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 はじめに
 
　私事で恐縮ですが、筆者が『金融教育のマニフェ
スト』を明治図書出版から上梓したのは、2006 年３
月でした。その原稿を書き終えたのは、前年 2005
年９月でした。この本は、学校における金融教育に
ついて書かれた、日本でおそらく最初の本であると
思います。この本は、金融教育に関する論文を書か
れた比較的多くの方から引用して頂いたり、参考文
献として紹介して頂いたりしています。実を言えば、
この本は、筆者の方から出版社側に出版を提案した
というよりも、出版社側から学校における経済教育
を主に研究している筆者に対してお誘いがあり、し
かる後に出版されたものでした。お誘いがあったの
は 2004 年末から 2005 年の初めだったように思いま
す。そのことは、教育系の出版社もその頃に、学校
における金融教育が重要になってきていることを認
識していたことを意味します。学校における金融教
育は、2015 年度から高等学校についても完全実施さ
れる新学習指導要領において強調されています。本
稿では、2004 年位から学校における金融教育の重
要性がなぜ主張されるようになったのか、新学習指
導要領では金融教育がどのように扱われているのか、
また、新学習指導要領を踏まえて、これから学校に
おける金融教育をどのように実践していけばよいか
について、筆者の考えを述べてみたいと思います。

 金融教育が主張された背景

　金融教育における「金融」の範囲をどのようにと
らえるかによりますが、クレジットカードの使用と
それに関連する過剰債務の問題については、既に
1980 年代に社会問題として取り上げられていまし
た。1989 年の学習指導要領の改訂を前に、国民生活
審議会は、1986 年に「学校における消費者教育につ
いて」を文部省・教育課程審議会に提出していました。
その内容は、主にクレジットカードの利用に関する

「取引の多様化」への対応と訪問販売に関する「契約
の重要性」について、学校における消費者教育にお
いて取り上げてほしいという要望でした。これらの
内容は、その後に発行された中学校社会科公民的分
野や中学校技術・家庭科の教科書、さらに高等学校
の公民科や家庭科の教科書に掲載されるようになり、
今日に至っています。
　しかし、2000 年代に入ってから主張された金融教
育の内容は、これらとは異なるものでした。
　新学習指導要領が公示（小学校・中学校は平成 20

（2008）年３月、高等学校は平成 21（2009）年３月）
される前、平成 18（2006）年２月に中央教育審議会・
初等中等教育分科会・教育課程部会は『審議経過報
告』を発表しています。そこでは、「１．教育課程を
めぐる現状と課題」の「（3）現行の学習指導要領下
の学校教育の状況と検討課題」の「ウ　社会の各分
野からの要請」において、要請が３項目示されてお
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り、その最初の項目の中に「金融の自由化など社会
や経済の各分野での規制緩和の進展に伴い、国民が
自己責任を負うべき場面が増加し」（下線－筆者挿入）
と記されています。そして、「２．教育内容等の改善
の方向」の「（1） 人間力向上を図る教育内容の改善」
の「②具体的な教育内容の改善の方向」の「ア　国家・
社会の形成者としての資質の育成」の中に、「法や経
済などに関する教育の充実」と書かれています。
　『審議経過報告』に書かれている「金融の自由化」
とは、その報告書には書かれていませんが、具体的
には、1994 年までに完成した銀行等における金利
の完全自由化、1997 年にスタートし 2001 年までに
完成した「日本版金融ビッグバン」のことを指して
いると思われます。日本版金融ビッグバンは多岐に
わたりましたが、私たちに比較的身近なところでは、
金融の業態（銀行、保険、信託、証券など）による
取引制限の緩和（銀行窓口で保険や投資信託を販売
等）、株式売買委託手数料の自由化、インターネット
証券の登場、ペイオフ解禁（銀行預金が全額保障さ
れない）、外貨預金、外国での銀行口座開設、外国為
替証拠金取引（FX）の普及などがあります。金融の
自由化により、銀行預金でさえ全額保障されなくな
ったため、その選択に自己責任が生じるだけでなく、
銀行預金の低金利が続いていました（今でも）ので、
投資信託や株式といったリスクの高い金融商品を一
般の人々が取引するようになることが予想され、よ
り一層一般の人々に（そして生徒にも）自己責任を
認識してもらう必要が感じられたと思われます。
　このような金融の自由化に対応して、学校におけ
る金融教育の導入・充実を唱えたさまざまな動きが
ありました。金融庁は、平成 14 （2002）年に文部科
学省に対して「学校における金融教育の一層の推進
について」を提出し、平成 16 （2004）年には「初等
中等教育段階における金融経済教育に関するアンケ
ート」を実施し、その結果を公表しています。金融
広報中央委員会は、平成 14 （2002）年に「金融に関
する消費者教育の推進に当たっての指針」を発表し、
平成 17 （2005）年には、その年を「金融教育元年」
と宣言しています。そして、同年７月には東京にお
いて、竹中平蔵・経済財政担当大臣、伊藤達也・金
融担当大臣、福井俊彦・日本銀行総裁（いずれも当時）
が出席し、アメリカと日本の経済教育専門家が集ま
り議論をした「経済教育サミット」が開催されてい
ます。このような動きにも影響されて、『審議経過報
告書』に「金融の自由化」と「経済などに関する教
育の充実」が書かれたものと考えられます。
　しかしながら、平成 20（2008）年に発表された
中央教育審議会答申（『幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善に

