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平成 28年度 静岡市消費者教育推進地域協議会 会議録 

 

１ 日  時  平成 29年 1月 20日（金）午前 10時 00分～11時 25分 

 

２ 場  所  静岡市役所静岡庁舎本館３階 第 1委員会室 

 

３ 出 席 者  （委 員）色川会長、朝倉副会長、小清水委員、宮下委員、 

山本委員、岩原委員、竹田委員、杉山委員、 

太田委員、橋本委員、川東委員、久保田委員 

（事務局）伏見市民局次長、鎌田所長、櫻井主査、藤沢主事、 

     那須野消費者教育推進員 

 

４ 議  事  

（１） 平成 28年度の消費者教育推進事業の状況について 

（２） 平成 29年度以降の消費者教育推進事業について 

 

５ 会議内容 

色川会長：それではただいまより、静岡市消費者教育推進地域協議会の議事に入りたいと

思います。 

まず最初に議事 1「平成 28 年度の消費者教育推進事業の状況」について、事務局から説

明をお願いします。 

 

事務局：議事 1「平成 28年度の消費者教育推進事業の状況」について説明。 

 

色川会長：それでは質問や意見等ございましたら、挙手をお願いします。はい、宮下委員。 

 

宮下委員：いろいろご報告ありがとうございました。まず、資料 1 の実施計画のところで

すが、8番目に放課後児童クラブでの講座の実施ってあるんですけれど、児童クラブは社協

の運営かなと思うんですが、学校教育課のほうでしたか、放課後子ども教室というのを数

年前から始めています。学校によってやり方とか規模が違いますが、週に 1 回から週に 3

回、あるいは毎日というところもあるかもしれませんけれども、放課後に子どもたちが集
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まっています。PTA とか、学校とかではなくて、運営委員会というのがあって、そこに、

PTA 経験者とか地域の方が参加して運営しています。運営に携わる方々の報酬なども含め

て、きちんと市のほうからも予算をいただきながら、子どもたちを遊ばせたりとか、いろ

いろやってるんですけれども、なにしろ運営に当たって利用できるお金が十分にはありま

せん。この放課後子ども教室に、講座みたいなものを組み込んでいくこともできるんじゃ

ないかと思います。十分なお金がないので謝金を出す形で講師を呼んだりすることはでき

ないんですけども、例えばこういう消費者教育関連の講座を謝金なしでやりたいと言うこ

とであれば、たぶん喜んでやってくださるところもあると思うんですね。ですから、児童

クラブだけじゃなくて、放課後子ども教室の利用をちょっと考えていただくといいかなと

いうことです。 

あともう一つ、今お話がありました消費者教育推進地区事業のところですけども、戸別

訪問について、定期的に同じお宅を 4 回ずつ回るというのも、それぞれのお宅の状況によ

っては効率も良くない場合もあるのかなというお話だったと思うんですが、その辺は重点

的に回ったほうがいいお宅もあるかもしれませんし、まあここは大丈夫だというお宅はや

っぱり何回来られてもまあいいよって話になるかもしれません。訪問件数というのも大事

かもしれないですけども、例えば重要なところは少し時間をかけていただくとか、実際回

っている推進員の方が、センターの方と調整していただきながら柔軟にやっていただくの

がいいんじゃないかなと、思った次第です。 

あとは、最後にこの協議会なんですけれど、年に 1 回でもいいのかもしれませんが、や

っぱり計画をして中間的な進行状況と、次年度に向けた計画の 2 回ぐらいは開催したほう

がよいのではないか、と思います。いずれも質問というよりは意見ということですが、一

言申し上げさせていただきました。 

 

事務局：放課後子ども教室につきましては、今後、どのように入っていけばいいのか確認

してみたいと思います。 

次に、地区での戸別訪問につきましては、重点的に回るお宅と、まあ、1回でもいいのか

なというお宅もあると思いますので、考えて回っていけたらと思います。 

3 番目のこの会議につきましては、そうですね、今年度は、開催が遅くなってしまって、

大変申し訳なかったです。次回からまた、年に 2 回は開催していければと思っております

ので、その際にはよろしくお願いいたします。 
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色川会長：岩原委員どうぞ。 

 

