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平成 26 年度  第３回  静岡市消費者教育推進地域協議会会議録  

 

１  日   時      平成 27 年３月 17 日（火）午前 10 時 00 分～ 11 時 45 分 

 

２  場   所      静岡県教育会館  Ａ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、

望月委員、八木委員、渡邉委員、竹田委員、磯部委員、

森委員、鈴木委員、白鳥委員  

（事務局）鎌田副主幹、櫻井主査  

 

４ 議  事  

(1)静岡市消費者教育推進計画について  

(2)その他  

 

５ 会議内容  

色川会長：それでは、「第 3回静岡市消費者教育推進地域協議会」を開催しま

す。  

最初に、議事１の「静岡市消費者教育推進計画について」を、事務局から説

明をお願いします。  

 

事務局：議事１「静岡市消費者教育推進計画」について説明  

 

色川会長：それでは、消費者教育推進計画について、ご意見・ご質問等があれ

ば、挙手をお願いします。  

 

色川会長：いかがでしょうか。多分、皆さん、今の段階で何を言うべきか分か

らないと思います。  

この段階で、委員の皆さんは何を言えば、これから役に立つのですかね。そ

の辺が分かると。  

 

事務局：そうですね。実施計画については、意見というか、まず、来年度から

始める事業について、推進地区の設置、推進委員の設置、そのあとになります

が、推進校の設置とかがありますので、その辺について、どのような取り組み、

例えば推進校だと、どのような取り組みをしたらよいのか、中でやることにつ

いて教えていただければと思います。  

 庁内の会議でも、以前に会長から言われたように、「推進校は、ほかの学校

との差別化を」と言われました。ただ、「お金を」という意見が前にありまし

たが、やはり「補助金というかたちはよくない」ということで、お金を使わな

いでほかの学校と差別化ができるような案がありましたら、何かご提案いただ

きたいと思います。  
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 あと、推進地区のほうでも、まず、高齢者への啓発の部分から入っていくか

たちになりますが、それ以外に地区全体としてどのような講座とかを実施した

らいいのかという提案等をいただければありがたいので、その辺をよろしくお

願いします。  

 

色川会長：今のをふまえると、実施計画の具体的な進め方についての意見を頂

きたいという理解でいいですか。  

 

事務局：はい。  

 

色川会長：はい。では、そういうことでいかがでしょうか。  

 

宮下委員：ちょっといいですか。  

 

色川会長：はい、宮下委員。  

 

宮下委員：意見というより質問になるのかもしれません。前にこちらの地域協

議会で意見があったかと思いますが、８年間という少し長いスパンの話ですの

で、どこかで計画の見直しをかけるということになります。ちょうど折り返し

点の４点で見直すことになるのだと思いますが、率直に言って４年でも長いと

思います。  

 例えば、ハナミンメールについては計画では登録者数を徐々に増やすことに

なっていますが、４年後にはメールなんか使っている人がいるのかなという心

配を実はしています。ＳＮＳでも、例えば、私が今、ＰＴＡ内で連絡を取ると

きでも、「メールよりも『ＬＩＮＥ（ライン）』にしてくれ」と言われます。

「ＬＩＮＥ」を使うかどうかは、将来の課題であるかと思います。  

 そうすると、ハナミンメールについては、いずれはメールという形態自体を

見直さなければいけない可能性があるということです。計画には、一応４年で

見直しとあります。今はＳＮＳの進歩もそうですが、携帯電話そのものも進化

のスピートがむちゃくちゃ速いので、間に合うのかというのがあります。  

 例えば、「エブリディ消費者！」も、計画の通りでよいのかという問題があ

ります。  

現在、消費者契約法の見直しへ向けた動きが進んでいます。また、特定商取

引法ももうすぐ消費者委員会で見直しが始まることになっていて、今月に入っ

て専門調査会が立ち上がっています。消費者契約法は、もう昨年の段階で専門

調査会が立ち上がっています。そうすると、法律が変わるのももちろん早いで

すし、今言ったように、いろんな社会技術の進歩や消費者問題の発生の問題も

変わってくるので、「エブリディ消費者！」も本当であれば２、３年に一遍は

内容を見直していかないと、使えなくなるということになります。  

 実際、消費者法の授業で使う教科書も、今、例えば３年前のものが使えるか

というと、その間に法改正があったりしましたから、もう使えません。その辺
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りをどういうかたちで見直しをしていくか。かなり盛りだくさんな計画なので、

これを一つずつやっていくだけでもかなり大変だと思います。そうはいっても

やはり、今までやってきたものを見直していくことも必要です。  

 確かに新奇性はないので、あまりインパクトはありませんけれども、むしろ

そちらのほうが重要なのかなと思います。先ほどの「エブリディ消費者！」が

その例だと思います。その辺りが、この計画を拝見しても少し分かりません。   

まず、計画そのものは４年間全く見直しはないのかということが質問の一つ

になります。  

 もう一つは、既存のものばかりではなく、今やっているものを含めて、実際

にやっていく中で、見直しをかける必要性が出てきたときには、柔軟に対応す

るのか、それとも、計画には載っていないので後回しになるのか、そこの二つ

をちょっと確認させていただけるとありがたいです。  

 

事務局：計画自体については、見直しというところでは、４年に一度というの

は確定ではありませんが、そのぐらいの間隔でという考えではあります。ただ、

実施計画、事業の中身については、毎年見直しをして、その時の状況で必要だ

と考える部分についてやっていきたいということですので、先ほど、ここで言

ったように、継続的事業というところでも、今ここが一番大事ではないかとい

うところには手を入れていきたいと考えています。  

 逆に言うと、ここに載っているものでも、結果的にやらないという可能性が

あるかもしれません。確かにこれで全部ができるのかというと、全部やるとな

ると手落ちが出てしまうのではと懸念はあると思います。その時々で必要なも

のについて重点的に進めていきたいと考えていますので、よろしくお願いしま

す。  

 

色川会長：はい、ほかはいかがでしょうか。難しいですね。では、私から二つ。

一つは、最近、ハナミンメールに登録しましたが、ほとんど来ません。まだ１

回しか来ていません。つまり、例えば、今回こうやって推進計画が通って、何

かこういうふうになりますという話のようなものをのせる。つまり単なるトラ

ブル情報だけではなくて、そういうものを定期的に送るというのはどうでしょ

うか。  

 例えば国民生活センターは、確か月に２回ぐらい定期的に送っています。別

にトラブルだけでなくてもいいと思いますが、そうやってつながないと、受け

手がなかなか受けてくれないという問題があると思います。ハナミンメールを

もらっていれば、センターの今の動向が分かったりするし、基本的な勉強もで

きます。もちろん、量は決めたほうがいいと思います。そういうのが必要かな

と、見ていてちょっと思いました。  

 それが一つと、宮下先生の話でちょっと浮かびましたが、国が今、「消費生

活センターは、消費者教育の拠点になれ」と言っています。拠点の意味は、そ

の場所が必要だという言い方をしています。  

 私は、場所という意味を箱物のような物理的な場所だけを指しているのでは
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ないと思います。ＳＮＳも一種の場所だと思います。センターがどこかに箱物

