
１．ESDとは
ESD とは Education for Sustainable Development

の頭文字を取った略称で、日本語では “ 持続可能な開
発のための教育 ” と言い、将来にわたって持続可能な
社会を構築する担い手を育む教育を意味します。も
う少し詳しく説明しますと、環境、貧困、人権、平和、
防災といった現代社会におけるさまざまな地球規模
の課題を自らの問題として捉え、身近なところから
取り組むことにより、それらの課題の解決につなが
る新たな価値観や行動を生み出し、それによって持
続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活
動のことです。

これは、決して全く新しい教育活動を意味するもの
ではありません。“ 地球温暖化につながる CO2 の排出
量を増加させないように、自動車を使わず、自転車を
使用した ” といった行動も、地球温暖化等の「気候変
動」という地球規模の課題を我がことと捉え、その解
決方法の一つが CO2 排出量の削減であると学び、“ 自
動車をやめて自転車を使う ” という自分にできる解決
方法に取り組むというまさに ESD 的な行動です。こ
のように従来から行われてきた既存の教育内容を持続
可能な社会の構築の観点から捉え直すことによって
も、ESD の実践は可能であると言えます。

２．ESDの 10年
ESD に関する歴史をひもとくと、まず 1987 年、

当時のブルントラント・ノルウェー首相が委員長を務
めた「環境と開発に関する世界委員会」の報告書「わ

れら共有の未来（Our Common Future）」における
中心的な考え方として、「将来のニーズを満たしつつ、
現在のニーズも満足させるような開発」という「持続
可能な開発」の概念が取り上げられました。

続いて、1992 年にリオデジャネイロ（ブラジル連
邦共和国）で開催された “ 国連環境開発会議（地球サ
ミット）” で採択された持続可能な開発についての国
際的な取り組みに関する行動計画である「アジェンダ
21」の中で ESD の重要性とその取り組みの指針が示
されました。

そして、2002 年、ヨハネスブルグ（南アフリカ
共和国）で開催された “ 持続可能な開発に関する世界
首脳会議（ヨハネスブルグサミット）” において、我
が国が「ESD の 10 年」を提案し多数の国の賛同を
得、同年の第 57 回国連総会では 2005 年から 2014
年の 10 年間を「国連持続可能な開発のための教育の
10 年（以下、「DESD」という）」とする決議案を共
同で提出し、満場一致で採択されました。また、ESD
の主導機関としてユネスコ（国際連合教育科学文化機
関）が指名されました。

2005 年にはユネスコにより国際実施計画が策定さ
れ、DESD 中間年である 2009 年にはボン（ドイツ
連邦共和国）において ESD 世界会議が開催され、「ボ
ン宣言」が発表されました。「ボン宣言」では、過去
5 年間の取組状況に加え、政策レベル、実践レベルで
の行動の呼びかけがなされています。

そして DESD の最終年である本年、愛知県名古屋
市及び岡山市においてユネスコと日本政府の共催によ
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り「持続可能な開発のための教育（ESD）に関するユ
ネスコ世界会議」が開催されることになっています。

３．我が国の取り組み
このように国際的にもESDの取り組みが行われ

る中、DESD提唱国である我が国においては、政府
が一体となってESD推進に取り組んで参りました。
2005年には、関係行政機関の緊密な連携を図り総合
的かつ効果的な推進を図るために「国連持続可能な
開発のための教育の10年」関係省庁連絡会議を設置
し、翌2006年には「我が国における『持続可能な
開発のための教育の10年』実施計画（国内実施計画）」
を策定いたしました。2011年には、有識者から成る
「国連持続可能な開発のための教育の10年」円卓会
議での意見も踏まえ、2009年までの前半5年の評
価を行い、それを基に同実施計画の改訂を行いました。
また、2008年には、教育振興基本計画を策定し、