岩原委員：今、お話がありました放課後児童クラブっていうのですけど、私は、環境の活

動もしておりますので、市のほうから依頼されて、時々、児童クラブへ派遣させていただ

いております。ただ、そういう方法も何かあるんじゃないかなあと、今、思いました。は

い。 

 

色川会長：橋本委員。 

 

橋本委員：今の放課後子ども教室というのは、教育委員会がやっています。放課後児童ク

ラブは、確か、子ども未来課がやってます。 

ここ数年の間に、放課後子ども教室は、全小学校に設置するっていう動きがあります。

本校は小さいので、放課後子ども教室しかないんですけれど、そこで講座をやっていただ

けるとありがたいなあと思いました。よろしくお願いします。 

 

色川会長：はい、太田委員。 

 

太田委員：消費者教育推進地区の事業ということで、先ほど宮下委員からもお話がありま

したけれども、やっぱり何回も同じお宅を回ってるというお話もありましたが、包括支援

センターが高齢者様の相談機関ということで、その辺の…包括との連携とか、何か実際に

あったのか、どんなふうな形で、訪問をするお宅を選んだりしているのかっていう、そん

なところをちょっと教えていただければ、包括支援センターも訪問のお宅を重複したりと

か、そういうところの解消にもなるのかなあと感じてるんですけども。 

 

事務局：訪問したお宅につきましては、南部学区の連合町内会の各町内会の会長さんから、

気になるお宅ということで、お名前を聞いて、回らしていただいております。初めての事

業だったものですから、1年目はなかなか福祉関係の方との連携がうまくいかなかったんで

すけど、2年目につきましては、民生委員さんの地区の協議会に何回かお顔を出させていた

だいたりとか、あるいは大里高松地区の地域包括支援センターがなさった福祉事業関係者

と民生委員さんの研修会などにも出させていただきまして、連携をとりながら、進めてい

きたいということで、やらせてはいただいてるんですけど、なかなか初めてなものですか
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ら、うまく機能していない部分もありますので、またいろいろ教えていただけたらと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

色川会長：他、いかがでしょうか。小清水委員。 

 

小清水委員：ご報告ありがとうございました。消費者教育推進校のほうでの、クラス毎の

ミニ講座でここでいらっしゃる方々が、講師でいらしたということを伺いましたので、も

しよかったら、ちょっとどんな様子だったのか、教えていただけるとまたこれからのこと

を考えられるかなと思うので、実際に委員の方がお話しされているんですか。そうしたら、

ちょっと一言ずつお願いしたい。 

 

事務局：委員さんの中で、実際に出向かれた方は、岩原委員になります。朝倉委員には、

弁護士会との間に入っていただいて、講師として行っていただく弁護士さんを紹介してい

ただきました。あと、竹田委員は、社員さんに学校に行っていただいたものですから、様

子については、岩原委員にお話しいただけると助かります。 

 

岩原委員：はい。私たちは 3日間、お伺いしたんですが、3年生、2年生、1年生という順

番で伺ったんですが、一番 3年生が静かでした。1年生が一番にぎやかだっていう感じがし

ました。やっぱり子どもたちは、クイズ形式とか、そういうのをやるとすごく乗ってくる

っていう感じで、子どもたちが乗ってくるような工夫をしないとなかなか受け入れてもら

えないんじゃないかなっていうことで、私たちもポテトチップスのことをちょっとやらせ

ていただいたんです。中学生は、ポテトチップスなんかよく食べると思って、中学生がと

っつきやすいもので、グリーンコンシューマーになろうっていうことでやらせていただき

ました。グリーンコンシューマーという言葉は、まだ、皆さんあんまりよく知らなかった

んですけど、1年生はお手伝いもしてくださったり、いろいろ助かりました。行って良かっ

たと思います。 

 

山本委員：他でもいいですか。 

 

色川会長：どうぞ。 
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山本委員：先ほど、各家庭を訪問するのに包括支援センターも利用したほうがいいという