のような物理的な場所を設けるというのは難しいと思いますので、その代わり

としてＳＮＳももっと有効活用すべきではないか。つまり、私たちは、それを

拠点の場として提供しますよと、そういう意図で用意するといいのではないか

と、今、宮下先生のお話を聞きながら思いました。  

 実は、フェースブックもツイッターもみんな使っているセンターがあります。

実際、その辺をうまく組み合わせて、時代に付いていく。ちょっと苦手だった

ら、若い職員は多分大丈夫だと思いますので。ですから、その辺はよろしくお

願いします。質問が長くてすみません。  

 ほかにいかがでしょうか。何でも結構です。気が付いたこととか、進め方と

か。では、小清水委員。  

 

小清水委員：大学で家庭科教育を担当しています小清水です。先月ちょうど消

費者教育のシンポジウムがあって、こちらの副教材に「エブリディ消費者！」

を紹介していただいて、神戸市の消費者センターの方もすごく関心を持ってく

れて、「こういう教材を作りたい。その話を聞きに来た」と、あとでお話をし

ていた方がいました。  

 今日の計画のところに、「教材作成」というのがあると思いますが、そのシ

ンポジウムのときにも、富士市かどこかで作られた幼児向けの教材が配られま

した。教材は、ある意味、花火だと思います。大きな花火のような気がします。

要するに、作って、それが活用されないと全然だめで、１回作ってしまえばい

いかというと、やはりそうではありません。日頃から消費者教育を推進してい

くというところから考えると、教材をどう活用していくかというところをもっ

と力を入れていくべきです。  

 私は、ちょうどそのあと、グループ討論のところで、ある地域のセンターの

方が、「今、家庭科の授業と連携して、出前講座を頼まれました」と。「どう

いうかたちですか」と聞いたら、「消費者の分野の家庭科の授業の最初に、導

入部分の２時間をやってくださいといきなり投げられた」と言っていました。  

 生徒の学びの中で、その講座がどう位置付くのかとか、連携の在り方みたい

な、もちろん、出前講座とか提供はできると思いますが、具体的に学校の先生

とどんなふうにやっていけばいいかとか、教材の使い方もそうだし、専門的な

知識をどう提供していけばいいかというところのつながりがまだまだもっと必

要かなと思いました。  

 もう一つ、先ほどの消費者教育の推進校の設置ですが、私も以前は付属高校

の教員をやっていて、研究推進校になると、その２、３年、それにガーっと力

を入れて、そのあともう気が抜けたように、今度は全く違うテーマにガーっと

走っていきます。  

 色川先生も言われていたように、つながっていかないというか、１回やれば

いいのではなくて、継続的にというふうに考えて、例えば、ちょっとこれもあ

れですけれども、前に小学校の校長先生・・・。  
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森委員：はい、そうです。  

 

小清水委員：「そういう講座がたくさん学校に入ってくるけど、子どもはいっ

ぱい、いっぱいで、もう入らない。これ以上は無理」というお話を、確かに前

にされていましたよね。推進校がそういうかたちにならないように、例えば学

校便りとか、毎月毎月、子ども向けにお知らせが出ています。市報を子どもが

読むことはなかなかできないと思うので、学校便りの中に、消費者教育という

より市民教育という視点をもう少し盛り込んで、日々の学校生活に負荷がかか

らないようにしていくことが大事かなと思っています。  

 だから、こういう授業をやりましたとか、こういう研究をやりましたという

よりも、例えば４年なり２、３年なり長いスパンで見てもらえるなら、そうし

た学校からのお知らせ、日々のお知らせの中にちょっとのことでもいいから、

常に保護者と子どもたちを刺激するようなことを入れていって、それが浸透し

ていくことが大事かなと。  

 その場合に、それがきちんとできたかどうかの評価、いろんな計画があって

進めていくことはすごく大事ですけど、そのあと、それが実際どうだったのか

ということで、次につながっていくようなものができていったらいいかなと感

じました。  

 

色川会長：はい、ありがとうございました。何かありますか。  

 

事務局：ありがとうございます。学校便りに載せてもらう考えは思い付かった

ものですから、そういう方法もあるのかなと。学校に行って話をしてという考

えだけでしたので、「行かなくても」と言うと変ですが、センターで作ったも

のを学校に渡して、これを配ってくださいという手もあるのだなというところ

が、お聞きしていいなと思いました。  

そうすれば、子どもだけではなく当然親も見ますし、そこから親を通して家

族で消費者教育というか、「市民教育」と言われましたが、そのような教育が

進んでいくのかなというところもあります。ただ、指標というか、成果を測る

というのが、その便りでどのような成果を測ったらいいのかなと一瞬考えまし

た。そういうところは何かいい指標はありますか。  

 

小清水委員：多分、意識の向上だと思います。私は家庭科なので、例えば男性

はなかなか料理をしないといったときに、どうやって料理をしてもらうかとい

うと、「多分、レシピが読めないんじゃないか」とか、「料理の仕方を知らな

いんじゃないか」と言って、大抵そちら側に走ってしまいますけど、料理の仕

方を知っていても、レシピが読めていても、必然性がないとその行動に移りま

せん。  

 だから、何か情報を得るという知識の部分ももちろん大事ですけど、意識だ

と思います。そうすると、意識というのはなかなかすぐには変わらないので、

１年間たって消費者についての関心が増えたかとか、何か気持ちを向けるよう
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になったかとか、意識調査の部分で、トラブルについての知識がどれだけだと

か、そういうことではないような気がします。  

 それと、「お便り」と私は言いましたが、それはよく長期休みとかに一斉に

配られるトラブル防止のああいうものを、私は意識しているのではなくて、今

月、学校でこんなことがありましたと校長先生が出されるような、そこの紙面

のどこか一角に、そして、子どもに分かる言葉で、子どもが読んで、「ああ、

なるほど」と思うような、そういうものは、別に消費者に特化しなくても、

日々の学校生活の中で、約束は守りましょうとか、みんなで生活していきまし

ょうということとすごくつながってくると思うので、意識、その辺でもいいの

かなと。  

 要するに、特に小学校は一年生から六年生までいますので、それを考えたう

えで、長期休みということではなくて、そういった子どもたちに継続的に何か

しらメッセージを送ることが必要かなと思います。  

 

事務局：ありがとうございました。  

 

色川会長：白鳥委員、どうぞ。  

 

白鳥委員：よろしいですか。  

 

色川会長：はい。  

 

白鳥委員：今、学校便りという提案を頂きました。私は、静岡市の田町という

所に住んでいて、実は、田町小学校の校長先生が森先生です。安倍川中学校が

隣にあって、安倍川中学校の学校便りみたいなのが回覧板で回ってきます。で

すので、学校便りにそういった内容を掲載することができれば、そういった地

域にも回してもらうようなことができるのかなと思いました。  

 学校便りとは別に資料を作って渡すことはできるかもしれませんが、学校便

りそのものに付け加えるというのは、何か協力のお願いとか、学校側に働き掛

けをするようなかたちができれば可能でしょうか。  

 

森委員：私が答えるのでしょうか。  

 

色川会長：先生にお願いして良いでしょうか。  

 

