
　はじめに

　新学習指導要領のもとで、法にかかわる基礎・基
本的なことを学ぶ学習が重視され、小・中・高校に
位置づけられている憲法教育をコアにしつつも、立
法、司法、私法などの法に関連する全般的で実際的
な指導を包含するいわゆる「法教育」について関心
が寄せられるようになってきました。
　そこで法教育に取り組んできたこれまでの経験か
ら、学校の法教育の意義やカリキュラムの基本的な
あり方、授業の進め方などについて論じてみます。

  １．法への向き合い方を共有する教育の大切さ

　法教育とは、諸外国の事例を参考に個人的に社会
科教育の研究領域で使いはじめた用語です。
　裁判員裁判の導入などの司法制度改革の過程で、
幸いにして、法務省・法教育研究会や日本弁護士連
合会・法教育委員会などの法曹界の先進的な取り組
みがあり、その内容が徐々に注目されるようになり
ました。
　とくに新学習指導要領が公共性を担う公民的資質
を育成する方策として、法教育を充実することを示
し、それに呼応して東京都教育庁が「『法』に関す
る教育カリキュラム」(平成23年3月、なお内容はネ

ットで取得可能)と題する報告書を刊行したことで、
一層多くの教員の知るところとなりました。
　ときに「法」｢司法｣「立法」といった概念なり枠
組みから、市民社会や国家が規範的・規律的である
ことの意義を考えさせる教育では、前提として法の
専門家集団が、まずは目線や視野を、法の素人であ
る人々の程度に下げるなり、合わせることが大切な
ように感じます。法的に考えること自体を、自分に
は向き合えない観念的な壁であると感じさせること
を、教育では最低限避けなければならないと思いま
す。法への偏見の排除が大切になります。
　そこで法教育では、いつも強い個人ではなく、間
違いもするが、時には驚くほど人のために良いこと
もする、普通に見かける個人を、想定する柔軟性が
不可欠ではないでしょうか。もちろん悪いことを奨
励するわけではありません。
　あわせて素人である学び手としての子どもたち
は、弱い受益者として自らをとらえず、将来に向か
って自立するための方法を学ぶ自律的な自分を描き
ながら、法が自分や自分の周りにいる人々を生かす
大事なツール・手法であることを理解することが不
可欠です。
　いずれにしても法的であることの規範性を、共有
あるいは分有するお互いの建設的な関係が、法教育
のもっとも大切な性質の一つです。「みんなで、み
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んなのことを学ぶ」姿勢がまずは確保されるべきで
す。
　蛇足ですが消費者教育などのこれまでの「みんな
の教育」もいま一度教え手と学び手の関係や、時代
と人々の意識や心との結びつきなどを再検討する時
期ではないでしょうか。
　
  ２．人の心や意識に切り結ぶ法教育の構想を

　法教育の構想に早い時期から取り組んできた関東
弁護士連合会が、平成23年9月「これからの法教育
－教育現場、研究者と法律実務家との連携」と題し
てシンポジウムを開き、その成果を『これからの法
教育　さらなる普及に向けて』(現代人文社、2011
年10月)にまとめました。内容は同書をご覧いただく
として、法教育をさらに普及するに当たり、法教育
の授業づくりでの現場の教員と法律実務家の連携を
もっとも大切な要素の一つとしたことを高く評価し
たいと思います。
　こうした教員との堅実な連携は、教員が向き合う
学習者である子どもたちの法への向き合い方や意識
を知るうえでは欠かせない取り組みです。
　私人間の紛争解決プロセスや公的な法的救済シス
テムの理解の教育では、学び手の欲するところをま
ずはとらえる教育的活動が必要ではないでしょう
か。学習者の実態や実際を知るということから、教
育活動全体で取り組むべき消費者教育や法教育は、
その効果を発揮するように思います。
　往々にして、専門家が素人の子どもに啓発すると
いうかたちを、政策推進的な教育活動はとりがちで
すが、法を人々の日常の心理や意識、さらには配
慮、ケアなどの観念から遠ざける法理の時代はすで
に過ぎ去ったように、法律に素人ながら感じます。
法が人々にとって助けになる頼れるものであるとい
う確信を、全体的な活動で伝えることがまずは求め
られます。
　ちなみに法教育の実践の連携では、法理と心理は
無縁でないことを念頭に、人々の生活と法が、どう
切り結ばれるかなどを、子どもたち・教員・法律実
務家の三者が、それぞれの経験をもとに語り合い、
学び合う中で、正義、公正、公平、権利、責務や、
利益、幸福、他者への配慮などといった、法に固有
と思われる見方や考え方と、それらに一見矛盾する
ような経済や倫理での見方などが、法をコアにして
適切に、知らず知らずに学ばれることが授業実践の
理想のようにも感じます。
　実は法教育とは、法に向き合う過程で、自分や他
者の心に向き合うことを磨く教育ではないかと近年