同計画では、ESDを我が国の教育の重要な理念の一
つとして位置づけ、今後の5年間に取り組むべき施
策として ESDの推進を明記しました。2013 年に
策定された第2期教育振興基本計画においても、引
き続きESDを推進していくことが明記されており、
ESDを国の重要施策として位置づけています。そし
て、2008年の幼稚園教育要領改訂及び小・中学校の
学習指導要領改訂、2009年の高等学校の学習指導要
領の改訂にあたっては、取り組むべき内容に持続可能
な社会の構築の観点を盛り込み、ESDの理念に即し
た教育を行うことになりました。このように、政府と
して学校教育の現場においてもESDを推進していく
ための取り組みを行ってきました。
また、文部科学省では、ESDの理念を教育現場に

浸透させるため、ユネスコスクールをESDの推進拠
点と位置づけており、加盟校増加に取り組んで来まし
た。その結果、2007年の段階では24校しか無かっ
た我が国のユネスコスクールが、2014年 1月現在
で647校にまで増加しています。
ユネスコスクールはユネスコの理想を実現するた

め、平和や国際的な連携を実践する学校のことで、加
盟を希望する学校からの申請により、管轄の教育委員
会、文科省等における手続を経て、ユネスコ本部が加
盟承認を行っています。加盟校は環境、平和、防災、
国際理解、伝統文化などさまざまな分野における活動
を通じて、生徒児童等が地球規模の諸問題を我がこと
と捉え、対処できるような力を育む教育を行います。
植物による緑のカーテンづくりによる環境学習や、外
国人との交流による国際理解教育、地域に根付いた伝
統文化を調査し、体験し、後世に伝えていく学習や災
害時の避難方法等について学ぶ防災教育など、前述の
ようにこれまでも行われてきた教育を、ESDの観点か

らあらためて捉え直して、各学校が取り組んでいます。
ユネスコスクールが増加し、ユネスコスクールのネッ

トワークが強化されることで、各校の特色ある取り組
みの共有や強化、学校教育と企業やNPOの連携の促
進などが進展し、地域にESDが根付いていくことを期
待しています。また、2012年にはユネスコスクール
ガイドラインを策定し、各ユネスコスクールが活動す
る際の指針を提示しました。“国内外のユネスコスクー
ル相互間のネットワークを介して、互いに交流相手の
良さを認め合い、学び合うこと ”など6つの項目から
なる「ユネスコスクールとして大切なこと」、“ESDを
通じて育てたい資質や能力を明確にし、自分で、ある
いは協働して、問題を見出し解決を図っていく学習の
過程を重視した教育課程を編成するよう努めること ”
など3つの項目からなる「ESD推進拠点として大切な
こと」を明示することによって、加盟校数の増加のみ
ならず、各校の活動内容の質の担保も図っています。

４．持続可能な開発のための教育（ESD）に
　　関するユネスコ世界会議
前述のように、DESDの最終年に当たる本年11月

に愛知県名古屋市と岡山市において、ユネスコと日
本政府の共催により「持続可能な開発のための教育
（ESD）に関するユネスコ世界会議（以下「世界会議」
という。）」が開催されます。
日程は下記のとおりです。
（1）閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合
	 開催地 :愛知県名古屋市
	 日　程 :平成26年11月10日~12日
	 　　　　11月13日フォローアップ会合
（2）ステークホルダーの主たる会合
	 開催地 :岡山市
　①ユネスコスクール世界大会
　　（「Student（高校生）フォーラム」、
　　「教員フォーラム」、「ユネスコスクール全国大会」）
	 日　程 :平成26年11月6日~8日
　②ユース・コンファレンス
	 日　程 :平成26年11月7日
　③	持続可能な開発のための教育に関する拠点の会議
	 日　程 :平成26年11月4日~7日

■ステークホルダーの主たる会合（岡山市）
まず岡山市において、「持続可能な開発のための教

育に関する拠点の会議」が開催されます。“持続可能
な開発のための教育に関する拠点 ”=RCE（Regional	
Centre	of	Expertise	on	ESDの略）とは国連大学が
提唱・認定しているESDに関する地域の拠点のこと
です。この度の会議では、世界の100を超えるRCE
の関係者がこれまでの取組成果や今後の方向性等につ
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いて議論する予定です。
「ユースコンファレンス」では、世界各地で ESD