ことでしたが、包括支援センターは地域のことを、こちらから、民生委員から、あるいは

福祉委員から連絡すればわかるんですけど、うちのところは 4千件ぐらいあるんですよね。

ですから各家庭を直接把握することはできないもんですから、うちの場合は、町内会長に

お願いして件数は、トータルで約 200 件ぐらいになるんですけど、そうして回りました。

それで、やはり、やることに対しては、非常に問題もありますよね。南部学区が受け入れ

た時に、私が直接、生活安心安全課から受けまして、自治会長にお話したら、「なんで、

こんなの、受けなきゃなんないのか」っていうのを、何とか口説いて、逆にお願いしたら、

前向きに協力してくれたという。それだけでも私はうれしかったですけれどね。人を動か

すっていうのは、やっぱり非常に難しいですよね。地域とコミュニケーションがとれてい

ないとなかなか理解してくれないものですから、そういう点でちょっと難航しましたけど、

まあ、職員がいろいろがんばって、雨の日も、寒い時でもがんばってくれました。私の家

にも、何回か来まして、私は少しぐらいのアドバイスだったですけど、そういうことは非

常に行政のほうががんばったと思います。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

 

色川会長：他、いかがでしょうか。竹田委員、お願いします。 

 

竹田委員：うちの社員が中学校に行って、まあ、教育ということができたかどうかわかり

ませんが、感想を聞きましたところ、やっぱりちょっと時間が短くて、なかなか、まとま

った話が伝えきれないというような感想がありました。子どもたちには、できれば店へ来

て、商品の流れとか、物流のこととか、そういうことを見ていただく…。まあ、時間が多

少ないとできないんですが、そういった形で、仕事に半分参加したような形で、見ていた

だくとすごくわかりやすい。年に 1 回ぐらいは、中学生の生徒さんを受け入れて、職場見

学と言いますか、職場で実地体験をする時間を持っている学校を使って、で、その時には

店で、ちゃんとこう、朝から晩まで仕事を見ていただいて。それのほうが、人数は大勢は

なかなかできないんですが、消費者教育って言いますかね、勉強になるんじゃないかなあ

って思います。私どもの会社としての感想はそういうことでした。以上です。 

 

色川会長：どうぞ。 

 

事務局：ありがとうございます。しずてつストアの社員さんは、このミニ講座に、一番最
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初に入っていただきました。終わった後にお話聞いてみましたら、今まで中学校でお話を

することも当然なかったので、やはり緊張をされていたということでした。3年生から入っ

ていただいたんですが、やはり一番最初の 3 年生のときには、先生からちょっと話し方が

堅いと言う言葉もいただきましたが、2年生、1年生とやっていくにつれて、わかりやすく

なってきて良かったということを聞きました。それこそ、今週から消費生活センターの職

員が学校に行っていまして、3年生と 2年生が終わって来週月曜日に 1年生をやって終わり

ます。例え 10分という短い時間でも生徒を前にしてお話をさせていただくのはすごく緊張

してうまく話せないですが、回数を重ねれば少し慣れてくるのかなというところも感じて

います。弁護士さんなどは、お話をするのは慣れているとは思いますが、竹田委員のとこ

ろの社員さんは、最初は嫌だったかも知れないですけれども、やっていただいて、本当に

良かったと思います。学校の先生からもそういうお話を聞きました。実際に、事業者が物

を売っているだけでなく、地域に対して、いろいろな取り組みをしているんだっていうこ

とがわかったという声を生徒から聞けたというお話を聞きましたので、良かったと思いま

す。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。 

 

 

色川会長：どうぞ。 

 

川東委員：資料 3の 2に美和中の生徒のアンケート結果で、2年生が特に消費生活センター

の認知度が上がったというのは、本当にこの講座をやった意味があったということだと思

うんですよね。先ほどもお話がありましたが、学校に入り込むのは難しいというのは、ま

あ私も同じ立場で感じています。一方で、学校に受け入れしてもらうにはどうしたらいい

かというところで、教育委員会の皆さんも、こういうことの必要性については、他の会議

で川島課長からの話もありましたが、非常に理解があり、率先してということも考えてい

ただいています。ですから事務局側では、現場の先生方の意見も踏まえて、どういう時期

とか、タイミングとかというのを考慮いただければと。それには当課には社会教育を担当

しております学校の先生の OB の方が 3 人いますので、気軽に、現場としては、どの時期

にどんな形で、入ればいいのか、そういう相談にも来ていただければと思います。学校教

育は学校教育をやる場なんですが、このような消費者教育だけじゃなくて、納税とか社会

教育的なものも、やはり低年齢からやっていくことが、将来の生涯学習の振興につながる

と思います。若い人を結び付けていくかというのも当課の課題であり、それが、今、市全
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体で目指しています、地域や社会に役立つ人づくりに将来結び付くと感じていますので、