感じるようになりました。法の価値と限界を知った
上で、しっかり生きようとする人の心の在り方、生
き方を学ぶ教育にもなりうる実践を構想できないか
と、震災後のいま、自問しているところです。
　なおここで指摘する心や意識は、やはり法感覚や
法意識と深くかかわっているものです。そのため心
理と法理との基本的な乖離があることを前提にしな
い、時には相互に支えあい、切り結ばれる新しい時
代の教育を構想する必要があります。
　人が自暴自棄になることなく、法的なものの見方
を身につけ、日常の社会に戻り、公正・公平に参画
して、自分の価値を正々堂々と語れるようになって
行くことを可能にする一つの機会として、法教育を
みんなが共有することこそが何よりも大事ではない
でしょうか。

  ３.「私」と｢法｣の関係の多面的理解の充実を

　本誌は「わたしは消費者」という名称です。
　そこで消費者教育と法教育の関係を個人的に論じ
ることも考えましたが、このことではたとえば「消
費者教育と法教育―消費者教育実践に関連して」(柏
木信一著『市民と法』No.38所収、民事法研究会、
2004年)などで、法律実務家として消費者トラブル
の対処にあたっている司法書士の教育連携のあり方
などが整理されているため、消費者教育からみた法
教育の意義やかかわり方の整理はその特集に譲りま
す。
　また「私」の「法」のもとでの利益や幸福をもと
めての契約等の交渉の手続きルール、経済活動にお
ける利益相反のなかでの当事者の対等な意思の合致
による合意の形成や成立、過失などの責任を負う場
合の紛争解決のあり方などの理解と、消費生活での
「消費者」保護を目的とする特別な法的救済手段の
理解とについては、法務省・法教育研究会(現在は、
法教育推進協議会)が、すでに典型的な学習のモデル
等を提示しています。たぶん本誌でも、これまで多
くの教育実践例が法とのかかわりから扱われている
と思われます。要するに多くの法律実務家が深く関
与して作り上げた教材は、これまでも実践で活用さ
れているためそれらをぜひ参照願います。
　いずれにしても消費者教育の実践は、すでに多く
の蓄積があり、むしろそれらの実践の共有を教師と
法律専門家が連携して着実に積み上げていくことが
求められます。
　ときに私は法律学の素人ではあるが、社会科・公
民科の研究や教員の養成をこれまで担い、また大学
での恩師が消費者教育が日本の学校で実施された頃
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の文部省の社会科の教科調査官でもあり、消費者教
育や環境教育のカリキュラムづくりに関与されたこ
ともあって、消費者教育の大切さは痛感しているつ
もりです。
　ただこれまでの学習では当然のように、人は法的
に破綻し、困り果て、家庭生活のかたちを支えきれ
ない時には救済措置があり、これが法律の基本であ
ると教えてきた極端な消費者保護政策重視の実践に
は、少なからず一部の疑問を感じることがありま
す。
　法があろうがなかろうが、間違いなく、どんな人
も、人として尊厳的に扱われるべきであり、社会的
な復帰のためには、できるかぎりの生活上の支援が
公平に用意されるべきであると思います。またプロ
セスではなく結果においても、人は平等で尊厳的な
扱いを受けることが大切であるとも確信します。
　他方、人にはそれぞれの生き方の目標やプロセス
があり、その時々においていろいろな自立的な意思
のもとで、性質の異なる法・ルールなどを適切に利
用して、自律的に経済生活を営んできたことも事実
であり、こうした生活のあり方を法的な関係から、
もっと理解させるべきではないかと思います。
　要するに「わたしは消費者｣だけの面から、「私」
を法的にとらえることだけでは、かならずしも消費
者教育は完結していないのではと個人的には直感し
ています。
　「わたしは消費者」という主客/主従の関係は、そ
んなにわかりやすいものでは無いのです。
　むしろ「私」を「法」との関係において原則的に
理解させることのほうが、最初にあってしかるべき
面もあります。そのためには、憲法や民法の原則的
な理解の教育は、たえず求められます。また法の主
たる機能であることに着目させるタイプの異なる法
教育の活動を総合して、多面的な存在である「私」
を「法」的にとらえる学習の充実を中心とした教育
活動を充実する必要があります。
　こうした法教育の具体的な展開については、それ
こそ法律専門家の協力を得ながら、教科横断的に、
場合によっては道徳の時間や特別活動も利用して、
たとえば「私は○○である『法』プロジェクト:わた
したちと法」といった主題のもとで法教育の実践を
進めることも可能ではないでしょうか。
　その中で法理、心理の両面から、さらには倫理
や道理の側面をも取り込んで「わたしは消費者」
という局面をしっかりとらえさせる授業をつくれそ
うです。そして子ども時代のカリキュラムとして、
「私」を多面的に学ぶ法教育カリキュラムが創造で
きそうにも思います。さらにこうした総合的なカリ