を実践する 18 歳から 35 歳の若者約 50 名が参加し
ます。ディスカッションやプレゼンテーションを通じ
て ESD に関する知識、経験を共有するとともに、閣
僚級会合にて発表するステートメントを取りまとめる
予定です。
「ユネスコスクール世界大会」は「Student（高校生）

フォーラム」、「教員フォーラム」、「ユネスコスクール
全国大会」の 3 つの会議を含んでいます。「Student（高
校生）フォーラム」は世界 33 か国から参加する高校
生のチームと日本の 9 地域の代表の高校生のチームに
よって、ESD に関するプレゼンテーションやディス
カッションが行われます。高校生たちが作成した宣言
文も発表する予定です。このフォーラムは、フォーラ
ムの司会進行や 33 か国からの参加者のおもてなしな
ど、その運営に開催地岡山などの高校生が参加するこ
とも目玉の一つです。「Student フォーラム」に続いて、
高校生を引率してきた教員による「教員フォーラム」
も開催されます。そして、「ユネスコスクール全国大
会」ですが、これはユネスコスクールでの ESD の実
践結果を検証し、我が国での ESD の普及、発展に寄
与すること等を目的に昨年まで 5 年連続で開催され
ており、日本のユネスコスクール関係者が集い、ESD
の実践事例の報告やディスカッションなどが行われて
きました。この度の世界大会においては、日本のみな
らず世界のユネスコスクール関係者も参加し、世界の
グッドプラクティスを共有する等、従来のユネスコス
クール全国大会を拡大したものとなります。

高校生が作成する上記の宣言文をはじめ「ステー
クホルダーの主たる会合」での成果は、「閣僚級会合」
においても報告される予定です。

■閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合
　（愛知県名古屋市）
「閣僚級会合及び全体の取りまとめ会合」では、世

界各国の閣僚級をはじめとして約 1,000 名の参加者
が集います。会合では、これまでの「ESD の 10 年」
の取り組みを振り返るとともに、2015 年以降の推進
方策についての議論を行い、最終日にはそれまでの世
界会議における議論を踏まえた宣言を発表することに
なっています。

特に、2013 年 11 月のユネスコ総会で採択され、
本年の国連総会に提案予定の 2015 年以降の ESD 推
進の枠組みについてまとめた「グローバルアクション
プログラム（以下「GAP」という。）」の発表が予定
されているところです。

GAP は DESD の後継プログラムとして位置付けら
れており、政策的支援 / 包括的取組 / 教育者の育成 /

若者の参加の支援 / 地域コミュニティの参加の促進の
5 点を優先分野としています。世界会議の最終日の全
体会合では、宣言の採択を得て、そして、市民社会や
学校教育機関等の関係機関からの関与のあり方を記し
た「GAP」の発表を行う予定です。

５．おわりに
我が国の提唱で始まった DESD は本年最終年を迎

え、前述のように我が国において世界会議が開催され
ます。関係省庁や、開催地自治体、その他関係の皆
様方と協力して、世界会議を成功に導けるよう努力
して参りたいと考えておりますが、ESD は世界会議
を開催し、成功させて終わりという訳ではありませ
ん。世界会議を出発点として、この 10 年間の ESD
の実践で学んだことをどう今後の教育に役立てていけ
るのか、そして 2015 年以降も、どのようにして更
に ESD を我が国及び世界各国で発展させていくのか、
ということについての議論がなされること、また世界
会議が DESD と 2015 年以降の ESD の取り組みを
つなぐ節目となることを目指しています。また、あわ
せて、この世界会議の開催を契機として、ESD の理
念や取り組みが日本全体に広がっていくよう努めて参
りたいと考えています。

【参考】
「日本ユネスコ国内委員会　ESD　facebook」 
　https://www.facebook.com/esd.jpnatcom

「日本ユネスコ国内委員会　facebook」　
　https://www.facebook.com/jpnatcom

「日本ユネスコ国内委員会 Web サイト」  
　http://www.mext.go.jp/unesco/
 「政府インターネットテレビ『徳光 & 木佐の知りたいニッポン !』」
　http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg8095.html.

