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平成 27 年度  第１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 10 月 28 日（水）午前 10 時 00 分～ 11 時 30 分 

 

２  場   所      静岡市職員会館  大会議室  

 

３   出  席  者      （委  員）色川会長、朝倉副会長、宮下委員、小清水委員、

山本委員、渡邉委員、竹田委員、良知委員、杉山委員、

太田委員、森委員、大川委員、小林委員、増田委員  

（事務局）伏見局次長、鎌田所長、櫻井主査、 

横山消費者教育推進員  

 

４ 議  事  

(1)静岡市消費者教育推進計画について  

 ア計画策定の経緯と概要  

 イ消費者教育推進地区での取組の報告と今後について  

 ウ消費者教育推進校の検討について  

(2)その他  

 

５ 会議内容  

色川会長：ただ今より、平成 27年度第１回静岡市消費者教育推進地域協議会の

議事に入ります。  

それでは、最初に「議事１  静岡市消費者教育推進計画ついて」の「ア  計画

策定の経緯と概要」についてです。事務局から説明をお願いします。  

 

事務局：議事１のア「計画策定の経緯と概要」について説明  

 

色川会長：ありがとうございました。補足しますと、基本計画のほうには大枠

の話しか書いていません。実際の施策が、「実施計画」に出ています。もし見

るならば、「実施計画」を見たほうがよく分かると思います。何かご質問、ご

意見等ありますか。いかがですか。はい、お願いします。  

 

宮下委員：二つほど質問させてください。一つは、今、一生懸命に副教材の改

訂を審議して取り組んでいるということでしたが、ご承知のように、消費者契

約法とか、特定商取引法とか改正に向けた動きが進んでいます。実際に、来年

の通常国会で法改正が議論されることになりそうですが、仮に改正案が成立す

るとしても夏以降だと思います。  

 そうすると、新しい内容が、この副教材にどう反映されるのか少し気になり

ました。拝見する限りはそんなに大きな問題はないのかとも思いつつ、いろん

な問題が、例えば通信販売のところもいろいろ変わるようなこととかもありま

すし、どういうふうになるのかが気になります。そういう意味では、改訂が平
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成31年以降に予定されていますが、今後、時期的にタイムラグができる感じが

するので、もう少し前倒しする必要がないのかが一点です。  

 もう一点は、消費者教育には直接関係していないのかもしれませんが、担い

手という意味では、来年度から消費生活相談員の資格が国家資格化することも

あり、やはり静岡市でもそういった人を増やしていくことが必要です。  

 そういう意味では、消費者教育を下の段階から積み上げていく、そういうこ

とに関心を持ってもらう、もちろん消費生活相談員の資格取得自体が目的では

ありませんが、消費者教育を積み上げる中で早い段階でそういうことにも関心

を持ってもらって、担い手を増やしていく方法もあります。国家資格化は来年

には実現するので、それに向けた取り組みをしていく必要があります。  

 私も、たまたま国民生活センターの消費生活相談員資格試験準備委員会の委

員を務めておりますが、準備はかなり急ピッチで進んでいます。その辺りの対

応についても、直接消費者教育ということには関係しないかもしれませんが、

静岡市としてのお考えを聞かせていただきたいと思います。  

 

色川会長：いかがですか。  

 

事務局：まず一点目の「エブリディ消費者！」の副教材の内容については、法

改正があるとしても、そこまでは影響はないのではと考えています。ただ、指

導書の中身になると、反映させなくてはならない部分もあるかもしれませんの

で、かなり変えなくてはならないとなったときには、指導書のみ対応するかど

うか、その状況で考えたいと思っています。  

 また、大改訂ということで、大幅に見直しを考えている時期としては、一応、

今計画上にある年度になります。もう少し前倒しをしなければならないような

状況になった場合には、その時に考えたいと思っていますので、またよろしく

お願いします。  

それでは、二点目の質問で、担い手養成講座とか、あるいは相談員が国家資

格の対応ということについてですが、有能な消費生活相談員の確保は、消費生

活センターにとっても重要な課題となっています。  

 現在、そういった相談員がなかなか集まりにくい状況においては、過去に行

ったように新しい資格制度の資格取得養成講座についても開催を考えていく必

要性を感じています。ただ、私たちは、まだ、資格制度の概要について把握で

きていませんので、平成29年度以降にそういった資格取得を支援するような取

り組みなどを考えていきたいと思っていますので、またいろいろと教えてもら

いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。  

 

