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令和 3年 2月 
 

主に自由回答形式の質問に対する回答を、回答の要点ごとに分析して集計し、分類ごとに主な意見を

掲載している。意見の掲載に当たっては、必要に応じ、要約している。 
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第４回 消費者教育を始めとする若い世代の消費者の被害防止に向けた取組について（消費者庁） 

  

１．設問 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【総論について】 

 

質問１-１ あなたは、「消費者トラブル」を身近なものと感じていますか。 

 

質問１-２ その理由は何ですか。具体的に教えてください。（自由記述） 

 

質問２-１ あなたは、消費者トラブルにあった時の対処法や、消費者トラブルにあわないための知識につい

て、どの程度自信がありますか。 

 

質問２-２  その理由は何ですか。具体的に教えてください。（自由記述） 

 

質問３-１ 消費者トラブルにあった時の対処法や、消費者トラブルにあわないための知識を、若者が身につ

けるためにはどのような取組が必要と考えますか。（複数回答可） 

 

質問３-２  （質問３-１で「その他」を選んだ方）具体的に教えてください。（自由記述） 

 

質問４-１ これまで学校や、学校以外（例えば、公民館や児童館などでのイベント、ホームページやＳＮＳ

などのオンラインでの学習や家庭など）で、消費者トラブルや買い物（契約）に関する知識につ

いて学んだことはありますか。 

 

【消費者教育について】 

 

質問４-２ （質問４-１で「はい（学校のみ）」、「はい（学校以外の場のみ）」及び「はい（学校及び学校以

外）の場の両方」）を選んだ方）それらを選んだことで消費者トラブルや買い物（契約）に関する

意識や行動が変わりましたか。具体的に教えてください。（自由記述） 

 

質問５-１ 学校などでの授業の他に、消費者トラブルや買い物（契約）に関する知識を学ぶ機会として、次

のイベントなどの中で参加したいものはどれですか。（複数回答可） 

 

質問５-２ （質問５-１で「その他」を選んだ方）具体的に教えてください。（自由記述） 
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※グラフ内構成比は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計した際に必ずしも 100 とはならない。

【相談体制について】 

 

質問６ 都道府県や市町村の消費生活センターなどでは、主に電話などで消費者トラブルについて無料で

相談を行い、場合によっては、消費者に代わって事業者と交渉したり、消費者と事業者の間に立

ってトラブルの解決を図る取組を行っています。あなたは、困ったときに、この消費生活センタ

ーなどを使ってみたいと思いますか。 

 

質問７ 最寄りの消費生活センターなどに相談の電話をかけることができる「消費者ホットライン（市外

局番なし１８８）」を知っていますか。 

 

質問８ 若者は他の世代に比べて消費生活センターなどを利用する割合が低いと言われていますが、どう

すれば若者がより利用しやすくなると思いますか。具体的に教えてください。（自由記述） 

 

【広報・啓発について】 

 

質問９ 消費者庁や地方公共団体などがホームページなどで発信している、最近多い消費者トラブルの例

や消費者教育に関する情報をこれまで見たことがありますか。 

 

質問１０ 国や都道府県、市町村などは、消費者トラブル防止のために、具体的な対処方法や、困ったとき

の相談先など、様々な情報を発信していますが、これらの情報を若者にしっかり届けるために、

どのような点を工夫し、あるいは気をつけるべきだと思いますか。具体的に教えてください。 

（自由記述） 
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２．意見受付期間 

令和 3年 1月 15 日（金）～2月 7日（日） 

 
３．回答者数・回答属性 

 
【回答者数】 男性：68 名 女性：139 名 合計：207 名 （配信数：384 名、回答率：53.9%） 

 
【性別】 男性が 32.9%、女性が 67.1%であった。 

 

  

32.9%

67.1%

男性

女性
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【年齢】 12～14 歳が 5.8%、15～19 歳が 43.5%、20～24 歳が 30.9%、25～30 歳が 19.8%であった。 

（*1） 

*1:令和 2年 4月 1日時点での年齢は 29 歳だが調査時点で 30 歳となった 6名含む 

 

 

【職業】 中学生が 9.7%、高校生が 28.0%、専門学校・短大などの学生が 6.3%、 

大学生・大学院生が 33.3%、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員が 3.9%、 

正社員・正職員が 17.9%、専業主婦(夫)・家事手伝いが 0.5%、無業者が 0.5%であった。 
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４．集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 「消費者トラブル」を身近なものと感じていると答えた割合は、全体で見ると 60.4％であり、 

34.3％が身近なものと感じていないと回答している。 

 

質問１-１ あなたは、「消費者トラブル」を身近なものと感じていますか。 

60.4%

67.6%
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む 

 



 

7 
 

令和 2年度 第 4回青少年意見募集事業結果 

 

 

 

「はい」と答えた方の理由 

 

●自分自身／家族・友人が消費者トラブルに遭った 

 

（オンラインショッピング・通販によるトラブル） 

・最近、コロナの影響でネット通販を利用する機会が増えた。写真と全く違く商品が届いたり、問い合

わせない限り全く届かないということもあった。（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・最近は若者の間でフリマサイトの利用が浸透しており、出品者・購入者双方の認識の違いなどから取

引の最中でトラブルになりやすいと聞くため。また、私自身も、フリマサイトの利用を始めた当初、

購入して自宅に届いた商品が掲載されていた写真と異なるものであったことから、返品返金対応とな

った経験がある。（女性/27 歳/正社員・正職員） 

・ネットショッピングで安さを追求して購入した結果、数回使用して故障したことがある。 

（男性/23 歳/正社員・正職員） 

・見知らぬ物品が届いたことが昨年にあり、どうすればいいか消費者センターに問い合わせたため。ネ

ット検索でも様々なサイトに勝手に飛ばされて契約を結ぼうとするものもあり、非常に身近に感じ

る。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・自分自身が、大学生になり、1人暮らしを始めて自分でさまざまな購入や契約をしたことで、何度か

消費者トラブルを経験したため。特に最近は、オンラインショッピングをすることが多く、画像と全

く異なった品が届くことも多い。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（表示と実際に購入した商品に違いがあった・粗悪品だった） 

・学校で、トラブルの実例について学んだため。また、商品の質が期待以上に悪いことはよくある。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・実際の商品が広告のものと違い、メディアが人に与える影響は深刻な問題であると感じたことが多々