地道な作業にはなりますけど、ぜひ、引き続きお願いしたいと思います。以上です。 

 

色川会長：他にいかがですか。私から少しいいですか。ひとつは、推進校の件ですけど、

一種のモデルケースですから、この形でやらなきゃいけないわけではないのです。いろい

ろな課題もあると思いますので、その辺を踏まえて、どういう形に変えていけばいいか。

まあ、今のままやってもいいものとそうじゃないものとあると思うので、その辺を仕分け

していくことが大事だと思うんです。 

アンケート結果に関しては年度の途中だからまだ何もできてない子もいます。だから、

年度の終わりにもう一回確認が必要で、そこでもう一回見直しをしたほうがいいだろうと

いうように思います。 

ちょっと気になったのは、やっぱりセンターの周知の問題で、これは、全国的にも問題

なのですが、結構理解されないのです、話をしても。その時はわかったような顔するのだ

けど、わからないのです。要は具体的に自分がそういうセンターで相談していいものでも、

センターに行かない場合が結構あって、わからなくなっちゃうのです。教材作りもやっぱ

り、日々やってないとだめだと思うのです。教材作成、教材開発、どういう教材だったら

いけるのかと、あるいはいけないのかっていうことを検討する時間が必要で、いきなり来

てもうまくいくわけないのですね。ですから、その辺はまた詰めていただきたいと思いま

す。 

一つの提案として、ここには書かれてませんけど、ヤングライフセミナーの教材はもう

作って 5 年以上経ちます。内容はいいと思っていて、私も結構使う時があるのでいいので

すけど、やっぱり時代に合わせて少し改訂したほうがいいかもしれません。もっと使って

もらうためには何かをもう少し工夫がいるかもしれませんから、ああいうのを改訂する中

で、そういう勉強もしていくみたいな二重取りかもしれませんけど、何かそういう工夫も

あるかなあとちょっと思います。 

それともう一つ、推進地区の問題ですけど、これももちろん、試しだと思うのですが、

やはりそこからですね、結果的にどういう効果があったかということだと思うのですね。

例えば、そこの方が気楽にセンターに電話してくるようになったとか、あるいはそこの被

害件数が減った、相談件数が減ったとかです。ちょっとその辺をカウントするのは難しい

かもしれませんが。他の地域との違いが何かあるのかどうかということをやっぱり把握し

ないといけないと思うのです。これもやっぱり全国的にあまりない例で、特にこれだけ大
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きい市でやっているところは、ないと思うのです。ですから、そういう意味では、まあ何

が起こっても多少はしょうがないので、このまま突き進んでいただいてですね、いい面も

悪い面も学ぶ気持ちで、受け取るといいと思いますので、その辺は、よろしくお願いしま

す。 

あともう一つお聞きしたかったのは、これは質問ですけれど、推進委員をお二人にする

って書いてありますよね、29年度から。どういう方がなるのですか。 

 

事務局：29年度から 1名増員する推進員につきましては、学校の教員の OB をお願いする

ということで、教職員課で、校長会を通じて、ご推薦いただくようなことで話を進めさせ

ていただいております。 

 

色川会長：それはいいことです。推進員は全国的にもいわゆる相談員 OG の方と、学校の

OB の方の両方いらっしゃるのです。ほとんどの自治体ではだいたい一人しかいないので、

どちらかしかいないです。ですから両方いるのは、本当にベストだと思うので、素晴らし

いことです。 

他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。では次の議事にいかせていただき

ます。次は議事 2「平成 29 年度以降の消費者教育推進事業」について、事務局から説明を

お願いいたします。 

 

事務局：議事 2「平成 29年度以降の消費者教育推進事業」について説明。 

 

色川会長：はい。ありがとうございました。 

それでは、何かご質問ご意見等ありましたら、挙手をお願いします。いかがでしょうか。 

 