森委員：安倍川中学も田町小学校も、大体どこの学校も、学校便りは地域の回

覧板の中に入れてもらって回しています。お子さんが通ってきている否かにか

かわらず、地域に配布していますし、安倍中、田町小で言うと、町内の掲示板

がありますよね。あそこへお便りを拡大したものを貼ったりしています。  

 消費者教育にかかわるものを入れるのに許可が要るとか要らないとか、そう

いうものはなくて、要は、頼めそうな学校に頼めばいいのではないかと思いま



7 

 

すが、どこの学校もやってくださいというのはちょっと無理かなと思います。

どこの学校も大体毎月１枚出します。そのときそのときでお知らせしなければ

いけない内容がありますので、すべての学校にいつも入れてくださいというこ

とはちょっと無理だと思いますが、１年間の中のどこかでそういう話題に触れ

ることはできると思います。  

 推進校の話が出て、小清水委員からお話があったように、いろんな研究推進

の指定がかかってきますが、大体、「金はないよ。知恵を出しなさい」といつ

も言われて、喜んで指定を受けて推進校になるところはまずありません。正直

言って、喜んで手を挙げて推進校をやるところはありませんけど、推進校にな

ったら、その学校は、基本、学校ですから一生懸命頑張りますので、やります。  

 私のイメージとしては、今までのように、例えば一つの中学校にそういう研

究推進をお願いして、そこをほかと差別化ですか、特化したようなかたちでや

るという今までのようなやり方よりも・・・。こういうことを言って、「じゃ

あ、田町小、やって」と言われると、また困りますが、例えば一つの中学校を

中心として、その中学校だけではだめだと思います。  

 やはり、その近隣の小学校、幼稚園、保育園、あるいは高校、それから、老

人クラブとか、デイサービスとか、そういうところを全部、中学校を核として

本当にネットワークを張っていくようなやり方をしていかないと、今までのよ

うに、ただ一つの学校に、「消費者教育をやってください」と言って、ぼーん

とお願いしても、これからの時代、意味がないなと思います。  

 今、もし推進校と言われたときの私のイメージとしては、例えば、中学生が

職場体験みたいなので幼稚園とか保育園に行く場合がありますよね。そういう

ときに、幼児用の教材のようなものを中学生が読んでくれるとか、あるいは、

田町小もＳ型デイサービスのお年寄りが月に何回か来ますが、そういうところ

で福祉の交流を小学生とやっています。  

 そういう中で、おじいちゃん・おばあちゃんに、「『オレオレ詐欺』に気を

付けてよね」みたいな話を小学生が持ち掛けるとか、やり方はいろいろできる

と思います。これ以上言っていると、本当に・・・。  

 

色川会長：いえいえ、大丈夫です。  

 

森委員：ピンポイントで当てられたら困りますけど、本当に田町という所は、

隣が静商です。静商の高校生が、いろいろボランティアで水泳を教えてくれた

り、本の読み聞かせをしたり、本当によく来てくれます。彼らは商業について

学んでいるわけですから、勉強したことを小学生に教えに来てくれるとか、そ

ういうこともいろいろ考えられるので、研究推進校に指定されるのはいいと思

いますが、今までとちょっと発想を変えて、そこを拠点とした、地域全体を巻

き込むようなことをやっていくというイメージを持ったほうがいいかなと思い

ます。  

 

色川会長：はい、ありがとうございました。では、宮下委員。  
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宮下委員：ちょうど言おうと思いましたが、そういう意味で、実施計画の７ペ

ージの「６０番」と「６１番」、「６２番」も入ってくるのかもしれませんけ

れど、静岡市の場合、中学校の健全育成会の学区の自治会連合会長が出てきた

りしますし、小学校であれば完全に学区単位なので、何かの折には自治会連合

団体のそれぞれの学区の方々が必ず来て、協力してくれます。  

 そうすると、「６０番」と「６１番」ですが、推進地区と推進校を切り離す

とあまり機能しないと思いますので、むしろセットにして進めた方がよいので

はないでしょうか。セットにするということの意味は、一つは、小学校だけに

負担を掛けるのではなく、地域みんなでやりましょうということです。例えば、

消費者教育推進コーディネーターには、その地区と学校の双方で活動してもら

うことも考えられます。私もＰＴＡ会長をやって小学校の様子をいろいろ見て

いると、学校だより一つ作るのでも、結局、教頭先生や教務主任の先生があっ

ぷあっぷでやっているので、あれもこれもやってくれとはなかなか言えません。  

 例えば、この間も実際にやりましたが、学校だよりに載せられないものをＰ

ＴＡだよりに載せるとか、いろんなやり方があると思います。  

 学校だよりもＰＴＡだよりも、実は、少なくとも大谷地区の場合は、全部地

区に回覧されます。そういうかたちで、分業でやっていかないとうまくいかな

いと思います。学校のほうも、地区のほうも、皆さんそれぞれ別の日で集まる

のは大変なので、むしろみんなで一体になって、いろんなことを考えながらや

っていくほうが実質的だし、生産的なような気がします。  

 先ほどお話もあったように、「推進校に行って講義をやりました。何か他の

こともやりました。」というのは、確かにその３年間ぐらいはいろいろ学校の

実績ということになるのかもしれませんけれど、結局、お金も付かなかったら、

やはりそれにかかる準備の費用も用意できないままに先生方の労力だけがどん

どん出ていくわけで、結構大変だと思います。その辺は、例えば消費者教育推

進コーディネーターに積極的にかかわってもらって、そのコーディネーターが

実質的な力を発揮してもらう場にしてもらうということも考えられるのではな

いでしょうか。  

 そういうコーディネーターの方が、例えば学校を回って、いろんなことに協

力してくれると、やはりいろんなところでやりやすくなると思います。ちょっ

と大変かもしれませんが、そこにセンターの方がいろいろ積極的にかかわって

いただければ、なおいいかなと思います。  

 そういう意味では、推進地区や推進校の数はあまり多くする必要はないのか

もしれません。実績も大事ですけれど、そういうかたちで少し緩くいろいろや

っていく中で、また、できることも逆に少しずつ増えてくるかもしれないし、

あまり無理がなくできるかもしれません。地区と推進校については、運用の中

で少しセットにして考えていただくのが、一つの効果ある方法かと思います。 

 こんなに具体的な話までしようと思っていたわけではありませんが、今、森

委員の話を聞いて、なるほどと思って、次いで発言をしました。  

 

色川会長：はい、ありがとうございました。ほかはいかがですか。何でも気が
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付いたことを言っていただければと思います。  