ついて』、以下『答申』）では、金融教育の充実はや
やトーンダウンしていたように思われます。『答申』
では、「７．教育内容に関する主な改善事項」の特に

「（7） 社会の変化への対応の観点から教科等を横断し
て改善すべき事項」の中に、「キャリア教育」は入っ
たものの「金融」あるいは「金融教育」の文字は入
りませんでした。「８．各教科・科目等の内容」の「（2）
小学校・中学校・高等学校」の「②社会、地理歴史、
公民」の「ii 改善の具体的事項」として、小学校では「法
及び経済に関する基礎となる内容の充実を図る」、中
学校では、公民的分野に「（ウ） ルールや通貨の役割
などを通して、政治、経済についての見方や考え方
の基礎を一層養う」、高等学校では、公民科「政治・
経済」に、「グローバル化や規制緩和の進展、司法の
役割の増大などに対応して、法や金融などに関する
内容の充実を図る」が入るという結果でした。『答申』
の中に、かろうじて一箇所だけ「金融」の文字が入
ったということになります。
　『答申』において「金融教育」がトーンダウンした
理由は何であったかということは興味深いことです
が、一説に、2006 年１月におこった「ライブドア事
件」（堀江貴文氏（ホリエモン）が証券取引法違反で
逮捕）と同年６月におこった「村上ファンド事件」（村
上世彰氏がインサイダー取引・証券取引法違反で逮
捕）がその原因ではないかという説があります。そ
の真偽はともかく、二人ともメディアにおいて投資
界のプリンスといった感じで羨望をもって派手に取
り上げられていただけに、二人の逮捕のショックは
大きなものでした。株式や投資（金融）に対する一
般の（もちろん中央教育審議会委員の）イメージが
急に悪くなり、『答申』の文面に影響を与えたであろ
うことは、容易に想像できます。

 新学習指導要領と『学習指導要領
 解説』における金融の位置付け
　『答申』を受けて新学習指導要領が小学校と中学校
については、平成 20（2008）年３月、高等学校に
ついては、平成 21（2009）年３月に公示されました。
そして、文部科学省『中学校学習指導要領解説・社
会編』（以下、『解説・社会』）は平成 20（2008）年
９月に、同『高等学校学習指導要領解説・公民編』（以
下、『解説・公民』）は、平成 22（2010）年６月に
発行されました。これらの中で、「金融」についてど
のように書かれているかを見てみましょう。
　中学校社会科公民的分野については、新学習指導
要領では「（2） 私たちと経済」の「ア　市場の働き
と経済」の中に「金融などの仕組みや働きを理解さ
せる」と記述されています。また、それについての

