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第６次第３回 国分寺市消費生活審議会 
 

令和４年２月３日（木） 

午後２時から 

国分寺市役所書庫棟会議室 

（Web併用開催） 

 

議 題  

諮問事項について 

        

 

配布資料 

資料６－３－１ 教育委員会と連携した消費者教育の実施について 

資料６－３－２ 高校・大学・専門学校等と連携した取組について 

資料６－３－３ 庁内及び地域との連携について 

資料６－３－４ 成年年齢引下げに伴う消費者教育講座の実施について（報告） 

資料６－３－５ 東京都消費生活啓発員（コンシュ－マ－・エイド）の派遣につい   

        て（報告） 

資料６－３－６ 令和４年国分寺市成人式における啓発動画の放送について 

（報告） 

資料６－３－７ 第２回消費者見守りネットワ－ク協議会の開催（報告） 

資料６－３－８ 令和３年度共催講座について（報告） 

資料６－３－９ 令和３年度の事業について 

資料６－３－10 今後の検討スケジュ－ルについて（案） 

参考      各市の取組状況について 

        成年年齢引下げリ－フレット（法務省作成，４省庁作成） 

前回議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事務局：経済課長 

定刻となりましたので，これより，第６次第３回 国分寺市消費生活審議会を開会

いたします。本日も前回同様に，会場とオンラインの併用で開催します。本日は，６

名の委員，全員出席されていますので，国分寺市消費生活条例第 30 条第２項に基づ

き，会議が成立している旨を申し添えます。なお，本日は，委員の他に，同条例第 31

条の規定に基づき，オブザ－バ－として経済課の消費生活相談員が出席しています。 

 

会長： 

それでは，第６次第３回国分寺市消費生活審議会の審議に入ります。前回は，事務

局より各学校や庁内での取組の現状について説明があった後，委員の皆様より様々な

意見を伺いました。本日は，前回からの取組状況の進捗について，事務局より説明を

いただき，議論していきたいと思います。それでは，事務局よりこれまでの検討事項

について，資料の説明をお願いします。 

 

事務局： 

前回からの検討状況について，説明いたします。前回同様大きく３つに分けて，市

の教育委員会，市内の高校・大学・専門学校等，そして庁内及び地域連携について説

明します。はじめに資料６－３－１をお願いします。教育委員会と連携した消費者教

育の実施について説明します。昨年 10月 13日の校長連絡会において，４点依頼しま

した。まず１つ目は，市消費生活相談員による出前講座を依頼しました。要望のあっ

た第六小学校５年生２クラスで出前講座を開催しました。こちらについては資料６－

３－４をお願いします。 

本日出席の相談員が講師を務めましたので報告をお願いします。 

 

相談員： 

今回は，ＳＤＧｓというテ－マで第六小学校にて 45 分で一コマずつ，実施しまし

た。まず，ＳＤＧｓとは何かという大枠を説明し，子供たちでもできる取組について

話しました。特に，12 の「つくる責任，つかう責任」を焦点に，毎日の生活の中でＳ

ＤＧｓに貢献できることについて話しました。その際，パネルを作り視覚で訴えられ

るよう工夫しました。いくつか，子供たちの感想文を紹介します。 

「ＳＤＧｓとは，未来にいい世界を作ろうということだから，自分たちにできるこ

とに取り組んでいきたいです。来年からは自分たちが大人になるのは 18 歳からだか

ら，責任を持っていきたいと思いました。世界の人たちを救うためにお店の商品を手

前のほうから取ったりしていきたい！世界にいいマ－クを選んで生活していけたら

いいと思いました。」 

 このような感想を寄せていただきました。小学生に分かってもらうための準備は煩

雑ですが，やってみると非常に達成感がありました。 

 

事務局： 

資料６－３－１へお戻りください。２つ目は，啓発用 DVD を小中学校 15 校へ提供



しました。 

３つ目は，東京都の啓発教材を案内しました。Web 教材は１校，DVD は１校，リ－

フレットは１校から要望がありました。Web 教材については，生徒１人に１台のタブ

レット端末を貸与する GIGAスク－ル構想を活用するものとなります。 

４つ目は，例年行っています東京都消費生活啓発員の派遣についてで，先月は２校

で開催しました。詳細については，資料６－３－５に記載していますので後ほど御確

認ください。 

 

