうものはありますか。 

 

色川会長：研究は、どうお考えですか。柿野さん、どうですか。被害件数、ト

ラブル、相談件数そのものの解析というか、分析を専門的にやっているところ

はありますか。  

 

事務局：件数は、先ほど先生が言われたような、国民生活センターの相談部の

ほうでの分析ということだと思います。  

 

色川会長：件数ですね。その程度ですね。  

静岡市は静岡市で、審議会では、毎年、概要のかたちでデータを打ち出して、

年次とか、性別はわからなかった、年齢とかのデータを出します。もっと細か

い分析が必要ですか。  

 

望月茂委員：分かりにくくてすみません。自分の今の立場でもすごく悩んでい

ます。どうやってみんなに知らしめていくかというときに、知らしめる中身が



 

17 

 

ある程度しっかりとわかっていないと、例えば歴史の教育だったら、なぜこう

いう事件が起こったのかみたいなものがある程度分析ができていて話せる。  

「こういった事件があるから、気を付けましょうね」レベルだと説得力が違

うと思います。  

 そういった意味合いの研究ベースのものがあって、それをもう尐したたいて

というか、そういうものを尐し参考にしながら教材を作っていくことができな

いのかなという意味で言いました。  

 

色川会長：わかりました。いかがですか。宮下先生、ないですか。ないという

ことだと、ここで作らなきゃいけませんね。いいご提案だと思います。  

 

宮下委員：専門的な分野での分析はもちろんあります。ただ、それが具体的に

消費者教育の現場にどういうふうに展開されるべきものかという視点からの分

析については、私も法分野ではそういう分析もしますけど、結局、消費者教育

が専門ではないので、完全にできているわけではありません。ただ、法律の世

界の中でも、他の世界の方々と連携して何か作ってもいいという動きは出てき

ています。もっとも、具体的に今すぐに消費者教育と直結して何か実践できる

ものがあるかというと、あまりないと思います。だから、そうした教材を作っ

ていく必要はあるでしょう。  

 

喜多川委員：相談員の中には、「こういう人だから、こういうふうな感じにな

って、被害が大きくなっちゃうんだよね」というのはありますけど、それは相

談員の中だけで終わってしまいます。  

それが、上に上がっていかないのです。  

 

望月茂委員：なるほど。  

 

喜多川委員：そういう意味では、それをまとまったかたちで、私たちが職員に

も伝えていないことがいっぱいあります。  

 

望月茂委員：それが上がってこないと、もったいないと思います。  

 

喜多川委員：もったいないです。すごくもったいない話です。  

 

色川会長：そうですね。  

 

喜多川委員：だから、先ほど言ったように、それぞれの相談員の頭の中にはい

っぱいストックがあるのに、それを出せる場がなくてもったいないなと。  

 

色川会長：そういう計画も大事ですね。  
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望月茂委員：ええ。  

 

色川会長：そういう計画がないということですね。  

 

喜多川委員：そうですね。  

 

色川会長：それはできるのですかね。相談員は常時いるわけだし。  

 

宮下委員：相談員に限らず相談員を経験した方についても、ぜひそういう計画

を作ることが大事です。 

 

色川会長：そうですね。  

 

宮下委員：例えば、大変残念ですけれど、 5年経って相談員の任期が終わった

方は、もちろん収入の問題もあるので仕事はしなければいけません。ただ、仕

事をしながらでもできるような、アドバイスをしてもらうという方法もあると

思います。非常勤という形にはできなくても、謝金とかもし出せるのであれば、

こういう協議会の場に来てもらって、その中で自らの経験を生かしながら教材

作りとかいろんな教育のやり方とかを教えていただくことはできるのではない

でしょうか。  

 世の中には、やはり経験していないとできないことがあります。私も頭の中

でいろいろ聞いてわかったつもりになっていることはいくつもありますが、実

際に相談の場というところにいたことがありません。実際に相談の現場にいる

方の中には修羅場をくぐってきた方もたくさんいるので、例えば、ある事件が

あった場合に、事件の被害者を見て、こういう方だとこういうところが気にな

るはずだ、あるいはこういう商法に引っ掛かりやすいとか、いろんなパターン

をふまえて物事を見ることができると思います。  

 そういう方々の意見を吸い上げていきながら、また何か新しいことを組み立

てていくこともできるのではないでしょうか。単に教材作りだけではなくて、

いろんなコーディネートの場でも、そうした方々は大きな力を発揮していただ

けると思います。そのまま各地域のコーディネーターになっていただいても、

もちろん構いません。そういったいろんな場に相談員等の経験者の経験を活か

せる場を作る、しかも、ほかで仕事をしているのであれば、その仕事をしなが

らでもできる場を何か作るということが大事です。先ほど提案したようなプロ

ジェクトなどでの場でも、こうした方々の経験を活用できるのではないかと思

います。  

 

