上手に使って豊かな暮らし
働く軽度の知的障害者の金銭管理をサポートするために

多重債務者問題からみた社会福祉のあり方研究会
（おたふくけん）
http://www.otafukuken.org/

はじめに
小野 由美子

１．
「おたふくけん」について
全国の消費生活相談窓口には「判断能力に問題がある人の契約」（何らかの理由によって
十分な判断ができない者の契約であることが問題となっている相談。いわゆる適合性原則
に関連した相談など）に関わる相談が 2014 年度に 9,704 件寄せられています。特徴として
は契約者本人ではなく家族や支援者からの相談が多く、また問題の潜在性が指摘されてい
ます。
特別支援学校高等部では、おこづかいで雑誌やお菓子を買うことを楽しみにしている生
徒がいる一方で、家族が全面的に金銭管理をしているケースも多くあります。通学用に IC
カード型の定期券を所有している生徒では、付帯している電子マネーを利用して「おごる、
おごられる」といった相互の認識の食い違いから生じるトラブルも珍しくないといいます。
私たち「多重債務者問題からみた社会福祉のあり方研究会」
（通称：おたふくけん）では、
消費者トラブルを未然に防ぐことはもちろん、トラブルにあっても「隠さなくていい」こと
を知り、周囲に「あきらめずに」相談する姿勢を育んでいただくことが大切だと考えていま
す。主体的に生活を営むためのおこづかいや家計の管理支援プログラムの構築を目指しな
がら、会社等で働く知的障害者等を対象にした家計管理支援プログラムを実施しており、外
部の研究活動の助成や、講座の主催者のサポートを頂いてきました。
おたふくけんの沿革については 2010 年に刊行した『上手に使って豊かな暮らし―知的障
害者の金銭管理支援のために―』の冒頭でも述べていますが、2004 年から借金を抱えるこ
とで生じる生活問題を、生活保護やホームレス問題といった貧困や低所得者福祉等の社会
福祉との関わりで検討と実践を重ねてきました。そうしたなかで、情報が届きづらい「要支
援消費者」
（消費生活を送る上で家族や支援者の見守りが日常的に必要な消費者）を前提と
した支援の必要性を共有するに至り、2008 年に知的障害者に家計管理支援をしている専門
家をメンバーに迎え、今日までに 75 回以
上の研究会を重ね、メンバーが関わった講
座は 40 回以上実施されています。
情報が届きづらい当事者や家族、支援者
を対象に、携帯電話、買物、家計管理に焦
点をあてた取り組みを継続していますが、
主な講座には次のものがあります。
講座「勉強しよう
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お金のこと」の風景

⑴「勉強しよう お金のこと」
（対象：当事者／家族と支援者）
おこづかいや生活全体の収支といったお金の管理
金銭感覚をもつこと、お金のトラブルの防止について
学習する。
⑵「これだけは知っておこう！」
（対象：当事者）
消費者トラブルの未然防止をメインとした短時間
の講座。お金の価値や電子マネー、携帯電話をきっ
かけにした消費者問題を知り、断る練習や相談する
大切さを学習する。

講座「これだけは知っておこう！」
のスライド例

⑶「めざせ！かっこいいおとな」セミナー（対象：当事者）
「かっこいいおとなになるための 7 か条」
を通じ、
お金とうまく付き合う考え方を学習。
具体的な予算を立て、費目の印刷されたシールを貼るなどして楽しく封筒管理術を学ぶ。
上記以外にも次のような取り組みがあります。
⑷ 発達障害等のある当事者向けの講座
先述した知的障害者向けの「めざせ！かっこいいおとな」セミナーについて、発達障害
等のある若者向けにあわせて構成されたプログラム。封筒管理の枚数を増やすなど一般
向けに近づけたり、知的障害者向けに付したルビを削除するなど工夫。漢字の読めない参
加者がいる場合は、ゆっくり読み上げるなどの配慮をする。
⑸ 生活保護受給者などを対象にした講座
生活保護受給者には家計管理の困難さを
抱える世帯が少なくない。支援者からは家
計管理の目的と方法を明確にする必要性
や、借金や滞納問題との関連性についての
課題が指摘され、家計簿記帳に限定されな
い取組みが求められている。
「やりくりべた
のための『家計管理術』レッスン」は、現
状の把握、目標の設定、支出の改善の確認、

