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                   要約 

NACS は、2011年 4月に公益社団法人として認定された。今後もさらなる社会的活動を進

めるために、活動をする会員を増やし、活動を活性化することが求められている。本研究

は、「現在、NACS で積極的に活動を行っていると自分で思う」会員を対象とし、その会

員の NACS における活動への参加経緯や活動状況等を調査・分析することを通して、

NACS 会員の活動の意義や活動促進に向けての示唆を見出すことを目的とした。2011 年 3

月に質問紙調査を実施、有効回答 54 票の結果を分析した。調査対象者は NACS における

活動を、消費生活に関わる異業種・多領域の専門家同士が出合い、互いに学びあえる場と

捉える傾向が見られた。また、NACS 入会初期において、自分もこうなりたいと思うよう

なモデルになる会員が存在したという回答が過半数もあり、そのモデルとなった会員の具

体的な影響を記述した会員が多かった。他者との相互作用において学び、先輩などの会員

をモデルとみなして向上することができるという NACS における会員活動の特徴は、状況

論的学習理論からもその教育的意義を裏付けることができる。消費生活に関わる専門家

が、NACS という組織において活動をする意義や重要性が示唆された。 
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１．はじめに 

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会（通称 NACS）は、2011

年 4 月 1 日に、消費者団体としては初めて公益社団法人に認定された。NACS は、消費生

活に関わる日本最大の専門家集団である。「一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする

事業」に関する今回の公益社団法人の認定を、さらなる発展の契機として、今後も活動を

促進し社会的使命を果たす責任がある。 

NACS の活動について、山本和彦会長は公益社団法人の認定に関する発言の中で、「消

費者問題の資格者集団で、殆どの方が本業の職業を持ちながら、ボランタリーな活動を消

費者、行政そして企業を相手にと幅広く行っている活動は公益法人そのもの」と述べてい



る注１)。会員はさまざまな制約がある中で、精力的に活動を進めてきたが、NACS 課題検

討チーム注２）では、人的資源の育成・確保を、現在の最重要課題と位置づけている。2007

年に実施された「NACS 会員 4000 人アンケート」注３）は、会員の活動状況に関して、通

常総会や支部大会、行事などの参加状況や意識等を調査したものであった。この調査の設

問の中に、「あなたは今後 NACS で活動したいという気持ちがあるか」があった。その結

果は、「ある」が 38.3％、「どちらともいえない」40.3％、「ない」が 6.3％、「回答なし」

が 15.1％であり、この結果からの考察として、「何らかの機会があれば参加したいという

会員の意向が窺える」と掲載されている。 

このような NACS における会員活動の現状から、会員の活動促進のための人的資源育

成・確保に関わる研究が必要だと考えられる。今後も NACS の社会的な活動を行う会員を

増やし、活動を活性化していくことが重要である。そこで本研究は、NACS 会員の活動へ

の参加経緯や活動状況、その意識等を調査・分析することを通して、会員の NACS におけ

る活動の意義や活動促進に向けての示唆を得たいと考えた。 

 

２．研究目的及び方法 

本研究は、「現在、NACS で積極的に活動を行っていると自分で思う会員」を対象とし、

その会員の活動の参加経緯や活動状況などを調査・分析することを通して、会員の NACS

における活動の意義や活動促進に向けての示唆を得ることを目的とした。 

対象会員における質問紙調査を、2011 年 3 月に実施した。調査票は、「ファイル送信版」

と「郵送版」を用意したが、結果としてすべて「ファイル送信版」により回収することと

なった。「ファイル送信版」は、電子メール添付により依頼書と調査票を各種委員会、各支

部、各種活動グループの長などに送付し、会員に配布、回答済み調査票も電子メールによ

り回収した。必要に応じてパスワードを設定した調査票も作成し、個人情報の保護に配慮

をした。得られた有効回答 54 票を分析した。 

 

