
平成 28年度第２回札幌市消費生活審議会 資料１-２

札幌市消費者教育推進プラン

平成 27・28 年度実施状況



1

１ 市民が利用できる『場』を充実させる

実 績

○利用できる「場」を増やす

○利用しやすい「場」に改善する

○「場」の情報共有を行う

■主な取組（☆は重点取組）

☆消費者教育をより充実させる必要がある『場』を明らかにする

ため、市内の様々な消費者教育が行われている『場』の情報を

データベース化し、合わせて『場』の情報をカタログ化して市民

に提供する

☆消費者教育が市民等に浸透するように、『消費者教育の意

義や効果』について、啓発資料の作成やマスメディア等の積極

的な活用により周知を図っていく

・消費者被害防止ネットワーク事業に参加する関係者との連携

を強化し、消費者教育の機会を増やす

・学校や事業所等と連携を深め、共同で講座等を行う機会を設

ける等、消費者教育が行われる場を増やすと同時に、既存の

講座の場所、時間を見直す等改善を行う

・市内の様々な消費者教育の取組を掲載した消費者教育カタログ「さっぽろ暮らしまなＢＯＯＫ」を

10,000 部作成し、消費者センター、各区役所、区民センター等で配布した。また、現在、カタログ

のデータベース Web ページを作成中である。

・消費者教育の意義・効果や「さっぽろ暮らしまなＢＯＯＫ」について、ＴＶ・ラジオＣＭや地下鉄額

面広告、消費者センターホームページ等を用いて広くＰＲ活動を行った。今年度もリーフレットの作

成ほかＰＲ活動を実施する予定である。

・消費者被害防止ネットワーク事業を通じ、地域や関係機関などとの連携で、高齢者や障がい者

を狙った悪質商法などについて情報提供するほか、出前講座などの啓発を行った。

・他イベントへの協力や、地域における講座の実施を通し、消費者センターが実施する消費者教

育の「場」の開拓に資することができた

・相談対応時における、消費生活に関する情報提供・講座等の紹介により、消費生活相談を消費

者教育の「場」と位置づけることができた

・消費者団体やネットワーク事業関係機関と連携し、共催による講座を実施した。
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・消費生活相談員が相談対応時に、消費生活に関する情報提

供・講座等の紹介等も行う

・消費者センターが実施する講座の回数を増やす

■行動目標

・消費者センターで把握している講座等の回数(カタログの掲載

数)（平成 29 年度までに 500 回）

・消費者センターで実施する年間の講座等の回数

（平成 29年度の年間回数 250 回）

・消費生活相談員が、相談対応時に（独）国民生活センターの注意喚起情報等をもとに、消費生

活に関する情報提供を行っている。特に窓口来庁者には、相談内容に関連する啓発パンフレット

の配付や講座の案内等を行っている。

・親子向けイベント「消費者キッズフェスタ」の実施（27・28 年度）や、子育てサロン（27 年度は 3 か

所で試行実施、28 年度は各区計 10 か所で実施）、等での地域における講座を実施した。

行動目標

・「さっぽろ暮らしまなＢＯＯＫ」作成の過程で280回（件）の講座等を把握した。（紙面の関係上、実

際に掲載したのは 200 回（件））

・平成 26 年度は 222 件、平成 27年度は 190 件、平成 28年度は 12月末までで 154 回の講座等

を実施した。

＜まとめ＞

・消費者教育カタログ化事業の実施を通じ、市内で実施される消費者教育の情報について、対象や領域、実施回数等を広く把握することができた。今後はカタログのデー

タベース化など、カタログの効率的な運用方法を検討する必要がある

・地域や関係機関への情報提供や、それらの団体との共催による講座の実施により、高齢者や障がい者の消費者被害の未然防止や早期発見・救済に効果をあげている

・消費者教育が市民等に浸透しているとはまだいえないことから「消費者教育の意義や効果」の積極的・効果的な周知が重要

・カタログで把握した主体どうしの共催による講座を実施する等、取組事例を活用した事業展開により「場」を増やす必要がある

・特に出前講座の依頼件数が伸び悩んでいることから、新たなニーズの掘り起こしが必要
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２ 『担い手』となる人材の発掘と、成長への支援を行う