講座「やりくりべたのための家計管理術レッスン」
の風景

そして封筒管理術の学習から構成されている。
※「めざせ！かっこいいおとな」と「やりくりべた」は、ライフマネー研究会が開発・実施を
し、おたふくけんが運営サポートをしています。
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⑹ 特別支援学校における金銭管理教育を考えるセミナー
特別支援学校において主体的に生活を営むためのおこづかいや金銭管理教育のあり方
を考えるセミナーを 2014 年 1 月と 2016 年 1 月に開催。特別支援学校などの教員らが集
い、知的障害者のお金のトラブルと学校教育の課題について検討。
当事者の特性にあったお金に関する授業や講座が求められています。身近な携帯電話
等を契機にした話題提供や、封筒管理を学ぶ作業は、当事者からの関心も高いです。家族
と支援者向けの講座もあわせて実施することで、当事者がお金の話をしやすい環境が整
い、問題の解決と未然防止につながり、
「豊かな」生活への第一歩になることが期待され
ています。
おたふくけんのメンバー
私たちは、障害者の生活や就労に携わる支援員の他、ファイナンシャルプランナーや
家庭科の高校教員、障害者福祉や消費者教育を専門にする大学教員などから構成され
ています。他にも、ご関心のある方が自由に参加できるようにしています。
小野 由美子

東京家政学院大学現代生活学部 准教授 ※当研究会 代表

江國 泰介
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講師

これからも知的障害のある本人と家族が生活の質を高め、豊かな生活が送れることを
目指して、家計管理支援プログラムを中心とした消費者教育を各専門家の知識と経験を
踏まえて実施したいと考えています。

２．本冊子の目的
おたふくけんでは、2010 年に『上手に使って豊かな暮らし―知的障害者の金銭管理支援
のために―』を刊行し、当事者の家族や支援者を対象にした取り組みを中心に、PDF ファ
イルでも公開しています。
（おたふくけん HP http://www.otafukuken.org/index.html）
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とりわけ、江國泰介の担当した第 1 章「どうする！どうしてる？お金をめぐる支援―知
的障がいの方の「お金」の支援についての一試案―」は、お金をめぐる支援の際の家族や支
援者が留意するポイントがまとめられており、私たちの実践を貫く大きな柱でもあります。
私たちの取り組みをご紹介する本冊子は、2010 年に刊行したタイトル「上手に使って豊
かな暮らし」を踏襲しながらも、サブタイトルを「働く軽度の知的障害者の金銭管理をサポ
ートするために」とし、2016 年現在のおたふくけんの活動と提案、情報をコンパクトにま
とめました。
第 1 章は実践活動編として、実践レポートやノウハウの提案と、講座を開く際のヒント
をまとめています。第 2 章は研究活動編として、関連論文を紹介します。そして第 3 章は
参考情報編として、メンバーの関連著書などをご案内しています。本冊子が知的障害のある
ご本人はもちろん、支援者や家族など、特にお金に関する講座の立案者や進行者にお役に立
つと大変嬉しいです。
【参考文献】
◆ 多重債務者問題からみた社会福祉のあり方研究会，『上手に使って豊かなくらし―知
的障害者の金銭管理支援のために―』
，http://www.otafukuken.org/index.html，2010
年
◆ 小野由美子，「特別支援学校高等部における消費者教育の現状と課題～知的障害があ
る生徒に役立つ教材との関わりで～」，東京都消費生活総合センター『私は消費者』，
120 号，2010 年
◆ 小野由美子・名川勝・鈴木佳江，
「知的障害者を対象にした消費者教育―特別支援学校
等における家計管理技術の向上を目的とした支援プログラム―」,『消費者教育』，第
31 冊，pp.75～85，日本消費者教育学会，2011 年
◆ 小野由美子，
「
『要支援消費者』への消費者教育の現状と課題」，日本消費者教育学会『消
費者教育』第 32 冊，2012 年
◆ 小野由美子，
「生活保護受給者に必要な家計管理支援とは何か」
，東京家政学院大学『紀
要』
，53 号，2013 年
◆ 「第７章 お金に関する Q&A」
，山田壮志郎編著『Q&A 生活保護利用ガイド』
，明石
書店，2013 年
◆ 小野由美子，
「
『要支援消費者』の消費者問題と社会的対応」，日本消費者教育学会『消
費者教育』第 33 冊，2013 年
◆ 小野由美子，
「全国消費生活相談情報にみる心身障害者関連の判断不十分者契約，日本
消費者教育学会『消費者教育』第 35 冊，2015 年
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第1章