 今の話を引き取って別の言い方をすると、ここに挙がっている到達目標は、

基本的にセンターがやることです。つまり、受け手がどうなったかを全然書い

ていないということです。それを実際に書ければいいけど、どこまでうまくい

くか分からないし、書けないかもしれません。 

 だけど、やはり裏メニューというか、裏のわれわれの到達目標としては、こ

ういうレベルまで何とか引き上げたいというのは作っておいたほうがいいと思

います。表に出せません。表に出せないというのは悪い意味ではなくて、実際

こうやって政策評価になると、そんなのはなかなか無理です。いわゆる受け手

側の評価です。最終的にどこまで到達したのか。  

 だから、その辺は用意したうえでこういう取り組みをしないと、まずいよう

に思います。そうしないと、ただ、「消費者教育でございます」と言って、と

にかく何でも買い物に行かせればいいということになって、本当に身につけさ

せたいものが何かが見えなくなるということも起こります。現実にそういうの

が結構あったと思います。だから、その辺はちょっと考える必要があるかなと

思いました。  

 もう一つは推進地区と推進校の問題で、話を聞いて難しいと思ったのは、ま

とまってやるのは確かにいいですが、目的がちょっと違う気がします。推進地

区というのは、今、高齢者の被害がすごく増えて、そういう中で、何とか被害

を減らしたいという目的が強くあります。  

 その中での小学生や中学生のかかわりはあってもいいと思うけど、小学校、

中学校が、中学生と学ぶということとちょっとずれるかなという気もします。

内容がかぶるところも当然あるけれども、目的がちょっと違っているかもしれ

ないという気がするので、その辺はちょっと考えたほうがいいかなという気が

します。  

 あと、例えば推進校になった先生たちの研修の機会は、今、いわゆる外で、

国とかで勉強会をやっているじゃないですか。暗に「行きたい」と言ったとき

に、お金を出してあげるわけにはいかないですか。全く何もないのではね。  

 

白鳥委員：数年前から、旅費、負担金を消費生活センターで負担し、国民生活

センター主催の教員向け講座の研修の機会を家庭科の先生方に提供しています。  

 

色川会長：ありましたね。  

 

白鳥委員：家庭科、技術家庭科の主任者・担当者等の会議で希望を募っていま

したが、３月下旬は日程が合わないためか、今までお二人の家庭科の先生が、

その機会に日帰りの日程で研修に行っていただいています。  

 研修を受講した結果を報告していただいていますが、大変好評で、「もう一

度行きたい」とおっしゃっています。消費生活センターとしても、現在の所、

せいぜい２人ぐらいしか予算が準備できませんが、希望があれば言っていただ

く準備は毎年度、しています。  
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色川会長：いやいや、私が申し上げたのは、推進校の先生方に、そういう何か

アドバンテージを設定できないのかどうかです。  

 

色川会長：今のは、多分国民生活センターの１回のものなので、ほかにもあり

ます。例えば、この前の２月の静岡であった消費者庁・文科省の消費者教育推

進フォーラムだって、行きたい先生がいるわけです。とにかく、ああいうお知

らせをいっぱい流してあげて、「時間が合えば行きたい」と手を挙げたら、そ

こに何とか支援できないものですか。もちろん、補助金を付けろというのでは

なくて、いわゆる旅費でしょう。  

 

事務局：そうですね。予算的な話になってしまうものですから。推進校自体も

再来年度になるものですから、再来年度の予算で付けられないかという要求を

したいと思います。  

 

色川会長：ほかにいかがでしょうか。消費者教育推進委員は４月から置くこと

になっているのですね。  

 

事務局：はい、４月１日から。  

 

色川会長：もし、あれだったら、簡単にご説明ください。  

 

事務局：内容というか、人についてでしょうか。  

 

色川会長：ええ。どんな人かはともかく、どういうかたちで、どういう仕事を

してもらえるのか、何となく分かるようにお願いします。  

 

事務局：そうですね。一応、実施計画の７ページの「６２番」に、「消費者教

育推進委員を設置」ということで書いています。推進校とか推進地区を設置し

たら、そこを中心に地域・学校で消費者教育の推進を図るということと、あと、

情報提供です。関係づくり、地域と学校の間に入るとか、先生と先生の間に入

るとか、あと、講座をやれそうな人との情報提供ということで進めていっても

らうように設置したいと考えています。  

 内部の仕事としては、分かりやすい資料というか、チラシの作成とか、地域

にどういうふうな分かりやすいチラシを持っていったらいいかとか、そういう

のも作ってもらう予定です。あと、こちらが最初のメインになるのかもしれま

せんが、高齢者宅にチラシを持って個別訪問というところで、地域の民生委員

と一緒に回ってもらおうと思っています。  

 当初は何をしていいのかというところもありますので、そのぐらいから入っ

ていって、その後、徐々に、推進委員ができる内容を広げていってもらいたい

なと、これはもう本当にやりながら手探りの状態で広げていく感じなので、こ

ういうこともやれるのではないかというのがあれば、その辺を提案していただ
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けたらありがたいと思います。お願いします。  

 

色川会長：もともと知識がある方で、学校経験もあるということですか。  

 

事務局：消費生活相談員の資格があります。  

 

色川会長：専門相談員？  

 

事務局：はい。そちらを持っている方で、あと、家庭科の先生の免許も持って

いる方です。ただ、教職についていたのは数年ということです。  

 

色川会長：週にどれぐらい来られますか。  

 

事務局：週５日の勤務です。  

 

色川会長：丸々？  

 

事務局：はい。ただ、中断期間が少しあるものですから、その辺をどうしよう

かというところはあります。臨時職員ですので、６カ月で中断して、また６カ

月という任用になってしまいます。  

 

宮下委員：１人ですか。  

 

事務局：１人です。もし、相談員の資格を持った方で、間の１カ月とかやれる

という方がいれば、ご紹介いただけるとありがたいと思います。ただ、１カ月

だけだと、地域の方と顔見知りになる前にいなくなってしまうのかなという心

配がありますが。とりあえず、中断期間はありますが、１人から始めてみよう

と考えています。  

 

色川会長：先ほどちょっと言った、ハナミンメールを定期的に出すときに、時

間があるときにハナミンメールの原稿を作ってもらったらどうですか。別にト

ラブルネタでなくて、教育的なネタだったら作成できるのではないでしょうか。 

 

色川会長：工程表を見ていて、ちょっと分からないところがありました。１３

ページの工程表ですが、「小学校向け教材」の「平成３１年」のところに、

「大幅な改定、全中学校への配布」と書いています。小学校向けの教材を中学

校へ配布ですか。  

事務局：大変申し訳ありません。上の「中学生向け教材の作成」と、下の「エ

ブリディ消費者！」の図が入れ替わっています。  

 

色川会長：そういうことですか。  
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事務局：中学生のほうは、平成２７年度からです。申し訳ありません。それは

ただのミスになります。  

 

色川会長：逆ですか。  

 

事務局：はい。申し訳ありませんでした。  

 

色川会長：もともとの動きは、これから委員を集めて、来年度・・・。  

 

事務局：再来年度です。  

 

色川会長：再来年度やられる。「エブリディ消費者！」のほうは。  

 

事務局：もう来年度、早急に進めなくてはならないと思っています。本当に申

し訳ないです。単なるミスです。  

 

色川会長：そういうミスがあるかもしれません。ぜひ見つけていただきたい。  

 

事務局：見ていただければありがたいです。  

 

色川会長：そういうことですね。分かりました。皆さんが意見を述べるのは難

しいかもしれませんね。そこで別の聞き方をします。例えば、こういう事業の

中で私が協力できますというのがあれば言ってください。「うちの会社だと、

こういうのが手伝えます」と言っていただければ非常にありがたいです。地域

協議会というのは本来そういうところです。一緒にやるというような。ぜひ何

か、「この辺は、私も協力できます」と言っていただければと思います。  

 