色川会長：少し補足すると、教材で言うと、３年クールで改訂しないとまずい

と思うので、多分、それが念頭にあってこうなっていると思います。確かに、

もし万が一、通信販売とかにクーリング・オフが入ってきたときに、変えなけ

ればいけない所が出てくると思います。そのときは、多分、差し込むかたちで

調整を考えざるを得ないと思います。大きく変わるのは、３章と７章辺りと思
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います。７章もトラブルの所ですが、基本的な話なのでそれほど危なくはない

と思います。  

 もう一つ、担い手の問題です。私は消費者団体もやっています。以前、消費

者団体で静岡市から委託を受けて、相談員養成講座を行ったことがあります。

私どもの団体としてもやらなければいけないと思っていますが、いわゆる資格

制度がはっきりしないとやりづらいということで、少し困っているところです。  

 昨日、たまたま、別の会議で話を聞いた感じだと、今までの通常の資格試験

はそのままあって、要件を満たしたかたちの資格試験にするということでした。

そうすると、例えば、何かの資格と消費生活相談員という国家資格の両方が取

れることになるという話です。だから、今までの消費生活専門相談員とかでは

なくて、消費生活相談員という資格を、今、三つあるもの全てに付けるみたい

なニュアンスだったので、どれにやるかはよく分かりませんが、どれかに絞っ

たかたちの資格制度の勉強の仕方を考える必要があると思います。その辺は、

またおいおい考えてもらえればと思います。ありがとうございました。いかか

がでしょうか。はい、お願いします。  

 

杉山委員：国家資格の話は、私もその対象者なので。私は、二つ資格を持って

います。消費生活アドバイザーと専門相談員の資格も持っていて、情報も入っ

ています。  

 私がずっと相談員をやっていたときに、何回も言われていることです。これ

は全国的なことですが、待遇が悪いので、正直、私たちの仲間では、「資格を

取得することを勧められないね」というのが、みんなで会ったときに必ず話を

することです。つい最近も話をしました。自分がやってきたことは、大変な仕

事だと思うし、誇りに思ってやってきていますが、待遇の面を見ると、「若い

人たちに勧められないね」と必ず最後に言って、「そうだよね」と終わるのが、

ここもう10年、20年続いている話です。  

 静岡市も、５年で終わる雇い止めがあるようにも聞いています。ない所もあ

りますが、そんなことを含めて、給料の面だけではなくて、もう少し待遇なり

を良くして、センター、市役所、県の中での地位の位置付けをもう少し包括的

にアップしてもらわないと勧められない資格になります。勧められる資格にす

るには、国に言うしかないと思います。  

 静岡市で、前に消費者庁の長官でしたか・・・、私の仲間なので、直訴では

ありませんが、訴えたという話も聞いています。ぜひ、そこも含めて検討して

もらえたらありがたいです。  

 

色川会長：今の話は国全体の問題という話なので、静岡市だけで言うと、なか

なか困難なところがあります。当然、センター側も問題はあると認識している

ことだと思います。もっともっと待遇が良くならなければと、まさにそれは思

います。  

 担い手という話に関して言うと、本校の学生も資格を取ったりします。相談

員にならなくても、一つの勉強の目標として担い手の資格を取ってもらって、
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その人たちが、教育関係のボランティアでもいいですが、そういう関わり方も

あると思います。ですから、本来は専門職の資格としてできたものですが、現

状だといろんな人が取りますので、そういう勉強の励みにする手はあります。  

 ただ、結構難しいです。なかなか受かるものではありません。その辺が、担

い手のレベルとしては高すぎるかなと思います。神戸市が以前、資格を持った

人を集めて、さらに勉強をさせてマイスターという制度を作りました。これは、

レベルが高すぎますが、それでもできるだけ参考にしてもらえたらと思います。

ありがとうございました。ほかはいかがですか。よろしいですか。  

 では、次に行きます。「イ  消費者教育推進地区での取組の報告と今後につ

いて」です。それでは、お願いします。  

 

事務局：議事１のイ「消費者教育推進地区での取組の報告と今後について」に

ついて説明  

 