実 践 活 動 編

１.かんがえよう！ お金のこと 「カードの中の見えないお金」の話
A) 実施者：河合 直美 平井 威
B) 日

時：ア 2014 年 3 月 14 日（金）午後 1 時~3 時
イ 2014 年 11 月 8 日（土）午前 10 時~12 時
ウ 2015 年 2 月 14 日（土）午前 10 時~12 時

C) 参加者：軽度の知的障害のある方
ア 東京都立七生特別支援学校高等部 3 年生 14 名
イ 東京都稲城市障害者就労支援センター利用者

30 名

ウ 横浜市金沢区障がい福祉保健“いきいきネット”／金沢区社会福祉協議会会員 10 名
D) 時

間：120 分

E) 趣

旨：銀行カードや交通系カード、ポイントカード、プリペイドカード、クレジット

カードなど、財布の中はカードだらけになっている人も多いだろう。現代はカードなし
では暮らせない世の中になってきている。しかし、カードの便利さの裏で、カードは言
わば“見えないお金”であることから、その使い過ぎや債務超過など深刻な問題が起こ
っている。知的障害のある人たちも「カード社会」から逃れることはできない。彼らに
カードとの上手な付き合い方を知ってもらい、カードを巡るトラブルに遭わないよう
にしてほしいものだ。またトラブルになった時も速やかに相談する大切さを学んでほ
しい。
F) 内

容：ア、イ、ウ共通の内容とそれぞれの参加者に応じた内容とがある。

⑴ 導入
① お金感覚アンケートの実施
講座の前に、参加者のお金感覚や使い方の概要をつかむためのアンケートを実施し
ておくことが望ましい。またアンケート結果をもとに、講座の中で「カード」の分類ワ
ークなどを取り入れることで、講座参加へのモチベーションを高める効果も期待でき
る。
アンケートの項目は、以下の 5 点に絞って実施した。
ⅰ

これはいくら（くらい）でしょう？（参加者が日常使っていそうな電車区間の運
賃、500ｍｌペットボトルの飲み物、映画館の入場料、東京ディズニーランドの
一日入園券、音楽 CD アルバム１枚、ヘアカット、自転車（ママチャリ）1 台、
6 畳くらいのアパート 1 ヶ月の家賃、講座をおこなった近隣マンション（80 ㎡
の広さ）を買う代金）

ⅱ

あなたがこれまで、自分のお金（こづかい）で買った一番高いものは？

・それはなに（記入）
、それはいくら（記入）
ⅲ

あなたのおこづかいは・・・

・おこづかいの金額→

円／（月 週 その都度）

・用意のしかた→ □家族や世話人さんから受け取る、□自分で銀行の ATM から
おろす、□その他から選択。
・おこづかいで、どんなものを買っていますか？（思い出すものすべて）
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ⅳ

あなたが今、一番、買いたいものはありますか？
・それはなに（記入）
、それはいくら（記入）

ⅴ

次のカードをしっていますか？使ったことがありますか？もっていますか？
（図書カード、QUO カードなどプリペイドカード、WAON カード・nanaco カ
ード・T カードなどポイントカード、銀行カード(キャッシュカード)各種、
PASUMO・スイカなど交通系カード、クレジットカード各種の画像と名前を表
示し、それぞれ「知らない、知っている、使った、持っている」の中から選ぶ）