「内容の取扱い」では、「市場における取引が貨幣を
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通して行われていることに気付かせること」と記述
されています。『解説・社会』では、この内容につい
て、「家計の貯蓄などが企業の生産活動や人々の生活
の資金などとして円滑に循環するために、金融機関
が仲介する間接金融と、株式や債券などを発行して
直接資金を集める直接金融を扱い、金融の仕組みや
働きを理解させる」（p.105）と記述しています。また、
学習指導要領の「内容の取扱い」の「イ」の中の「経
済などについての見方や考え方の基礎」については、

『解説・社会』では、「例えば『金融』については、『な
ぜ金融機関はあるのか』『金融機関にはどのような役
割があるのか』などについて扱い、網羅的、専門的
な用語の説明に陥らないようにすることが大切であ
る」と記されています（p.122）。
　『解説・社会』には、金融に関して、「間接金融」「株
式」「債権」「直接金融」などの金融用語が記述されて
います。とくに、「債権」と「直接金融」が書かれて
いることは、金融教育の充実に対応したものであると
考えられます。しかしながら、「金融の自由化」、金融
商品の選択における消費者の「自己責任」といったこ
とは記述されていません。
　高等学校・公民科については、新学習指導要領で
は、まず、「現代社会」においては、「（2） 現代社会
と人間としての在り方生き方」の「エ　現代の経済
社会と経済活動の在り方」の中に「現代の経済社会
の変容などに触れながら・・・金融についての理解
を深めさせ」と記述されています。それに関する「内
容の取扱い」においては、「『金融』については、金
融制度や資金の流れの変化などにも触れること」と
記述されています。ここにも、「金融の自由化」と「自
己責任」という文字はありませんが、前者については、

「金融制度の変化」の中に含まれていると考えること
ができます。「政治・経済」においては、「（2） 現代
の経済」の「ア　現代経済の仕組みと特質」の中に

「金融の仕組みと働きについて理解させ」と記述され
ています。それに関する「内容の取扱い」においては、

「『金融の仕組みと働き』については、金融に関する
環境の変化にも触れること」と記述されています。
　『解説・公民』では、まず、「現代社会」における
上記の内容に関しては、「『金融』については、現代
の経済社会において、金融の意義や役割を理解させ
るとともに、金融市場の仕組み、中央銀行の役割や
金融政策の目的と手段について理解させることが大
切である。その際、『金融制度や資金の流れの変化な
どにも触れ』（内容の取扱い）、近年、金融の自由化
が進展していることや直接金融の比率が高まってい
ること、さらに近年の金融制度や資金の流れ、金融
政策の変化などを理解させる。その際、クレジット
カードや電子マネーなどの普及によるキャッシュレ

ス社会の進行、金融商品の多様化など、身近で具体
的な事例を通して指導の工夫を図ることが求められ
る。」（p.16）と記述されています。ここにきて、や
っと「金融の自由化」が出てきた感がしますが、こ
こでも「自己責任」の文字は出てきていません。ただ、

「消費者に関する問題」（内容の取扱い）に関しては、
「例えば、高金利問題、多重債務問題などを扱い、消
費者としての権利や責任について考察させることが
大切である」（p.17）と記されています。ここに来て
初めて、金融に関する「消費者の責任」が記述され
たという感がします。
　『解説・公民』では、「政治・経済」における上記
の内容に関しては、以下のようにかなり丁寧に解説
されています。
　　「金融の仕組みと働き」については、金融とは経

済主体間の資金の融通であることを理解させ、資
金の需給が金融市場における金利の変化や、株式
市場と債券市場の動向などによって調節されるこ
とを、銀行、証券会社など各種金融機関の役割や
間接金融、直接金融の意義と併せて理解させる。

