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要約 
  消費者教育の推進に関する法律(以下、消費者教育推進法という。)」の施行、「消費 

者教育の推進に関する基本的方針」の閣議決定と、消費者教育を推進していくために 

必要な法整備がすすんでいる。その中で「消費者市民」「消費者市民社会」という理念 

がうちだされ、新たな消費者教育へとその方向性を示唆している。 

 「知識重視から実践重視」へと軸足が移され、家計経済の観点からみると「社会人( 

高齢者)に対する金融経済教育」が実生活の中で、より重要性を増してきている。しかし、 

消費者が金融商品等を総合的に分析し、個別的に適切な選択をしていくには、かなり 

の困難を伴う。そこで、「専門家と賢くつきあう能力」も、これまで以上に必要になっ 

てくる。 

 本稿においては、消費者教育をめぐる動向を鑑みながら、その中でも「社会人(高齢 

者）に対する金融経済教育」に焦点をあてて、その現状・方向性を考察していく。 

 

キーワード:消費者教育推進法、消費者教育の推進に関する基本方針、 

消費者市民、消費者市民社会、金融リテラシー、情報リテラシー 

 

1. はじめに 

近年、新しい概念を掲げた消費者教育の推進が、欧米を中心とする先進諸国において戦

略的に行われている。我が国においても、その流れに沿うように消費者教育について議論・

普及を行うための法整備・環境整備がすすめられている。その中で「消費者市民の育成」

「消費者市民社会の形成」が、その目標の一つとして掲げられている。 

「個人利益追求から全体利益の共有」という視点での消費行動・社会参画を行い、持続

可能な経済社会を形成していくことも肝要である。 
本稿においては、消費者教育をめぐる動向を鑑みながら、その中でも「社会人（高齢者）

に対する金融経済教育」に焦点をあてて、その現状・方向性を考察していく。 
 

2. 消費者教育をめぐる動向 

(1) 消費者教育の重要性の認識 



1963 年の国民生活向上対策審議会による「消費者保護に関する答申」では、消費者保護

の方法として「消費者が強力な消費者団体を結成するか、消費者教育を充実するとかなど

の方法によって行う消費者自身による保護がある」iとして消費者教育の必要性を明確にし

た。その後、1966 年には国民生活審議会の「消費者保護組織および消費者教育に関する答

申」において「消費者教育の目標とするところは、一言にしていえば、自主性をもった賢

い消費者を育てることにある」として具体的に目標をうちだしている。iiそして、消費者

教育の目的を明確にすること、内容の体系化をはかることを課題としている。消費者保護

行政から消費者支援行政への転換として、2004 年に「消費者保護基本法」から「消費者基

本法」へと改正が行われる。「消費者の権利の尊重」「消費者の自立支援」を明文化し、基

本的権利の一つとして消費者教育を位置づけている。さらに「国民生活白書平成 20 年版」

では、「我が国においても……『消費者市民社会』への転換点が求められている。」iiiとし

て「消費者市民」という理念を打ち出し、新たな消費者教育へとその方向性を示唆してい

る。 
 

(2) 消費者教育推進法の成立 
消費者基本法の理念を具体化するものとして、2012 年に「消費者教育推進法」が施行さ

れる。2013 年には、「消費者教育の推進に関する基本的方針」も閣議決定され、消費者教

育を総合的に推進していくための法整備は着実に進んでいく。 

第 1 条（目的）において「基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明ら

かにするとともに……消費者教育を総合的かつ一体的に推進」と規定している。消費者教

育を推進していくにあたり、第 4 条(国の責務)で「基本理念にのっとり、消費者教育の推

進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する」とし、第 5 条(地方公共

団体の責務)で「国との適切な役割分担を踏まえて……施策を策定し、及び実施する責務を

有する」と定めている。第 1 回消費者市民育成小委員会（平成 25 年 12 月 13 日）におい

ては、「消費者教育推進のための指標化」を優先課題と位置づけている。国の策定した施策

が、地方公共団体の施策としてどれくらい具現化されているか、評価・検証をしていくた

めの重要な指標として、今後の成果に注目していきたい。 

 第 3 条（基本理念）では、「消費生活に関する知識を習得し、これを適切な行動に結び

つけることができる実践的な能力が育まれることを旨として行わなければならない」と明

記している。従来の知識重視の教育から実学重視の教育へと軸足が変わってきている。結