キュラムのもとであれば、新学習指導要領の多くの
時間を適切に使って、少なくとも個人が経済的に破
綻することのリスクとその回避の一端はしっかり子
どもたちに伝えられそうです。
　なお自分は誰かを捜している子どもたちにとり、
「××歳までは、□□は待ちなさい。」とか、「私と
は、日本国憲法(あるいは民法、消費者基本法、消費
者契約法)では、◇◇です。」、そして「あなたは消
費者です。」、だから「消費者としての私には、○○
の権利があり、△△の責務があります。」といった式
の法学部的な講義形式では、小・中学校では通り一
遍の学習の深まりしかないように感じられます。
　そこで、多面的な存在である「私」を軸にしたカ
リキュラムの中での紛争解決に向き合う考え方のス
テップが実感的に理解できるカリキュラムや教材の
開発を、むしろ実務経験の豊富な消費者センターな
どが指導的に担うことを期待します。
　ところで個人的には高校の公民科の学習指導要領
の作成の過程で、「法的な見方や考え方」「経済的
な見方や考え方」「政治的な見方や考え方」の三つ
の面からのとらえ方を教育することの重要性を主張
してきました。これらは人々の生活の一こまを、社
会的に意味のあるように、説明的に切り取るときの
典型的な観念なり、概念であると思います。そして
このバランスが各人の中で、個性的であれ程よくと
れていることが、経済生活や消費生活の調整を自律
的に行う上で大切であると考えます。このバランス
の程よいとり方の経験を積み重ねていくことがてき
る教育が、小・中・高校を通じて展開されることを
願うばかりです。

  おわりに

　ここ十数年いろいろな方々の協力と支援のもとで
法教育に取り組んできました。その過程で、日本の
教育では、縄張りや領分などの争いから、○○教育
が過剰に生まれることを見聞してきました。
　消費者教育や法教育では、こうした事態は絶対に
避けなければならないという信念から、個人的には
これまで進めてきました。法解釈の違いや法の用い
方・考え方の違いを乗り越えて、私たちの生きるル
ールの教育として法教育が展開されることを切に期
待してきました。
　こうした点から消費生活を柱に、人々に日常の生
活を取り戻そうとする本センターを含めた全国の消
費生活センターの役割は、大きいのではないでしょ
うか。