色川会長：ありがとうございました。それでは、ただ今の話について、委員の

皆さんからご意見、ご質問等がありましたらお願いします。はい、宮下委員。  

 

宮下委員：私ばかりがお話をさせていただくことになり恐縮です。本当に大変

素晴らしい取り組みで、こういう取り組みに日々奔走されている横山さんにま

ずは敬意を表するとともに、早速、こういった取り組みを始めた消費生活セン

ターの皆さんに、やはり敬意を表したいと思います。  

 そこで質問ですが、南部学区自治会連合会の紹介で 109世帯を訪問したとい

うことでしたが、もしかしたら連合会長に聞いたほうがいいかもしれませんけ

れども、どういう基準で選ばれたのか、例えば、高齢者中心とかいろんな基準

があるかと思いますが、それをお聞きしたいのが一つです。  

 もう一つは、ご紹介のあった聞き取り調査の結果についてはいろいろな被害

事例があって、私も大変興味深く拝聴しました。特に訪問販売で、ミシンの修

理をすると言いながら実際には布団を売り込まれたというのは、なかなか大変

なケースだったと思います。ただ、これがいつ頃のケースなのかが気になりま

す。というのは、高齢者が「こういう被害があったね」という場合には、それ

が20年前ないし30年前のことだったという可能性もゼロではありません。逆に

これが直近の被害事例であれば、むしろそれをセンターにつないでもらって、

すぐ対応してもらうという方法があると思います。  

 仮に１年ないし２年前のこととなると、「そういうことがあったね」という

ことではあっても、最近は問題になっていないケースということであれば、す

ぐに対応する必要はありませんが、実際にはこういうケースがあったという事

例を集積することにつながるかと思います。その辺りのこと、つまり調査した

結果として、いつ頃起こったことなのかまで分かっているのかどうかを教えて

ください。質問ばかりで恐縮です。よろしくお願いします。  

 

事務局：「見守りが必要だと思われる世帯をお願いします」と言って各町内会
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長から紹介された家を訪問しましたが、会長の判断によって、組長のような人

を紹介された町内会もありましたが、そういった家を回っています。  

 先ほど、説明が漏れていましたが、２回目の９月の訪問の結果も裏面に載っ

ていますので、そちらも併せてご覧ください。そして、そのあとに、「消費者

教育推進地区便り」です。「第１号」、「第２号」について全戸配布をしてい

ますので、それも参考にしてください。  

 二つ目の質問については、横山が答えますのでお願いします。  

 

事務局：二点目の質問ですが、やはり高齢者ということもあるので、確かに、

時期がはっきりしないという話はたくさんありました。でも、私は、とにかく

経験ということで聞きました。本当にいろんな時期のものがあると思います。  

 今の質問のミシンについては、比較的近年のことだそうです。かなり記憶が

はっきりしていて、今更クーリング・オフもできない、契約書などもあるかど

うか分からない状態で、これから取り戻すことはできないということだったの

ですが、私は貴重な話だというので聞きました。そんなわけで、確かに古い話

もあります。  

 

宮下委員：いずれにせよ、大変貴重な取り組みだと思います。これだけの方か

ら話を聞いていくのは、大変な作業だと思います。先ほどの発言は、もし、お

聞きになったのが最近の話で本当にいま困っていることがあれば、センターに

すぐにつないでもらうと一番いいのではないかと、そういう趣旨です。その意

味では、もし被害に遭った日付や時期が分かるのであれば、そういうときに

「いつ頃」と書き加えて報告していただくと、私たちもいろいろ情報を得るこ

とができるので、可能であれば、ぜひそれをお願いしたいです。決して何か文

句をつけるということではありません。これだけお話を聞いてくるのは、大変

なことだと思いますが、もし可能であればということでお話しした次第です。 

 あと、ついでで恐縮ですが、クーリング・オフについて言いますと、もし訪

問販売で布団を売られたとしても、契約書などに「クーリング・オフできま

す」とはっきり書いていなければ、それはクーリング・オフの行使期間がまだ

始まっていないことになりますから、クーリング・オフは契約書を交付されて

から長い時間たっていても行使できる可能性があります。ですから、そういう

意味では、「こういう話を聞いたけれども」という形でセンターに伝えていた

だくと、もしかすると、問題解決の糸口になるかもしれませんので、いろんな

情報がありましたら、また教えてください。どうもありがとうございました。  

 