３．結果及び考察 

（１）回答者の属性 

今回の調査の有効回答者 54 人の属性は、次の図 1 から図 6 の通りである。図１の回答

者の所属支部に偏りがあるのは、調査時期が東日本大震災と重なり、そのため東北支部な

どに調査依頼ができなかったためである。 

 

図１ 所属支部      ※回答者 54 人 

 

図２ 年齢        ※回答者 54 人 



 

図３ 性別       ※回答者 54 人 

 

図４ NACS 会員歴   ※回答者 54 人 

 

 

図５ 職業       ※回答者 54 人 

 

図６ 有職者の就業形態 ※回答者 49 人 

 

 

（２）回答者の参加している活動とその参加へのきっかけについて 

 図７は、回答者が現在、NACS で主として参加している活動の種類と各年齢層の人数で

ある。一人あたりの平均参加活動数は、1.9 件であった。 

 

 

図７ 現在 NACS で主として参加している活動  ※単位：人、回答者 54 人（複数回答可） 

注：「その他」の活動としては、NACS 活動を各自治体で紹介するような活動等が挙げられていた。 

 



さらに図７の本部活動、支部・分科会活動、自主研究会について、「その活動に参加した

きっかけ」を自由記述してもらった。図８は、その自由記述を、「自分から」、「人から勧誘」、

「会への参加」の大きく３つに分類した結果である。 

他の２つの活動と比較して、支部・分科会活動への参加は、支部大会、歓迎会、研修会

などの「会への参加」がきっかけとなったことが多く、また自主研究会への参加は、会報

などを見て問い合わせた、自分の必要性から知り合いの会員に尋ねたなど、「自分から」働

きかけたことによる参加が多い傾向が見られた。 

 

 

 図８ 活動に参加したきっかけ   ※単位：％ 

注：「自分から」は、自分から問い合わせ、自分の必要性などから参加。「人から勧誘」は、先輩や知り

合いなどからの勧誘。「会への参加」は、歓迎会や研修会、支部大会などの参加がきっかけとして分類。 

 

（３）NACS の活動を積極的に行っている理由 

NACS の活動を積極的に行っている理由を、重要と感じる順に、１番目、２番目、３番

目と、最大３つまで選択してもらったものが図９である。「知識・情報を得る」が最も多く、

次に「社会貢献を行う」、「人と交流するのが楽しい」、「人脈を広げる」と続いていた。 

 

図９ NACS の活動を積極的に行っている理由   ※単位：人、回答者 54 人 

注：「その他」としては、「自己研鑽」、「後輩相談員の育成」などがあった。 



（４）NACS における活動の特徴について 

 回答者に、NACS 活動をすることによって、図 10 の 15 の項目それぞれについてどう思

うか、「とてもそう思う」を５、「少しそう思う」を４、「どちらでもない」を３、「あまり

そう思わない」を２、「全くそう思わない」を１とした５段階評定法で、回答してもらった。

図 10 は、それぞれの項目について各段階の評定を選んだ人数である。図 11 は、それぞれ

の項目について、５段階評定を間隔尺度と捉えて、平均値を出したものである。 

 

 図 10  NACS 活動の特徴（１）各評定の選択人数  ※回答者 54 人 単位：人 

 

 図 11  NACS 活動の特徴（２）５段階評定の平均値  ※回答者 54 人 

 