白鳥委員：ヒアリング結果か骨子案の説明のところで話題にあがったと思いま

すが、消費生活相談員には本当に優秀な人が多くて、相談業務だけではなく、

教育的な視点を持って対応できている人も多くいます。ただ、相談員の経験だ

けですぐに消費者教育コーディネーターになれるかというと、やはり消費者教
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育のノウハウなり、教育観といったものを身につけていないと、消費者教育コ

ーディネーターというのは難しいのではないかということが示されていました。  

 消費生活相談員が消費者教育推進計画にあたって重要な消費者教育の担い手

になることは間違いないと思いますので、そういった意味も含めてプロジェク

トに参画してもらうとか、消費者行政活性化基金事業費補助金もあるので、相

談員の研修機会を増やすことが必要と考えます。そういう状況の中で、消費者

教育推進の担い手となるノウハウも身につけられるような機会があれば、習得

してもらえればいいかと考えています。  

 消費生活相談員はそれぞれ個性があって、今、喜多川相談員が言われたよう

に、相談員が持っているいろんな情報は大変、貴重なものです。私たち事務職

員はまだ、その一部も理解していないのではないかいというのが現状だと思っ

ています。  

 ただ、こういう人はこうなりやすいというのは確かにあるかもしれませんけ

ども、こういう人にならないようにという啓発が教育的な視点になるのかなと

いうのは、尐し疑問に思います。  

 繰り返しになりますが、主体的・合理的な消費行動をとるにはどうしたらい

いかということがまず第一で、自分がこういう傾向になりがちだったら、こう

いう傾向に気を付けましょうといった、自分の傾向を知るための自己診断チェ

ックの機会があるといいかもしれません。恐らく相談員は出前講座でそんなチ

ェックもしているのではないかと思いますが、また、もっと深いところで、そ

の人の傾向を見抜いていることもあるかと思っています。以上です。  

 

色川会長：どうぞ。  

 

小清水委員：家庭科教育を担当していますので、そういったところと、あと、

「エブリディ消費者！」にもかかわりましたので、それについても意見を言い

ます。推進計画ということで、こういうことを推進しますという推進の内容は

とても充実していいなと思いますが、そのあとです。何をもって推進ができた

のかということをどこで判断するのかということも、一応視野に入れておく必

要があると思います。  

 例えば相談件数が減ってきたから推進ができたというのか、それとも、子ど

もたちへの消費者教育であれば、先ほどの知識の部分がこれだけ上がったから、

それで推進が確実にできたというような、やることがすべて推進で、それで OK

ではなくて、何のために推進するかというと、子どもたちなり市民の方々に消

費者としての知識を得てもらったり、アクションを起こしてもらったりという

もっと大きなところにゴールがあると思うので、推進ができたかということを

検証するときには、必ずその評価の視点が要るかなと思います。  

 実を言うと、副教材についても、すごく練って、とてもいいものができたと

私も思っていますし、いろんな研修会で現場の先生方には、「とてもいいです

よ」とアナウンスはしますけど、これから実践事例を集めるときに、この副教

材を使ってどういう効果が得られたのかという、先ほど相談事例の分析という
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のがありましたけど、教材の効果とか推進の効果の分析も視野に入れて、そう

した情報を収集して、何がよかったのか、その次の推進に生かすためには、ど

んな要素をもっと盛り込めばいいのかとか、次につながるようなものも蓄積し

ていく必要があるのかなと、今ちょうどお話を聞きながら思いました。以上で

す。  

 

宮下委員：すみません、先ほど申し上げたことの補足です。私自身がきちんと

研究しているわけではないのであまりきちんとしたことも言えないのですが、

今、法律の分野でも、例えば行動心理学とか、そういった法律以外の分野にお

ける研究結果を踏まえた研究がなされています。具体的には、人間がある特定

の場面でどのように行動するのかということを把握して、そうした人間の行動

様式を法の解釈とか立法の中で活かしていこうという動きがいくつかあります。  

 外国ではそういう動きがかなりあるようですが、日本でもそういう動きを踏

まえていろいろ研究している方がいます。もっとも、そういう研究が一般的に

浸透しているわけではありません。ただ、個別具体的な場面で具体的な人間が

どのように行動するかというよりは、むしろ一般的に人間は同じような場面で

どのように行動するのかということをしっかりと考えたうえで、法の世界でも

そういう分析を活かしていこうという動きはあります。  

 すみません。先ほどは、法学の分野と他の分野との連携があまりないような

ことを言いました。それは訂正させていただいて、そういう連携の動きはある

ことをお伝えしておきます。  

 