4 わたしは消費者 No.127

平成 24 年 3 月 1 日

民事紛争の解決に関する法教育教材の作成と
授業実施について

　弁護士 額田みさ子（第二東京弁護士会　法教育の普及・推進に関する委員会委員長）
　弁護士 阿久津匡美（第二東京弁護士会　同委員会委員）　　　

　第１　はじめに

　法教育の教材というと、刑事事件を素材とし模擬
裁判や模擬評議といった形で授業展開をする教材が
多いように見受けられます。
　今回、私たち第二東京弁護士会法教育の普及・推
進に関する委員会では、お茶の水女子大学附属中学
校からの依頼で、同校と協働し、民事事件に関する
法教育教材を作成し、授業を実施しましたので、ご
紹介いたします。

　第２　教材の作成

　　授業の目的
　私たちへの依頼があった時点で、お茶の水女子大
学附属中学校がすでに授業の目的を設定されていま
した。
　具体的には、「日常レベルの紛争を元に交渉や調停
のスキルや公正・正義・責任等の考え方といった法
的技能や法的思考力を活かし、合意形成によって紛
争を解決する意義を理解」させたいとのことでした。
　法教育教材を作成する場合、どのような獲得目標
のもと、どのような教材を作るかというアウトライ
ンで悩むことが多いのですが、今回は、その点での
苦労はありませんでした。
　しかしながら、交渉や調停向きの紛争事件のうち、
中学生が興味を持ち、積極的に参加してくれそうな
題材となると、われわれ弁護士では、今の中学生の
興味、嗜好を把握できておらず、なかなか題材を絞
り込めませんでした。
　他方、教員は、受け持っているクラスの特性、生
徒の興味等を熟知されています。
　そこで、弁護士から複数の題材を提案し、教員か
らの指摘を踏まえて絞り込みをし、教材内容を練る、
という形で共同作業を行うこととなりました。

　　題材の絞り込み
　まず、教員の方から、中学 2 年生 4 クラスを対象
とするので、①争点がひとつのものが適当と思われ、
② 2 つ以上の視点があるものは難しいと思われると
いう要望があり、弁護士の方で、9 つの題材案を提
案しました。

　9 つの提案のうち、例えば、ネット上の言い争い（名
誉毀損トラブル）については、社会科よりも道徳で
扱うべき題材であり、また、言いたいことがあるな
ら面と向かって言い合おうという結論になりかねな
いという、弁護士の方としてはなかなか思い至らな
い指摘が寄せられました。また、ごみ処理や放置自
転車といったトラブルについては、公的機関に解決
を委ねようという結論になりかねないという教育現
場を熟知された指摘があり、さらに、自転車走行時
のトラブルについては既に警察から自転車走行の指
導を受けている、また、騒音トラブルについては既
に学習したということで、題材が絞られていきまし
た。
　最終的には、学校に高価なバイオリンを持ってき
たところ同級生が誤って壊してしまったという過失
による不法行為事案を調停の形で扱うことに決まり
ました。

　　事案の掘下げと授業案の検討
　上記事案設定に基づき、まず、弁護士の方で、①
校則違反だが高価なバイオリンを楽器練習のため学
校に持ってきた生徒 A、② A から高価だとは告げら
れずに当該バイオリンを運ぶことを依頼された生徒
B、③当該バイオリンを運ぼうとしていた B に廊下
を走っていてぶつかってしまった生徒 C という 3 人
の登場人物を考え、B・C の衝突事故でバイオリン
は落下し、その衝撃により壊れたが、ある程度の金
額で修理もできるという紛争を想定し、三者三様の
法的言い分を想定し、法律上どうなるかという点を
検討しました。
　このような紛争設定の狙いとしては、3 人それぞ
れ何かしらの落ち度があるため、全員何らかの点で
折れなければならないという状況において、事実や
法律に照らして折れるべきところで折れ、調停を通
じた話し合いでまとまることができるか、というと
ころにあります。
　さらに、3 人の当事者がいる場合に、どのような
形で「調停」を行うかということを検討した結果、
生徒をいくつかの班に分け、班内で複数人の調停委
員役と A,B,C 各一人ずつの当事者役を決め、双方審
尋（相席ではなく当事者 1 人ずつから調停委員がヒ
アリングを行うスタイル）を行って調停を体験して
もらうという授業案を提案しました。