あるから。（女性/16 歳/高校生） 

・ＵＳＢを購入したが、少し使っただけでＰＣに認識されなくなった。業者に問い合わせると「私の使

い方が悪い」と。しかし、どう客観的にみても私の使い方には問題が無かった。修理に出すと７万以

上取られた。身体的な損害を被ったことはないが、情報やデータという現代社会にとって必要不可欠

なものを人質に取った悪質な犯行だと考える。（男性/26 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

  

質問１‐２ その理由は何ですか。具体的に教えてください。（自由記述） 
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（インターネット・メールのトラブル・架空請求など） 

・実際に母や私の携帯に荷物の配達通知を装って個人情報を盗もうとするページの貼り付けをされたメ

ールが送られてきたため。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・架空請求のメールをよく受け取るから。（男性/24 歳/正社員・正職員） 

・ネット広告などが YouTube など身近なところで流れており、またサイトも偽サイトがあったりするか

ら。（女性/21 歳/専門学校・短大などの学生） 

・詐欺メールみたいなものには自分だったら気が付くのだが、親が普通にそこに個人情報を入

力しようとしているのを見つけて止めた経験があるから。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●メディアでよく見かける 

 

・誰にでも起こりうることだから。ニュースでよく被害について報道されているから。 

（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・中学校の家庭科の勉強で消費者トラブルについて学んだ事があったから。よく、ＣＭで消費者トラブ

ルのことを言っているから。一人暮らしをしていた時に訪問販売の人にモノを売りつけられそうにな

ったから。（女性/23 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●消費活動により起こる可能性がある 

 

・私（私に限らず、ほぼすべての人が該当するが）は日常的に様々な契約をしているため。契約を取り

交わした種々の中には、自身の意に沿わない契約、あるいはゆくゆくはトラブルに発展しかねないと

思われる契約が存在する・存在したため。 

また、街頭や車内広告、テレビＣＭやＥＣサイトのネット広告など、様々な場面・媒体を通して、消

費者トラブルの啓発ポスター・広告などを散見することがあるため。（男性/27 歳/大学生・大学院

生） 

・消費をする上で、トラブルの可能性があることは当然だと思っている。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・ネットショッピングの機会が増え、商品を直接見ないで購入することやクレジットカードの利用が増

えたため。（女性/29 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●学校で習った 

 

・学校で、トラブルの実例について学んだため。また、商品の質が期待以上に悪いことはよくある。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・学校で先生が実際に消費者トラブルに巻き込まれたと話していたから。（女性/17 歳/高校生） 
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・クレジットカードを紛失したことに気づかなければ、不正利用の被害に遭う可能性があると

学校で習ったことがある。また、クレジットカードを持つ若い人が増えているから。 

（女性/23 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

「いいえ」と答えた方の理由 

 

●消費者トラブルに遭った経験がない 

 

・身内や知人などから消費者トラブルの話を聞いたことが無いため。メディアでもみかける機会が少な

い。（男性/24 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・ニュースで大事になれば目にするけど、それ以外身近な話としては耳にすることがないから。 

（女性/17 歳/高校生） 

・メディアではよく報道されているが、どこか「自分は大丈夫だろう」「自分には関係ない」と考えて

しまっているから。また、友人・家族など身近な人が騙されてしまったことがないため、想像はでき

るが現実味がないから。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・身近でそのような話を聞いたことがないから。また、そのようなトラブルは訪問販売や電話でのセー

ルスなど怪しい販売での話だと思いがちであり、そのような販売には関わることがないと思うから。 

思い当たる節として、知人から仮想通貨によるマルチ商法のような話を持ちかけられたことがある。

消費者トラブルに当てはまる事例か分からないが、案外身近にあるものかもしれないと思った。 

（男性/26 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●買い物をするときは注意している・消費者トラブルになりそうな買い物をしない 

 

・自分がそのような悪質な販売に警戒心が強く、しっかりと考えてから購入するから。 

（男性/21 歳/大学生・大学院生） 

・ひとりでネットなどで買うことはまだないのでわからない。（女性/17 歳/高校生） 

・怪しいネットショッピングなどしない、目で見て商品を確かめるから。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・消費活動は、基本的に親が行なっているため。（女性/18 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・学校で消費者トラブルについての教育があまりないのも理由の一つですが、私には縁がないのだと思

います。悪徳商法などで物を売り込む側も客層を絞っているはずで、それは比較的裕福ではない世帯

なのではないかと思います。（男性/17 歳/高校生） 
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○ 全体で見ると、「消費者トラブルにあった時の対処法や、消費者トラブルにあわないための知識に

ついて」『自信がある』（「自信がある」+「どちらかといえば自信がある」）は 28.1％。 

一方、『自信がない』（「どちらかといえば自信がない」+「自信がない」）は 37.7％と『自信がな

い』と回答した割合の方が高い。 

質問２‐１ あなたは、消費者トラブルにあった時の対処法や、消費者トラブルにあわないための

知識について、どの程度自信がありますか。 

3.9%
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どちらかといえばえ自信がある

どちらともいえない
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む 
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「自信がある」・「どちらかといえば自信がある」と答えた方 

 

●メディアの影響 

 

・消費者トラブルについて取り上げたテレビ番組やニュースをよくみる中で、家族で対処法について話

したりすることがあるため。（女性/16 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●学校で習った 

 

・大学で消費者問題と法について専攻しており、授業で幅広い消費者問題を取り扱っているから。 

（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・学校でクーリングオフ制度について学ぶ機会があったから。また新聞などで「若者向け講習会が開か

れました」という記事を読むことがあり、具体的な対処法について知ったから。さらに昨年度このユ

ース・フォーラムに参加した際にも同様のテーマで話し合いをしたから。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・学校内外を問わず複数のセミナー等に参加しているため。ディベートを課外活動して行っているた

め、批判的な思考力等が日常的に身につき、自然に活用しているため。（男性/18 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●自分で調べることができる 

 

・インターネットで調べることができるから。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・気になって調べているうちに身に付く。（男性/23 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●家族・友人などに相談できる 

 

・家族・友人に相談できるから。（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・消費者トラブルに遭った、あるいはそれが強く疑われる場合には、第一に国民生活センターのＨＰの

「身近な消費者トラブルＱ＆Ａ」のページにアクセスする術・対処法をすでに有しているため。第二

に、私の友人の一人に、消費者契約法などの法律に精通している者がおり、万一トラブルに巻き込ま

れた（未遂も含む）際に、相談を持ち掛けられる環境があるため。（男性/27 歳/大学生・大学院生） 

・家族が消費生活に関する行政団体に一時期加入しており、話をよく聞いていたから。（女性/22 歳/大

学生・大学院生）                          ※同旨のご意見複数あり 

質問２‐２  その理由は何ですか。具体的に教えてください。（自由記述） 
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●買い物（契約）の際には注意している 