実 績

○消費者教育に関する理解の促進を図る

○『担い手』の能力向上を支援する

○『担い手』の連携促進に関する支援を行う

■主な取組（☆は重点取組）

☆消費者教育の推進に取り組んでいる事業者・団体等をモデ

ルとし、取組への支援及びその取組内容の PR を行う

☆消費者教育が市民等に浸透するように、『消費者教育の意

義や効果』について、啓発資料の作成やマスメディア等の積極

的な活用により周知を図っていく

・消費生活相談員が相談対応時に、消費生活に関する情報提

供・講座等の紹介等も行う

・消費者教育の意義・効果や「さっぽろ暮らしまなＢＯＯＫ」について、ＴＶ・ラジオＣＭや地下鉄額

面広告、消費者センターホームページ等を用いて広くＰＲ活動を行った。今年度もリーフレットの作

成ほかＰＲ活動を実施する予定である。【再掲】

・消費生活相談員が、相談対応時に（独）国民生活センターの注意喚起情報等をもとに、消費生

活に関する情報提供を行っている。特に窓口来庁者には、相談内容に関連するパンフレットの配

付や講座の案内等を行っている。【再掲】
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・わかりやすく伝えるため、実践、体験や応用等を盛り込む等、

具体的な方法について十分検討して実施する。また、担い手

がわかりやすく伝えることができるよう研修を行う

・市、消費者団体、事業者団体、大学や専門学校等、事業者、

北海道、他の行政機関、関係する団体等との意見交換や会議

の場において、消費者教育についての情報交換等を行う

■行動目標

・担い手を育成するための講座数

（平成 29年度の年間回数 20件）

・教職員や消費生活推進員等を対象に、効果的でわかりやすい授業や講座の手法について講座

や研修を行った。

・教育委員会の主催する消費者教育実践研究会において、学校教職員とともに学校での効果的

な指導方法による授業を促すための実践的研究を行った。

・消費者庁主催の「地方消費者フォーラム」に実行委員として参加し、参加各団体との意見交換を

行った。

・北海道と「消費者センター啓発事業連携協力会議」を開催し、相互の講座内容の確認・調整や

講座等に関する意見交換を行った。

行動目標

26年度は 15件、27 年度は 16件、28 年度は 12月末までで 12件の講座等を実施した。

なお、今後、民生委員等を対象にした地域活動団体向け見守り講座等の実施等を予定しているこ

とから、28 年度は年間計 19件になる見込み。

＜まとめ＞

・自らが行う取組が消費者教育としての側面を持っていると認識していない担い手に対して「消費者教育の意義や効果」を積極的に周知することが重要

・実践的研究は一定の成果をあげているといえるものの、その成果を各学校での授業に活かすところまでは至っていないため、教育委員会との連携の強化等により各学校

への広がりに結びつけることが必要である

・相談対応を通じて、消費生活に関する情報提供・講座等を紹介することにより、消費者教育の「担い手」としての消費生活相談員の能力向上につなげることができた

・各団体やカタログで把握した主体どうしの連携の輪をより広げていく必要があると考えられる
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３ 市民がしっかり学べる、消費者教育の『デザイン』を行う

実 績

○段階・領域のバランスを考えた消費者教育の計画

的な実施

○より理解が深まるよう、講座等を実施するための工

夫を行う

■主な取組（☆は重点取組）

☆バランスよく体系的に学ぶことができるよう講座等の配分を調

整するため、また講座等の内容が充実するよう各実施主体へ

働きかけを行うため、市内の様々な消費者教育の内容と実施

状況に関する情報をデータベース化し、あわせてこれらの情報

をカタログ化して市民に提供する

・消費者教育が効果的に行われるよう、取り上げるテーマと対

象とする段階に応じて講義、イベント、出前講座、e ラーニング、

パンフレット、パネル展示、新聞、情報誌、HP 等、手法を十分

検討して実施する

・市内の様々な消費者教育の取組を掲載した消費者教育カタログ「さっぽろ暮らしまなＢＯＯＫ」を

10,000 部作成し、消費者センター、各区役所、区民センター等で配布を行った。また、現在、カタ

ログのデータベース Web ページを作成中である。【再掲】

・幼児やその親（保護者）を対象とした消費者教育の手法の確立に向け、親子向けイベント「消費

者キッズフェスタ」や子育てサロン出張講座を行うとともに、親子向け消費者教育動画を作成した。

・札幌市子ども議員の意見を取り入れ、子どもたちにスマートフォン等のトラブル事例や消費者ホッ

トライン 188を紹介した名刺サイズのカードを作成した。（Ｈ28年 5月に市内の全小・中学校、高校

の生徒に配付済）

・若者の消費生活トラブル回避のための自己防衛策を、人気コミックのイラスト及びエピソードを使

用して、わかりやすく解説した啓発冊子「新クロサギ」について、最近トラブルの多い事例を反映さ

せた改訂版を作成中である。
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・北海道と札幌市の持つそれぞれの役割に基づき、相互の講座