ESD を RPG 形式のマンガでわかりやすく解説したストーリー
ブック『ESD　QUEST』
下記 URL からダウンロードできます。是非ご活用ください。
　http://www.mext.go.jp/unesco/004/1339957.htm

3わたしは消費者 No.135

平成26年 3月 1日

わたしは消費者N0.135_dic176.indd   3 2014/02/07   17:16:07



１　「東京都消費者教育推進計画」の策定と
　　「東京都消費者教育推進協議会」の設置
都は、消費者教育推進法の趣旨を踏まえ、平成25

年５月に学識経験者、消費者団体、事業者団体の代表
者等で構成する「東京都消費者教育推進協議会」を設
置し、意見を聴取した上で、８月に全国の都道府県で
初となる「東京都消費者教育推進計画（平成25年度
～平成29年度）」（以下「計画」と略）を策定しました。

東京都消費者教育推進計画

　

　２　計画に基づく取組の方向性
計画に基づく取組の方向性は２つあり、１つ目は

消費者団体、事業者団体等、多様な団体との連携の強
化などによる「効果的な消費者教育の展開に向けた取
組」、２つ目は幼児期（保護者等を含む）から高齢期
までの「ライフステージごとの取組」です。
取組の際は、環境教育など消費生活関連の教育に関

する施策とも連携を図っていきます。
また、大学・企業の集積等により若者が多く集まる

ことや一人暮らしの高齢者が多いことなどの東京の特
性も踏まえ、特に重点的に取り組む世代・テーマ等を
５つ設定し、その具体的な取組について「東京都消費
者教育アクションプログラム」（平成25年度版）（以
下「アクションプログラム」と略）を策定しました。

　３　計画の具体的な取組の例
（１）効果的な消費者教育の展開に向けた取組
✿		事業者・事業者団体、試験研究機関等との連携
による都民向け講座

✿		学校教員向けの講座
✿		区市町村の消費者教育を担う人材の育成
✿		区市町村の消費者教育推進への支援

（２）ライフステージごとの取組
✿		幼児等を対象とした事故防止ガイドの活用等
✿		学習指導要領に基づく消費者教育
✿		消費者教育用教材の作成・活用
✿		退職者セミナー向け消費者読本の作成・提供
✿		介護事業者向け出前講座

　４　アクションプログラムの具体的な取組の例　
このアクションプログラムは、「東京都消費者教育

推進協議会」の意見を踏まえ、毎年度、見直しを行う
こととしています。

○効果的な消費者教育の展開に向けた取組
（１）多様な主体との連携
✿		大学との連携による消費者教育
✿		事業者・事業者団体との連携による企業向け出
前講座

（２）区市町村への支援
✿		区市町村における消費者教育推進地域協議会等
の設置への支援

✿		消費者教育モデル事業

○ライフステージごとの取組
（３）若者の消費者被害の防止
✿		新社会人向け消費者教育教材の作成・提供
✿		スマートフォン用アプリケーションの活用

（４）高齢者の消費者被害の防止
✿		高齢者向け消費者被害防止寸劇
✿		生活協同組合等と連携した高齢者向け消費者教
育セミナーの実施

（５）子供の安全の確保
✿		子供の事故防止に向けた情報発信・普及啓発
✿		子育て支援団体とのネットワークを活用した啓発

　５　おわりに
都は、この計画に基づき、教材の作成や講座の実施、

消費者団体・事業者団体等との連携の強化により、自
らの消費者教育に関する取組を強化します。
また、都内全域の消費者教育の水準を向上させると

いう、広域自治体としての役割を果たすため、区市町
村の消費者教育の支援についても、これまで以上に積
極的に取り組んでいきます。

「東京都消費者教育推進計画」に基づく取組について
東京都生活文化局消費生活部企画調整課

◇東京都の各種取り組み
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平成24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118,208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14,316件
であり、全体の12.1％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24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1,620件で、前年度の2,052
件に対して21.1％減少しています。平成24年度の
契約当事者の内訳は、小学生295件、中学生607件、
高校生718件でした。（図１）