② クイズ お金の使いかたチェック
ウの講座では、導入に「あなたのお金使い度チェック」をして、お金にかかわるリス
クアセスメント（自己評価）を行ってみた。
（図）
大変盛り上がりのある導入部になり、実際「ちょっと危ないキリギリスさんタイプ」
の参加者もいて「おれ、やばい」などと言って、その後の講座への受講態度も積極的に
なった人もいた。多くの人は「ためこみ派アリさんタイプ」
「けんじつ派犬さんタイプ」
だったが、そうした人たちにも潜在的な危険性があることを面白くおかしく警告した
タイプ判断は、講座へのモチベーションを高める効果があったと言える。
あなたの「お金づかい」度 チェックシート
NO.

下のどれかに○してね！
そうだ！
ちがう！
○
×

項目

1

買い物が好き

2

おしゃれには気をつかう

3

休みの日は出かけることが多い

4

友だちとよくあそぶ

5

ケイタイ（スマホ）はよく使う

6

趣味がたくさんある

7

持ちものはブランド品がすき

8

「今日だけ！」「今だけ！」と言われるとつい買ってしまう

9

コンビニやマツキヨ、ヒャッキンによく行く

10 ケータイやパソコンのゲームにはまっている
11 「ポイントが付く」、「割引だよ」と言われるとつい買ってしまう
12 ファミレスやマックなどで食べることが多い
13 「安い」と思うと、多めに買ってしまう
14 タクシーによく乗る
15 人におごるのが好き
16 自分の好きなことにはお金はおしまない
17 貯金はしていない
18 今日いくら使ったか、考えない、知らない
19 我慢するのは苦手だ
20 親や友だちにお金を借りたことがある

合計

点
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タ イプ

⑵ 展開
① クレジット（信用）とカードの説明
「お金を持っていなくても買い物できる。金額に応じてポイントがたまる。
カ ー ドで 払う と割 引にな る こと も。 ただ し・・ 毎 月決 めら れた 日に必 ず カー ド
会社にお金を払わないといけない。その約束を守れる人だけがクレジットカードﾞを持
つことができる！クレジット＝信用」という説明を行い、「たくさん買い物をするとた
くさんお金が必要。すぐ払うのはたいへんだからカードを使って少しずつ払うと
カード会社に代わって払ってもらうことになる。その分手数料が増えていく。少しずつ
長い時間をかけてお金を払い続けることになると、結局たくさんのお金を払うこと
に・・」と、手数料（利息）がかかることを知らせるようにした。
アで実施した特別支援学校高等部卒業前の一般企業就労予定者を対象とした講座で
は、生徒の能力や将来設計の授業との関連も考慮して、高額な買い物とクレジットを選
択するかどうかの問題を住宅ローンや車の購入と数万円の鞄を買う場合を例に、金利
計算も含めて学習内容とした。その為の前提として、クレジットの関わるキーワードを
厳選して教えた。とりあげたキーワードは、以下である。
・ローン＝お金を貸すこと。借りたお金の残り
・金利（きんり）＝お金を貸したとき・借りたときの使用料＝利子（りし）
、利息（り
そく）
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・クレジット＝信用（しんよう）。あとばらい
・クレジットカード＝お金代わりになり、あとばらいできるカード。借金（しゃっきん）
のカード
・借金（しゃっきん）＝借りたお金。返さなければならないお金
そのうえで、次にようなスライドを表示し、クレジットを使うかどうか考えあった。