内容(年間計画)を確認する等、連携して消費者教育を進める

・わかりやすく伝えるため、実践、体験や応用等を盛り込む等、

具体的な方法について十分検討して実施する。また、担い手が

わかりやすく伝えることができるよう研修を行う

■行動目標

・「消費者教育に関する取組マップ」における、講座を実施して

いる割合（平成 29年度 84％）

・本市職員に対する消費者教育の実施のため、職員向け出前講座のメニューの見直しを行った

結果、27 年度は 3件（前年度比+3件）の申し込みがあった。

※ 出前講座総実施数 24件 シェア率 12.5％

・北海道と「消費者センター啓発事業連携協力会議」を開催し、相互の講座内容の確認・調整や

講座等に関する意見交換を行った。【再掲】

・教職員や消費生活推進員等を対象に、効果的でわかりやすい授業や講座の手法について講

座や研修を行った。【再掲】

行動目標

・平成 27年度は 89％の実施割合であった。

＜まとめ＞

・様々なイベントの実施や啓発物の作成、担い手向けの講座や研修の実施を通し、効果的な消費者教育の手法について研究・改善することができた

・各団体との意見交換や会議における情報交換ができたことは、今後の消費者教育の推進のため有意義である

・消費者教育を段階・領域ごとにバランスよく体系的に学ぶことができるよう、カタログで把握した情報を分析し、その結果をもとに各実施主体へ働きかけていく必要がある

・始まったばかりの取組については、今後の実施を通して検証・改善していく必要がある

・例えば教育委員会や教職員と共同で教材開発を行うなど、学校における消費者教育を充実させるための環境づくりが必要



消費者教育に関する取組マップ(H27消費者センター実施分)