 

・ネット通販を利用しているが、利用する前にお店の評価を確認するように徹底しているため。 

（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・返品の対応などをしているため。高価な買い物の場合は条件を確認している。 

（男性/24 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・消費者トラブルにあったことがないため分からないが、買い物をする時は本当に必要か、製品は安全

か確認している。（女性/15 歳/中学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●実際に消費者トラブルにあった人の例を見聞きした 

 

・友人がトラブルに遭った際に、解決策などを知ることができたため。 

（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

・自分自身、消費者トラブルにあったことがあることに加え、友人からも同様の話を聞いたことがある

ため。具体的には、儲かる投資があると言われ、知り合いにお金を渡して後悔したという。リスクを

負わずに絶対に儲かるというのは可能性が限りなく低いのだと学んだ。 

（男性/23 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

・必要最低限の知識は身につけている自信があるから。（男性/17 歳/高校生） 

・チラシを持っているため。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・以前、市政モニターで消費者トラブルにあった時にどうすれば良いか高校生に出前講座を開いている

という説明を受けた際に、事例や対処法について学んだ為。（男性/30 歳/正社員・正職員） 
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「どちらともいえない」・「どちらかといえば自信がない」・「自信がない」と答えた方 

 

●消費者トラブルに遭ったときの対処法がわからない・知識が不十分 

 

・どんな法律があるのかを詳しく知らないから。例えばクーリングオフなど、ものを買っても返品でき

る原則がある、というような内容は聞いたことがあるが、具体的にどんな状況で、どの程度の範囲ま

で有効なのかをわかっているわけではない。知識が確実とは言えないため、自信はない。 

（女性/18 歳/高校生） 

・解約方法や相談窓口を知らない。（女性/24 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・トラブルにあったら、どう対処したらいいかとか、どこに連絡したらいいかすぐに分からない。もし

あったら、インターネットで、調べると思います。（女性/28 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●消費生活センターに相談することぐらいしか知らない 

 

・学校で習ったものの記憶は、万が一、消費者トラブルに遭った場合は、消費者センターに連絡し、相

談すること、ということまでで、その先どのようになっていくのかの例えを習った覚えがない。そも

そも消費者トラブルに遭わないようにするための知識も、あまり覚えていない。SNS などの広告に気

を付けることは知っている。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・神奈川県の Twitter 上の広告で 188 番の内容を聞いたため、とりあえずそこに電話をかけるという知

識などはあるが、実際にその場で対処できるかと考えたらまだ不安があるため。 

（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・まず消費者生活センターのようなところに問い合わせたりはすると思うが、その後はどうするのかな

どを具体的に知っているわけではないから。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●実際に消費者トラブルに遭ったらパニックになる 

 

・いざトラブルが起こると、パニックになりそう。また相手に誘導されそうな気もするから。 

（男性/18 歳/大学生・大学院生） 

・怖くて言い出せない気がする。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

・やはり当事者となるとすぐに詐欺と判断し、適正な対処をできる自信はないから。 

（男性/30 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 
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●消費者トラブルに遭った経験がない・トラブルが身近に感じない 

 

・あわないように気をつけているが、実際にあった時の対処はしたことがないため。 

（女性/18 歳/高校生） 

・授業等で習ってはいるが、他人事と思ってしまい、内容をあまり覚えていない。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・日頃から被害に遭わないように買い物をする際や広告などには気をつけていることもあり、消費者ト

ラブルは身近な問題だけれど自分にはあまり関係がないかなと考えている部分があるから。学生時代

を通して他のテーマ(災害、貧困など)に比べて考える機会がはるかに少なかったこともあり、自分か

ら考えたことがあまりない。（女性/23 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●メディア等で見たが実践できるか自信がない 

 

・消費者トラブルについてのニュース記事や啓発記事を読むようにしている。また、被害にあったとき

どこに相談すればいいか、どんな法律を調べればいいかなんとなく分かっている。それでも、消費者

トラブルは巧みなイメージなので、自信があるとは言い切れない。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・消費者トラブルについてニュース・メディアより情報を得ているが、手口が巧妙化しているため、実

際に遭遇した際にその手口に気付けるか不安があるため。（女性/28 歳/専業主婦（夫）、家事手伝い） 

・メディアで見かける、また、実際にあっても相談しにくい。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・学校でメディアリテラシーの授業を受けたり、啓発ポスターなどは見たことがあるが、それで自信が

あるかと聞かれると自信が無い。（女性/21 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●学校で習ったが実践できるか自信がない 

 

・学校の家庭科の時間に消費者トラブルについて習ったから。でも実際にあったときに対処できる自信

はない。（女性/16 歳/高校生） 

・学校で行われた講演会で対処法を習いはしたものの、いざ自分が巻き込まれると冷静に判断して行動

出来るかどうか分からないから。（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 
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●知識はあるが実践できるか自信がない 

 

・今のところ被害に遭ったことはないうえ、知識もないわけではないが、それで実際に被害を防げるか

不安であるため。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・知識としてはどのように対処すればいいかわかっているつもりだが、いざ自分の身に降りかかったと

きに冷静に対処できる自信はあまりないから。（男性/21 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●実際に消費者トラブルにあったことがある 

 

・過去、トラブルに遭った時 20 万以上の被害にあった為。（男性/25 歳/正社員・正職員） 

・何度か、返金処理をしてもらったことはあるものの、何かの法律に基づいて返金を請求したわけでは

なく、販売店が気を利かせて返金してもらった印象が強いため。法律などは何も知らないから。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・時々買い物をして失敗したなと思ったり、考えてみたら怪しかったなと思って後から契約書、説明書

のようなものを見て焦ることになったりした経験があるからです。 

（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・実際に、購入した後にいくら訴えても、悪徳業者であれば、うまくかわされて損したまま終わってしま

うのではないかと思うから。（男性/29 歳/正社員・正職員） 

・海外サイト等で購入することが増え、意思疎通が難しくなったから。（女性/16 歳/高校生） 
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○ 全体で見ると、「必要な取組」として「学校の授業で教える」80.2％が最も高く、次いで「ホーム