１

2

3
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　その上で、指導案が作られました。事件現場にお
茶の水女子大学附属中学校に実在する音楽ホールや
特別教室の名前をつけるなどして肉付けがされ、生
徒たちになじみやすい教材になりました。

　　小学生向け教材の追加
　なお、小学校 6 年生のクラスでも本テーマで法教
育の授業を行いたいというお話が出ましたので、小
学 6 年生向けに、簡易な教材も作成することになり
ました。
　具体的には、生徒 C を当事者から外し、A と B の
2 人によるトラブルにして、教材を簡易化しました。

第３　授業実施

　　ポイント
（１）時間配分
　まず、50 分１コマの授業を 2 コマ利用して、授業
を実施する予定でしたので、時間配分がポイントと
なりました。
　特に、双方審尋の調停を行うわけですから、
A,B,C それぞれの言い分を聞く時間をどれくらいに
するか、何度回すか、ということがポイントになり
ます。
　1 回の聞き取り時間が短いと言いたいことがなか
なか伝わりませんし、調停委員も紛争解決のポイン
トが見えてきません。
　また、聞き取りが 1 回だけで終わってしまうと、
3 人全員の聞き取りが終わった後に、調停委員に相
互の矛盾点をもう一度尋ね、整理をする機会がなく
なってしまいます。
　そこで、1 回 3 分の聞き取りを 2 回行うことにな
りました。
　さらに、実際の調停では、合意形成まで相席が取
られることは少ないのですが、本授業では、2 回の
聞き取りのあと、調停委員に考えさせる時間を与え
た上、全員相席の話し合いをすることで、それぞれ
の班の結論を出してもらうことにしました。

（２）導入
　事前に生徒たちに事案を読んできてもらうか否か
については、最終的に、時間を取ることが難しいと
いうことで、1 コマ目の授業の冒頭に導入の時間を
設けることになりました。
　振り返って思うに、事案をその場で読みその場で
考えることで、集中して取り組むことができる効果
がありました。

（３）配役
　4 役のうち、調停委員役が一番力量の要求される
役どころになります。
　そこで、弁護士の方としては、各班に、リーダー

シップのある子が最低 1 人欲しい、その生徒に調停
委員役をやって欲しいと考えていましたが、実際に
は、授業でいつも組んでいるグループそのままに生
徒たちの自由に任せて配役を行いました。
　結論から言うと、いつも組んでいる班で生徒たち
の自主性に任せて配役をして何も問題はありません
でした。
　作為的に配役決定をするよりも、生徒の自主性に
委ねる方が適当と思う一場面でした。

（４）待ち時間の使い方
　このように双方審尋での調停を行う場合、調停委
員役の生徒はずっと拘束されている一方で、当事者
役の生徒は、例えば A は、B や C が調停委員と個別
に話をしている間、時間をもてあますことになりま
す。
　そこで、今回の授業では、配役決定の後、A 役の
グループ、B 役のグループ、C 役のグループという
グルーピングもして、待ち時間には、配役ごとのグ
ループで作戦会議を行うことにしました。
　1 回目の聞き取り後は、お互いに、それぞれの調
停委員に何を主張したかを報告し合い、2 回目の聞
き取り後は、お互いに、それぞれの調停委員からど
のような提案や質問をされたかを共有させました。
　生徒たちを飽きさせず、また、一部の生徒だけに
作業が集中することのないように、実際の調停とは
大きく異なりますが、待ち時間を配役ごとの作戦会
議タイムに充てたこともポイントでした。
　なお、実際の調停では、待ち時間に、弁護士と当
事者で、どうやって調停を有利に進めるか、何を要
求するか、言い足りないことはないかということを
話し合ったりしています。

（５）合意形成におけるポイント
　調停という紛争解決手段は、調停委員という第三
者を介す形で意見交換をし、何らかの合意を形成す
ることを目指すものですが、生徒たちには、「納得が
できないのであれば合意しない」という基本を授業
の最初に説明しておくことが重要です。
　今後、生徒たちが実社会に出た際、納得ができな
いにもかかわらずイエスと応じてしまったがために
巻き込まれるトラブルには様々なものが想定されま
す。
　法教育として行う以上、合意することのみを獲得
目標とするのではなく、紛争をどのように解決して
いくのか、最終的に合意に至らないこともある、他
方、同一事案で合意形成に至った他の班と比較して、
こうすれば解決できたのかもしれないと自らを振り
返る、といったことを体験することが重要です。