図１　契約当事者が小・中・高校生の相談件数
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　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
247件で小学生の相談の83.7％、中学生は483件
で中学生の相談の79.6％、高校生では406件で高校
生の相談の56.5％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 /携帯電話サービ
ス」や、「音響・映像製品」「電子ゲームソフト」「自
動二輪車」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、「オンラインゲーム」「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」といった
相談が多く見られます。（図２）

図２　平成 24年度　デジタルコンテンツに関する相談の内訳

商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数 商品・サービス名 件数

デジタルコンテンツ 247 デジタルコンテンツ 483 デジタルコンテンツ 406
電子ゲームソフト 8 音響・映像製品 10 携帯電話/携帯電話サービス 45
電子ゲーム玩具 3 携帯電話/携帯電話サービス 8 音響・映像製品 13
他の玩具・遊具 3 コンサート 7 自動二輪車 11

高校生(718件)小学生(295件)

商品一般 3 学習塾 5 財布類 9
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表１　平成 24年度　相談の多い商品・サービスの上位５位

※「携帯電話 /携帯電話サービス」は、携帯電話機本体に関する相談と加入契約等に関する相談の合計

小学生

その他
23件 （9.3%）
出会い系

サイト
1件 （0.4%）

オンライン
ゲーム

36件 （14.6%） アダルト情報サイト
187件（75.7%）

中学生

オンライン
ゲーム

 47件 （9.7%）

出会い系
サイト

 16件 （3.3%）

その他
60件 （12.4%）

アダルト情報サイト
360件（74.5%）

高校生

オンライン
ゲーム

25件 （6.2%）

出会い系
サイト

32件 （7.9%）

その他
 59件 （14.5%）

アダルト情報サイト
290件（71.4%）

平成24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相談課

◇東京都の各種取り組み
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■　小学生の相談事例 　■
＜アダルト情報サイト＞
• 小学生の息子がパソコンでアイドルの情報を検索しているうちにアダルトサイトに入ってしまったよう
だ。料金請求画面に出ている連絡先に電話をしたところ「料金を支払ってもらえないと料金請求画面は
消えない」と言われた。

＜オンラインゲーム＞
• 小学生の娘がパソコンのゲームサイトで短期間に高額利用していたことがクレジットカード会社からの
確認の連絡で判明した。娘は親のクレジットカード番号と有効期限を自分で入力したと言っている。支
払い義務はあるのか。

＜電子ゲームソフト＞
• 小学生の息子が家庭用ゲームソフトの中古品を購入した。暴力的な内容で、17歳以上対象とあるが、
店に販売規制はないのか。

■　中学生の相談事例　■
＜アダルト情報サイト＞
• 中学生の息子が携帯型音楽プレイヤーでアダルトサイトにアクセスしたところ、突然、料金請求画面が
表示された。請求画面には、音楽プレイヤーの機器番号や ID番号、「位置確認済み」との表示があり、
個人情報が取られたのではないか心配である。

＜オンラインゲーム＞
• 無料オンラインゲームに登録するため、父親のクレジットカード番号を入力し、中学生の息子にスマー
トフォンを渡した。その後、クレジットカード会社から高額の請求をされている。カード番号登録後、
パスワード入力もなく簡単にアイテムを購入できるゲームのシステムに納得がいかない。

＜音響・映像製品＞
• 中学生の息子がインターネット通販サイトから親が代金を支払うのを当てにしてDVDを代引購入して
いる。事業者に連絡して購入を止めさせたいと申し出たところ、息子のアカウント番号が必要と言われ
た。息子に確認するのは難しい。他に方法はないだろうか。