杉山委員：今ご説明があった。地域サポーターの話なんですけれども、資料 5 のところに

しずおか市消費者協会への加入を促すというようなことで、今ご説明にもあったんですけ

れども、それは、一応任意ということで強制ではなくてということの理解でよろしいです

か。 

 

事務局：そうです。講座修了後にそのまま地域に行ってくださいっていうよりも、現在、

地域で活動してくださっています、しずおか市消費者協会に加入していただけると、地域
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で活動しやすいのかなと思いまして、任意で勧めさせていただこうと思っております。 

 

色川会長：他、いかがでしょうか。宮下委員。 

 

宮下委員：ご説明していただいた中で、いくつか委員会の検討を要請されたのがあったと

思いますが、その中で教材の作成について作るかどうか含めて検討するというお話があっ

たと思うんですけれど、それは作らないという方向での検討なのか、作るんだけれどもど

うしたらいいかという方向での検討なのか、どちらの方向で検討するのかというのを、ち

ょっと教えていただきたいんですが。 

 

事務局：教材作成についてですが、静岡市消費者教育推進計画の当初の計画では載せてい

るんですが、他の市町とか企業とかでも素晴らしい教材を作っているので、そういうもの

を活用して学校とか他のところに入っていったほうがいいのか、やはり静岡市独自に作っ

て進めていったほうがいいのか、その辺でご意見等がありましたら、教えていただければ

と思います。よろしくお願いします。 

 

宮下委員：事情は理解しました。それであれば、ここで作るか作らないかを決めるという

のは、具体的な状況がわからないので難しいと思います。例えば、「エブリデイ消費者！」

を作った時に、委員会を別に作っておりましたですね。ですから、作るか作らないかを含

めて何かワーキンググループのようなものを立ち上げてはいかがでしょうか。例えば、色

川会長とか小清水委員とか委員の中にも専門家がいらっしゃいますし、あといろんな形で

携わっていただいた学校の先生方も確かいらっしゃったと思いますので、そういう方々の

中で、他の教材と比べて静岡市独自の豊かなものが作れるかどうかを検討するワーキング

グループのようなものを、別途数回やっていただいて、その上で、例えば来年度のこの協

議会に提案していただいたほうがいいかと思います。 

 

色川会長：他、いかがでしょうか。 

サポーター養成講座のカリュキュラムについてちょっと私が先走って言ってしまうと、

地域サポーターですから教育ばっかりではなく、たぶん見守りの担い手だったりする可能

性もありますよね。そうすると見守り者としての心得とか、そういう講座も必要な気がす

るのです。だから、何かその辺の、工夫なり講座なりが必要かなと思います。あと、これ
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は宮下先生や朝倉先生がご専門ですけど、法律はちょっと薄いかなとか、これを一から理

解するのは結構難しいじゃないですか。また、どこまで教えるかとか。もちろん学ぶかと

いう問題があるのですけど。出前講座で。そうしたら自分がよく理解していないと教えら

れないですよね。どんなに面白くしても。ということは、もう少し時間が欲しいと思いま

す。 

 

