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第６次第２回 国分寺市消費生活審議会 
 

令和３年 10 月６日（水） 

午後４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６－２－１ 第６次 国分寺市消費生活審議会委員名簿 

資料６－２－２ 諮問第１号 諮問事項について（成年年齢引き下げを見据え

た若年者の消費者被害を防止するための消費者教育の在り方

について） 

資料６－２－３ 教育委員会と連携した消費者教育の実施について 

資料６－２－４ 高校・大学・専門学校等と連携した消費者教育の推進について 

資料６－２－５ 庁内及び地域と連携した若年者の消費者被害防止の啓発につ

いて 

資料６－２－６ 第１回消費者見守りネットワーク協議会開催（報告） 

資料６－２－７ 令和３年度国分寺市消費生活教育講座について（報告） 

資料６－２－８ 第 10回市民のための契約法講座について（報告） 

資料６－２－９ 令和３年度の事業について 

別紙      デジタルサイネージ設置場所 

議事録（第６次第１回） 
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事務局：  

定刻となりましたので，これより，第６次第２回国分寺市消費生活審議会を

開会いたします。会場とオンラインを併用しています。 

本日は，６名の委員，全員出席されておりますので，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，オブザーバーとして経済課

の消費生活相談員が出席しています。まず，事務局から資料の確認をさせてい

ただきます。 

（資料確認） 

 

会長： 

 それでは，第６次第２回国分寺市消費生活審議会の審議に入ります。前回 

は，国分寺市の消費者行政の現状について事務局及び相談員より説明があっ 

た後，委員の皆様より様々な意見を伺いました。本日は，資料６－２－２の諮 

問事項「成年年齢引き下げを見据えた若年者の消費者被害を防止するための消 

費者教育の在り方について」議論していきたいと思います。まずは，事務局よ 

り現在検討している内容について説明を求めます。 

 

事務局： 

 大きく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

及び地域での検討事項について説明します。 

はじめに市の教育委員会との連携した取組について説明します。資料６－２

－３をお願いします。まず，１現状ですが，主な取組実績として，平成 27年

度より東京都消費生活啓発員を各学校へ派遣しております。例年４校～５校程

度の実績で，内容としては，小学校では「買い物名人になろう」や「飲み物の

甘さくらべ」，中学校が「悪質商法」や「SNSトラブル」などとなっています。

令和２年度はコロナの影響で中止となりましたが，市で作成したクリアファイ

ルと法務省作成の成年年齢引下げに関するリーフレットを中学３年生全員へ配

布しました。次に２課題ですが，コンシューマー・エイドの派遣は，消費者教

育の一環でありますが，成年年齢引下げに特化していないこと，また，派遣に

ついては各学校の家庭科教員の意向による傾向であること，そして今後は児

童・生徒だけでなく保護者や教職員への働きかけも必要であることが課題とし

て認識しています。そして，３今後の展開ですが，まず直近で今月の 13日に

校長連絡会という市内の小中学校の校長先生が集まる定例会議において，この

成年年齢引下げに伴う具体的な取組事業について協力依頼を行う予定です。内

容としては，市消費生活相談員による出前講座の実施，啓発用 DVDの提供，児
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童・生徒用にパソコンが１台ずつ配布されているため東京都啓発用教材の提