竹田委員：はい。  

 

色川会長：はい、竹田委員。  

 

竹田委員：気楽に話すしかないのかなという感じがします。本当に一企業の立

場で、全体に大きく何かを変えるというのはなかなか難しいなと思っています。

本当に限定して、主として食に関する仕事をしていますので、その面では、会

社としていろんなことに取り組んでいます。それもなかなか表現が難しくて、

地域の人たちに知らしめることは大変ですが、せっかくこういう場で、基本計

画から推進計画、実施計画とできているので、実際に成果がちゃんと出るとい

うか、消費者教育については一番進んでいる静岡市とか、あるいは、生活者に

とってすごく生活しやすい町だということになっていかないと、せっかく時間

をかけてつくったことの結果が出てこないと思います。  

 それを具体的にやるとなると、われわれに何ができるかということですが、
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場面は小さいです。食育についての取り組みとか、あるいは、扱っている商品

の安心・安全、それから、健康に関してこういうものを扱っていますというこ

とを、できるだけ消費者にアピールする機会を、いろんなチャンネルを使って、

自分でも持ちたいと思います。企業ですから、そういうことについて予算を取

ってあります。だから、それを有意義に使うために、地域の皆さんと一緒に何

かできることがあれば、ぜひやっていきたいと思います。  

 企業的に言うと、それをやったことによって、お客様が増えるとか、売り上

げが伸びると考えがちですが、そこは抑えて、やはり今日・明日のことではな

くて、将来、１０年、２０年後もちゃんとした企業である、あるいは、地域の

皆さんに信頼される立場でいたいと考えていますので、何かそういう要望があ

れば、意見を出していただきたいとか、知恵を頂きたいと、常々思っています。  

 ここはちょっと具体的な話をしても良いのか分からないですが、田町という

と、弊社の中で一番大きな店が田町店です。  

しかも、そこに料理教室を持っています。料理教室は２カ所しか持っていま

せんが、そのうちの１カ所を利用していろんなことをやっています。それはも

う地域の皆さんに利用していただくし、それから、メーカーにスポンサーにな

ってもらって料理教室をやって、食育もやっています。  

 そういうことで言うと、出前の教育もやりたいと思っています。料理教室は

限られたスペースしかないので、出前で先生を呼んで、そういう講座をやりた

いなと考えています。いろんな方法があるので、田町の周辺に学校が密集して

いて、環境がすごくいいなと思っています。  

 

色川会長：何かまずいですね。ちょうど田町・・・。  

 

竹田委員：先ほど話を聞いて、これはチャンスかなと思って、例えばの話をし

ました。  

 

色川会長：なるほど。  

 

竹田委員：そういうことでやっていきたいと思っています。皆さんに注目して

もらうために一番大事なのは、楽しいということです。何か教えるにも、ある

いは何かやってもらう、あるいは興味を持ってもらうにも、楽しくないとでき

ません。  

 食品を扱っていても、「健康になるよ」あるいは「安心・安全だよ」と言っ

ても、楽しくないと見向きもされないというか。だから、そこは何をやるにも

すごく重要だと思っています。そういうことも兼ねて、私どもにできることが

あれば、いろいろ提案していただいきたいと思います。  

 

色川会長：すばらしいお話です。こういう話をいっぱい聞きたいですね。  

 

事務局：そうですね。指定校が田町小学校ではなかったとしてもいいのかなと
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思います。そこを外れていたとしても、協議会の委員の中で、そうやって一緒

に事業をというふうにやっていただければ、それはそれでありがたいことなの

で、推進校にならなかったとしても、そういう取り組みがあればとてもうれし

いです。よろしくお願いします。  

 

色川会長：ほかにいかがでしょうか。はい、宮下委員。  

 

宮下委員：何か推進校の指定の話ばかりで恐縮なのですけれども、これは所管

が生活安心安全課ということですが、例えば学校教育課とか教育委員会と連携

しなければ当然できない話だと思います。たまたま、この建物に県のＰＴＡ連

絡協議会が入っていますが、例えばＰＴＡ、あるいは、地区であれば、自治会

連合会、静岡市全体もそうですし、各学校も当然そうですけども、やはり、い

ろんなところと話をしていかなければいけないと思います。  

 まず、こういった計画があるので、具体的に協力をお願いしたいということ

になると、まずはその契約の内容を知ってもらわなければいけません。そうし

た取り組みをする際には、わかりやすく伝えることが大事です。仮に挿絵を作

ったとしても、こんなに分厚いとなると、みんななかなか読みません。私の経

験では、どんな人でも、短時間で読んで内容を理解するには、Ａ４、２枚が限

界かなというのがあります。そこで、簡単なチラシでも作るなりして、それを

示しながらきちんと説明をしたうえで、早いうちにいろんなところに協力関係

をつくらなければいけないと思います。  

 ＰＴＡだけに関して言うと、私が今年度は理事を務めている静岡市ＰＴＡ連

絡協議会を通して情報提供する方法があります。ただ、ＰＴＡだけの話ではな

くて、学校の話になってくると、どうしても教育委員会抜きには進められませ

ん。その辺のつながりとか、どういう感じで話が進んでいるのかが気になりま

す。  

 もし話ができていなければ、早いうちに話をしてもらう必要があります。多

分、推進校を指定するにしても、早いうちにそういうことをしていただく必要

があるのではないかと思います。もし、そういう環境が整っていれば、ＰＴＡ

のサイドから働き掛けをすることも可能です。  

 

色川会長：ありがとうございます。  

 

朝倉副会長：推進校、推進地区の話にまた戻ります。とりあえず、まず、それ

ぞれ４地区・４校というところがあるようです。先ほど話題になったように、

やはり地区と学校が一緒になってやっていくのがトータルでやりやすいとか、

成果が上がりやすいといったところはあるかと思います。反面、会長が言われ

たように、ニーズの違いというのもあるのかなと思います。  

 そういう意味で、これからそれぞれ地区・学校を選択していく中で、全部一

体に考えるのか、それとも、それぞれ一体にするところ、別々にするところ、

そういったやり方の選択は考えていく必要があると思います。  
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 そのうえで、要するに評価の方法が、その成果がどれぐらい上がったのか、

何が良かったのかというところを評価する方法というのは結構大変だと思いま

す。アンケートを採ってみることとか、例えば、みんなが集まるようなところ

で反応を見るとか、どういうかたちで評価をしていくのかというのも考えつつ、

どこをどうすれば次に拡大できるのか、広域的にできるのか、そういったとこ

ろのやり方を同時に考えながらやっていく必要があるのかなというのが感想で

す。  

 この前も言いましたが、弁護士会は静岡市内に限っては、各学区単位でホー

ムローヤーをおおむね２、３名置いています。この地区が重点地区に決まりま

したよと弁護士会に情報提供をしてもらえれば、ホームローヤーは誰々だよと

いうのは、多分、静岡市も分かっていると思いますので、弁護士を使うと、そ

の地区の担当のホームローヤーに、「こういうイベントがありますので、ご協

力をお願いします」というかたちで直接声がけをするかたちでも大丈夫、いけ

るかなと思います。  

 