事務局：ありがとうございました。これから、もしかしたら、まだまだ救済の

方法があることを伝えて、これからは、より一層、気を付けて契約書は必ず取

っておくようにとか、そういう啓発もしていきたいと思います。ありがとうご

ざいます。  

 

宮下委員：もし何かあって、これは解決できるかもと思ったときは、ご自身が
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一人で悩まれるよりは、センターにつないで、「もしかすると問題があるか

も」と言ってもらったほうが、より迅速な解決とか、適切な解決になると思い

ます。いろいろ仕事ばかり押し付けて申し訳ありませんが、せっかくの取り組

みですので、ぜひ、よろしくお願いします。  

 

事務局：ありがとうございます。そのように努めます。  

 

色川会長：ありがとうございます。ほかはいかがですか。はい、お願いします。  

 

山本委員：先ほど話をしたとおり私の学区でした。非常に大変です。  

 最初、鎌田さんから依頼があり、「ええ、こんなのやるの」と言いました。

やはり町内会がリードをしないとできません。最初に行ったときには、私ある

いは町内会長が紹介したものですから、快く受けられました。  

 ２回目に新しい所に行ったときは、やはり行政から来ても信用してくれませ

ん。私にその点の報告がありまして、「町内会長が推選したからお願いしま

す」と言ったらスムーズにいったそうです。  

 やはり信頼される人が、名前を出して地域を守ることは、いかに大事かと思

いますので、これから私たちもいろいろ協力して地域に広めていきたいと思い

ます。雨の日も来てくれて、今、非常に苦労しています。発表はこんな簡単で

すけど、実際はそれ以上の問題がありますので、皆さんも協力していろいろ地

域を守るためにぜひひとつ支援してください。よろしくお願いします。  

 

色川会長：ありがとうございました。頑張ってくださいとしか言いようがあり

ません。私から今の点で二点だけ気になりました。  

 一つは、戸別訪問した人々に対する対応について出ていたので、それはそれ

で一つはいいと思います。ただ、これは大変貴重な情報ですから、市としては、

やはりそういう案件から、例えば、どういう対策を取るべきなのかとか、どう

いうふうにすべきなのか、もう少し大きな視点で考える材料になります。です

から、もう少し踏み込んだかたちで、どういう具体的な対応策にしようかとか、

例えば、電話そのもの自体をこういう電話を置いたら大丈夫なのかなとか、い

ろいろやり方はありますね。そういうのを示すことを考えてもらうとありがた

いなと思います。  

 

山本委員：それについては、まだ巡回中でしょう。まだ、２回、３回あるし、

それから報告すると思います。今、いいアドバイスを受けたから、やってくだ

さい。私も、「必ず報告してください」とお願いしています。ただ、行ったき

りでは何も意味がありませんから、必ず、どのようにどうしてやったかという

報告を、私も望んでいますから、ぜひひとつ、よろしくお願いします。  

 

事務局：センターに入ってこないような相談については、詳しく分析しながら、

今後の消費者啓発等に活かしていきたいと思います。  
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 こういった電話の被害も多いということで、今、まだ計画の段階ですが、来

年度以降、迷惑電話を拒否する装置を試験的に導入する事業を計画しています

が、今はまだ計画の段階なので詳しくは話ができません。よろしくお願いしま

す。  

 

色川会長：よろしくお願いします。ほかはいかかですか。  

 

朝倉副会長：対象になる家庭の基準ですが、先ほどは一任というか、見守りが

必要な世帯という、一応、漠然とした基準で一任ということですが、現在、ピ

ックアップしたのが何軒なのか。今のところ、「 130」ほどを２回、回ってい

るようですが、まだあるのかどうか、「総体－全体の総体」としてどれぐらい

の対象世帯があるのかを教えてください。  

 あとは、これから実績を積んでいく中でのことだと思いますが、どういう世

帯が問題を抱えている傾向であるのかとか、そういったところを踏まえて、自

治会ないし連合会に、対象となる世帯として推選をもらうある程度の基準がで

きれば、これからの把握する世帯数も一定程度見えてくると思います。  

 本当にこの作業は大変ですし、これから事業の拡大となってくると、いわば

人的な確保という部分も含めて、どの程度必要数があるのか、その辺を見据え

たかたちでの、今後の活動というか、計画をお願いします。  

 