次に２番 今後の展開ですが，３点になります。 

まず１つ目は，来年度も引き続き校長連絡会や各学校への案内を継続して行うほか，

２つ目として，教育委員会と連携し PTA向けの講座を依頼していく予定です。３つ目

は，市内の中学校の３年生全員にリ－フレットと相談室のクリアファイルを３月まで

に配布する予定です。リ－フレットは本日配布している法務省のリ－フレットを予定

しています。 

 

次に資料６－３－２をお願いします。 

まず，１番の取組状況ですが，YouTubeや TikTokといった動画配信や広告など，ネッ

ト関連の意見が多く出ました。このほか，高校で年に１回は講習会を実施し，年代が

近い被害者の体験談や DVDを見ること，校内や高校生がよく行く店にポスタ－を掲示

するなどの意見をいただきました。また，啓発品については，「消費生活相談室」の名

入れを前提に聞いたところ，実用的なものとしてモバイルバッテリ－や除菌ジェル，

家の中で使うものとしてバスタオルなどの意見を頂きました。 

 ２つ目は，市内の高校・専門学校へ市消費生活相談員による出前講座の依頼を行い

ました。そのうち泉町にある，日本芸術高等学校の３年生向けに出前講座を行いまし

た。当日の講師である相談員が本日参加していますので報告をお願いします。 

 

相談員： 

 12月 10日に，３年生 19名に対し講座を行ってきました。事前に生徒の特長を伺う

と，勉強が不得手な生徒がいるのでアクティブラ－ニングを希望していること，また，

話す単語はわかりやすいものを用意してほしい，とのことでした。そこで「契約は慎

重に」「成年年齢の引き下げ」「色々なトラブル」「トラブルの回避」という４本の柱で

進めました。 

 内容としては，契約に関してのクイズや，契約成立のタイミングを一緒に考えなが

ら進めました。出席した生徒は３月までに全員 18 歳になるとのことで，未成年者取

り消しができるのは今だけ，という話しから，皆さんが困るのはどういった場合か，

を話しました。 

 生徒の中には，芸能活動など，勤めることを単位として認めている学校でしたので，

すでに「稼ぐ」という概念を持つ方がいることを意識しながら，色々なトラブルとし

て，マルチ商法のリスクや，キャッチセ－ルス，ネット通販などの注意点をお話しま

した。 



キャッシュレス決済についての話では，成年になるとクレジットカ－ドの契約が一

人でできることで考えられる注意点を話しました。例えば，スマ－トフォンのクレジ

ット払いを怠ってしまうと，将来ロ－ンを組みたいと思ったときに個人信用情報にそ

の情報が登録されていて，ロ－ンが組めなくなる可能性がある，という注意点も話し

ました。 

 

事務局： 

資料６－３－２にお戻りください。２番の今後の展開ですが，この間様々な検討を

行いました。東京経済大学の学生の意見を参考にして，市内在住の 18 歳・19 歳に対

し，消費生活相談室の名入れ啓発品と，前回の審議会で御意見をいただいた，国が作

成した啓発動画のＱＲコ－ドを印字したお知らせを同封し，発送することを進めてき

ました。しかしながら，庁内の予算の調整から断念することとなりました。 

続いて２つ目は，市内高校・専門学校へ再度依頼する予定です。学生から意見のあ

ったポスタ－の掲示，それから参考資料でお配りしています「18歳から大人！」の配

布を依頼します。裏面に動画などのページのＱＲコ－ドがついている内容となってい

ます。また，DVDの提供，そして相談員の出前講座の依頼を行います。 

３つ目は，大学向けに同じくポスタ－の掲示とリ－フレットの配布を依頼する予定

です。 

 

次に資料６－３－３をお願いします。庁内及び地域との連携について，１つ目は，

1 月 10 日の国分寺市成人式において，消費者庁が作成した啓発動画を放送しました。

当日は２部制で成人式が開催され，新成人の約 650人が参加しました。消費者庁の動

画を式典開始前，２本を２回に分けて，計４回，新成人が着席した状況で放送しまし

た。若者，とりわけ市内在住者が集まる貴重な機会で啓発することが出来ました。 

 