■　高校生の相談事例　■
＜アダルト情報サイト＞
• 友達と興味本位でスマートフォンからアダルトサイトにアクセスし、年齢認証画面で「18歳以上」を
クリックしたら突然「入会完了」と表示された。驚いて「誤作動」というボタンをクリックすると「電
話をください」と返信があった。電話をして「間違えた」と伝えたが、「年齢認証ページに規約があり、
３回ほど確認している。特別に値引きできるか確認するからまた連絡するように」と言われた。

＜出会い系サイト＞
• 大学に関するコミュニティサイトだと思い、携帯電話から登録のための空メールをサイトに送信した。
その直後から「援助金を受け取らないか」などの迷惑メールが頻繁に届くようになり、登録したのは出
会い系サイトと気付いた。メールアドレスを変更したが問題ないか。

＜携帯電話サービス＞
• 高校生の娘が携帯電話を３台契約していることを電話会社から書類が届いて初めて知った。電話会社に
問い合わせたら「親の承諾書があり、確認の電話で了承も受けている」と言われた。当方は承諾書を書
いた覚えもなく、確認の電話も受けていない。未成年者契約の取消しをしたい。

＜自動二輪車＞
•	SNS内の「商品を売ります、買います」のページを見て中古バイクを買う契約を結び、商品代金と保
険料を振り込んだが、約束の日に商品が届かなかった。相手に請求のメールを送ったところ「保険料が
届いていない」と返信があった。その後、相手と何度もメールのやり取りを行い、全額返金してもらう
約束をしたが、いまだに返金されない。
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東京都消費生活総合センターでは、毎年度、小・中・
高等学校、特別支援学校の教職員の方々を対象とし
た「教員のための消費者教育講座」を開催しています。
本年度は、学校の夏休み時期を利用した7月25日～
8月 23日の期間に、16テーマの講座を飯田橋・立
川の２会場で開催。延べ1,162名に受講いただきま
した。今年度は「すぐに役立つ」をキャッチフレーズ
に、ワークショップや最近の消費者問題の事例などを
多く取り入れたところ、大変好評でした。

◇実践！学校での法教育ワークショップ
～労働関係を題材に～
講師：第二東京弁護士会　
　　　法教育の普及・推進に関する委員会　
「Ara-shi 工業に勤めている5人の社員のうち、A

（33歳）がリストラの危機に！Aは自分がリストラ
の対象になる理由に納得がいかない。一方、社長には
社長の言い分がある ･･･」。この事例に基づき、受講
者はそれぞれの立場に分かれて労使交渉の授業を体験
しました。この授業は、「生徒たちに考えさせ、当事
者双方の立場を踏まえた妥当な解決の方法を学ぶ」こ
とを重視しています。アンケートでは「答えを求める
声が多い中、考え方を学ぶ授業の大切さに気付いた」
「生徒の立場でのワークショップは新鮮だった」との
ご意見をいただきました。

◇�実践！Web版消費者教育読本による消費者教育
「ネットでキャッと大作戦」
講師：弁護士　稲益　みつこ氏
スマートフォンを使う子供たちが増え、インター

ネットと子供たちを取り巻く環境はめまぐるしく変
化しています。平成24年度に当センターが作成した
Web教材をもとに、最近話題のSNS等を疑似体験す
るとともに、授業での教材の活用方法について、映像
と指導書を使いながら具体的に解説していただきまし
た。受講者からは、「実際に授業で利用したい」「法律

のこともわかってよかった」などのご意見をいただき
ました。

◇自分で作ってみようおもしろ電池　
～家庭の電気について考えよう～
・実際に電気料金を計算して、料金の仕組みが理解
できました。電気は身近なエネルギーなので、教
材としてもよいと思いました。