　　また、金融市場における金利の動向が通貨供給
量の変化に波及し、消費や貯蓄、投資行動に影響
したり、物価や株価、さらには景気の変動に大き
な役割を果たしたりすることを理解させ、その関
連において中央銀行の金融政策について触れる。

　　なお、「金融の仕組みと働き」については、「金
融に関する環境の変化にも触れること」（内容の取
扱い）とあるように、金融業務の自由化や金利の
自由化に伴う金融に関する経済環境の変化による
国民経済や、家計、企業への影響について理解さ
せることが大切である。さらに、金融機関の倒産
などにより金融市場の信頼性が著しく損なわれる
と、大規模な信用収縮がおき、資金の流れが滞っ
てしまい、経済活動に大きな影響を与えることに
気付かせる必要がある。また、クレジットやロー
ンなど日常生活の中での金融の役割、貸し手及び
借り手の自己責任の原則や契約の重要性について
大項目（1）アと関連させて具体的に理解させる
ようにする。その際、多重債務問題にも触れるよ
うにする。（p.51）

　ここにおける「金融の仕組みと働き」に対する解
説では、「金融業務の自由化や金利の自由化」といっ
た「金融自由化」の中味が具体的に記述され、また「貸
し手及び借り手の自己責任」といった、金融に関わ
る消費者の「自己責任」も記述されていて、一般市
民が持つべき金融に関する知識（ファイナンシャル・
リテラシー）のほぼすべてが出揃っている感がしま
す。「金融機関の倒産」までも入っていることは、あ
る種、驚きです。この解説を読むことによって、初
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めて、新学習指導要領では、中央教育審議会の『審
議経過報告』にあったように、金融教育が重視され
ているという実感をもつことができます。公民科「現
代社会」における「金融」の内容、中学校社会科・
公民的分野における「金融の仕組みや働き」は、公
民科「政治・経済」の上記の解説に書かれている内
容の部分を切り取ったものと言えましょう。
　なお、文部科学省『中学校学習指導要領解説・技
術・家庭科編』では、「購入時の支払い」について、「後
払い」（クレジットカードによる支払いを含む）と「プ
リペイド型の電子マネー」が記述されているととも
に、同『高等学校学習指導要領解説・家庭編』では、

「第４節　消費生活」の内容の「（1）経済社会の変化
と消費生活」の「エ　生活における経済の計画と管理」
に関する「内容の範囲や程度」の中に「金融」の文
字があり、「雇用や経済の変化が激しい社会、高齢化、
ライフスタイルの多様化などにより、生涯を見通し
た長期的な経済計画の必要性が高まっていることを
理解させる。また、生涯を見通した長期的な経済計
画を立てるには、事故や病気、失業、定年後の年金
生活などを想定し、それらのリスクへの対応策が必
要であることを理解させる。さらに、生涯賃金、収
入の確保と支出、資金運用と管理などの視点から長
期的な金銭管理が必要であることを認識させ、適切
な家計管理ができるようにする。その際、税金、社
会保険を含む社会保障制度と関連づけて扱うように
する。」と記述されています。「資金運用と管理」が
金融に直接関わる内容ですが、いわゆるパーソナル・
ファイナンスに関するかなりの内容を学ぶべきこと
がここでは記されています。
　これらを見ますと、高等学校段階で、公民科の「政
治・経済」と家庭科の「消費生活」を学習すれば、
生徒は高等学校卒業後に一般市民として、また消費
者として必要なファイナンシャル・リテラシーを持
つことができると考えることができます。特に高等
学校家庭科では、「生涯を見通した長期的な経済計画
を立てる」に関連させて、これからの超少子高齢社
会では公的年金に頼るだけでは充実した老後の生活
が保障されにくいため、現役の時期から老後のため
の金融資産形成の計画をたてる必要があることを学
ぶことが重要であると考えられます。その際に、そ
の方法として、ローリスク・ローリターンの金融商
品（預貯金など）だけでなくハイリスク・ハイリタ
ーンの金融商品も検討する必要があるでしょう。特
に、後者の金融商品の選択については、それらにつ
いての正確な知識を持つことと、自己責任を自覚す
ることの重要性を理解することが、生徒に求められ
ることになるでしょう。