果として、社会人（高齢者）が消費者（生活者）として実用的に活用できる情報提供の充

実にもつながってくる。それに伴い消費者は、多様な情報の中から商品・サービスを自ら

適切に選択していくことが必要になってくる。ひいては、「消費者市民社会の形成に参画す

ることのできる消費者市民の育成が急務である」という課題を直視することにもつながっ

ていく。 
 
(3) 消費者市民社会 
消費者教育推進法が制定された意義は、健全な家計管理と消費者トラブルへの対処法を



中心とした、従前の消費者教育が十分ではなく、新しい内容の消費者教育がもとめられて

いることと考える。iv 
消費者教育推進法では、新しい消費者教育として第 2 条(定義)で次のように明記してい

る。「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消

費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を

含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいう。」 
ここで、「消費者市民社会」とはどのような社会を想定しているのかを確認していく。日

本で消費者市民社会という言葉が用いられるようになったのは、2008 年に政府が出した二

つの文書、「消費者行政推進基本計画」と「国民生活白書平成 20 年版」が最初である。v 
消費者教育推進法では、その定義を第 2 条 2 項において「消費者が、個々の消費者の特

性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将

来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであること

を自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう」としている。

「消費者行政推進基本計画（平成 20 年 6 月 27 日閣議決定）においては、「個人が、消費

者としての役割において、社会倫理性問題、多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮

することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味しており、生活者や

消費者が主役となる社会」と記している。 
 「消費者市民社会」という概念については、日本の社会において深い共感を呼び根付か

せるために、その意義と実践活動とを具体的に結び付けて研究する必要があるviとして、

消費者市民育成小委員会において優先課題に位置づけ、消費者教育普及プログラムを検討

している。 
 最後に、消費者市民教育の三要素viiを掲げる。 

① 経済的市民の育成（消費行動力） 
 消費・非消費を通じて企業を評価し、安全で質の高い商品の提供者を応援して

いく消費者像。 
② 政治的市民の育成（社会提案力） 

 よりよい社会の実現に向け企業や行政に積極的に意見提案をする消費者像。 
③ 倫理的市民の育成（自己革新力） 

 環境配慮や途上国支援、被災地支援など次世代や他者への思いやりを自覚した

消費者像。 
 
 これらの資質を備えた消費者市民が、良識をもって社会参画をしていくことにより、公

正かつ持続可能な社会が醸成されていくと考える。 
 
3. 金融経済教育の必要性 

(1) 金融環境の変化 
 家計を取り巻く金融環境の変化に応じて、家計は外部の優良な金融サービス等を活用し

ながら、①金銭に関連する多様化した選択肢（貯蓄や消費、資産形成等）から、（最適だと



思われる）選択を求められ、②実質的な賦課方式を採用するわが国公的年金制度の年金財

政縮小均衡傾向に対応して、老後に向けた資産形成計画の再設計と、老後生活における消

費スタイルの見直しを行い、③金融・投資詐欺に関する認識と防御を行う、等を自己責任

によって実行しなければならない。viii 
 これらを実行する際に求められるのは、金融に関する賢い選択を行うための「金融リテ

ラシー」と、多量化・複雑化しながら氾濫する情報を的確に処理するための「情報リテラ

シー」である。 
 

(2) 我が国における金融経済教育の変遷 
2000 年 6 月の金融審議会答申「21 世紀を支える金融の新しい枠組みについて」の中で、

「今後、金融庁を中心とする関係当局は金融分野における消費者教育に積極的に取り組む

べきであり、そのため、具体的対応の検討が期待される」ixと明記される。2001 年 6 月に

打ち出された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」では、「貯

蓄から投資」への方向転換がなされることとなる。これを受けて金融庁では、2001 年 8
月に「証券市場の構造改革プログラム」を策定し、個人投資家が証券市場に積極的に参加