ページ、動画共有サイト、ＳＮＳ、メルマガなどで情報を配信する」57.0％が５割以上で上位に

あがる。 

質問３‐１ 消費者トラブルにあった時の対処法や、消費者トラブルにあわないための知識を、若

者が身につけるためにはどのような取組が必要と考えますか。（複数回答可） 

80.2%

28.0%

38.6%

24.6%

57.0%

6.3%

77.9%

33.8%

32.4%

22.1%

57.4%

11.8%

81.3%

25.2%

41.7%

25.9%

56.8%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校の授業で教える

学校以外での講演や研修の機会を増やす

都道府県や市町村などが運営している

消費者トラブルの相談先について周知する

参加型のイベントやキャンペーンを

実施する

ホームページ、動画共有サイト、ＳＮＳ、

メルマガなどで情報を配信する

その他

全体

男性

女性
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む 
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●疑似体験型で学ぶ機会を作る 

 

・学校や地域で「消費者トラブル」に関するワークショップを開き、世代間あるいは異世代交流を図り

ながら、アクティブラーニング形式でディスカッションする。（男性/27 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・被害にあった経験談を聞く。（女性/18 歳/高校生） 

・ポスターとかサイトとか、目につくところに相談窓口や 被害の具体的内容など紹介されているとい

いと思う。（女性/24 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・楽しく覚えられたらいいと思うから。（男性/13 歳/中学生） 

・テレビのＣＭ等で啓蒙するのが一番効果があると思う。また、単に消費トラブルを扱うホームページ

があっても見ない。有名芸能人に呼び掛けてもらうとか、YouTube 広告にて短時間の効果的な広告を

展開するなど工夫が必要と思う。（男性/19 歳/無業者） 

・実際に失敗してみることも大切だと思うので、クーリングオフの延長だとか、若者だけに対して（少

し手続きが面倒なものにするなど提供側の不利にもならないもので）消費者を守るようなシステムが

あるといいかなと思います。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・最近、官庁だけでなく、民間企業などがＳＮＳを積極的に活用して、若者層の関心などを呼び込もう

としていますが、個人的にはあまり効果がないと考えます。ＳＮＳを利用している若者は多いもの

の、関心のあることのみしか、目に入らない、または気に留めないため、学校など全員が必ず知識に

触れることのできる場での教育が確実だと思います。（男性/18 歳/高校生） 

・消費者センターを周知する。越境トラブルの窓口があることを周知する。泣き寝入りしなくていいん

だよという国民の意識を引っ張り上げる。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

  

質問３‐２  （質問３-１で「その他」を選んだ方）具体的に教えてください。（自由記述） 
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○ 「消費者トラブルや買い物（契約）に関する知識について学んだ経験」について、全体で見る

と、『はい（学校のみ 51.7％ + 学校以外の場のみ 7.7％ + 学校及び学校以外の場の両方

10.6％）』の割合は 70.0％、『いいえ』30.0％と経験ありの割合は約７割。 

質問４‐１ これまで学校や、学校以外（例えば、公民館や児童館などでのイベント、ホームペー

ジやＳＮＳなどのオンラインでの学習や家庭など）で、消費者トラブルや買い物（契

約）に関する知識について学んだことはありますか。 

51.7%

45.6%

54.7%

7.7%

13.2%

5.0%

10.6%

14.7%

8.6%

30.0%

26.5%

31.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

はい（学校のみ） はい（学校以外の場のみ）

はい（学校及び学校以外の場の両方） いいえ
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む 



 

22 
 

令和 2年度 第 4回青少年意見募集事業結果 

 

 

 

 

 

 

●購入（契約）の際、本当に必要なものか考えるようになった 

 

・買い物の際には本当に必要なのかを時間をかけて買い物をするようになった。（女性/15 歳/中学生） 

・安さやわかりやすさだけに捉われずに一度再考するようになった。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●購入（契約）の際、いくつかの情報を比較するようになった 

 

・買い物や契約において説明や契約内容を見直したり、本当に必要なものなのかについて吟味するよう

になった。また、解約することができるのかなど契約全体における制約などについて何度か説明を聞

いて、他社と比較することで不法な取引や契約内容になっていないかについて検証するようになっ

た。（男性/23 歳/大学生・大学院生） 

・商品の価格や品質などを比較したり、口コミの意見を参考にして買うようにしている。 

（男性/15 歳/中学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●商品に関する情報・契約書・規約などをきちんと確認するようになった 

 

・ウェブで会員登録するときなどに、記載事項をざっと確かめるようになった。被害にあわないように

注意するようになった。（女性/15 歳/中学生） 

・購入時、特にネットショッピングをする際は、販売元や商品説明をしっかり確認するようにしてい

る。また、契約後の返品が可能かどうかも確認するようにしている。（女性/17 歳/高校生） 

・契約の際の利用規約などを読み飛ばさずに読むようになった。（女性/18 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●オンラインショッピングの場合、信頼できるサイト・お店か注意するようになった 

 

・買い物をするときは慎重にする。また、なんかあっても変なサイトとかに飛ばず、制度とかを利用で

きるかを落ち着いて確認するようにしたいと思いました。（女性/16 歳/高校生） 

・買い物をする際には、値段が正規と差が無さすぎないかを考える、ホームページが正規かも見るよう

にしている。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・インターネットで通販を利用する際は、信頼できるサイトにアクセスして購入したり、即決せずに家

質問４‐２ （質問４‐１で「はい（学校のみ）」、「はい（学校以外の場のみ）」及び「はい（学校

及び学校以外）の場の両方」）を選んだ方） 
それらを選んだことで消費者トラブルや買い物（契約）に関する意識や行動が変わり

ましたか。具体的に教えてください。（自由記述） 
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族や友人に相談してから購入を検討したりと、慎重に買い物するようになりました。私的な買い物で

あっても、不安に思うことがあれば、他の人の意見を聞いたり相談したりすることが重要になると感

じました。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●消費生活センターやクーリングオフなどの制度がある・利用できる 

 

・契約をする際には、クーリングオフなどの制度を十分に理解して行いたいと思った。 

（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・ＰＬ法やクーリングオフという制度があることがわかった。（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

・相談できる機会があると知って少し安心した。消費者生活アドバイザーという資格を知った。 

（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・188 番の存在を知ったため、自分では考え行動しきれないようなときがあった際の行動手段が増えた。

(今までは警察だけだった) （男性/19 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●注意深く行動するようになった 

 