 金融教育が重要なもう一つの理由
　以上、学校における金融教育が推進されるべき理
由及び学習されるべき金融教育の内容として、世界
における「金融の自由化」とそれに伴う資金の貸し
手と借り手（消費者を含む）の「自己責任」を中心
に述べました。筆者は、『学習指導要領解説』には書
かれていませんが、学校における金融教育が重要な
理由はもう一つあると考えています。それは、日本
における国の累積債務の巨大化です。2012 年には国
の全累積債務は1000兆円を超えています。この額は、
日本の GDP の約２年分であり、国の税収の約 20 年
分です。この累積債務は、そのほとんどが国債によ
ってファイナンスされています。国債の残高は、日
本の個人金融資産（約 1,400 兆円）の７割以上に達
しています。その国債を買っているのは、直接には
日本の一般金融機関（銀行、生命保険など）、日本銀行、
公的年金機関などですが、銀行にお金を預け、生命
保険を契約しているのは一般の家計ですから、家計
は間接的に国債を購入していることになります。家
計の中には個人向け国債を直接購入しているケース
もあります。したがって、国債は市民・消費者にと
っても非常に関係の深いものです。また、国債の金
利は、金融市場における長期金利の指標であり、そ
れが銀行の貸出金利（ローン利子率）、預金金利に強
い影響を与えています。また、国債の金利は、投資
信託の価格・運用益、株価にも影響します。国債は、
この意味で、現在における日本の金融の中心的な位
置を占めています。その国債の金利は現在のところ
非常に低い状態にありますが、国債の発行残高の巨
額さとこれからも発行されると予想される国債の額
を考えますと、最近のギリシアのように、いつ財政、
金融、生産活動のすべてにわたる経済破綻になって
しまうかわからないという状態にあります。
　国債は、中学校社会科公民的分野や高校公民科で
は財政の項目の中で主に学習されます。「金融」の項
目の中では、日本銀行の公開市場操作の手段として
顔を出すに過ぎません。しかし、上述しましたよう
に、国債は、今や日本の金融の中心をなしています。
そして、その国債は、近い将来に金融を含む日本経
済全体に強い悪影響を及ぼしかねません。『学習指導
要領解説』には書いてありませんが、特に高校生は、
日本における国債の現状と将来、そしてそれが家族
や自分自身の預金、生命保険、年金、また、日本全
体の金融にどのように影響するのかを考え、それに
対処することができるためにも、国債を金融教育の
柱にする必要があると筆者は考えています。
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『金融教育プログラム』を利用した学校における
金融教育の実践 ～「生きる力」の育成を目指して～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融広報中央委員会事務局　　岡崎　竜子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都金融広報委員会事務局　岩渕　仁志

　今般の学習指導要領の改訂にともない、社会科・
公民科・家庭科等において、金融・経済教育に関
連する記述がより充実したものとなりました。ま
た、OECDが「金融教育に関する国際ネットワーク
会議」を開催しているなど、国際的なレベルで、金
融教育の意義や国家としてこれに取り組むことの重
要性に対する認識が高まっています。
　ここでは、金融広報中央委員会（事務局：日本銀
行内）が金融教育の内容を体系的にまとめた『金融
教育プログラム─社会の中で生きる力を育む授業と
は─』に則して、金融教育の考え方や学校における
金融教育の実践内容についてご紹介します。

■金融教育とは
　金融教育とは、お金や金融の様々なはたらきを理解し、そ
れを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生
き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会
づくりに向けて、主体的に行動できる態度を養う教育です。
　わたしたちの暮らしは、仕事の報酬として受け取
ったお金で生活に必要な物やサービスを購入し、そ
れを消費することで成り立っています。お金との関
わりなしに生きていくことができない現代社会では、
お金をいつどのように使うかを判断し、自らの判断
に基づき適切に行動する力をつけることが必要です。
そうした力をつけることは、個々人が誠実にそれぞ
れの務めを果たし、社会に貢献していくための前提
にもなります。