色川会長：はい、ありがとうございます。  

 

事務局：すみません、今の話で少し質問があります。ご協力いただくときに、

出てきてもらうための報酬というか、そういうものは必要ないのでしょうか。  

 

朝倉副会長：そこは即答できません。ただし、基本的にホームローヤーの制度

は、電話相談について無料で応じています。なので、「そこは基本、サービス

というところでお願いします」と言えば、「取ります」という先生はまずいな

いと思います。ここは消費者委員会レベルまでフィードバックしてみないとち

ょっと分かりませんので、のちのちの話題になるかと思います。  

 

宮下委員：何かあれば、弁護士会に相談していただくことになるかと思います。 

 

色川会長：今までいろんな話が出ました。推進校、推進地区が多いと思います

が、もう既に何か目算はありますか。計画はもう既に何か用意されていますか。

その辺は。  

 

事務局：推進校、推進地区については、具体的なものは、はっきり言って、計

画書に書いてあるぐらいしかありません。推進校については、「来年度の早い

時期に、それこそ学校教育課に、どんなことをやりたいんだというのをワンペ

ーパーでください」と言われていますので、今日聞いた内容とかを考えながら、

「こういうことをやりたい」と持っていきます。その後、学校を向こうのほう

で決めてくれるのか、こちらから逆に指定をしてもいいのかもしれませんが、

そのあたりは話し合いによると思います。  

 

色川会長：分かりました。先ほど森委員が言われたみたいに、確かに中学校の
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地区で小学校を囲んで体系的に考えるというのは結構重要で、文科省も「次の

時代は小中連携」と言っていますので、小学校、中学校の流れでつながってい

くような事業の体系を考えなければいけない傾向はあります。そういう意味で

は、消費者教育もそういうところがあるので、確かに、つながるので意義はあ

るのかもしれません。ほかにいかがでしょうか。はい。  

 

白鳥委員：大変参考になるご意見をいろいろ頂きました。これから推進校、推

進地区を選んで、消費生活センターが持っている出前講座等の教育資源を投入

していこうと考えている中で、手挙げ方式というか、「やりたい」と言ってい

ただけるところでやるのが一番いいと考えます。  

 そのためには、宮下委員から、Ａ４、２枚というお話がありましたが、推進

地区で何ができるか、推進校で何ができるかということをＰＲできるようなチ

ラシを作っていきたいと思いますし、朝倉委員が言われたように、評価の方法

として、どんな成果が上げられるか、何が良かったか、についてアンケートを

とることも必要です。検証・評価しなくてはなりません。推進地区になったら、

何かいいことがないといけないと思います。それをどういうふうにアピールで

きるかが課題です。  

 先ほど竹田委員からも、「生活がしやすくなった」というメリットがあれば

というお話を頂きましたが、推進地区になるとメリットがあるということを、

どう訴えていったらいいのか考えていきたいと思います。  

 悪質商法が少なくなったというだけでは、マイナス面がなくなったというこ

とは言えるかもしれませんが、それにプラス・アルファを乗せていかないと、

消費者教育の意味というか、消費者市民社会ということを根付かせていくとい

うところまで持っていくのは難しいことだと思っています。  

 今現在、先ほど事務局の方で申し上げたように、出前講座を中学校区とか連

合町内会・自治会を対象に各町内会・自治会ごとにやっていくとか、個別訪問

してチラシを配布して啓発する、という、どちらかというと、注意喚起の活動

を考えています。  

 それにプラス・アルファでこういうことをしていったら、もっと消費者教育

の成果が上がっていくのではないかというご意見を頂ければありがたいと思い

ます。  

 

色川会長：なかなか難しい話です。そうですね。出前講座もそうですけど、中

身を含めて本当にそれでいいのか検討しなければいけません。センターにも協

力していただきましたが、私も今年、一般の大学生向けの授業をして、外の人

を中に入れてやっていただく難しさをすごく感じました。内容的な問題も、学

生の意識と外の方の意識、学びたいことやりたいこととのずれが起こってしま

うし、本当にうまい方法で理解してもらうには、かなりいろんなことを考えな

ければいけないなという気がします。  

 だから、出前講座をやるのはいいですが、出前講座のやり方も含めて考えな

ければいけません。つまり、推進校だけの問題ではなくて、かかわるほうの学
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びもとても重要なことなので、それも含めて検討していただければと思います。

よろしくお願いします。  

 そろそろ次の議題に行かなければいけません。  

 

色川会長：「議事（２）その他」です。これは別にいいですか。  

 

事務局：はい。それは別なので。すみません、何かご意見がありましたらお願

いします。  

 

色川会長：委員の皆さんからの意見は、消費者教育全般でよろしいですね。  

 

事務局：はい。  

 

色川会長：計画だけではなくて、何か言いたいことがあれば、ざっくばらんで

結構ですので、お願いします。多分、今日で終わるということですかね。  

  

事務局：はい。  

 

色川会長：ですよね。多分、地域協議会自体はもう任期内にはない可能性が高

い？  

 

事務局：２年の任期内での、この委員での会議は最後になります。また来年度、

次の任期でお願いする方もいらっしゃるとは思いますが。  

 

色川会長：はい。そうすると、最後の一言になります。いろんな意見でも感想

でも結構ですので、皆さんから一言ずつ頂ければと思います。こちからお願い

します。では、宮下委員から。何でもいいので。  

 

宮下委員：２年間委員をやらせていただきまして、消費者教育推進法ができて

以来、言うのはやすし、しかし実際にやるのは非常に難しいということを、こ

の推進協議会で議論をする中で実感しているところです。今回、計画が策定さ

れて、一応これで一区切りと思います。しかしむしろ、計画は、つくるよりも

実際に実施していくほうが大変だと思います。  

 自分もどういうかたちであれ今後とも協力させていただくつもりですが、や

はり、実際の実施の主体となる消費生活センターは、これからいろいろ制度改

革が待っており、作業を進める上ではいろいろ大変な部分もあるかと思います。

やはり、どうしても静岡市全体、いわば市役所ということになるかもしれませ

んが、財政の問題もあり、人員の問題もあり、いろいろ意見を言いましたけれ

ども、一口に「推進」と言ってもなかなか大変だな、というのが実感です。  

 また、いろいろ協力はさせていただきますけれども、ぜひ、センターの皆さ

んには、無理をして倒れないように注意しながら頑張っていただきたいと思い
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ます。よろしくお願いします。２年間本当にどうもありがとうございました。  

 

小清水委員：ありがとうございました。私も、ここの会に来ると、いろんな立

場の方からお話しいただけるので、自分の中でもすごく視点が広がったなと思

います。先ほど、家庭科の卒業生が育っていると話しましたけど、家庭科の定

員は１校１名で、やはり地域との連携とか、いろんな立場の方に来てもらって

話をしてもらうとか、これからそういった機会が増えると思いますが、私は、

直接自分に今すぐ何ができるかなと思うと、やはりそういう連携の仕方を教員

自身が学ぶ場がないと思います。  

 多分連携できる手だては、どこかに電話をして来てもらうのはできるんだけ

ど、じゃあ、その人に来てもらったときに、どうやって授業を構成すればいい

かとか、子どもにとって、それはどういう意味を持たせればいいのかとか、そ

の辺は、やはり教員がしっかりコーディネートしていくことも必要なので、そ

うした視点からも私のもう一つの仕事が見えたような気がします。皆様方どう

もありがとうございました。  

 