・自分の知らない詐欺の種類なども知ることができたので、今後社会に出てからはもっと気をつけたい

と思うようになった。怪しいものには手を出さないということもより強く注意するようになった。 

（女性/18 歳/高校生） 

・都合の良い話や、一見とても利益のある仕組みなどには注意するようになった。即判断するのではな

く、家族や信頼できる行政などにまず相談して信憑性を確認することの大切さも学んだ。 

（女性/23 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●購入（契約）の際、周りの人の意見を聞くようになった 

 

・買い物をするときは事前に商品を調べる等、慎重に考えてから購入をするようになったり、両親に 1

度聞いてから商品を購入するようになりました。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

・自分一人で判断するのではなく、周りの人の意見も聞くようになった。また、今まで相談できる場所

があったことを知らなかったが、今回学習したことで相談できる場所を知り、安心して買い物等出来

るようになった。また、実際に世の中にはありとあらゆる消費者トラブルがあると知り、消費という

ものへの考え方が変わった。（男性/23 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 
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●特に変わらなかった 

 

・学んだ直後は気をつけようと思ったが、時間が経つにつれて意識が薄れる。 

（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・全く変わっていない。若い人はこういうトラブルに巻き込まれないという自信感を持っている。自分

ごとにはならなかった。（男性/17 歳/高校生） 

・みんなが知っているような当たり前の知識しか教えられなかったため、別に意識や行動が変わったこ

とはなかった。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・そのような不安がないためあまり変わりませんでした。（男性/17 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・少なくともどんなトラブルがあるのか、自分がトラブルにあったときにどうすればよいかについては

学ぶことができ、最低限の意識は変わったと感じる。行動まで変わったかというのはあまり思わな

い。（男性/19 歳/大学生・大学院生） 

・高齢者が詐欺にあってしまうのではないかというイメージが合ったが、10 代や 20 代でも消費者トラ

ブルにあう可能性があると知ることができたから。（女性/24 歳/大学生・大学院生） 

・心持ちは変わったが、実際に遭遇したらパニックになってしまうように感じる。 

（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・複数のケースを学ぶことにより、消費者トラブルの傾向を掴むことができた。その一方、今日ではト

ラブルの種類が多様化し、学びが生かされにくい状況にもなっていると考える。 

（男性/18 歳/高校生） 

・ネットで買い物をする際に、ネット上の情報を思い込むことが少なくなりました。また、クレジット

カードの情報は怖いので、支払い方法をコンビニ支払いなどにするようになりました。 

（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・小中学校で学んだだけだが、そういうことがあると知れただけでも良かったと思う。 

（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・危険なことはよくわかったし、身近なこともよくわかった。中学生にとって契約とは身近感じにくい

ため何か行動する前にトラブルが起きそうで怖いとは思う。だからどうすればいいのかということを

わかりやすくしてほしい。（女性/15 歳/中学生） 

・どうせ、身近に起きないなという感覚で当時は聞いていた。周囲の話を聞くと頻繁に詐欺にあいかけ

ているし、自分自身もネットを通してややこしいことがよくあった。（男性/28 歳/正社員・正職員） 

・消費者トラブルや買い物契約について身近なものになった。（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

・学校で学んだ気がするが、実際契約をするようになったのは大人になってからで、学んだことを忘れ

てしまっているので自信がない。（女性/27 歳/正社員・正職員） 
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○ 全体で見ると、「イベントなどの中で参加したいもの」は「消費者トラブルの疑似体験イベント（Ｓ

ＮＳなどオンラインで開催）」50.2％、「消費者トラブルの疑似体験イベント（実際に開催） 

」49.8％と『消費者トラブルの疑似体験イベント』がいずれも５割前後と高い。 

質問５‐１ 学校などでの授業の他に、消費者トラブルや買い物（契約）に関する知識を学ぶ機会

として、次のイベントなどの中で参加したいものはどれですか。（複数回答可） 

49.8%

50.2%

18.4%

24.6%

17.4%

24.2%

20.8%

7.2%

51.5%

51.5%

20.6%

23.5%

14.7%

26.5%

19.1%

13.2%

48.9%

49.6%

17.3%

25.2%

18.7%

23.0%

21.6%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

消費者トラブルの疑似体験イベント

（実際に開催）

消費者トラブルの疑似体験イベント

（ＳＮＳなどオンラインで開催）

若者世代での意見交換・交流イベント

（実際に開催）

若者世代での意見交換・交流イベント

（ＳＮＳなどオンラインで開催）

幅広い世代での意見交換・交流イベント

（実際に開催）

幅広い世代での意見交換・交流イベント

（ＳＮＳなどオンラインで開催）

消費者トラブル防止をテーマとした作品募集

（コンテスト）

その他

全体

男性

女性
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む  
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●講演・配信等 

 

・参加型ではなく YouTube で動画を見る、ネットニュースを読む、インスタの画像を見る、などの受け

身型の方がいい。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・引っかかった人の体験談が一番だと思う。疑似体験はやはりフィクションであるため、避難訓練のよ

うな感じで身が入らないと思う。（男性/22 歳/大学生・大学院生） 

・ワークショップなど、直接自分の意見を言ったり体験したりするのはハードルが高いので、専門家の

方による講演会を開催する方が良いと思う。一方的に聞くだけの方が、個人的には参加しやすいよう

に感じている。（女性/17 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●クイズやゲームの要素を取り入れる 

 

・ゲームで学ぶ。（男性/13 歳/中学生） 

・簡単なクイズや検定等。毎日答えると、何か別のポイントサービスが貯まるみたいな感じで、身近に

なってほしい。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

 

●YouTube やＳＮＳの利用 

 

・ＳＮＳでの広告宣伝。（男性/18 歳/大学生・大学院生） 

・オンラインで開催する意見交換会では、イベントとしてハッキリ行うというよりかは、ハッシュタグ

を使用した意見交換会だと参加しやすいと考えました。例えば YouTube やテレビで番組を開催しなが

らその中でハッシュタグで意見を募集するなど、ＳＮＳの気軽さを利用するといいと思いました。 

（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・地域の中のおしゃれなカフェなどで、不定期で色々な人が集まり日常生活についてのんびりと語り合