・実学的ですぐに実践できそうな内容だったので、
授業の題材の一部として使います。

◇生活排水から環境問題を考える
～下水道のはなし～
・顕微鏡で観察できて楽しかったです。
・水を汚さないように行動に移さなければ。調理実
習や環境の授業で生かしていきたいです。

＜各講座受講者数＞
講座テーマ 受講者数

概　論 消費者教育推進法と消費者教育の実践事例 60

法教育 実践！学校での法教育ワークショップ
～労働関係を題材に 43

契　約 速報！若者の消費者トラブル相談の現場から 74

製品安全 知って守ろう安全な暮らし～青少年に多い製品やサービスなどの事故事例から 57

食 食品表示をどのように読みますか 100
食　育 実践！五感を使って行う食育ワークショップ 109

衣 知っておきたいクリーニングの知識と衣類トラ
ブル 94

住 家ができるまで 90
住環境 実践！快適な住まいを考えるワークショップ 119
防　災 東日本大震災の教訓に基づいた防災対策 73

金融教育 実践！ライフサイクルゲームと生活設計のワークショップ 80

情　報 体験！子供たちがネットではまるゲームとSNS 100

情　報 実践！Web版消費者教育読本による消費者教育
「ネットでキャッと大作戦」 56

実験繊維 繊維のトラブルを謎解く～君は名探偵になれる？ 55

実験電気 自分で作ってみようおもしろ電池～家庭の電気について考えよう 20

実験環境 生活排水から環境問題を考える～下水道のはなし 32

講義内容の一部をご紹介します
実験実習講座に参加された方からの声です
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古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています

都内の若者の消費生活相談件数は、近年減少傾向に
ありますが、最近、SNSをきっかけとした悪質商法
の被害が目立つなど、若者の被害は、後を絶たない状
況にあります。
東京都では、今年度も１都９県６政令指定都市及び

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」を実施し、さまざま
な場面でのより効果的な啓発を通して、若者の被害防
止を図ります。

共同キャンペーンについて
キャンペーンキャラクター「ボク、カモかも…。」

を活用した共通デザインのポスター・リーフレットに
より広報啓発を行います。
実施期間	 平成 26年１月～３月
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

若者が遭いやすい消費者被害について
◆キャッチセールス　
「モデルに興味ない？」「タレントにならない？」と
誘い、レッスン料や写真代と称して高額な契約をさ
せる。
【注意点】

勧誘の目的はセールスで、モデルやタレントの
スカウトではない。家族や友人にも意見を聞き、
慎重に対応する。

◆アポイントメントセールス
SNS等で知り合った人から「食事を一緒に」「会わな
い？」などと誘われ、貴金属の購入を執拗に勧められる。

【注意点】
気を引く言葉で呼び出され勧誘を受けても、そ
の場の雰囲気で契約を結ばない。

◆マルチ商法
友人から「必ず儲かる」などと説明され、ローンで
投資ソフトやDVD教材を高額で購入させられる。
【注意点】

大半は借金だけが残り、人間関係も壊れてしま
う。内容を理解できないものは契約しない。

◆架空請求
身に覚えのない支払い請求を突然受けた！
【注意点】

メールや電話をすると、相手に連絡先を教える
結果になる。徹底的に無視する。

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　交通広告（中吊り）の掲出
　路線	多摩モノレール、都営地下鉄全線、
　　　	JR山手線・中央線快速
　期間	３月10日（月）～16日（日）

２　映画館で啓発用CMを上映
　　都内の映画館（20館）で啓発用CMを上映し、
　　ミニリーフレットを配布します。
　上映期間	３月22日（土）～28日（金）
　　※	ホームページ ｢東京くらしWEB｣ で動画配

信しています。
３　啓発用手帳型カレンダーを配布
	 	平成 25年度に都内高等学校を卒業する全生

徒を対象に配布します。
４　特別相談「若者のトラブル110番」
　日時	３月17日（月）･18日（火）９時～17時
　相談電話		03-3235-1155

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）

若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーン実施のお知らせ
東京都消費生活総合センター活動推進課

◇東京都の各種取り組み
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