していくことを目指すこととなる。その課題として「投資家教育」が取り上げられていく。

政府が構造改革を推進していく中で、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」
が決定される。このなかで「金融を含む経済教育等の実践とともに、学校での国際教育を

推進する」という表現が入る。このような形で政府の基本方針に「金融を含む経済教育」

という言葉が挿入された意義xは、大きいといえる。 

金融庁では、金融経済教育懇親会において 2005 年 6 月に「金融経済教育に関する論点

整理」を公表するが、「金融経済教育」について次のように定義している。「国民一人一人

に、金融やその背景となる経済についての基礎知識と、日々の生活の中でこうした基礎知

識に立脚しつつ自立した個人として判断し意思決定する能力（＝金融経済リテラシー）を

身につけ、充実するための機会を提供すること」 

国際的には、2012 年 6 月に OECD/INFE が「金融教育のための国家戦略に関するハイ

レベル原則」を公表、同年 6 月に開催されたＧ20 ロスカボス・サミットにおいて承認され

た。このため、我が国でも金融経済教育の現状把握及び今後のあり方について検討が行わ

れることとなる。2012 年 11 月に金融庁金融研究センターに設置された「金融経済教育研

究会」において、議論がすすめられていく。 
 

(3) 金融経済教育の推進 
2013 年 4 月 30 日、金融経済教育研究会から報告書が公表された。以下、その概要を記

す。 

①意義・目的 

（イ） 生活スキルとしての金融リテラシー 

不測の事態や教育・住宅取得・老後の生活等に備えた生活設計を習慣化するととも

に、金融商品を適切に利用選択する知識・判断力を身につけることがますます重要と



なる。 

（ロ）健全で質の高い金融商品の供給を促す金融リテラシー 

  利用者保護の実現には、当局の規制だけでは限界がある。また、過度な規制は金融

機関等のイノベーションを阻害する。利用者の選別の目が確かになってくれば、より

良い金融商品が普及していくことが期待される。 

（ハ）我が国の家計金融資産の有効活用につながる金融リテラシー 

我が国の家計金融資産の過半は、現預金で運用されている。分散投資や長期投資の

メリットについての理解が十分でないことも要因である。家計金融資産の分散投資・

長期投資は、成長分野への持続的な資金供給に資する効果をもたらし、国民経済全体

の成長に貢献することも期待される。 

②身につけるべき金融リテラシー 

（イ） 金融リテラシーにおける行動面の重視 

  家計管理や長期的な生活設計を行う習慣・能力を身につけること、金融商品の適切

な利用選択に必要な知識・行動についての着眼点等の習得、事前にアドバイス等外部

の知見を求めることの必要性を理解することが重要である。 

（ロ） 最低限習得すべき金融リテラシーへのフォーカス化 

  国全体として効率的・効果的に金融教育を推進していくうえでは、最低限身につけ

るべき項目についてコンパクトな形でまとめたものを関係者間で共有し、これにフォ

ーカスした形で進めていくことは有意義である。 

（ハ） 体系的な教育内容のスタンダードの確立 

  最低限習得すべき金融リテラシーと併せ、年齢別・分野別の教育内容について、体

系的にとりまとめた、より詳細なスタンダードを確立することは意義がある。 

 

③社会人・高齢者段階における取組の推進xi 

（イ）確定拠出年金加入者への投資教育を充実させる。継続的な投資教育を実施すると

同時に、内容も充実させていく。 

（ロ）自治体における取組を推進する。消費者教育推進法に基づき、「基本方針」に金融

経済教育を位置づける。 

（ハ）業界団体・各金融機関等による取組も期待されている。業界団体・各金融機関等

は、金融経済教育の重要な担い手であり、引き続き積極的な取り組みが期待されて

いる。 

（ニ）予防的・中立的なアドバイスを提供する。トラブルの発生を事前に防ぐため、予

防的なアドバイスの提供を充実させていく。 

 