う「のんびりカフェ」のような、気軽にそれぞれの生活の仕方や近況について定期的に話したりでき

る場。（男性/26 歳/正社員・正職員） 

・コンテストで受賞したものを学校のどこかに貼り出すところまでセットにすれば、目につきやすく記

憶に定着しやすくなる。長期記憶として根付かせるためには、情報と接触頻度を増やすべきだと思

う。（男性/17 歳/高校生） 

・消費者トラブルの例や、予防策を示した教材等の作成。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

質問５‐２ （質問５‐１で「その他」を選んだ方）具体的に教えてください。（自由記述） 
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○ 全体で見ると、「困ったときに、この消費生活センターなどを使ってみたいと思いますか」につい

て「はい」88.9％、「いいえ」11.1％と、約９割が利用意向を示している。 

質問６ 都道府県や市町村の消費生活センターなどでは、主に電話などで消費者トラブルにつ

いて無料で相談を行い、場合によっては、消費者に代わって事業者と交渉したり、消

費者と事業者の間に立ってトラブルの解決を図る取組を行っています。あなたは、困

ったときに、この消費生活センターなどを使ってみたいと思いますか 

88.9%

86.8%

89.9%

11.1%

13.2%

10.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

はい

いいえ
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令和 2年度 第 4回青少年意見募集事業結果 

 

*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む 
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○ 全体で見ると、「消費者ホットライン（市外局番なし１８８）」を知っていますか」について「は

い」33.3％、「いいえ」66.7％であり、認知は３割程度に留まる。 

 

質問７ 最寄りの消費生活センターなどに相談の電話をかけることができる「消費者ホットラ

イン（市外局番なし１８８）」を知っていますか。 

33.3%

44.1%

28.1%

66.7%

55.9%

71.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

はい

いいえ
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む 
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●周知する方法の改善 

 

（ＳＮＳでの周知） 

・ＳＮＳで周知したり、学校で教える。（女性/15 歳/中学生） 

・自分も含め、若者は知らない人が多いから、ＳＮＳで広告として発信すると知る機会ができる。 

（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

・難しい言葉で説明するのではなく、簡潔に簡単な言葉で説明する。ＳＮＳへの露出を増やす。ポップ

で気軽な感じでないと、なかなか認知されずらい。わかりやすい言葉も意識してほしい。 

（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・実際に若者に起こりそうな消費トラブルを例にとり、消費生活センターの利用方法・手順をイラスト

なども交えて説明したパンフレットなどを作って配布したり、ホームページやＳＮＳで発信したりす

ると相談しやすくなると思う。（女性/18 歳/高校生） 

・まず知らない人が多いと思うので、消費生活センターについてのポスターを学校に貼ったり、なんと

なくでも知るきっかけを作る必要があると思います。また、ツイッターやラインなど若者が身近に使

っているＳＮＳでアカウントを作り、メッセージで相談事できる体制を作った方がいいと思います。

（女性/16 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（ＴＶなどのＣＭや広告での周知） 

・そもそも知らないということが、利用率の低さにつながっていると思うから、ＣＭなどで宣伝するの

が 1番いいと思う。（女性/18 歳/高校生） 

・ＳＮＳ、テレビでの宣伝。テレビでの宣伝の際は、ニュースではなく若者向け番組で宣伝することが

必要。若者が見ない番組で宣伝しても意味がないから。（男性/18 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（ポスターやカードでの周知） 

・若者がよく利用するようなところにポスターを貼ったり目につけやすくする方がいいと思う。 

（女性/15 歳/中学生） 

・ホットラインの電話番号をカードにして学校などで配布する。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

  

質問８ 若者は他の世代に比べて消費生活センターなどを利用する割合が低いと言われていま

すが、どうすれば若者がより利用しやすくなると思いますか。具体的に教えてくださ

い。（自由記述） 
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●周知する内容の改善 

 

・消費生活センターのスタッフが、直接になるべく多くの若者と接触を図ることが大切ではないだろう

か。なぜなら、消費センターの実際のイメージは漠然としか思い描くことができず、私にとって（多

くの若者にとってもそうかもしれないが）身近な存在だという認識を少しも抱けないように思うから

だ。（男性/27 歳/大学生・大学院生） 

・トラブルに会った時にすぐに消費生活センターのことを思い出せると良いと思う。 

（男性/15 歳/中学生） 

・消費生活センターの業務内容などをもう少しオープンにすることで、堅苦しいイメージも少し和らぎ

利用しやすくなると思います。（女性/25 歳/正社員・正職員） 

・若者の間に流行っているマルチ商法のような詐欺被害は泣き寝入りする場合が多いと聞くので、あま

り相談したところで意味がないと思いがちである。それに加え、どういった事例がセンターの対応事

例として当てはまるのかもよくわからないためその周知をする必要があるとおもう。 

（男性/26 歳/大学生・大学院生） 

・そもそもセンターのことを知らない。相談事例をＨＰ等に掲載してほしい。トラブルに会った時に

ネット検索する単語でヒットするようにしてくれれば、ちゃんとした情報（同センター）にアクセ

スできる。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●相談体制・対応方法を工夫する 

 

・女性のスタッフを増やして相談しやすい環境にする。以前防災士の方から話を聞いたときに避難所に

女性がいるとみんな安心して女性にどんなことでも相談する。男性よりも女性の方が相談しやすいと

いうことを聞いたことがあるから。（女性/18 歳/高校生） 

・消費生活センターの相談員を若者（同世代）にする。（女性/26 歳/正社員・正職員） 

・自分がわからない事を「わからない」とか「対応できない（するのが難しいみたいな意味を含む）」

とか言わない事。明らかにやりたく無いと言った雰囲気で対応しない事。人の話に真摯に耳を傾ける

事（嫌そうな態度を出さない）。たとえ業務終了時間だとしても、丁寧にその旨を伝える事（間違っ

ても「時間なので切ります」みたいな事を言わない）。業務終了時間に差し掛かったら「明日優先的

に対応します」みたいな事を言って安心感を相手に与え、なおかつしっかり翌日も対応する事。 

仕事が多いからと言って投げやりな対応をしない事（人が足りないならさっさと増やす、募集に引っ

かからないのであれば給料を上げる）。たとえ自分の業務じゃなくても違うからいいやと別へ回さな

い（回すならしっかり回し切る事、間違っても待たせない、待たせる様な事があればその旨を丁寧に

説明する事）。電話をたらい回しにしない事（全て一つの窓口でふるいにかけて、担当者へ繋ぐのが

ベスト）。電話をかけてきた相手を待たせない事、特に自動音声とよくわからん保留曲で待たされる

のは頭に来る、それだけ電話が来るのがわかっていれば、飽和するまで対応者を増やすべき。 

（男性/23 歳/正社員・正職員） 

・電話だけでなく、チャットサービスによる相談窓口を設けたり、匿名でオンライン上で相談できるサ
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ービスがあれば、より気軽に利用しやすくなると思う。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・LINE などの若い世代が多く利用しているＳＮＳを利用して、匿名で気軽に相談できるシステムを活用