山本委員：今、先生からお話があった出前講座のことです。我々のころは消費者なんです

けど。それはやってます。警察からあるいは金融機関から来ていただいて、そういう振り

込め詐欺とかあるいは困っていることの出前講座を、一年にいっぺんぐらいですが、やっ

てます。 

もうひとつは、警察の生活安全課から振り込め詐欺についてどのような活動をしてます

かということを報告する、駿河区では南部学区と東源台に広報マンがいるわけですよ。う

ちのところでは 64名。東源台はちょっとわかりませんけど。南警察署から委嘱状をもらい

ましてどのような活動をしているか 3 か月にいっぺんくらい生活安全課に報告をしてるん

ですよ。口頭ですけど。その報告がやはりみなさんから聞いたことをちょっと取りまとめ

てお話する程度なんですけど。やはり普通のことではちょっとできないことが多いんです

よね。口頭では簡単に申し上げますけど、やはり地域のボランティアさん、あるいは自治

会長さんにお願いして、うちのところの連町会に、町内会が、7町内あるもんですから、そ

の連町会に、鎌田さん、あるいは那須野さんに、来ていただいてます。ご存知かと思いま

すけど、1 年間で 12 回連町会があって、半分以上に出て参加してくれてるですよね。いろ

んな資料渡したり、お願いしたり。そういうことをしてるわけです。ですから、これから

やはり我々も一応 29年度で終わりますけど、まあ継続して活動しなければなりませんけど。

うちのほうとかは、そういう問題は全然ありません。振り込め詐欺でね。まあ、一度かか

って来たことはありますけど。 

先日、静清信用の支店長から私のほうに電話がありまして、振り込め詐欺についてのお

話…講座をやってほしいということでした。2月にやることになるんです。静清信用の振り

込め詐欺を防止した女性の方が、講座をしてくれるんです。実際に体験したことをお話し

してくれるのでちょっと楽しみにしています。 

やはり人を動かすというのは非常に難しいです。会社勤めだったら上から下まで降ろす

ことができますけど、一般の方にお願いするというのは口説くのが大変なんです。理解し

てもらうにはやはり時間も掛かります。ですから、行政から言われると…、何で偉そうに
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言ってるということがありますけど…私がほんとに親身になって皆さんにお願いしなけれ

ば理解してくれません。そういうことをひとつ、皆さんもご理解いただきたいと思います。

学校に関しては、我々は関わることはできませんけど、一般の住民に対してはできます。

こういうふうに、度々報告書も書いていただいております。非常に、私が気づかないとこ

ろもいろいろ理解できますので、ほんと、我々、やってよかったかなというところも思っ

てます。そういうことです。よろしくお願いいたします。 

 

色川会長：今の話は、地域ごとの実績の話ですね。 

 

山本委員：そうです。 

 

色川会長：私が、話したのは、別のサポーター養成講座だったので申し訳ないです。そう

しましたら、地域の効果について、ちゃんと測定していただいていただけたらと思います。 

他、いかがでしょうか。 

 

川東委員：消費生活地域サポーター養成講座の件、お願いをしておきたいです。先ほども

言いました、「こ・こ・に」にというシチズンカレッジ。市民大学構想の一環としてやって

いる中で、これまでは、総合課程が 2コース、専門課程が 8コース。全部で 10の講座でし

たが、来年度は専門課程を、今日お話いただいているこの講座を含めて 7 つ増やして、更

に市民の方に広く受講していただくように整えてやっていく予定になっています。その中

で議論されているのが、受講生の質をどう維持するか。広げるのはいいけれどもレベルが

下がるのではということを市長からも直々に課題としていただいておりまして、関係課の

皆さんにお願いしているのは、募集について…、やりたい皆さんをそのまま全員受けるの

ではなく、志望動機なんかを見て必ず選考していただきたいというお願いを今してるとこ

ろです。もちろん選考して募集出された方がすべてその目的にかなった趣旨をお持ちにな

っていれば、定員が 30 人でも可能であれば 32 人お受けしてかまわないと思いますが、ぜ

ひ選考というところはきちんとやっていただきたいと思います。 

それから、もう一つは自治会連合会の方からその「こ・こ・に」に対していろんなご意

見いただく中で、もともとこのスタートが既存の講座をまとめたところから始まっていま

すが、座学ばかりでは駄目だよと。もっと実践につながるようにというご意見を多数いた

だいております。今回のプログラムの中には寸劇を作るだとか、出前講座のカリュキュラ
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ムを実際に作って発表するというプログラムを載せていただいていますので、ぜひ、座学

だけでなく受講生のグループワーク、ディスカッションとか実践とかも考えまして、この

修了生が消費生活センターのみなさん、あるいは、消費者協会のみなさんとタイアップし

つつ、更に「こ・こ・に」の他の受講生の方とも交流してもっと幅広い知見の下で地域の

ために活躍をしていただけるようになっていただきたいと願っています。以上です。 

 

色川会長：他、いかがでしょうか。橋本委員。 

 