供，このほか教職員向け講座の実施の提案や PTA連合会への働きかけ等も行っ

ていきたいと考えております。次に，11月４日開催の総合教育会議に出席を予

定しております。総合教育会議は，市長，教育長及び教育委員会委員が市の教

育全般について幅広く話し合う会議となっており，今回は「成年年齢引下げを

踏まえた対応について」が協議事項となっております。この中で校長会での提

案事項のほか，消費者教育の必要性や消費者被害の現状などについて説明し，

様々なご意見をいただき，今後の取組に反映していきたいと考えております。 

次に資料６－２－４をお願いします。高校・大学・専門学校等と連携した消費

者教育の推進についてとなります。まず１現状ですが，これまで連携して実施し

た実績はありません。２課題としては，学校側に消費者教育の関心が薄いことや

市との関わりが少ない現状があります。３今後の展開ですが，まず高校・専門学

校については，地域活性化包括連携協定を活用して協定先である早稲田実業，国

際文化理容美容専門学校へ記載内容の働きかけを行いました。また，市内にある

都立国分寺高校，日本芸術高等学校へも直接働きかけました。そのうち，現在の

ところ日本芸術高校学校より来年１月に消費生活相談員を派遣する要望をいた

だきました。次に大学ですが，大学の授業にあわせて連携した消費者教育の取組

を検討しております。現在，生涯学習として東京学芸大学が公民館と連携した事

業を実施しており，令和２年度は SNS を使った選挙運動をテーマに開催してい

ます。令和３年度はコロナの影響もあり，これまでと違う内容として公民館まつ

りの企画などを担っていると聞いております。消費者教育の取組について，何が

出来るかは今後検討することになりますが，まずは先日担当の教授と学生に対

し消費者教育の紹介を行ってきたところです。 

次に資料６－２－５をお願いします。庁内及び地域と連携した若年者の消費

者被害防止の啓発についてです。まず１現状として，庁内では若年者支援の部署

との関わりが少ないという現状があります。また，地域と連携した事業は現状行

っておりません。２課題は，記載の通りです。３今後の展開ですが，啓発品を作

成し，若者世代を中心に幅広い世代へ消費生活相談室の認知度を高めていきた

いと考えております。次に庁内の若者支援部署との連携ですが，子ども若者計画

課が成人式の企画・運営を担っております。この子ども若者計画課と連携し，来

年１月に開催される成人式において，消費者庁が作成した啓発動画を放映した

いと考えております。すでに消費者庁より若年者向けの啓発動画の提供をいた

だき，今後は成人式の実行委員会と詳細を詰めていく予定です。それから市の HP

において，子ども若者計画課が所管する国分寺市青少年育成に関するページに，

消費生活相談室に関するページのリンクを貼り，対象者への周知を行っており

ます。次に先ほどの資料でもありましたが，若年者への啓発という点で，対象者



6 

 

が重なる選挙啓発事業との連携も検討しております。こちらは，現在選挙が近い

ということもあり，時期をみて取組を進めていきたいと考えております。次に地

域についてですが，商工会と連携し商店会などで先ほどの啓発品などを配布で

きるか検討していきたいと思います。 

最後に広報媒体についてです。市ではデジタルサイネージ（電子掲示板）を

活用した広報を強化する予定です。別紙をご覧ください。現在５か所に設置し

ている電子掲示板に，成年年齢引下げに関する啓発を行う予定です。また，あ

わせて市報にも成年年齢引下げに関する記事の掲載を予定しております。 

 

会長：  

 説明が終わりました。質問等ございますか。 

 

委員： 

２点質問します。啓発品は何を配布するのですか。成年年齢引き下げに関連

する啓発品ですか。 

 

会長： 

 資料６－２－５に関する質問です。事務局お願いします。 

 

事務局： 

 予算編成に向けて委員の皆様より意見をいただければと思います。配布先は

幅広くしたいと思います。啓発品は若年者にとって使い勝手が良いものが適当

であると思います。一つの案として，マスク，マスクケースなどに相談室名と

電話番号を印字して配布するなどが考えられます。 

 

会長： 

 効果的な啓発品について検討することもこの審議会で議論すべきことだとい

うことです。 

 クリアファイルは配布できるほど残っていますか。 

 

事務局： 

 ここ最近は毎年度，作成しているため残っています。 

 

会長： 

 クリアファイルとセットで配布できる啓発品でも良いかと思います。 
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委員： 

 成年年齢引き下げについて改めて確認したいです。 

 

会長： 

 成年になると行為能力者となり，契約するとき親の同意が必要なくなりま

す。単独で有効な契約ができますから，原則，契約後はそれを取り消すという

ことができません。未成年は親が与えたお小遣いの範囲の買い物は別ですが，

それ以外は親の同意が必要です。親の同意を得ずに行った契約については失敗

したと思った際に取り消すことができます。成年年齢が18歳に引き下がるとい

うことは，18歳から高額な買い物や借金などについて単独で契約できることに

なるので，契約後に自分や親の判断で取り消すことができなくなります。これ

が来年の４月１日からはじまります。未成年だった18歳・19歳が一斉に成年に

なります。 

 

委員： 

 成年年齢引き下げに伴い生じるのであろう恐ろしいことについて大半の方は

認識していないように思います。18歳未満の方にも早めに恐ろしさを伝えてい

く必要があります。 

 

会長： 

 危惧していることは２点あります。18歳・19歳で成年になる若者をターゲッ

トにしようと悪質業者が手ぐすねを引いているということが予想されること，

もう一つは，クレジットカードや消費者金融の利用について18歳・19歳へも成

年としての審査基準が採用されるということです。この審査基準の採用が悪質

であるということではありません。成年になったのだから成年としての責任の

下で契約したとして審査が行われるということです。18歳になるまでに成年と

しての心構えを身につけてもらう必要性は大きいと思います。 

そこで，校長会や総合教育会議に関する質問をさせてください。それらの会

議で児童生徒への消費者教育に関する話題が取り上げられているのは，成年年

齢が引き下げられることに伴ってのことですか，またはそれ以前からですか。

それと市の地域活性化包括連携協定についても説明をお願いします。 

 