八木委員：皆様、ありがとうございました。私は、家庭教育支援にずっと携わ

っていました。今週はちょっと天気が悪いですけれども、ＰＴＡの役員もやっ

ていたものですから、そのＰＴＡのＯＢサポーターを立ち上げました。地域は、

富士見学区ですけども、富士見小学校を卒業したお子さんをお持ちのＰＴＡの

方たちのＯＢ、それから、その地区の高松中学校のＯＢ、豊田中学校のＯＢ、

そういった方たちをまとめて一つのサポーターズクラブを発足させています。

活動は、まだまだ少ないです。  

 この協議会、特に今日のお話を聞かせてもらって、そうした地域のつながり

をつくるということが、実はつながっていそうで、つながっていないのが実態

なものですから、自治会とかＰＴＡとかといったことをまとめていく、連携さ

せていくというのが、今後の大きな課題になるのではないかというのを強く感

じましたし、それを担っていけるようになればいいなと思って、このまま家庭

教育の支援をする中で、皆さんと何か協力できたらいいと思っています。  

 こちらの消費者市民教育は非常に難しいのではないかと思いますし、ゴール

があってないようなものではありませんか。指標もなかなか分かりませんし、

個人個人の感じ方にもよるものですから、それぞれ意識を向上させるというの

は大変ですし、大事なので、まだまだ模索していかなければならないと思いま

すが、何かご協力できたらいいと思いますので、今後ともよろしくお願い致し

ます。  

 

望月委員：静岡大学の望月です。今まで２年間参加してきましたが、あまり意

見も出せなくて申し訳なく思っています。何か事業をするときに、人手が足り

なかったときに大学生のボランティアとか結構やっている人とかがいるので、

時期によっては集まらないかもしれないですが、声をかけてもらったら、参加

してくれる大学生もいると思うので、またよろしくお願いします。ありがとう
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ございました。  

 

渡邊委員：私は、センターにご支援・ご協力を頂きながらグリーンコンシュー

マーとハナミン劇団のほうに参加しました。ハナミン劇団も最初のうちは私た

ちも慣れないので、劇をして、「こういうことに気を付けましょう」とか、啓

発をしてきましたが、やはりだんだん慣れていくうちに、参加者とのコミュニ

ケーションができるようになって、いろいろな質問を受けるようになりました。

中には、「クーリングオフって、これはどのくらい？」とかとだんだん難しい

質問をいろいろ受けるようになったので、「ああ、これは私たちもしっかり勉

強しなければいけないな」と思いながら、いろいろ勉強させてもらっています。  

 グリーンコンシューマーの講座なども、私たちが女性として必ず台所に立ち

ますので、本当に買い物から、そういうすべての面でグリーンコンシューマー

になれるんだよなんていうことを。そうすると、子どもたちなどは、特に、

「じゃあ、お母さんたちにも知らせよう」とか、やっぱりそこで、子どもから

母親にそうやってつながりができるので、やはり子どもへの教育は大切ではな

いかと思いました。  

 私は、食育活動のほうもしていますので、そういう面で幼児から高齢者まで

幅広くいろいろな面で啓発できたらと思っています。  

 また、個人的にですが、私の家の周りは一戸建てが多いものですから、ほと

んどが高齢者です。そうすると、一人暮らしあるいは二人暮らしの方が多いで

す。猫の額ほどの狭い敷地ですが、天気のいい日は駐車場にベンチを置いて、

そこにちょっと布団を置いていつでも皆さんが座っておしゃべりができるよう

にしています。私がいるときにはちょっとお茶を出したりして、「こういうこ

とに気を付けてね」とか、センターで頂いたシールを差し上げたりしながら、

少しずつ自分にできることがないかなと思ってやっています。  

 また、皆さんから何かいいお知恵があったら、お借りしたいと思います。よ

ろしくお願い致します。  

 

竹田委員：静鉄ストアの竹田と言います。消費者教育という、皆さんがお集ま

りの中で、自分がちょっと違う立場にいるなということで、大変居心地が良く

ないなといつも思っていましたが、皆さんのいろいろなお話を来ている中で、

幾つか勉強になったことがたくさんあります。その幾つかをお話しします。  

 まず、家庭科の教育の中で消費者教育をやってくれているということで、家

庭科の教科書なんて中学を卒業して以来見たこともなかったので、実は手に入

れて見てみました。静岡市で使われているものと同じかどうか分かりませんけ

ども、その中で消費者の教育もやっていますし、料理の作り方という本当にす

ごくいいレシピ本みたいなかたちで幾つか紹介しているので、こんなことをや

っているんだと。われわれは、そういう商売をしながら、そういうことにも気

が付かずに仕事をしていたということで、それは大変勉強になりまして、そう

いう知恵を使いながら、仕事にも生かしていこうと感じました。  

 また、その中で消費者教育としてクレームの言い方まで教えていることに関
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心を持ちました。こういうことがあったら、こういうふうに消費生活センター

に問い合わせてみるとか、こういうことに気を付けましょうとかいうのがあっ

て、それもやっぱり商売するうえで、毎日やっていることが教育にもつながっ

ているということを意識してやらなくてはいけないなということをつくづく感

じました。これからもそういうことを気を付けながらやりたいと思います。  

 先ほどお話ししたように、われわれも地域の皆さんに商売をさせてもらって

いる還元を何かしていかなければいけないなということで、いろいろなことに

取り組んでいます。その取り組み方もまだまだ勉強不足で、ちょっと的を射て

いないことをやっているかもしれないと思っていますので、ぜひご意見とかご

要望がありましたら、聞かせていただきたいと思います。これからもよろしく

お願い致します。ありがとうございました。  

 

磯部委員：私は、去年、清水農協の理事になりまして、消費生活のこちらに出

させてもらいました。まだ１年たちませんが、本当に何も分からなく、ただ勉

強させてもらうだけです。でも、本当にいい中に入れてもらえたとは思ってい

ます。  

 農協でこういうものをすべて応援できるかどうかは、私もやりますよとはで

きませんけれども、農協自体も皆さんに安心・安全な食材を提供ということは

今やっています。竹田さんみたいな大きなあれはありませんけれども、朝市と

か直売所で、虫が食べたような本当の低農薬のものとか、農薬を掛けないで無

農薬で作っているようなものを朝市で出して、地域の皆さんに安心・安全な食

材を提供ということを今もってやっています。  

 大きくはやっていませんが、地域の皆さんのために、何とか安心なものを提

供してやっていこうということだけは、皆さんにできます。また、私個人とし

ては、もしこういう機会があれば、協力させてもらいたいとは思っています。

何も分からない私がここで勉強させてもらって、本当にありがとうございまし

た。  

 