資料６－３－３へお戻りください。 

３つ目は，12 月 15 日号の市報に，成年年齢引下げに関する啓発として未成年取消

権や若者に多い消費者トラブルの事例を紹介しました。 

次に２番の今後の展開ですが，庁内で若者を対象に啓発などを行っている事業のう

ち，１つ目は，選挙管理委員会で 18歳の誕生日に選挙権に関する案内を送っており，

参考資料のリ－フレットを同封することができないか調整を進めてきました。しかし

ながら最終的に調整ができず断念することとなりました。 

２つ目は，前回の報告のとおり，市内５か所ある電子掲示板での啓発を３月から４

月にかけて行う予定です。こちらは消費者庁の承諾を得て，参考資料のリ－フレット

をアレンジした静止画とする予定です。 

３つ目は，市が運行しているコミュニティバスである，「ぶんバス」へポスタ－を掲

示する予定です。こちらも電子掲示板と同様にリ－フレットをアレンジした内容とな

ります。また，多摩 26市へ同様の取組状況を調査しましたので説明します。 

 

事務局： 



令和３年度の実績については，全自治体的に，広報やポスタ－を活用した広範囲で

の周知を目的とした取組が多くみられました。中でも啓発物配布の 13 件のうち，高

校生向け５件，大学・専門学校等向けが５件となり，出前講座 15 件のうち，高校生

向け３件，大学・専門学校等向けが３件実施されました。市の特徴をいかした施策と

しては，企業の新人研修や，市内の大学入学式やオリエンテ－リングの際に啓発リ－

フレット・グッズを配布する自治体もみられました。 

令和４年度の予定は，令和３年度と比べ，「広く周知」という取組から「対象を絞っ

た」取組や啓発活動にシフトしてきています。出前講座は，リモ－トや収録 DVDを配

布するなど，柔軟に対応する自治体が多くありました。令和３年度から引き続き，大

学や企業と連携する施策を講じる自治体があり，各自治体で工夫して啓発に努めてい

ます。併せて，小学校の PTAに向けた消費生活センタ－の案内や，小学校の家庭科教

諭へ向けた啓発が増えるなど，より若年者向けの教育という点に移行しつつあるよう

伺えます。 

 

会長： 

委員の皆様より御意見はありますか。 

 

岡本委員： 

 様々なことに取り組んでおられることが大変心強いと感じています。 

資料の６－３－２における啓発品配布の見送り，そして選挙管理委員会の手紙封入の

見送りとは，予算上の要因なのか，いわゆる市役所内の縦割りによる見送りなのか，

どちらでしょうか。 

 

事務局： 

まず，資料６－３－２にあります，啓発品配布の見送りについては予算上の制約に

よりできませんでした。そして，選挙管理委員会の手紙封入の見送りは，18歳の誕生

日を迎える方に，選挙に関する啓発のみを行いたいという主旨から，断念したものと

なります。 

 

会長： 

 今の意見に対しての質問です。見送りになった２つの案のうち，18 歳・19 歳の合

計約 2,000人に対する啓発品については，次年度，何らかの形で予算の計上ができれ

ば実現できるものなのか。また，選挙管理委員会の手紙封入は，事務局レベルで見送

りになったものと考えられるのですが，時間をかけていろいろな部署と協議すること

で実現できるものでしょうか。可能な範囲で補足してください。 

 

事務局： 

 双方とも，非常に進めたかった取組でしたが，他部署と協議する時間が足りなかっ

たと思っています。また，啓発品に替わる別の取組も含めて再検討したいと考えてい

ます。 



 選挙管理委員会の件については，これまでどのような啓発を行ってきたのかを踏ま

えて，選挙管理委員会にもメリットがあるような取組を提案できるよう，検討してい

きたいと考えています。 

 

会長： 

 以前，私のゼミにおいて，18 歳・19 歳への啓発品として日用品に相談室の名前を

入れるとしたら何がいいかを話し合った時，学生の全員が賛成したのはバスタオルで

した。フェイスタオルを啓発品に採用している団体は聞いたことがあったのですが，

予算のことを考えると，バスタオルは値段が高いので難しいと思っていました。とこ

ろが，国分寺市では，実現可能かどうかチャレンジしてもらえた。費用がかかるもの

なので難しいかもしれないが，若者がよく使うものとして採り上げてもらえたことは，

非常に評価できる点だと考えます。 

18・19歳を対象として配布する際，実現可能性のあるものは，答申としてまとめて

いけることを理想とします。また，選挙管理委員会の件では，成人を迎える市民に対

して手紙を送っている事実を，事務局に教えてもらうまで知りませんでした。選挙権

の周知と併せて，成年年齢引き下げの問題に関しても相乗りして送ることができれば

と，積極的に取り組んでもらえたことも評価できると考えています。 

４月１日がもうすぐ来てしまいますが，この審議会を有意義なものとするためにも，

積極的に御意見・御質問等をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

廣瀬委員： 

 すごくいいアイデアですが，コストがかかりすぎるのでバスタオルは非現実と思い

ます。100 円前後，いや 100 円でも難しいかもしれないので，検討する段階でもう少

し現実的なものを挙げるのがよいと考えます。 

 