橋本委員：先ほど小学校の教材をどうしようかっていうお話がありましたが、小学校のほ

うだと、5、6年生の家庭科の中で商品についてや買い物とかの勉強をする機会があったり、

あと社会科では 4R で、リユースとかリサイクルとかの勉強を 4 年生でやっていくんです。

こういう中学生の教材を見せていただいて、内容もボリュームもあってすごく素晴らしい

なと思いました。でも、せっかく作っても使われないと意味がないので、どういうところ

で使えるのかなど、本当によく考えて作らなければいけないと思います。本当に作るほう

がいいのか、それとも、既存の教科書などでもやれるのかを決めてほしいと思います。そ

のために、また先生方に集まってもらうのもいろいろ現場も忙しいので、難しいです。 

あと静岡市はマナーブックを学校教育課のほうで作っています。もしかしたらその中に

消費者教育のことが入っているかもしれないです。勉強不足で申し訳ないですけれど、消

費者教育について載っているかどうか帰ったらすぐに調べます。既存の資料がいろいろあ

るので、新しく作ったものが結局使われないと、お金のこともあるし、子どもにとっても

どうかなっていうこともあるので、熟考しないといけないなと思いました。お願いします。 

 

色川会長：他、いかがでしょうか。杉山委員、お願いします。 

 

杉山委員：すみません。教材の件なんですけれども、私は消費者の相談員を長くやってお

りましたし、いろんな相談業務をずっとやっていて出前講座もたくさん行った経験があり

ます。その中で先ほどいろんなところにいろんな教材があるっていうお話をおしゃってま

したけど、本当にそうで、国、県それからもちろんいろんな市町村で、本当にたくさん教

材がありまして、とても良くできているなと思います。新たにお金をかけて作るっていう

のは、お金との費用対効果っていうことも含めていろいろと…。本当によく考えられてた

くさん出ているので、その辺りを使うっていうのもひとつかなと思います。本当にいい教
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材がたくさん出てます。正式な名称忘れましたけれども、消費者教育支援センターですか、

そこの教材なんかもすごくいいのもあります。あと国民生活センター等のですね、国の機

関とか、独立行政法人とか、いろいろな機関の中で、最近はダウンロードできる教材もた

くさんありますので、私の NACS の仲間では、そういうダウンロードできるようなものを

利用して、講座に個々に行っている仲間もいますので、新たに作るというのは、もちろん

それだけの費用の問題もあるかと思うんで、その辺りの兼ね合いで、使えるものは使うっ

ていう、あとはその使った後ろに名前だけ、こう、差し替えてやっているのもよく見まし

たので、そういうのもいいんじゃないかなとは思います。 

 

色川会長：確か静岡市の「エブリデイ消費者！」は、他の市でも配る予定ではなかったで

すか。 

 

事務局：はい。お問い合わせいただいて使わせてもらいたいというところは、昨年も何校

かありました。また、静岡県のほうから、これはまだ確定した話ではないですけれども、

県内中部の他の市町の中学校で配りたいというお話はいただいております。しかし、これ

も各市町の予算の話があるものですから、一応、使ってもいいですかというお問合せがあ

りましたので、どうぞとお話をさせていただきました。 

この「エブリデイ消費者！」については、先生方も広めてくださっていることもありま

して、他の市町でもかなり知られています。ひとつ教材を作ると作りっ放しというわけに

はやはりいかないものですから、それを使っていただくところにも力を入れていかなくて

はなりません。なので、新たにもう一つ二つと教材を作っていくのも大変なのかなという

考えも個人的にはあります。先ほど色川会長からもヤングライフセミナーもちょっと古く

なったということで、あちらは確か平成 22年度に作ったものではないかと思います。それ

の改訂とかも考えて、あれもこれもとなっていくと、手に負えなくなるのかなというとこ

ろもあります。宮下委員からもワーキンググループ作って検討したらどうかということも

ありましたので、来年度すぐにというわけにはいきませんけれども、また考えていけたら

とは思いますので、その際にはよろしくお願いいたします。 

 

事務局：ひとつ、補足させてください。ヤングライフセミナーの、教材そのものは 22年度

に作ってから改訂というようなことを行なっておりませんが、実際には講師に行く消費生

活相談員が適宜、新しい情報を差し替えて、組み替えておりますので、まったくそのまま
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使っているということではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。 

 

色川会長：はい。お願いします。 

 