図 11 において、５段階評定の平均値が一番高かったのは、「人と学びあうことができる」

で 4.5 であった。これは図 10 において「とてもそう思う」が一番多く、30 人（55.6％）

の人が選択していた。次に平均値が高かったのは、「自分ひとりでは得られない知識・情報

を得ることができる」で 4.5 であり、図 10 においても「とてもそう思う」が二番目に多く、

27 人（50.0％）の人が選択していた。類似の項目である「自分の専門領域に関する知識・

情報を得ることができる」が 3.8 であったのに対して、特に NACS の活動では、人と学び



あうことができ、自分一人では得られない知識を得ることができるということに意義を見

出している会員が多いと考えられる。また「同じ志をもった人と出会うことができる」も

4.4 と高い。その他の項目で平均値が 4.0 以上であったものは、「異業種・多領域の方と情

報交換することができる」が 4.2、「人と楽しく交流することができる」が 4.1、「消費生活

に関わる専門家が連帯する場を得ることができる」が 4.0 であった。これらもすべて、自

分以外の他の専門家との交わりに関連するものである。つまり今回の対象者である「現在、

NACS で積極的に活動を行っていると自分で思う会員」は、特に消費生活に関わる異業

種・多領域の専門家同士が出合い学びあえる場として、NACS の会員活動の意義を感じて

いるのではないかと考えられる。 

今回の回答者は「現在、NACS で積極的に活動を行っていると自分で思う」会員 54 人

であり、これが NACS 会員活動の全容を映し出すものではないが、少なくとも今回、NACS

会員の行う活動の特徴や意義について、このような傾向があることを見出せたことは、興

味深いことである。 

 

（５）NACS における「モデル」の存在 

 回答者に、「あなたの NACS 入会初期（入会後１～２年位）に、NACS 活動の中で、自

分もこうなりたいと思うようなモデルになる会員がいましたか？『いた』場合は、その会

員が、その後の自分にどのような影響を与えたと思うか、差し支えない範囲でご記入下さ

い（入会後２年以内の方は、現在の状況・お考えでお答え下さい）。」という設問に答えて

もらった。この設問に「モデルになる会員がいた」と答えた会員は、35 人（64.8％）であ

った。この「自分にどのような影響を与えたと思うか」の記述例を、図 12 に上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 12 モデルになった NACS 会員が、自分に影響を与えたと思うことがらの記述例 

※「10 年後の自分はどうなりたいかを考え、今の自分のやるべきことを考える」姿勢に触発された。（40

歳代・女性） 

※著書や雑誌・新聞への寄稿による積極的な情報発信を行っている姿をみて、自分もそのレベルに少しで

も近づきたいと思いモチベーションが高まった。（40 歳代・男性） 

※子育て中の主婦アドバイザーとして、どのように仕事をしていくか悩んでいる時に適切なアドバイスを

くれた。また、支障の出ないような仕事も紹介してくれた。その方と同年輩になった今、悩んでいる後

輩の話を聞き、できる限りの助言と就業の紹介をしている。（50 歳代・女性） 

※私よりずっと若い方で、しっかりした意見を持たれていたので感心をしました。物事を見る視点につい

て他方面からみることがいかに重要であるかを、改めて実感をしました。（50 歳代・男性） 

※消費者問題に真剣に取り組まれていて、消費者問題とは何かを、新人のときに教えて頂きました。最初

に教示頂いたことが、現在の考え方の基本になっています。（60 歳以上・女性） 

※自分自身の実力を持って地域社会に貢献活動をしている方がいます。組織に頼らずに積極的に自己研鑽

して経験を積むことを教えてくれた。（60 歳以上・男性） 

 



 NACS 入会初期に、NACS 活動の中で、自分もこうなりたいと思うようなモデルになる

会員がいたと答えた回答者が過半数もおり、そのモデルとなった会員の自分への影響の具

体的な記述が認められた。これらの結果より、特に入会初期における専門家育成の場とし

て、NACS における会員活動が重要であることが示唆された。 

 前節（４）と本節（５）の結果・考察から、消費生活に関わる専門家が、NACS 組織に

加入して会員活動をすることの意義が見いだされた。他者との相互作用において、あるい

は先輩などの会員をモデルとして学ぶことができるという NACS 会員活動の特徴は、状況

論的学習理論注４）からもその教育的意義を裏付けることができる。 

 また今回の調査において、回答者の会員に、現在の専門とする消費生活に関する内容に、

最初に興味を持ったきっかけを尋ねたところ、「仕事がきっかけ」が 41 人（75.9％）と圧

倒的に多かった注５）。波多野は、人は現実的必要から効果的に学ぶという日常的認知活動

の有効性を述べている注６）。仕事という必要性が各々の専門能力を効果的に高めていると

考えられるが、それと NACS 会員の相互活動がどのように結びついているのか、さらに調

査を進める必要がある。 

 