■金融教育の4つの分野
　金融教育の具体的な教育内容として、以下の4つの
分野が挙げられます。
 ①生活設計・家計管理（金銭管理）に関する分野
 ②経済や金融のしくみに関する分野
 ③消費生活・金融トラブル防止に関する分野
 ④キャリア教育に関する分野

　現代社会において、お金と関わりながら生活して
いく上では、まず、自分の物やお金を大切にする価
値観を養うこと、生涯を見通した生活設計を立てら
れるようにすることが大切です。さらに、悪質商法

や多重債務問題から身を守ったり、保険商品や投資
商品を適切に選択・利用したりするための力をつけ
ることも必要です。
　また、物やサービスを消費する立場からだけでな
く、それらを提供する立場、あるいは、社会の進む
べき方向を考え、実現しようと取り組む社会の一員
としての立場から、経済や金融のしくみを理解し、
考えることができる力をつけることも大切です。
　なお、金融教育は、消費者教育の中のお金に関連
する幅広い内容と重なり合っています。また、社会
科、生活科、家庭科、総合的な学習の時間をはじめ
とするさまざまな教科で取り上げることができます。

■金融教育の授業の具体的内容
　金融広報中央委員会では、金融教育研究校制度等
を通じて、学校における金融教育の研究・実践の成
果を蓄積しており、『金融教育プログラム』のほか、
金融広報中央委員会が発行する以下の冊子で豊富な
実践事例を紹介しています。
・『はじめての金融教育
　　〜ワークシート付き入門ガイドと実践事例集〜』
・『金融教育ガイドブック〜学校における実践事例集〜』
　下表は、中学校・高校の実践内容の一例です。

■学校における金融教育の支援活動
　同じ年齢の子どもたちがもれなく体系的な教育を
受けることのできる学校教育の場で金融教育が行わ
れることは、子どもたちが社会に出る前に必要な力
をつける上で重要であると考えられます。
　各都道府県の金融広報委員会では、中立・公正な
立場で学校における金融教育を支援しています。東
京都においても、東京都金融広報委員会が都内の学
校に対して、①授業への講師派遣、②保護者・先生
方向けのセミナーへの講師派遣、③金融教育研究校
制度に基づく研究・実践の支援、④教材・資料の配
布、といった活動を行っています。
 金融広報中央委員会HP：www.shiruporuto.jp　
 東京都金融広報委員会HP：www.shiruporuto.jp/tokyo
 東京都金融広報委員会照会窓口：03-3277-3788

社会科

中　学　校 高　等　学　校

家庭科

総合的な
学習の時間

家計のシミュレーションゲームと模擬商談
～身近な経済活動を擬似体験し、その意義を知る～
生活に必要な金融商品を知って、選択する眼をもとう
～家庭生活と消費に関心をもち、豊かな生活を～
お金について調べてみよう
～調べ学習のスキルを身につけよう～

クルマの “窓” から経済をのぞいてみよう
～企業の役割と経済活動の在り方～
ライフプランを立ててみよう
～自立した社会人になるために～
おサイフケータイとコンビニからこれからの経済・消費生活
を探ってみよう  ～情報社会の身近な金融と消費者の自立～

※上記でご紹介した冊子では、ここで示した 3教科以外の教科のほか、幼稚園・小学校の豊富な事例も紹介しています。

＜中学校・高等学校における金融教育の指導計画例（『金融教育プログラム』より）＞
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平成 23 年度　小学生・中学生・高校生の
消費生活相談概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都消費生活総合センター

　平成23年度に東京都内の消費生活センターに寄せ
られた相談総数は123,746件で、そのうち「若者相
談」（契約当事者が29歳以下である相談）は15,674
件であり、全体の12.7％でした。