事務局： 

 校長会は月１回の定例会議，総合教育会議は年２回行われています。総合教

育会議は教育委員会側が協議事項を選定し，市と議論します。つまり今回は教

育委員会側から「成年年齢引下げを踏まえた対応について」を協議事項とした
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いという話がきました。そのため，以前からこのような会議はありますが，消

費者教育がテーマとなったのは成年年齢引き下げに伴うものであると思われま

す。校長会は，市側から情報提供したいことがあれば時間をもらうことができ

ます。 

 また，地域活性化包括連携協定については，企業や大学等と市が連携して

様々な取り組みを進めていくものになります。相手方によって連携事項は様々

です。詳細は，第１回に資料として配布した包括連携協定締結団体一覧を参照

ください。 

 

会長： 

 それでは，啓発品やその配布方法について議論していきたいと思います。ま

た，現在，市では小中学校への消費者教育は進められているようですが，18

歳・19歳への消費者教育はまだのようです。その点についてもご意見いただけ

ればと思います。 

 

委員： 

 国や東京都が作成しているリーフレットやDVDは活用できると良いと思いま

す。国や都が作成していないような独自のものを考えて市の予算で作成してい

く必要があると思います。 

 

委員： 

 リーフレットやDVDを自身で手に取り読んだり見たりする人は比較的被害に

は遭わないと考えられます。直接，学校等に出向き，消費生活について学ぶ時

間をしっかり設けた上で，そのリーフレットやDVDを用いて，教えていくこと

が必要だと思います。また，啓発品を作成するならば除菌シートが良いと思い

ます。 

 

会長： 

 啓発品は消耗品が良いのか，長く手元に持っていてもらえるものが良いのか

は考える必要があります。 

例えば，三鷹市は駅前で年２回ほど消費生活相談窓口について周知するため 

の資料配布をしています。クリアファイルの中に相談窓口のチラシとウエット

テッシュを入れて配布しています。ウエットテッシュを入れた時から手にとっ

てくださる方が増えたそうです。市消費生活相談室を知ってもらうことを目的

とするならば有効な方策であるとは思いますが成年年齢引き下げに関わる内容

を含めていこうとなるとさらに考えていく必要がありそうです。 
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副会長： 

 啓発品等にＱＲコードを付けて，そこから啓発動画を見てもらうのが学生世

代には良いのではないかと考えます。 

 

会長： 

 ＱＲコードを付けることができるとして，良い動画はありますか。 

 

副会長： 

 都の啓発動画になるとかたく感じるかもしれません。何を流すのかについて

も検討が必要だと思います。 

 

会長： 

動画を見た後，消費生活に関するアンケートに答えていくと自分が被害に遭

いやすいかどうか点数化されるコンテンツを政府が出しており，学生が興味を

示していたように感じました。また，青森県のセンターと青森大学が共同で心

理学を用いた啓発コンテンツを作成していました。それについても学生は興味

を示していました。若者向けの有意義な既存コンテンツを探すことは必要にな

ってくるように思われます。 

 先ほども話があったように啓発資料等は様々なところが出しています。内容

を吟味して「これは」という資料を活用し，講座を行うということも啓発品の

配布と並行して進めていく必要があると思います。その際，どこに向けて広報

し開催していくのかご意見いただければと思います。 

 

副会長： 

 第一に自治体ができることは，18歳・19歳になる方がいるご家庭に向けて啓

発資料を送付するということだと思います。保護者にもその資料を読んでもら

いたいです。千歳市において18歳・19歳へ資料送付した実績があります。 

 

事務局： 

調整すべきことはあるかと思いますがご家庭への送付は可能です。 

 

会長： 

 PTAへの働きかけも良いと思います。 

 

事務局： 
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 PTA連合会への働きかけから始めていきたいと考えています。 

 

委員： 

 PTA連合会への働きかけは非常に効果的だと思います。また，都立高校への

啓発は都からの働きかけがあるのではないでしょうか。市としては市立小中学

校への啓発に力を入れるのが良いと思います。 

 

会長： 

 都が都立高校へどのような対応をしているのか分かりますか。 

 

事務局： 

 消費者コーディネーターを新たに設置し，消費者教育に関するアドバイスや

提案を行う仕組みづくりをしています。 

 

会長： 

 消費者庁は『社会への扉』を作成し，学校へ消費者教育教材として提供して

います。 

 ＪＡの中で18歳・19歳と取引等はありますか。 

 

委員： 

 かなり少ないですが，なくはないです。また，三鷹地区のＪＡ店舗について

は学校給食の口座振替を扱っており，小中学生の子どもを持つ親御さんとの関

わりがあるようですが国分寺ではそのような関わりはない状況です。 

 