し、周知すれば良いと思う。（男性/17 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●インフルエンサー・著名人・キャラクターを起用する 

 

・そもそも知らなかった、という場合や、「改まった電話」をかけることが苦手な人も多いため、簡単

な事例などをまとめた投稿をインフルエンサーが発信すると良いと思う。 

（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・YouTube の活用。有名なユーチューバーに打診するなどしてもいいのではないでしょうか。 

（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・ＳＮＳの発達でトラブルの解決法を自力で見つけようとしたりしてしまうこと、匿名で誰にも知られ

ずに解決したいという思いもあると思うので、同世代の芸能人や、若者に親近感がある著名な人が消

費者ホットラインについて周知を呼びかけたらと思う。（女性/15 歳/中学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●学校等での教育・啓発 

 

・そもそも消費者トラブルという単語や消費者センターという単語を知らない人が多いと思うので、ま

ずは学校等(義務教育がよい)で講演とかをたくさんやってまずは知ってもらうことが必要だと思いま

す。（女性/14 歳/中学生） 

・こういったトラブルでも相談できる、など例を知りたい。学校や職場向けに講演や情報発信してほし

い。希望者にメールを送ってほしい（警察からのメールのような最新情報）。 

（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・消費生活センターの職員方が学校や地域で、「消費者トラブル」講演会などを開き、消費生活センタ

ーといった機関に対処を依頼しても大丈夫だということを、直々に伝えてもらえると安心して利用で

きるかなと感じました。（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・わからないことは自分で調べる人も多いゆえではないかと考えるため、消費者庁等に営業停止命令や

課徴金など、より強い権限を与えることで、執行官庁としての役割を強めていくことで、若者のニー

ズを満たせると思います。（男性/26 歳/大学生・大学院生） 
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○ 全体で見ると、「消費者トラブルの例や消費者教育に関する情報の認知」では、「はい」19.8％、

「いいえ」80.2％と、認知者は２割程度に留まる。 

質問９ 消費者庁や地方公共団体などがホームページなどで発信している、最近多い消費者ト

ラブルの例や消費者教育に関する情報をこれまで見たことがありますか。 

19.8%

29.4%

15.1%

80.2%

70.6%

84.9%
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*1:令和 2年 4 月 1日時点では 29 歳だったが調査時点で 30 歳となった 6 名（男性 4名、女性 2名）含む 
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●発信内容の工夫 

 

（文字数を減らし簡潔にする） 

・行政のホームページは一般的に文字が雑多に並べられていることが多く、見やすさの点ではいまいち

であったりするため、もう少し項目ごとにカテゴライズして、スッキリさせればホームページの印象

はかなり変わると思う。（女性/21 歳/大学生・大学院生） 

・分かりやすく、また読みやすくするために字を少なく、また、大きくして分かりやすい説明をする必

要があると思います。（女性/14 歳/中学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（簡単で分かりやすい・若者が親しみやすい内容） 

・内容が細かすぎると読む気がなくなり、発信回数が多すぎると、ＳＮＳなどはフォローを外したくな

るので、その辺を気をつけると良いのではないかなと思います。あとリツイートとかが多いと、また

か、通知うるさいな～とか思っちゃいます。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・まず発信している媒体を知らないし、見る機会がないのでどうしようもない。だからこそ、学校教育

で、最寄りの消費者センターの人と出会う機会を保障してほしい。また、各世代ごとのセンター職員

さんが、世代ごとに親しみやすい記事や発信をしてほしい。（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・若者で目を引くようなワードなどを使い発信するといいのでは？と思います。たとえば、課金・メル

カリ・アイドルのライブなどといった若者になじみがあり、消費の際に問題が起きやすい具体例を活

用すれば聞き手側の印象が変わると思います。（男性/16 歳/高校生） 

・若者が利用する店・サイトなどを例に事例紹介を行う。トラブルが身近なものだと意識させ、対処法

を周知すべきだと考える。（女性/28 歳/専業主婦（夫）、家事手伝い） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（事例の発信） 

・書いてある内容がどうしても難しく身近に感じられないので、わかりやすい日常の具体例などを増や

すと良いと思う。（女性/18 歳/高校生） 

・若者が遭った被害などを特集して発信したり、被害に遭った場合の対処法を詳しく教えておくべきだ

と思う。（女性/30 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

 

（その他） 

・被害の大きさや可能であれば被害者のその後をのせる。（男性/17 歳/高校生） 

質問１０ 国や都道府県、市町村などは、消費者トラブル防止のために、具体的な対処方法や、

困ったときの相談先など、様々な情報を発信していますが、これらの情報を若者にし

っかり届けるために、どのような点を工夫し、あるいは気をつけるべきだと思います

か。具体的に教えてください。（自由記述） 
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●発信方法の工夫 

 

（ＳＮＳ・YouTube などを利用する） 

・YouTube の広告を始めＳＮＳ上での有料広告にシフトするべきだと思う。私自身はテレビを見る方で

はあるが全体ではテレビは、あまり見なくなっているのは紛れもない事実であると思う。 

（男性/22 歳/大学生・大学院生） 

・私の住む地域は外国人がとても多いので英語と日本語だけでなく、多言語対応できるようなＨＰを作

ったほうがいいと思います。また、電話相談で時間も日中だけのようなのでＳＮＳアカウントを作れ

ばいいと思います。（女性/16 歳/高校生） 

・Instagram や LINE、YouTube など、若者がよく利用するＳＮＳ内で広告すると良いと思います。 

（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・ネットニュースでもどんどん取り上げる。（女性/17 歳/高校生） 

・ ツイッターなどでは、同じツイートが短期間に連続していることもあり、複数回見た時には反射的

にスルーしている気がします。（私の意見。）普段から提供する情報の数を増やし、必要な時に配信量

を増やすことによって私たちの注目度も上がるとおもいます。（男性/20 歳/大学生・大学院生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（アニメ・イラスト・図・動画などを使用する） 

・アニメ化したり、ＣＭ、Instagram などの広告で発信すればいいと思う。（女性/18 歳/高校生） 

・文字ばかりではなく、図やイラストを利用し、より分かりやすく情報を発信していくべきであると考

える。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・文章だけではなく、ゆるキャラや、漫画などを使い読みやすくしてほしい。（女性/17 歳/高校生） 