契約当事者が小学生・中学生・高校生の相談件数
　平成23年度の相談で、契約当事者が小学生・中学
生・高校生の相談総数は2,052件で、前年度の小・
中・高校生の総数1,941件に対して5.7％増加してい
ます。平成23年度の契約当事者の内訳は、小学生368
件、中学生835件、高校生849件でした。（図１）

相談内容の内訳
　小・中・高校生からの相談内容の大半は、前年度
同様にいずれも「デジタルコンテンツ」で、小学生
が305件で小学生の相談の82.9％、中学生は702件で
中学生の相談の84.1％、高校生では524件で高校生
の相談の61.7％を占めています。
　このほか、携帯電話やスマートフォンの購入・機種
変更に関する相談などの「携帯電話サービス」「携帯
電話」や、「電子ゲーム玩具」「音響・映像ソフト」
「学習塾」等の相談が目立ちます。（表１）
相談の最も多い「デジタルコンテンツ」とは、携帯
電話やパソコンなどで、インターネットを通じて得
られる情報のことです。
　その内訳を見ると、小・中・高校生ともに、「アダ
ルト情報サイト」の相談が最も多く、割合も非常に高
くなっています。興味本位によるアクセスのほか、ア
ニメや漫画などの無料サイトから不本意に誘導され、
有料登録されるケースも見受けられます。
　続いて、小学生と中学生では「オンラインゲー
ム」、高校生では「出会い系サイト」の相談が多くな
っています。そのほかにも、「利用した覚えのない有
料総合サイトから『無料期間中に退会手続きをして
いないため料金が発生している。至急連絡するよう
に。』との不審なメールが送られてきた。対処方法を
知りたい。」といった相談が多く見られます。（図２）
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図１　契約当事者が小・中・高校生の相談件数

図2　平成23年度　デジタルコンテンツに関する相談の内訳

表１　平成23年度　相談の多い商品・サービスの上位10位

アダルト情報サイト
254 件（83.3％）

小学生

出会い系サイト
2件（0.7％）

オンラインゲーム
30件（9.8％）

その他
19件（6.2％）

アダルト情報サイト
593 件（84.5％）

中学生

出会い系サイト
16件（2.3％）

オンラインゲーム
38件（5.4％）

その他
55件（7.8％）

アダルト情報サイト
436 件（83.2％）

高校生

出会い系サイト
29件（5.5％）

オンラインゲーム
18件（3.4％）

その他
41件（7.8％）
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小学生の相談事例
＜アダルト情報サイト＞
• 小学６年の息子がパソコンで音楽動画サイトを見ていたら、いつの間にかアダルトサイトに入ってしま

い登録画面が貼り付いてしまった。
＜オンラインゲーム＞
• 小学１年の娘がゲームサイトを利用し、クレジットカード会社から高額請求を受けた。親のアカウント

で利用させており、無料の範囲内で遊んでいると思ったが、ゲーム内の有料の電子くじを引いているよ
うだ。娘には電子くじを引くにはお金がかかるという認識は無い。
＜電子ゲーム玩具＞
• 小学６年の息子が親の承諾を得ずにゲーム機とゲームソフトを購入した。約２万円の支払いであるが、

未成年者契約の取消しを行うことは可能か。
＜携帯電話サービス＞
• 親からのメール送受信だけを行う前提で、小学６年の娘にスマートフォンを持たせていた。フィルタリ

ングをかけていたが、音楽サイトでアニメソングを聴いたらしく、高額の利用料を請求された。娘はア
クセスできるサイトは無料と認識したようだ。

中学生の相談事例
＜アダルト情報サイト＞
• 中学生の娘がパソコンで無料漫画を試し読みしようとバナー広告をクリックし、年齢認証をしたとこ

ろ、アダルトサイトに有料登録され、登録画面が貼り付いて消えない。
＜オンラインゲーム＞
• 中学生の息子が父親名義のスマートフォンでオンラインゲームを遊び、勝手に父親のクレジットカード

番号を使って決済していた。クレジットカード会社から高額の請求をされている。
＜学習塾＞
• 個人塾の夏期講習に中学生の娘が通塾している。20日間の日程のうち残り３日となったが、５教科のう