事務局：そうですね。南部学区の世帯数は、約 3,100世帯と聞いています。当

初は、大体 100世帯ぐらいを回るという計画になっていました。「南部学区の

町内会、自治会から、大体何人ぐらい推選してください」とお願いをしていて、

それが 133世帯になっていました。やはり、それくらいの世帯数が、１カ月ぐ

らいで回る限界だと考えています。  

 今回、初めての試みだったので、４回とも同じ世帯を回ることで始めていま

す。全世帯を回れていなくて、何回行っても不在の家もありましたが、原則同

じ世帯を２回回っていて、あとの２回についても、同じ世帯を回る予定です。

この２～３ヶ月に１回というサイクルも、実際やってみるとなかなか大変なも

のもありましたし、やはり戸別に回ることにも限界があります。  

 大変協力的な地域なので、地域の中で活動を支援するような、地域の担い手

養成につながるような、例えば、今後は、出張教室を併せて進めていく形も考

えていきたいと思います。何分手探りの事業なので、また、委員の皆さんの意

見も聞きながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。  

 

色川会長：ありがとうございました。全国的にもあまりない例なので、まさに

手探りだと思いますので、頑張ってもらいたいと思います。次に行ってよろし

いですか。次の議題に入ります。今度は、「議事１－ウ  消費者教育推進校の

検討について」です。事務局から説明をお願いします。  

 

事務局：議事１のウ「消費者教育推進校の検討について」について説明  
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色川会長：ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見等ありました

ら、お願いします。いかがですか。お願いします。  

 

森委員：学校の立場から少し質問させてください。ざーと見せてもらうと、本

当に学校に負担が掛らないように、よく考えてくれていると思います。  

 下から２番目の「教員を消費者教育に関する研修に派遣」をしてくれるとい

うことで、消費生活センターから、「こんな研修があります」みたいなことを

紹介してくれるのでしょうか。それとも学校側が、こんなものがあると探して、

「これに行きたい」と言うのか、その辺のところです。  

 今、学校で非常に大変なところは、職員をいろんな研修会に行かせたいので

すが旅費がなかなかありません。そういう参加費とか旅費は出してもらえるの

か。そこがクリアできるとさっと手を挙げる学校もあるかと思いますので、そ

の辺を教えてください。  

 

事務局：ありがとうございます。研修ですが、私どものほうで、「このような

テーマがありますよ」ということは提供します。よくあるのが、国民生活セン

ターで教員向けの消費者教育講座を開催していますので、そちらに行ってもら

えればということで考えています。  

 旅費ですが、一応、私どもで旅費として予算の要求はしています。あくまで

も、予定としてはこちらで対応するつもりです。  

 

色川会長：やっぱり、推進校ですからメリットがないとね。そういうプラスの

メリットは用意していただきたいと思います。ほかはいかかですか。はい、お

願いします。  

 

渡邉委員：私は、静岡地方裁判所の委員会にも出ています。消費者啓発のこと

で議題があったので、ゲストスピーカーでセンターにお願いしました。そのと

きに、「エブリディ消費者！」を持ってきて、委員の皆さんに見てもらいまし

た。ワーク式にもなっているし、子どもだけでなく保護者にも本当にとてもい

い教材で、「これは静岡県全部ですか」と言われましたが、「静岡市だけ」と

話したら、「本当に、静岡市だけではもったいない」と言われて、「これを静

岡市から、静岡県に、全国に広げられるようになったらいいね」という話をし

ました。  

 一部の学校だけという話でしたが、今日、小林委員も来ているので、学校は

忙しいでしょうけど、できたら全校で「エブリディ消費者！」を採り入れて、

子どもの頃から消費者教育に取り組んでもらえれば、もっともっと消費者啓発

に役立つのではないかと思います。  

 今、私たちしずおか市消費者協会も、どんな電話がかかってきたかとか、ど

ういう訪問者が居たかを、会員で調査をしています。また、何らかの関係で、

センターとうまく調査結果の報告ができたらいいと思っています。  
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 前の委員会でも話しましたが、一昨年前から悪質商法の劇団として訪問に出