会長： 

 ＪＡで来年の夏あたりまでに若者が集まるようなイベントを開催する予定な

どはありませんか。 

 

委員： 

 接点があるメインの取引先は平均年齢70歳くらいです。そのため，オレオレ

詐欺についての注意喚起が重要であると考えています。 

 

会長： 

 商工会は若者との接点はありますか。 

 

委員： 
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 若者が買い物に行きそうな事業者に向けて啓発を行うのも良いかもしれませ

ん。都の感染防止宣言ステッカーのように市が消費者にやさしいお店としてお

墨付きを与えると市民も安心して買い物ができると思います。 

 

会長： 

 消費者庁が事業者に対して消費者志向経営を促す取り組みを行っています。

事業者啓発も必要だという視点は大切だと思います。 

 

委員： 

 SDGsについても市は推進していますので，その視点も踏まえた経営に取り組

むお店に市からステッカーを渡すのが良いと思います。 

 

相談員： 

 消費生活講座で講師をしている時に感じることですが，紙ベースの資料を配

布し説明するだけでは受講者にあまり響かないようです。動画放映やクイズを

盛り込んだ講座の方が受講者は取っ付き易いようです。 

 学生自身に意見や考えを求めてはいかがでしょうか。若者が手に取りやすい

啓発品についても学生と議論できると良いと思います。  

また，学校向けの講座ですと被害例を並べるよりも「契約は商品や企業への

自分からの１票なのである」というようないわゆるSDGsに関する視点を出発点

に話を進めていく方が好まれるように感じます。 

 

委員： 

 若者はネットで高額な買い物をして被害に遭うことが多いように思います。

根本的に考えると幼少のうちから年齢によって段階的な方策を考えていく必要

があると思います。  

 

相談員： 

 金融広報アドバイザーとして進路決定後の時期に高校３年生へ向けて講座を

行う機会があります。時期としては効果的だと思います。開催の有無は学校と

しての方針によるところが大きいです。 

 

会長： 

 それは高校から都や金融広報委員会などへ依頼があるのですか。 

 

相談員： 
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 そのとおりです。そのような制度があることを市内高校等にアピールしてい

くのも良いと思います。また，国分寺市内に学生寮があるならば，そこで消費

生活講座行うことができれば効果は高いと思います。 

 

会長： 

 講座に行くときに持っていくと良いものはありますか。 

 

相談員： 

 講座へ出向く一番の目的は相談員の顔を知ってもらい，安心して相談室を利

用してもらうことにあると思います。相談室の存在を知ってもらえるものを持

っていくことが第一だと思います。 

 

会長： 

残り時間が短くなってきましたので，事務局よりその他の報告をお願いしま

す。 

 

事務局： 

資料６－２－６をお願いします。先日９月30日に第１回消費者見守りネット

ワーク協議会を開催しました。１協議事項として主に事例検証として，実際の

消費者相談から高齢者案件２例，障害者事例１例を紹介し意見交換しました。

また，現在地域包括支援センターと運用している連絡シートの活用について議

題としました。２参加者については記載のとおりです。３今後の展開につい

て，消費生活相談室へつなげる仕組みについて，各団体より意見をいただき，

協議していきたいと考えております。 

資料６－２－７をお願いします。７月８日に開催した消費生活教育講座につ

いて報告します。昨年度の11月に開催した消費生活講座において，スマホの操

作方法についての講座開催の希望を多くいただいたことを受けて開催に至りま

した。講座内容は，認定講師により操作説明のほか市消費生活相談員より相談

事例の紹介や注意喚起を行いました。 

資料６－２－８をお願いします。現在，市民のための契約法講座を開催して

います。今年度は会場のほか，初めてオンラインの配信を行っています。参加

人数について 

第１回 83名（うちオンライン78名） 

第２回 76名（うちオンライン73名） 

第３回 70名（うちオンライン66名） 

となっております。夜間でのオンライン開催ということで，非常に参加しやす
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い状況のため全国からお申込をいただいております。 

 

会長： 

最後に事務局より次回の日程について案内をお願いします。 

 

事務局： 

次回の第３回は来年の２月頃としたいと考えております。あらためまして日

程を調整させていただきますのでご協力をお願いします。 

 

会長： 

 答申提出までのスケジュールを案内してください。 

 

事務局： 

 来年度審議会の開催を３回予定しています。来年度の３回目に答申を提出す

ることになるため，２回目までに答申案を完成させる必要があります。 

 

会長： 

 今から市としてできることは進めていただきながら，それを踏まえて審議会

で答申をまとめていければと思います。それでは，本日はこれで閉じたいと思

います。ありがとうございました。 