4. 社会人（高齢者）に対する金融経済教育の現状 

社会人（高齢者）に対する消費者教育、その中でも家計管理・生活設計に大きな影響を

及ぼす金融分野につき、報告書を参考に概観してきた。ここでは、意識調査を参照しなが

ら、生活スキルとしてどのようにとらえられているか考察していく。 



我が国の資産保有層の分類をみると、マス層（純金融資産 3,000 万円未満）が全世帯の

80.4％を占めている。xii大部分の世帯は、マス層に属している。また、自己破産件数も 2011
年において、いまだ 10 万 508 件発生している。「カード破産」が社会問題化した 1992 年

に比しても約 2.3 倍の件数である。xiiiライフプランの三大支出（教育費・住宅費・老後資

金）を考慮すると、堅実な資金計画を立て実行していかなければ、家計の破たんにつなが

りかねない。 

「ライフプランについての考え方」の意識調査をみると約 7 割が必要性を感じている。

（表 1xiv） 

ところが、「内容認知」になると約 30％～50％と割合が低くなる。世帯年収・金融資産

保有金額が大きくなるほど、内容認知度も高くなっていく。（表 2xv） 

 

 表 1(「資産運用と FP に関する意識調査」結果報告書より一部抜粋)   単位（％） 
 将来の夢や目標、

資金計画など具体

的なライフプラン

を描いている 

将来の夢や目標、

資金計画などにつ

いて情報収集して

いる 

そろそろ将来の夢

や目標、資金計画等

について考え始め

ようと思っている 

まだ何も考えてい

ない・わからない 

必要性を

感じてい

る計 

世帯

年収 

500 万円未満 7.4 19.0 33.9 39.7 60.3

500～1000 万円未満 13.5 21.5 37.9 27.2 72.8

1000 万円以上 17.5 27.2 26.7 28.5 71.5

金融

資産 

500 万円未満 7.6 20.0 36.3 36.1 63.9

500～1000 万円未満 12.4 22.7 37.9 27.0 73.0

1000 万円以上 24.0 24.6 27.8 23.6 76.4

 

 表 2(「資産運用と FP に関する意識調査」結果報告書より一部抜粋)   単位（％） 

 内容を知っていて

実行している(し

たことがある） 

内容をある程度知

っている 

名前だけは聞いた

ことがある 

全く知らない 

わかない 

内容 

認知 

計 

世帯

年収 

500 万円未満 1.9 27.8 56.7 13.6 29.7

500～1000 万円未満 3.4 37.4 49.3 9.9 40.8

1000 万円以上 4.7 41.0 48.0 6.4 45.7

金融

資産 

500 万円未満 1.9 30.1 55.1 13.0 31.9

500～1000 万円未満 4.0 38.0 48.2 9.8 42.0

1000 万円以上 5.6 44.3 45.2 4.9 49.9

 

また、金融商品購入時の情報源は「インターネット・新聞記事」が多く、ＦＰやセミナ

ーを活用する割合は低い。（表 3xvi）収集している情報に対する満足度としては、「よくわ

からない・理解できない」が 1 位となり、15.5％を占めている。(表 4xvii) 



 表 3(「資産運用と FP に関する意識調査」結果報告書より一部抜粋)   単位（％） 
 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 新聞記事

遺産運用に

関する書籍

金融機関

の窓口 

金融機関の

営業マン 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬ

ﾙﾌﾟﾗﾗﾝﾅ 

金融機関の

セミナー 

その他 

世帯 

年収 

500 万円未満 46.7 11.2 8.4 5.3 3.6 1.0 1.9 21.9

500～1000 万円未満 41.7 10.9 9.3 5.5 3.6 3.6 1.5 23.9

1000 万円以上 33.1 22.3 5.8 1.2 3.0 3.1 0.6 30.9

金融 

資産 

500 万円未満 43.7 11.7 8.1 5.0 1.7 2.8 1.7 25.3

500～1000 万円未満 34.2 12.8 9.2 5.5 6.8 4.3 0.5 26.7

1000 万円以上 43.2 15.9 8.2 3.3 3.9 1.7 1.8 22.0

 
意識調査からは、「ライフプランニングの必要性は感じているが、その内容理解にまでは

いたっていない。マスメディアで情報収集しながら金融商品の購入を行っているが、適切

に利用・選択する知識・判断力を身につける必要がある。」という状況が読み取れる。 

 