（６）新入会員が積極的に NACS 活動に参加していくためには 

新入会員が積極的に NACS 活動に参加していくためにはどうすればよいか、会員自身の

経験を踏まえて自由記述をしてもらった。いちばん多い記述は、入会のきっかけに関する

ものであった。提案例の要旨を次に挙げる。 

＜入会に関するもの＞ 

・新会員の歓迎会や活動の案内、既会員との交流会などを増やし、声掛けをする。 

・新会員が気軽に参加できる環境づくり、同期のネットワークづくりをサポートする。 

・最初はできるだけ少人数でアットホームな雰囲気の場を提供する。 

・賛助会員企業での資格取得達成のみで終わらないよう、社内に NACS 活動を周知・理解してもらう。 

・新会員に活動することのメリット（経験、情報、人脈など）を上手にアピールする。 

・入会金を安くする。会費も一年目は優遇措置を講じる。 

・会員が楽しく生き生きと活動している姿をみせることが、何よりの勧誘ではないかと思う。 

＜活動内容に関するもの＞ 

・いつでも思い立った時に気軽に参加できるしくみをつくる。 

・関心のある内容。参加しやすい日程。活動への費用援助。発表や評価の機会を作る。 

・会員一人一人の地道な努力や工夫が紹介される機会を増やす。 

・活動することのメリットを具体的・定期的に情報発信する。 

＜その他＞ 

・どのようにキャリアを積めば良いのか、具体的な活動の場を示す。 

・運営委員や役員等で会の運営に参加する。最初は自主研究会参加を呼びかけることが得策であろう。 

 ・携帯の同報配信やメーリングリストで常に情報発信をし、HP 等に誘導、活動を促す。 

 ・理事会等の役員や支部の運営委員の活動が会員に見えるようにしていく。 

 ・NACS の知名度を上げ求心力を高める。公益社団法人としての意義・方向性の広報を。 



（７）NACS 活動を継続するために困難なことがらとその支援について 

NACS 活動を継続するために困難なことがらが「ある」と答えた回答者は、33 人（61.1％）、

「ない」は 21 人（38.9％）であった。多忙な仕事や家庭との両立などの時間的困難、活

動場所が離れているなどの地理的困難、活動費用や場所の問題、地方の人材不足や責任あ

る役割の大変さなどが挙げられていた。「NACS 会員 4000 人アンケート」注７）では、NACS

で活動していない会員の「活動していない理由」を尋ねた設問があり、その調査結果とほ

ぼ同様な内容の回答となった。つまり、活動している会員も活動していない会員も、困難

なことがらは、ほぼ同様であった。 

また、今回の調査の回答者が、活動を継続するために NACS 組織に求める支援として多

く挙げられていたものは、活動費用と活動場所に関する要望であった。その他として、

NACS の社会的認知の向上を求めるものや、外から NACS の意見・活動が見えやすくな

るよう発信を、柔軟に多様にできることを求めるものもあった。 

 

４．まとめと今後の課題 

今回の結果から NACS 会員は、NACS における活動を、消費生活に関わる異業種・多

領域の専門家同士が出合い、互いに学びあえる場と捉える傾向が見られた。また、NACS

入会初期において、自分もこうなりたいと思うようなモデルになる会員が存在したという

回答が過半数もあり、そのモデルとなった会員の自分への影響を具体的に記述した会員が

多かった。他者との相互作用において学び、先輩などの会員をモデルとみなして向上する

ことができるという NACS における会員活動の特徴は、状況論的学習理論からもその教育

的意義を裏付けることができる。消費生活に関わる専門家が、NACS という組織において

活動をする意義や重要性が示唆されるものであった。NACS における活動を通して、消費

生活に関わる専門家がどのように生涯発達をしていくか、NACS 会員の活動に関する研究

を、さらに進めていきたい。 

 本研究につきまして、ご協力下さいました NACS 会員の皆様に、深く感謝いたします。 
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