　　授業展開例
　実際に行った 2 コマの授業の展開例をご紹介しま
す。

4
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　4 名の弁護士が 2 コマとも参加するという形で、2
日間にわたり、4 クラスで授業が行われました。

（１）1 コマ目
・導入　5 分
　　教員から、授業趣旨の説明。
　　弁護士の自己紹介。
・展開その１　17 分
　　事案のプリントとワークシート１（下記参考

　資料）を配布。
　　各自が事案プリントを読みながら、A,B,C 三

　者の心情を考えてワークシート１に書き込む。
　　その後、班で配役決め。
　　調停委員役グループには、調停役カードとワ

　ークシート２を渡し、弁護士が役割を説明。
　　当事者役生徒は別室で配役ごとにグループに

　なって作戦会議。
・展開その２　24 分
　　1 回 3 分の聞き取りを 2 回実施。1 回目の聞

　き取りと 2 回目の聞き取りの間に、調停委員
　役は相談時間を 3 分持つ。

　　聞き取り時間中、適宜、弁護士 2 名が各調停
　テーブルを回り、アドバイスを行う。

　　また、待っている当事者役生徒には、配役グ
　ループごとに作戦会議をさせ、残りの弁護士
　2 名が適宜アドバイスを行う。

・まとめ　4 分
（２）2 コマ目

・導入　5 分
　　前日の振り返り。
　　ワークシート３を配布。
・展開その１　20 分
　　四者相席で調停の場に着き、合意形成を行う。

　ワークシート３を記入し、班ごとに模造紙を
　まとめる。

・展開その２　15 分
　　模造紙を用いて発表。
・まとめ　10 分
　　各班の発表を受けて、弁護士から、法的な整理・

　解釈・コメントを行う。

第４　まとめ

　おそらく、調停という紛争解決手段について、生
徒たちは誰も知らなかったと思いますが、当日の説
明で構造を理解して、主体的に取り組んでくれまし
た。
　A に自分が持っているバイオリンをあげればいい、
修理費用は B と C で等分で負担して、同一商品購入
のための差額は A が自分で負担すればいい、といっ
た中学生ならではの柔軟な発想が出たのが新鮮に感

じられました。
　後日送っていただいた生徒たちの感想の中に、「お
互いに話し合うより冷静に考えることができ公平に
なると思った。」、あるいは、「誰にどのくらい責任が
あるのか考えるのは難しい。」「公平に考えるという
のは簡単そうだけど、情などが入ってしまい難しい
と思った。」などの感想がありました。このように、
複数当事者における紛争解決のポイントと難しさを
体験してもらったことが何よりもの収穫です。
　また、「契約が口頭でも成り立つなんて知らなかっ
た。」という感想もありました。大人でも、契約書に
ハンコを押すまで契約成立ではないと思っている方
も多い中、「契約」というものを学ぶ機会となったこ
とは幸いです。
　今後、生徒たちには、授業で体験した話し合いに
より紛争を解決する姿勢を忘れずに成長していって
もらいたいと思います。

【参考資料】
＜ワークシート１＞

＜調停役カード＞
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＜ワークシート２（調停役用）＞

＜ワークシート３＞

第５　第二東京弁護士会の出前授業
　　　（デリバリー法律学習会）

　　デリバリー法律学習会の設置
　第二東京弁護士会は、積極的に弁護士会の外に出
向き、法や弁護士の話を伝えようと、1997 年、「デ
リバリー法律学習会」を始めました。

　　テーマ・内容
　デリバリー法律学習会には、これまで、企業、市・
区役所、教育委員会等様々な団体から申し込みをい
ただいていますが、一番多いのは学校です。テーマ
に制限はなく、ご希望に添った内容でお引き受けし
ています。学校での出前授業で多いものとしては、
刑事裁判・裁判員制度、消費者被害、少年犯罪、い
じめなどがあります。また、キャリア教育の一環と
して、弁護士の仕事について話をしてほしいとの依
頼も多くあります。