森委員：ありがとうございました。学校に勤める立場として、いろいろ言わせ

ていただきました。ありがとうございます。私もこの会に参加させてもらって

改めて思ったのは、今、学校の教育も学校の中だけではとても完結しない、本

当にいろいろな方のご支援・ご協力を頂いて、いろいろな人とつながっていか

ないと教育はできないと感じていたのが、またそういう思いを強くしました。  

 それから、先ほど竹田委員から家庭科の教科書という話が出ました。一応静

岡市では開隆堂の教科書を小学校も中学校も使っていますが、教科書自体もす

ごく変わってきています。恐らく皆さんが小学校・中学校で学んでいた頃には、

家庭科は、衣食住とみんな分野が分かれていたと思いますが、今、それよりも

生活を丸ごと捉えるという感じです。その中に衣の部分もあるし、食の部分も

あるしという感じで、基盤は家庭の生活だ、家族のつながりだということで教

科書も構成されてきています。  

 それもそうですが、こういう消費者教育も、一つのことだけを子どもに教え
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ればいいのではなくて、やっぱり子どもの生き方全体というか、人としての生

き方というか、私たちがそういうふうに考えていかないといけないということ

をこの会に参加して、またそういう思いを強くしました。ありがとうございま

した。  

 

鈴木委員：保育園の立場で参加させてもらいました。やっぱり子どもの年齢が

低いもので、どこまで消費者教育ができるのかというのが、正直言ってよく分

からないというところから始まって、今の森先生の話を聞いて、「ああ、なる

ほど。そのまま底辺にまずいるんだな」と思いました。本当に生活そのものを

やっていくかたちが保育園の使命かと思って、また意識を新たにしました。  

 一番取り組みやすいかたちでやっているのが、やはりいろいろなものに関係

するということで食育にすごく力を入れています。それこそＪＡと協力して、

いろいろな教室をやってもらっている中で、子どもたちがいろいろな食に興味

を持ったり、関心を持ったり、そういうものをどんなふうにして自分たちが採

り入れているのかということを知ったりという場になっているかと思っていま

す。その辺もすべて無料でやってもらっています。お抹茶教室、煎茶教室、そ

れから明治乳業のようなところで、ヨーグルトを使ったものとかいろいろなも

のを提供してもらっている中で、本当にありがたいと思っています。  

 おさかな普及協議会の方にも来てもらって、駿河湾で捕れる魚はこんな種類

があるんだよというのを見せてもらったりとか、その魚を解体して、お昼に食

べたりとかというかたちもやってはいますが、もちろん、全園網羅できるわけ

ではないので、順番にやったりしています。  

 それと、１９日が「食育の日」というかたちで、毎月そこには必ず何かをや

るということと、日々いろいろなことをやっていますが、一つ、やはり何とな

くやってはいるけれども、そこからもう一歩抜けられないというか、もう一つ

つながらないというところがあるのが自分たちの課題だなとは思っています。  

 その辺を保護者にうまく伝えていくというのもどういうかたちがあったのか

というので、先日、それこそ食育のアンケートを採ったばかりでした。そうし

たら、保護者が食育の日を知らなかった。これだけ何年もやっているのに、食

育の日を知らないんだと。いろいろ展示したり、お知らせもしていますが、そ

こで分かってもらうことが非常に難しいので、その辺にどうＰＲしていくかと

いうことがこれからの私たちの課題かなと思っています。本当に勉強だけさせ

ていただいてありがとうございました。  

 

白鳥委員：冒頭にも申し上げましたけれども、第２次消費生活基本計画と消費

者教育推進計画の策定にあたっては、本当に委員の皆さんから大変貴重なご意

見をたくさん頂きまして参考にさせていただきました。当初２本の計画を立て

るつもりでいましたが、第２次消費生活基本計画の中に消費者教育推進計画を

盛り込む、併せて策定するというようなかたちにしました。あまり例のない方

法で、戸惑うことも多かったのですが、学識経験者の委員の方々をはじめ、委

員の方々から、参考となるご意見を頂きましたので、計画策定のみならず、こ
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れからの事業実施についても反映させていただきたいと思っています。  

 今日のお話の中でも思ったのは、やはり委員の皆さんは、教育関係者、ある

いは消費者団体、事業者、事業者団体としてたくさんの教育資源を持っていら

っしゃることをつくづく思いました。これからは、消費者教育推進員はもちろ

んのこと、やはり消費生活センターがそういった資源をいかにコーディネート

して、連携していくか、大変重要な役割を担っていかなければならないとつく

づく思いました。  

 消費者教育推進地域協議会というのは、計画策定について意見をお聞きする

だけではなくて、今後の消費者教育の推進にあたって委員の皆さんの相互の情

報交換や調整をしていただくことも所掌事項になっています。確かに今回の委

員の皆さんでの任期は６月で終了しますが、今後ともこれを機会に、委員さん

相互でも結構ですし、消費生活センターを通じておつなぎすることも可能です

ので、ぜひ消費生活センターを活用していただいてこれからもこのつながりを

大切にしていただけたらありがたく損じます。よろしくお願い致します。どう

もありがとうございました。  

 

朝倉副会長：この委員会は、消費者教育推進法ができて、それに基づいて集め

られた母体です。消費者教育の重要性というところがやはりあるからこそ、こ

ういう場ができたし、こういう方向で動いていると思います。  

 そこで思うのは、この実施計画の７ページを見ても、いわば消費者教育推進

の部分にかかわる計画、事業の中身の拡大、充実というところが非常にずっと

並んでいるわけです。これを所管するのが消費生活センターということで、い

わば消費者教育という部分が、「これまでの業務」プラス「大きな業務」とし

て始まったと、とりあえず計画をつくったけれども、これからこなしていくの

はとても大変だなと思う次第です。  

 本当にごくろうさまだと思っていると同時に、こうして集められたわれわれ

委員も、この業務の一端を実際に汗をかいて担っていかなければならないだろ

うと思っています。白鳥所長が言われたように、われわれも積極的に協力して

いくべきだろうなと思いました。  

 

色川会長：そろそろ時間なので、私は一言だけ。２年間お世話になりましてあ

りがとうございました。なかなかスムーズにいかずに発言もしづらいテーマで

難しかったと思いますが、ご協力いただきまして、本当にありがとうございま

す。何とか計画までたどり着きました。  

 今、朝倉委員も白鳥所長も言ったとおり、地域協議会というのは、本来は、

別に計画をつくることだけではなくて、普段かかわっていなかった皆さんが集

って、それを核に地域の消費者教育を推進しましょうという一つの実行部隊で

も本来はあると思います。その辺は、今回はなかなかできなかったのですが、

計画も策定されたことだし、次期の地域協議会に関してはそういうふうに進ん

でいただきたいと思います。  

 そのために、例えばなかなか進むことがなくても、それは必ずしもセンター
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の責任ではなくて、地域協議会の責任でもあるという認識のもとで進めなけれ

ばいけないことだと思っています。ぜひ次期はそうなっていただきたいと思い

ます。それと、政令市はたくさんありますが、地域協議会を設けたのは、静岡

市が政令市で一番最初です。ですから、そういう意味では、進んでいることな

ので、ぜひこのまま進むように、先進的なポジションは神戸市に負けずに進め

ていただきたいと思いますので、期待しています。  

それでは、これで第３回静岡市消費者教育推進地域協議会を終了致します。

ありがとうございました。  

（終了）  