久保田委員：いろいろご意見いただいてありがとうございます。消費生活サポーターの養

成講座は、これから予算の決定を見てという経過をたどるんですけど、いずれにしても来

年度の消費生活センターの目玉にもなるような事業なので、我々もいい受講生が応募して

いただけることを期待しています。あわせて、先ほど色川会長からも話があった通り、目

的は地域で消費者教育の担い手になってくれる人材であることと、それから、高齢者の見

守り者になってもらうことなので、高齢者の見守りの方法についての項目を入れてもいい

じゃないですかというような意見については、まだこれあくまで案ですので、もう少し検

討させてもらいたいと思います。生涯学習推進課長のほうからも話があった通り、やはり

受講した方がいかに地域で活躍できるかというところが一番のメインになるので、常にそ

このところについては、考えつつ、講座を進めていきたいと思います。また、途中途中に

ですね、協議会等でも経過を報告させていただきたいなというふうに思います。 

 それからもう一つの教材のアピールにつきましては、実は私も、一昨日ですか、うちの

職員が、美和中学校で 10 分 15 分ほどですけども、先生になるということだったので、ち

ょっと同行して様子を見ました。中学生を対象に話をするのはなかなか大変なことだなと

いうのも、後ろで聞いてて実感しましたけれども、小清水委員がおっしゃる通り、何か教

材があればいいなというところは確かに…、そうすると一貫した説明もできますし、非常

にいい提案だなというふうに思います。ただ、どういったものが一番適当なのか、時間も

短い中で、たくさんのものを背負い込むというのは非常に大変で、その辺はですね、また

十分、課内でも検討していきたいというふうに思います。以上です。 

 

色川会長：ありがとうございました。教材を作るか作らないかのワーキングというよりも

教材等を練るワーキングって言うのですか、ある程度、集めて検討する。さっきの小学校

もそうですけど、いろいろあるのですけど、あれを全部集めてきて本当にどうなのかって

問題は議論しないとわからないところです。ですから、そういうことを定期的にやる検討

会ができれば、負担が増えてしまうかもしれませんが、本当に理想的だと思います。 

他、いかがでしょうか。どうぞ。 
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小清水委員：消費生活地域サポーター養成のほうなんですけど、先ほど静岡市の消費者協

会に加入っていうことを促して実際に受講後に実践しやすいようにってことがあったので、

もしかしたらこのプログラムの中に、そういう、もう地域でやられてる方のその事例なん

かも入れながら、モデルを示すと言うか、だいたいこの講座を受けてもらってこんなふう

なことを私たちは目標としてますよっていうような、そういうふうな提供があってもいい

のかなと。自分で一からじゃなくって、実際にどんなふうに地域に入っていくのかとか、

どんな活動するとより地域に溶け込めやすいのかとか、そうようなことももう少し、中に

入っていてもいいのかなというふうに思いました。 

それから、中学校での消費者教育推進の出前講座なんですけど、いかに中学生にわかり

易く教えるかっていうこともひとつ大事なところなんですけど、たぶん家庭科の先生がひ

とりで話していても駄目で、いろんな立場の方がみえて、そして社会の中でやっぱり消費

者問題というのがあるんだっていうことを、子どもたちはたぶんいろんな大人がそこに出

かけてって話すことで感じられることもたくさんあるので、その講座のもち方も視点の切

り口、例えばその事業者の視点で見るとっていうような、行政の視点で見るととか、そう

いういろんな視点を子どもたちに与えることで、社会の中で消費者問題に取り組んでいる

んだなあとか、自分たちも消費者の一人としているんだなとか、そういうふうな何かメッ

セージ性が伝えられることも大事かなというふうに思いました。また何かお力になること

があればと思っております。 

 

色川会長：他、いかがでしょうか。 

今のでついでに言いますと、さっき竹田委員がおっしゃったみたいに、例えばスーパー

に行くとか、こういうのもあるといいんじゃないですかね。実は僕も何度か行ったことが

あるのですけど、結構面白いです。勉強になることが多くて。そういう実践もあってもい

い。知っているようで、実は、事業者側の考え方、見方なんて知らないですから。いろい

ろ検討して是非良い講座にしてください。 

また何かご意見がありましたら、会議じゃなくても、センターのほうに言っていただけ

れば、また考えていただけると思いますので、よろしくお願いします。 

そろそろよろしいでしょうか。それでは、これで「静岡市消費者教育推進地域協議会」

を終了いたします。ありがとうございました。 