ち２教科しか指導を受けておらず、指導内容にも不満があるので解約したい。

高校生の相談事例
＜アダルト情報サイト＞
• スマートフォンでスポーツサイトを見ていたはずが、動画入口という画面に変わり、年齢認証になっ

た。「18歳以上」を押すとアプリのダウンロードが始まり、次に料金が表示された。自分の携帯電話番
号とメールアドレスが画面に表示され怖くなった。
＜出会い系サイト＞
• 携帯電話に出会い系サイトからメールが入った。そのメールを見るために、携帯電話番号とアドレスを

入力し、開いたら課金された。メールを開いただけで課金されるとは思わなかった。その後、「支払わ
ないとブラックリスト入り」などと電話とメールでの催促があり、怖い。
＜携帯電話サービス＞
• 既に携帯電話を持っている高校生の息子が、親の承諾なしに２台目の契約をして、友人に使用させてい

た。友人が親の同意書を記入し、電話会社からの確認電話にも対応したという。通話料と携帯電話の分
割代金は父親である自分の口座からの引き落としとなっていた。解約させたいが、未成年者契約の取消
しは可能か。
＜コンサート＞
• 高校生の娘がSNSで知り合った男性からコンサートチケットを購入しようと、指定された銀行口座に代

金を振り込んだが、チケットが届かなかった。その後、娘が電話やメールを何度しても相手からの返信
がない。
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若者に対する悪質商法被害防止
共同キャンペーンの実施

　 共同キャンペーンについて
１　実施期間　
　　平成 25 年１月～３月

２　参加機関　
　　東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、
　　群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、
　　千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市、国民生活センター

　 東京都の主な事業
　今年度もさまざまな媒体を通しての情報提供、啓発を行っています。　
１ 特別相談「若者のトラブル１１０番」
　　日時　３月 13 日・14 日９時～ 17 時
　　相談専用電話　03-3235-2400

２ 映画館で啓発用ＣＭを上映（３月 16 日〜 29 日）
　　都内の映画館（10 館・全 83 スクリーン）で
　　啓発ＣＭを上映します。

　　映画館　（予定）
　　丸の内ピカデリー／新宿ピカデリー／ TOHO シネマズ渋谷／シネマサンシャイン池袋／ TOHO シネ　
　　マズ錦糸町／ MOVIX 亀有／ユナイテッド・シネマとしまえん／ 109 シネマズグランベリーモール／　
　　TOHO シネマズ府中／ MOVIX 昭島
　　上映期間　３月 16 日 ( 土 ) ～ 29 日 ( 金 )
　　　※ホームページ ｢東京くらし WEB｣ で動画配信します。( ３月 16 日～ )

３ フリーペーパーに広告を掲載
　　フリーペーパー ( アルバイト・求人情報「タウンワーク」) で「サギだもん」に狙われるかもしれない
　若者を守るため「カモかも」が都内をジャックします！

　　掲載号　３／ 11 号 　　配布地域　都内全域 　　
　　配布場所　駅・コンビニ・書店・スーパー・ファミリーレストラン・ファストフード店など

４ 東京都提供番組で若者に対する悪質商法被害防止をテーマにした特集を放送
　　テレビ東京「TOKYO マヨカラ！」 ３月 7 日 ( 木 ) 深夜 25：30 ～ 25：45 

　東京都消費生活総合センターでは、毎年１月～３月、関東甲信越ブロック 1 都９県６政令指定都市および
国民生活センターと共同で「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」を展開、若者に対す
る悪質商法被害防止のため、キャンペーンキャラクター「カモかも」を使用した共通のポスター・リーフレッ
トの配布、特別相談等を実施します。

【啓発ポスター】

【啓発 CM イメージ】

啓発資料や学習教材等に関するお問い合わせ

　東京都消費生活総合センター 活動推進課学習推進係　０３－３２３５－１１５７( 直通 )