 表 4(「資産運用と FP に関する意識調査」結果報告書より一部抜粋) 
順位 収集している資産運用情報に満足していない理由 ％ 順位 収集している資産運用情報に満足していない理由 ％ 

1 よくわからない・理解できない 15.5 7 
良いことばかり書いてある・ 

悪いことは書いていない 
5.5 

2 
正確な情報なのか・正確な情報が何か

わからない 
9.0 8 

情報が多すぎる・ほしい情報を手に入

れるのが大変 
5.3 

3 
何を見ていいのか・何から情報を集め

るべきなのかわからない 
7.0 9 

（専門的すぎて）難しい・素人には難

しい 
5.0 

4 （情報・人を）信用できない 6.9 10 
運用がうまくいっていない・結果がよ

くない 
4.7 

5 窓口等で直接聞きたいが聞けていない 6.1 11 情報が遅い・古い 4.5 

6 
情報収集が足りない・あまりしていな

い 
5.8 12 その他 24..7

 

5.課題 

 消費者教育を推進し、持続可能な社会へと行動様式が成熟していくためには、消費者か

ら消費者市民へと成長・脱皮していくことが不可欠である。従来の「個人利益の追求」か

ら「全体利益をも視野に入れた社会参加」が重要になる。 

 家計経済を取り巻く環境でいえば、少子高齢化時代における課題ともいえる「富の再分

配に対する理解と自助努力」にもあてはまるのではないだろうか。言い換えれば、社会保

障財源確保のための増税、年金改革、介護・医療等の諸制度についての実践的な理解と対

策を、個人でも行っていくことが肝要である。勤労世代においては、雇用形態の多様化、

子育てや介護等に配慮したワークライフバランスを取り入れた労働スタイル、それに伴う



雇用の不安定さや生涯賃金の低下が深刻である。そのため「自助努力による資産形成」に

も目を向けていかなければならない。しかし、消費者がこれらを総合的に分析し、個別的

に商品・サービスを選択していくには、かなりの困難を伴う。そこで「専門家と賢くつき

あう能力」も、これまで以上に必要になってくるのではないだろうか。 

 OECD では、金融教育の定義を「金融商品等に関する理解を深め情報、教育、ないし客

観的な助言を通じてリスクと収益機会を認識し、情報に基づく意思決定を行うとともに、

どこにどのような支援を求めるべきかを知り、効果的な行動がとれるよう技術と自信を身

につける」としている。「客観的な助言を受け、効果的な行動・意思決定を行う」ことの重

要性を掲げている。 

ところが、現状においては意識調査をみるかぎり、ライフプランの具体的な内容認知は

浸透しているとは言い難い。知識としては普及されているが、実践にはいたっていないと

いう状況である。また、その情報収集にしても、ほとんどがマスメディアである。業界団

体主催のセミナーや専門家の活用は、敬遠されているようである。言い換えれば、事業者

サイドから提供される商業ベースの「情報の歪み」に対する警戒心の表れともいえるので

はないだろうか。消費者の「金融リテラシーの向上、商品選択眼の水準の向上」により、

供給側である事業者の「情報提供の質」はより良きものとなってくる。金融機関をはじめ

各事業者団体は、積極的に金融経済教育の担い手として活動している。供給側と需要側の

ニーズがより近いものとなれば、金融商品・サービスの質の向上にもつながっていく。 
事業者・実務家が先んじて「金融リテラシー・情報リテラシー」を理解し、消費者に良

質なサービスを提供していくことも、今後の課題であると考える。 
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