色川会長：そろそろまとめに入っていかないといけない時間になってきました。

私も「資料2－1」を見て、正直言って総花すぎて、もっと的を絞るべきだと思

います。そんなにたくさんできるわけではないし、やってきたことを尐しでも

書いてあればいいというものでもないと思います。これまでやってきたことは

書いてもいいですけど、何か載せるのであれば、無理をすることはなくて、一

点集中、全面展開と言いましたけど、そういう狙いで考えたらどうですか。  

 推進校をいっぱい挙げて、さらに教材を作るとか。私は、教材を作るよりも、

前から何度も言っていますが、中学校の副教材がどの程度浸透して、どの程度

の効果があり、どの程度の問題があるのかということを的確に調べることが、

次の教材作りの参考になると思います。  

 それをしないと、やはり次に行けない気がします。あるいは、今日、望月委

員とか森委員の話にもありましたけど、具体的に取り組まなければいけないこ

とがたくさんあるのではありませんか。それこそ整理して、資料が欲しいんだ

とか。それも、もし消費者教育のセンターと言うのだったら、そういう仕組み

の中で必要だと思うし、あるいは、望月委員が言われるような、分析も重要で

す。相談員が思っているような、具体的にどういう人がわからない。こういう

人の分析もかなりやっておくことで実際の啓発活動ができるわけですから、こ

の辺を具体的に書いたほうが意味があるかなと、思います。ですから、その辺

をご検討いただければと思います。  
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事務局：ありがとうございます。こちらの骨子は、先生方からヒアリング等で

いただいたご意見を、多く載せさせていただきました。次の審議会の議題にな

ってしまいますが、一応、期間としては 3次総と計画期間を合わせて 8年間をス

パンとして考えています。ですので、その間に、現在実施している事業と、こ

れから実施予定の事業を含めて載せました。  

 その中で、様々な場に応じて具体的に推進していきたいという、センターの

希望も含めて登載しています。皆様のご意見をいただき、また、来年度の計画

策定の中で検討したいと思います。  

 

色川会長：順番が大事ですね。  

 

色川会長：順番が、例えば担い手の問題も、相談員だけではなくて、せっかく

資格を取ったり、資格の勉強をした方は結構高い能力を持っているから、この

人たちだって十分生かせるのではないですか。だから、そういうのを含めて、

順番を考えながら作っていただくといいと思います。  

 

事務局：はい。そうですね、例えば推進地区を設定していく中でコーディネー

ターとして人材育成をするといったような、やはり順番が大事かと思いますの

で、そのようなことについては今後計画的に進めていきたいと考えています。  

 

色川会長：これは工程表も必要ですね。でも、 8年というのは長いですよね。

みんな代わってしまうじゃないですか。われわれも代わるし、みんな代わって、

わからなくなってしまいます。  

 

事務局：私が申し上げていいかどうかというのがありますけど、やはり 8年の

姿は非常に見づらい。その中で、冒頭言ったように、「消費者市民社会」とい

う言葉が一般的な言葉としてわかるようなところに持っていきたいなという、

ぼやっとしたものを現在持っています。  

 全体の工程については、前半の 4年間できちんと今後の計画を進めていくと

きに必要な足元を固めるものと、そして、後半の 4年間は、そうしたものを実

践に移していくなり充実させていくというような、尐しそういう捉え方をして、

やっていったらどうだろうかということは、事務局とも職員とも話しています。

そういうふうに配慮します。  

 

色川会長：これからもまたご意見を出していただいて、作りながら、また、ご

意見を聞くことになっていますので、また、ご意見をいただければと思います。

ありがとうございました。  

 最後に、委員の皆さんから、その他ご意見等がありましたら、お願いします。

いかがでしょうか。言い足りないことがありましたら、遠慮せずに。ご発言の

ない委員はよろしいですか。何かあれば。よろしいですか。  

 それでは、ありがとうございました。これで本日の議事はすべて終了しまし
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た。第 2回静岡市消費者教育推進地域協議会を終了します。ありがとうござい

ました。  

（終了）  