会長： 

 学生は市役所の予算を知らないので，毎日使うものを自由に挙げたのですが，より

現実的なものをピックアップしていただけたらと考えます。 

 

副会長： 

 選挙管理委員会と連携した啓発を検討されていたようですが，もう少し年齢を下げ

て，公立中学生の入学案内にリ－フレットを同封する取組はいかがでしょうか。他市

では，保護者への啓発はさほど注力されていないようですので，保護者への啓発とい

う意味でも有効かと思います。 

 

事務局： 

 小学校・中学校であれば，市の教育委員会と連携すれば実現可能であると思います。

また，資料６－３－２のとおり，今後の展開の最後に記載していますが，昨年度から，

中学校の３年生向けに消費生活相談室のクリアファイルとリ－フレットを配布して

います。 



 

副会長： 

 高校宛は難しいですよね。 

 

事務局： 

 国分寺市内には市立高校がないため，国分寺高校，早稲田実業高校，日本芸術高校

を対象としています。国分寺高校は現在入試中，早稲田実業高校は打診しましたが未

回答となっています。リ－フレット配布の可否判断は，各学校に委ねられるので，高

校生にとってメリットがある取組を考えたいと思います。 

 

岡本委員： 

 お配りした全国消団連のアンケ－トについて，問１ではほとんどの人が「成年年齢

の引下げ自体は知っている」となっており，問４の「トラブルを防止するためにはど

んなことがよいか」では，教育強化が一番多く，ＰＲすることに尽きます。特に中学

校の入学案内は親と子供の両方が見るので，私もとても賛成です。 

 市報の 12 月号で，成年年齢引き下げの案内がありましたが，できれば４月を迎え

たら再度市報で大きく取り上げていただいて，私たちの生活がどうかわるのか，トラ

ブル事例などのＰＲをしていただけると嬉しいです。 

 また，相談員の話しでもありましたが，子どもたちはＳＤＧｓを前向きに考えてい

るようでした。ＳＤＧｓに特化した，例えばマイボトルをいれるケ－スなど，自分た

ちの暮らしの中でＳＤＧｓに繋がるようなものを啓発品に使ってもらえたら良いと

思います。それから「くらしの豆知識」が，とても便利です。各家庭への配布だと予

算が難しいと思いますが，図書館や学校などにあるとよいと思います。いかがでしょ

うか。 

 

事務局： 

 中学の入学案内において，チラシの封入を検討していきたいと思います。また，４

月の広報についても進めていきたいと考えます。また，３月から４月にかけて，電子

掲示板やバスなどの市報以外でも周知するよう強化していきます。また，「くらしの

豆知識」は消費者講座で受講者に配っているのですが，今年はオンライン講座が多く

対面が少ないので，小・中学校や若い方が集まるような場所にて配布したいと思いま

す。 

 

廣瀬委員： 

 市報の 12 月号はあまりインパクトがないと感じました。一方で，消費者庁のチラ

シはインパクトがあるので，これを掲載することは可能でしょうか。12月号は字が多

く，興味のある人しか読まないと思いますので，工夫をしてみてください。 

 

会長： 

 前回の審議会の時に，相談室の存在を知ってもらうための取組として，簡単に情報



にアクセスできるようなＱＲコ－ドを案内文に掲載したらどうか，という提案が上机

副会長からありました。事務局では，今年度の実現は予算的に困難との意見でしたが，

スマ－トフォンが身近である年代に対する施策としてはきわめて有意義と考えます

が、実現可能性はいかがでしょうか。 

 

事務局： 

 ＱＲコ－ドを掲載することは問題ありません。また，消費者庁にも確認したところ，

YouTubeにリンクするＱＲコ－ドを使ってよいという許可を得ています。 

 

梅山委員： 

 成年年齢引き下げの啓発は，今は話題だが，これが普及してしまうと，もうやらな

くなるのでしょうか。啓発品などが当面は必要かもしれませんが，いつごろまで続け

るのかを知りたいです。また，父兄を対象とするのであれば，中学生を中心とするの

が良いと思います。高校生ともなれば色々な方がいますし，受験校であればなお，余

計なことをしないでほしいと言われる可能性もあります。 

選挙管理委員会の件については，私は疑問です。選挙は選挙で，公民として自覚し

てほしいとの主旨で送っているものでしょうし，トラブルを防ぐという主旨のものを

混ぜるのは違うと思います。 

 