　　授業例
　法は、人が共生するためのルールです。デリバリ
ー法律学習会では、様々なテーマで授業を実施して
いますが、いずれのテーマにおいても、法とは何な
のか、法の根底にある考え方は何なのかを考える授
業を目指しています。その中から、最近実施した授
業例をいくつかご紹介します。
　中学校の社会科で、死刑制度を考える授業を行い
ました。死刑制度について賛成か反対か意見を述べ
る討論型授業でしたが、大変好評とのことで、国語
科の「高瀬舟（森鴎外）」の授業にも申し込みがあり、
安楽死に関する討論授業に参加しました。
　労働に関する授業も実施しています。リストラが
問題になる事例について、雇用者側と労働者側の利
害対立をどのように調整したらよいか等を考えても
らいました。
　模擬裁判では、有罪か無罪かを検討する授業と、
有罪を前提に量刑を考える授業とがあります。いず
れも、事実を多面的に見る力や論理的思考力が必要
になります。
　さらに、今年度は、特別支援学校で契約に関する
授業（お金の貸し借り）と消費者被害に関する授業
を行いました。初めての特別支援学校での授業でし
たので、教員と何回も打ち合わせを行い、ロールプ
レイを多く取り入れるなど工夫をしました。

　　費用及び申込方法
　デリバリー法律学習会は、第二東京弁護士会ホー
ムページの「法教育プログラム」からお申し込みい
ただけます。
　費用については、学校とその他の団体とを分け、
学校の場合、原則、交通費等として弁護士１人につ
き一律 5000 円を申し受けています。クラスごとの
通常の授業でも、学年あるいは全生徒対象の講演型
の授業でも同じです。
　興味を持っていただけましたら、当会ホームペー
ジ「法教育プログラム」をご覧いただければ幸いです。1

2
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　平成 22 年度東京都内の消費生活センターに寄
せられた相談総数は 125,706 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）
16,697 件であり、全体の 13.3％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 22 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　1,941 件で、前年度
の小・中・高校生の総数 1,841 件に対して、約 5%
増加しています。平成 22 年度の契約当事者の内訳
は、小学生が 305 件、中学生が 752 件、高校生が
884 件でした。
 

■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、
相談の多い商品・サービスの上位は、図１のとお
りでした。
　「デジタルコンテンツ」とは、インターネットを通じ
て得られる情報のことです。この主な内訳は、小学生
の場合、『アダルト情報サイト』に関する相談が 239
件中 202 件（84.5％）、次が『オンラインゲーム』に
関する相談で 12 件（5％）、中学生では、『アダルト情
報サイト』に関する相談が 612 件中 502 件（82％）、
続いて『他のデジタルコンテンツ』に関する相談が 43
件（7％）、高校生の場合、『アダルト情報サイト』に
関する相談が 588 件中 451 件（76.7％）、『他のデジ
タルコンテンツ』が 53 件（9%）、『出会い系サイト』
に関する相談が 45 件（7.7％）でした。
　『他のデジタルコンテンツ』とは、前年同様、占
いやアニメ、芸能情報サイト、無料ゲームのダウ
ンロード、SNS などに関する相談でした。

平成 22 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 22年度　相談の多い商品・サービスの上位　　（図 1）

■■ 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 ■■

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 )

　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。
　共同キャンペーンについて

１　実施期間　平成 24 年２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」（３月13 日・14 日９時～16 時　相談専用電話 03-3235-1155）
２ 映画館での３Ｄ啓発用ＣＭの上映（３月１日～ 23 日）
　　 都内 22 映画館で映画『ヒューゴの不思議な発明』上映前に上映。
３ 交通広告を実施（①３月 12 日～ 18 日／②３月 12 日・13 日）
  　 ① JRトレインチャンネル（中央・山手・京浜東北・京葉各線）で動画を放映。
　   ②中吊り広告を JR3線（中央・山手・京浜東北各線）、東京メトロ全線、都営地下鉄全線で実施。など
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