ています。今年辺り２回目の所もありますので、そこで少し質問をして、「前

回はこういうことを聞いたので、また、それからそういう方が来て、ちゃんと

断られた方は居ますか」と聞いたら、何人かが手を挙げました。  

 やはりペーパーだけとか、メディアだけだとなかなか頭に入っていきません

が、「あのとき劇団に来てもらって、やってもらったのと同じようだったから

すぐ断ったよ」とか、そういう話を聞けたので、高齢者はペーパーだけでは駄

目なのかな、やはり実際に行って、話をするのが一番かなと思います。  

 今年度からは、消費者市民社会についても５分ぐらいの時間をもらって、み

んが消費者であるからということで話をしています。これからも、そういうこ

とも啓発に役立てていきたいと思っていますので、ぜひ、学校もよろしくお願

いします。  

 

色川会長：ありがとうございます。小林委員、何か。  

 

小林委員：ありがとうございます。大学の先生はご承知のとおり、全体的な学

校の中で行われている教育は、ベースは学習指導要領に沿って進められていま

す。そして、子どもたちは、昼間は学校で学ぶわけで、その学習指導要領の目

標に向けて、その内容を取り組むにあたって、「これくらいの時間を使ってや

ってください」と、国で示されている時間があります。それで学校での子ども

たちの時間割が組まれています。  

 例えば、今日は家庭科の授業で、それなりの時間が組まれています。家庭科

にとらわれず、例えば、社会科とか、もっと言えば、もしかしたら国語の中と

か、算数の中とかいろんな場面で、消費生活に関わる子どもたちが身につけな

ければならない力は、いろんな教科を学ぶ中でつながっているものがあるので

はないかと思っています。  

 消費者教育だけではなくて、そういった何とか教育は、例えば、環境教育と

か、金融教育とか、〇〇教育と名前が付いているさまざまなものがありますが、

そういった関連する教科、単元をつないでいく中で、学校の教員がそういう視

点を持って、「この単元だったら、そういうところにつなげられるね」という

かたちで進められるといいのではないかと考えているところです。  

 実は、これからの子ども、学校教育をどうしていくかも、今、事務局の中で

考えているところです。そうした中で、国でも学習指導要領を何年かで改訂し

ていきますが、その中で、例えば、アクティブ・ラーニングというかたちとか、

どういうかたちで学習指導要領の中に入るか分かりませんが、例えば、シチズ

ンシップ教育とかが入ってきます。  

 そうすると、先ほど言ったように国語とか社会とか家庭科とかではなくて、

子どもたちがさまざまな教科を学ぶ中で、そういった教育について関わりのあ

るところをつなげていく作業が、これから学校の中で必要になるのかなと考え

ています。その辺も、先生方と一緒に事務局も考えていきたいと思っています。  

 



10 

 

色川会長：一つだけ言いますと、「エブリディ消費者！」は副教材です。副教

材は、教科書があるから、そのあとの副だという理解です。  

ですから、その辺は誤解がないように、一応、教科書があっての副教材です。

これだけでメインで進めてもらおうという話では必ずしもありません。よろし

くお願いします。ほかはいかがですか。お願いします。  

 

小清水委員：一つ、「クラス単位での講和の実施」とありますが、クラスに行

って、そのクラスの子どもたちに 10分話をして戻ってくるかたちになります。

あえてそのかたちがいいと判断した理由を聞きたいです。  

 例えば、給食の時間でお昼の放送とかがあります。それだと静鉄ストアさん

に来てもらって、食材のこととか、もちろん、栄養士が話したりとか、給食委

員の子どもたちが話すこともありますが、２カ月に１回ぐらいであれば、例え

ば、ＪＡさんに来てもらって作物のことを、放送であれば全校に話が伝わりま

す。そういったことも可能かと思いましたが、あえてクラス単位の提案の意味

を教えてもらいたいと思います。  

 

事務局：給食時間の放送という案はこちらでも出ました。それもいいなと思い

ましたが、給食に夢中になって話を聞いてくれるのかということになりました。  

 クラス単位だと全校生徒を集めなくてもいいというところで、クラスに出向

いて、朝の10分間ぐらいだけなら話を聞いてくれるのではということもあり、

そのように設定しました。やり方としては、給食時間中の放送もあると思いま

すので、その時には協力いただけたらと思います。よろしくお願いします。  

 