事務局： 

 時間的な部分は一理あると考えています。対象年齢としては中学生，そして父兄の

方々への啓発が現実的であり，ある程度継続する必要があります。また，選挙管理委

員会の件も含めて，手法を検討する必要があると考えています。 

 

会長： 

 国分寺市が消費者行政として何をすべきか，ということを考えれば，国分寺市立の

中学校を対象とすべきだというお話になると思います。また，選挙管理委員会の件に

ついては「ぜひ一緒にやらせてほしい」というだけではなく，目的も含めて検討して

ほしいと思います。 

 

坂本委員： 

 相談員の出前講座は非常に効果的でよいと思います。特に失敗例を生徒達に説明す

るという点は良いと思います。ク－リングオフについては，成人でも詐欺被害等に遭

うケ－スがあるので，失敗したとしても修正できる方法を今のうちに教えることは非

常に有効だと考えます。 

 

会長： 

事務局より報告事項を説明願います。 

 

事務局： 



資料６－３－７を御覧ください。１月 20 日に第２回消費者見守りネットワ－ク協

議会を開催しました。協議事項として，前回に引き続き事例検証として，実際の消費

者相談から高齢者案件１例，障害者案件１例について，意見を交換しました。このほ

か，連絡シ－トの活用について，現在運用している地域包括支援センタ－以外の構成

団体に広げていくことで了承いただきました。今後は，連絡シ－トの運用を通して連

携を強化する予定です。また，消費者見守りネットワ－クだよりとして，各団体の情

報を掲載したお知らせを３月に発行する予定です。 

資料６－３－８を御覧ください。11 月 10 日に開催した東京都との共催講座につい

て報告します。昨年度同様にスマ－トフォンをテ－マとした安全利用講座として，ア

プリの使用方法やキャッシュレス決済などの紹介のほか，フィッシング詐欺などの注

意喚起をしました。34名と，多くの方に参加いただきました。 

資料６－３－９を御覧ください。「エシカル消費講座」として公益財団法人消費者

教育支援センタ－の協力のもと，３月２日にオンラインで開催する予定です。また，

相談員等の講師派遣について，悪質商法撃退キャラバンで地域包括支援センタ－計５

か所，それから出前講座として権利擁護センタ－の市民後見人フォロ－アップ講座を

行いました。また，市報へ消費者相談事例の掲載を，残り２回，計８回の掲載を予定

しています。 

 

会長： 

只今の報告事項について，委員の皆様より御質問はありますか。 

 

相談員： 

 「消費者見守りネットワ－クだより」の配布先はどちらでしょうか。 

 

事務局： 

 協議会が高齢者・障がい者を対象とした協議会であるため，構成団体に配布するこ

と，そして高齢者とのつながりが多い自治会や公民館などを想定しています。また，

これらの利用者への配布を考えています。 

 

会長： 

 自治会，という案については，回覧板などにて配布ということでしょうか。 

 

事務局： 

 回覧板を想定しています。 

 

岡本委員： 

 国分寺市は自治会等の加入が減少していますが，老人会を持っています。会員を全

部合わせると相当な人数になると思いますので，老人会を検討のひとつに入れていた

だきたいです。また，デイサ－ビス事業者やケアマネジャ－などにも知らせていただ

き，皆で見守っていこうという活動を知ってもらいたいです。 



 

事務局： 

 老人会の連合会については，例年の消費者契約法講座でも御案内していますので，

周知したいと考えます。また，デイサ－ビスについては高齢福祉課が介護事業者連絡

会で事業者を集めて報告する機会を作っていますので，周知を図りたいと思います。

障がい者に関しては基幹相談支援センタ－の連絡会を考えています。 

 

会長： 

最後に事務局よりお願いします。 

 

事務局： 

資料６－３－10を御覧ください。次回の日程についてですが，来年度も３回，７月，

10 月，２月の開催を予定しています。最後の２月に答申を行うため，10 月には答申

の案をまとめていきたいと考えています。なお，７月は現時点で 7月 6日（水）を予

定しています。 

 

会長： 

それでは本日の審議会を閉会します。お疲れさまでした。  