・若い人に人気がある芸能人、もしくはアニメのキャラクターなどとコラボして行くと関心が集まると

思う。（女性/16 歳/高校生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（インフルエンサー・著名人による発信） 

・若者は活字離れが進んでおり、長々とした文章を読む気になりません。そのため、タレントを起用し

た動画を作ることで若者にも興味を持ってもらえると思います。（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・インフルエンサーによる発信（YouTube や公式ＳＮＳなどがあっても、わざわざ調べないとその動画

にたどり着く可能性は低いように感じる）（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・ＳＮＳでの情報提供を増やす。若者に人気のある芸能人を起用したポスター作成や動画配信等を行

う。（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（検索しやすい工夫をする） 

・わざわざアクセスして見ようと思わないので、ホットラインが検索してすぐ出てくるようにするだけ

でも良いと思う。（女性/27 歳/大学生・大学院生） 
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・よくアクセスするサイトに消費者庁のＨＰバナーを載せるようにするなど（楽天やアマゾンなど）、

ＣＭで伝えるなど。（女性/29 歳/正社員・正職員） 

・検索エンジンの上位表示させることが最善かと思う。ネット検索が、トラブルに困った時や悩んだ時

に早い段階でとると思われる行為だからである。情報への瞬時のアクセスが相談・連絡しようという

意思に大きく関わるように思うからだ。（男性/27 歳/大学生・大学院生） 

・ネットパトロールのように、関連するワードに引っかかるようなＳＮＳ上の投稿に積極的に返信して

いくなど、「アウトリーチ型」の情報発信や支援を行なうと接点を持ちやすい。困った時には多少分

かりにくくてもＨＰ等をしっかり読むので、見た目というよりも具体的で身近な事例を充実させた HP

にしていってもらえれば有難いのではないかと思う。（男性/25 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

（広告・ポスター等での周知） 

・ 若者は興味のないものは調べないと思うので、広告などで目にはいりやすいようにすると興味をも

ったり被害にあった時に見たことあるってなると思います。（男性/15 歳/中学生） 

・必要にならなければ求めない情報は存在し、これはまさにそういう情報だと思う。なのであらかじめ

持っておくべき情報であると浸透させた方が効率的だと思う。興味を引くことよりも、情報の重要性

に気づかせる方が先決な気がする。そのためには情報に触れる回数を増やすべきだと思う。インター

ネットでその情報にたどり着く若者はごく一部なのだから、オフラインで接触頻度を増やすために公

的な場に、もっと掲載しても良いのではないかと思う。（男性/17 歳/高校生） 

・ポスターが 1番目に入りやすいので、ポスターを駅などの利用者が多いところに置き、目立つデザイ

ンにする。また、パッと見ただけで、トラブルにあったときの行動が分かるようにすると、いいと思

う。（女性/17 歳/高校生） 

・私は新聞をよく読むため、インターネット上での発信よりも、新聞で特集が組まれている方が、興味

を引かれる。消費者トラブルのことのみに絞ったホームページにしてほしい。消費者庁のほかの情報

も含まれていると探しにくい。トラブル事例とその解決方法が具体的に紹介されていると、相談しや

すい。（女性/18 歳/大学生・大学院生） 

 

（広告・ポスター等での周知） 

・交通機関のアナウンスを使う。防災無線をラジオ代わりに使い情報発信する。そこに消費者に対する

情報もいれる。 

（男性/17 歳/高校生） 
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●学校での教育 

 

・スマホトラブル対処法のように学校での講演などがあれば消費者トラブルについて鮮明的に記憶さ

れ、情報がしっかりと届くと思います。（女性/19 歳/大学生・大学院生） 

・学校の授業で用語だけを習うのではなく、実際にどうやって調べるのかを授業中に手を動かして学ぶ

のが良いと思います。トラブルにあったらどのような流れで対処すればいいのかについて動画があっ

たらわかりやすいです。消費生活センターのホームページには漫画のイラストなどが載っていれば、

事例もイメージしやすいのではないかと感じました。（女性/23 歳/正社員・正職員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●学校以外での教育 

 

・ スマホやタブレット端末を活用した擬似体験など。学校以外の場所での啓発。 

（男性/30 歳/正社員・正職員） 

・若者も参加型のオンライン擬似体験などを行うことで、受け流されず、しっかりと届けることができ

ると考える。主体性のある学びにより、より身につけることができる。 

（女性/20 歳/専門学校・短大などの学生） 

 

●相談の場を工夫する 

 

・ホットラインのようなものがあることを知っていても、いきなり電話するのはハードルが高いと思っ

ているので、もっとハードルを下げてほしい。LINE やメールなどで相談できるなど。 

（女性/22 歳/大学生・大学院生） 

・具体例は若者に沿ったものにする。ネット上でも相談も可能にする。 

（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

・具体的に困っている人の状況を想定した絵と状況説明の短い文章が入ったブロックを複数表示し、ク

リックしたら解決までのロードマップが示され、当てはまらない場合は相談フォームに誘導すると分

かりやすいと思います。（女性/20 歳/大学生・大学院生） 

・通話料がかかるのが嫌だったので、出来たら無償にしてほしい。 

（女性/25 歳/パート・アルバイト・派遣社員・契約社員） 

※同旨のご意見複数あり 

 

●その他 

 

・私は市報で消費トラブルに関する情報を目にしたことが多いが、若者は紙媒体よりデジタルで情報を

集めると思うので、情報をデジタル化することが重要だと思う。（女性/15 歳/中学生） 

・自分事にできるような事例をあげるといいと思う。（男性/22 歳/大学生・大学院生） 

・行政ではなく、民間企業に任せるのがよいのでは？（女性/19 歳/専門学校・短大などの学生） 
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・消費者トラブルに巻き込まれること可能性を誰もが持つことを理解させ、いざ巻き込まれた時の対処

法を的確に周知させること。（男性/17 歳/高校生） 

・身近に多くあるんだ、そして若者も羊としてオオカミから狙われているんだということの周知をして

ほしいです。本当に悪い人も多くて、子供をターゲットにだます輩も多いです。親権者が取り消すこ

ともできますが、実際怖い人を相手になかなか難しいのが原状ではないかと思います。子・親向けに

メッセージを発信してほしいです。（男性/28 歳/正社員・正職員） 