色川会長：多分、宮下委員が言いそうなので、時間もあれなので、先に私が言

います。  

ＰＴＡ関係が手薄です。「保護者」と書いてあるのは、結局、便りを渡すだ

けではないですか。何かないでしょうか。  

 

宮下委員：そうですね。  

 

色川会長：お願いします。  

 

宮下委員：黙っていようと思ったんですけど。  

 

色川会長：それは言っておいたほうがいいです。  

 

宮下委員：一つの方法としては、ＰＴＡとの連携があります。学校は、推進地

区とは別に選ぶことになります。ただ、そのときに、学校には必ず学校評議員

がいます。私も市内の学校でＰＴＡ会長をやって、まだ学校評議員をやってい

ますが、学校評議員会でご一緒しているのが自治会連合会長です。ですから、

ＰＴＡはもとより学校評議員にも参加してもらえるような企画、例えば、講話
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とか講座などを開催してもらってそこでつながりをつくって、次の推進地区の

選定につなげていくかたちも考えられると思います。あるいは、やはりこうい

うのをやるときは、保護者を集めることになります。もちろん、学校から連絡

が来ますが、保護者の中で「行きます」という人が何人かいないと、実際には

なかなか人数が集まらないという状況もあります。  

 例えば、小学校で保護者向けの講演会をやる際には、ＰＴＡと共催というか

たちになります。そうすると、もし推進校をやってみたいということで手を挙

げた校長先生がいれば、そこに話をしに行くときは、ＰＴＡの役員、場合によ

っては自治会連合会長を含む学校評議員、また、可能であれば会長以外の自治

会の役員の方々など、いろんな人に来てもらって、「今度、学校でこういうこ

とをやります」ということで話し合いの機会をもつということも可能かと思い

ます。  

 中学校となると少し仕組みが変わっているので、学区の持ち回りで自治会連

合会長が学校評議員になっていないこともあるかもしれません。中学校はちょ

っとよく分からないのですが、そういったかたちで地域とのつながりをつくっ

てもらうと同時に、保護者とのつながりもつくるということで、ＰＴＡにも話

してもらえればと思います。  

 もう一つ言うと、清水庁舎にある学校教育課の中に静岡市ＰＴＡ連絡協議会

の事務局がありますので、もし必要があれば、学校教育課に行ったついでにお

話をしていただければと思います。よろしくお願いします。  

 

事務局：ありがとうございました。学校を先に決めて、すぐにその学校評議員

にご挨拶に行った方がよいのでしょうか。  

 

宮下委員：そこら辺も学校とご相談いただく方がよいのではないでしょうか。

具体的な各学校によって事情も違うと思いますので。もし、そういうことで話

がしたいということであれば、学校教育課ともよく相談をしてやってもらえれ

ばと思います。私の方もお手伝いができることがあれば、できるだけ協力させ

ていただきます。  

 

事務局：分かりました。その際には、よろしくお願いします。  

 

色川会長：推進校というと生徒に目が行きがちですが、できれば先生も保護者

の皆さんも推進されれば一番いいので、その辺のバランスは少し考えてもらえ

ればと思います。よろしくお願いします。ほかはいかがですか。そろそろ時間

が来ているので。その他、何かご意見がありますか。はい、お願いします。  

 

増田委員：いろいろ意見をいただきまして、ありがとうございました。私の冒

頭の挨拶の中でも言いましたが、モデル地区にしても、モデル校にしても、本

当にいい事業だと思っています。地道な活動ですが、これを積み重ねていくこ

とによって、本当に消費者教育になると思います。  
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 先ほど、朝倉委員に、「今後の計画は」と言われたときには、どきっとしま

した。やはり限られた予算、限られた人数の中でやっていかなければならない

ので、モデル校になった所はいいですが、今後、これをどういうふうに広げて

いくかは最大の課題だと、私は感じました。いいアイデアがなかなかありませ

んが、例えば、先生を教育するとか、あるいは、地区で言えば、民生委員にそ

ういう活動を担ってもらうとかいろいろ案はあります。今日でなくて結構です

が、皆さんも考えてもらって、「こんな方法がいいんじゃないかな」という意

見がありましたら、ぜひ、聞かせてほしいと思います。よろしくお願いします。  

 

色川会長：ありがとうございました。それでは、時間になっているので、これ

にて、第１回静岡市消費者教育推進地域協議会を終了します。ありがとうござ

いました。  

（終了）  