幼児期 小学生期 中学生期 高校生期
成人期

特に若者 成人一般 特に高齢者

生活において自立を進め、消
費生活のスタイルや価値観を
確立し自らの行動を始める時
期

精神的、経済的に自立し、消
費者市民社会の構築に、
様々な人々と協働し取り組む
時期

周囲の支援を受けつつも人生
での豊富な経験や知識を消費
者市民社会構築に活かす時
期

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

消費がもつ影響力
の理解

おつかいや買い物に関心を持と
う

消費をめぐる物と金銭の流れを
考えよう

消費者の行動が環境や経済
に与える影響を考えよう

生産・流通・消費・廃棄が環
境・経済・社会に与える影響を
考えよう

生産・流通・消費・廃棄が環
境、経済、社会に与える影響
を考える習慣を身に付けよう

様々な気づきの体験を通じ
て、家族や身の回りの物事に
関心をもち、それを取り入れる
時期

主体的な行動、社会や環境
への興味を通して、消費者とし
ての素地の形成が望まれる時
期

行動の範囲が広がり、権利と
責任を理解し、トラブル解決方
法の理解が望まれる時期

生涯を見通した生活の管理や
計画の重要性、社会的責任
を理解し、主体的な判断が望
まれる時期

持続可能な消費
の実践

身に回りのものを大切にしよう
自分の生活と身近な環境との
かかわりに気づき、物の使い方
などを工夫しよう

消費生活が環境に与える影
響を考え、環境に配慮した生
活を実践しよう

持続可能な社会を目指して、
ライフスタイルを考えよう

持続可能な社会を目指したラ
イフスタイルを探そう

生産・流通・消費・廃棄が環
境、経済、社会に与える影響
に配慮して行動しよう

消費者の行動が環境、経済、
社会に与える影響に配慮する
ことの大切さを伝え合おう

2 4 5 5 4 8 3
持続可能な社会を目指したラ
イフスタイルを実践しよう

持続可能な社会に役立つライ
フスタイルについて伝え合おう

3 9 3 2 3 21 5
地域や職場で協働して消費
者問題その他の社会課題を解
決し、公正な社会をつくろう

支え合いながら協働して消費
者問題その他の社会課題を解
決し、公正な社会をつくろう

3 2 1 1 3 7 2

協力することの大切さを知ろう
身近な消費問題に目を向けよ
う

身近な消費者問題及び社会
課題の解決や、公正な社会の
形成について考えよう

身近な消費者問題及び社会
課題の解決や、公正な社会の
形成に協働して取り組むことの
重要性を理解しよう

消費者問題その他の社会課
題の解決や、公正な社会の形
成に向けた行動の場を広げよう

安全で危険の少ないくらし方を
する習慣を付けよう

安全で危険の少ないくらしと消
費社会をつくろう

安全で危険の少ないくらしの大
切さを伝え合おう

7 6 2 11 42 21

くらしの中の危険や、ものの安
全な使い方に気づこう

危険を回避し、物を安全に使
う手がかりを知ろう

危険を回避し、物を安全に使
う手段を知り、使おう

安全で危険の少ないくらしと消
費社会を目指すことの大切さ
を理解しよう

トラブル解決の法律や制度、
相談機関の利用法を知ろう

トラブル解決の法律や制度、
相談機関を利用する習慣を付
けよう

トラブル解決の法律や制度、
相談機関を利用しやすい社会
をつくろう

支え合いながらトラブル解決の
法律や制度、相談機関を利
用しよう

4 8 6 21 90

困ったことがあったら身近な人
に伝えよう

困ったことがあったら身近な人
に相談しよう

販売方法の特徴を知り、トラブ
ル解決の法律や制度、相談
機関を知ろう

124

選択し、契約する
ことへの理解と考え
る態度

約束やきまりを守ろう

物の選び方、買い方を考え適
切に購入しよう
約束やきまりの大切さを知り、
考えよう

商品を適切に選択するととも
に、契約とそのルールを知り、よ
りよい契約の仕方を考えよう

適切な意思決定に基づいて行
動しよう
契約とそのルールの活用につい
て理解しよう

契約の内容・ルールを理解し、
よく確認して契約する習慣を付
けよう

契約とそのルールを理解し、くら
しに活かそう

契約トラブルに遭遇しない暮ら
しの知恵を伝え合おう

21
生活環境の変化に対応し支え
合いながら生活を管理しよう

商
品
等
の
安
全

商品安全の理解と
危険を回避する能
力

トラブル対応能力

消費者の参画・協
働

1 3 1 3
生活を設計・管理
する能力

欲しいものがあったときは、よく
考え、時には我慢することをお
ぼえよう

物や金銭の大切さに気づき、
計画的な使い方を考えよう
お小遣いを考えて使おう

消費に関する生活管理の技
能を活用しよう
買い物や貯金を計画的にしよ
う

主体的に生活設計を立ててみ
よう
生涯を見通した生活経済の管
理や計画を考えよう

生涯を見通した計画的なくらし
を目指して、生活設計・管理
を実践しよう

経済社会の変化に対応し、生
涯を見通した計画的なくらしを
しよう

3

3 1 3 1 9 17
生
活
の
管
理
と
契
約

情
報
と
メ
デ
ィ

ア

情報の収集・処
理・発信能力

身の回りのさまざまな情報に気
づこう

消費に関する情報の集め方や
活用の仕方を知ろう

消費生活に関する情報の収
集と発信の技能を身に付けよ
う

情報と情報技術の適切な利
用法や、国内だけでなく、国際
社会との関係を考えてみよう

情報社会のルール
や情報モラルの理
解

自分や家族を大切にしよう
自分や知人の個人情報を守
るなど、情報モラルを知ろう

著作権や発信した情報への責
任を知ろう

望ましい情報社会のあり方や、
情報モラル、セキュリティについ
て考えよう

4

情報と情報技術を適切に利
用する習慣を身に付けよう

情報と情報技術を適切に利
用するくらしをしよう

支え合いながら情報と情報技
術を適切に利用しよう

3 2 6 1 1 11 4
情報社会のルールや情報モラ
ルを守る習慣を付けよう

トラブルが少なく、情報モラルが
守られる情報社会をつくろう

支え合いながら、トラブルが少
なく、情報モラルが守られる情
報社会をつくろう

1 2 3 3 3

1 1 1

2

消費生活情報に
対する批判的思
考力

身の回りの情報から「なぜ」「ど
うして」を考えよう

消費生活情報の目的や特
徴、選択の大切さを知ろう

消費生活情報の評価、選択
の方法について学び、意思決
定の大切さを知ろう

消費生活情報の評価、選択
の方法について学び、社会との
関連を理解しよう

消費生活情報を主体的に吟
味する習慣を付けよう

消費生活情報を主体的に評
価して行動しよう

支え合いながら消費生活情報
を上手に取り入れよう

段階

領域