住宅ローンに関しては、2000 万円、4000 万円という額のイメージがつきにくく、ま
た生徒にとって切実感もなく、どちらが良いか自分で選択することが難しかった。鞄に
ついては、
「3200 円ソン！」というメッセージが効いたようでほとんどの生徒は、「お
金を貯めてから買う」と言っていた。
金利計算は、％の理解ができる生徒とそうでない生徒がいたが、電卓を使って行った
ため浮かび上がった利子付きの金額と元の額との違いは実感できた様子だった。
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一方、イ、ウでは、住宅ローンや金利計算などの説明の煩雑さを避けて「なかでも、
毎月ちょっとずつ払えばいい『リボ払い』は、とっても危険！支払がず～っと続いて、
その間ず～っと手数料(利息）がかかります」と続けて、次の「替え歌“借金続くよ、
どこまでも”
」につなげた。
② リボ払いの問題点と替え歌“借金続くよ、どこまでも”の歌
リボ払いは、
「毎月一定額の支払い」という便利さが吹聴されているが、借金感覚を
マヒさせるなど問題点が多い。私たちの講座では、
「高い金利と長い返済期間、低い借
金感覚をつくるリボ」という観点から「高い！リボは 15％の金利＞銀行の定期金利
0.1％（なんと、150 倍の違いだよ！）長い！返す回数は、利用する限り続く。低い！
毎月決まった額なので気にならない」と説明している。そのうえで、童謡「線路は続く
よどこまでも」
（原曲アメリカ民謡）を、参加者といっしょに歌い、クレジットの安易
な利用とリボ払いへの警鐘を鳴らしている。

③ クレジットカードの便利なところ、危ないところ
どの講座もまとめとして、クレジットカードの利便性と危険性の両面について触れ
ている。便利（べんり）なところは、以下の 4 点、危（あぶ）ないところは、5)～7)の
３点指摘している。
1) 小銭（こぜに）をもたなくても買い物できる。
2) サイフにお金がなくても、買い物できる。
3) ネットでの買い物がかんたんにできる。
4) もっていると、スマートに見える。
5) うっかり使いすぎてしまう。
6) 借金（しゃっきん）がふえるおそれがある。
7) なくすと他人にたくさん使われるおそれがある。
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④ 様々なカードについて知る
世の中には様々なカード類がある。ゲームカードから電車やバスの定期券まで日常
にあふれている。そこで、イとウの講座では「みんなの知っているカードを分類してみ
よう」という課題を入れた。ゲームカードは除き、お金の替わりに使えるカードをいく
つか提示し、用途ごとに分類して説明した。
1) 使い捨てのプリペイドカード QUO カードや図書カードなど
2) チャージして使える電子マネー NANACO や WAON など
3) チャージして使える交通系電子マネー SUICA PASMO など
4) ポイントカード デパートやスーパーのカード T カードなど
5) 自分のお金をおろす銀行カード
6) 支払うのは後でいいクレジットカード
以上の 6 種類を説明した後、これらの機能が複数ついているカードもあること、カ
ードは自分が本当に使う機能に応じて限定的に持つと良いことなどをレクチャーした。
⑤ 交通系カードの使い方
数あるカードの中で、現時点で知的障害者が使って便利だと思われるカードは交通
系カードであると私たちは考えて、このカードの使い方を詳しく扱ってみた。イとウの
講座では、メインの内容として扱った。交通系カードの利点は、電車の乗り降りに切符
を買う手間が省けること、コンビニや自動販売機などでの買い物に財布からお金の出
し入れをしなくて済むことなどであろう。またクレジット機能付きのカードでなけれ
ば、現金を一定額チャージすることで電子マネー(プリペイドカード)として使えるので、
比較的“お金が見える”カードと言えるだろう。しかし、その利便さが、やはり使い過
ぎや思わぬトラブルを生むことがある。
そこで、友だちと電車に乗って遊びに行き、交通系カードで電車賃もコンビニでや自
動販売機での買い物もして帰ってくるが、思わず使いすぎてチャージ金額がなくなり
駅の改札から出られなくなった、というシチュエーションを設定し、参加者に考えさせ
ることにした。
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そこで、
「どこで失敗しちゃったかな？どうしたら良かっただろう？考えてみよう。
やってみよう」と課題を投げかけ、意見を出させ、考えられるアイデアをロールプレ
イでしてみた。
参加者の解決策には、
「駅員さんに借りる」「電話して家の人にお金を持ってきても
らう」
「もっとたくさんチャージしてから出かける」など私たちの想定外のユニークな
ものも飛び出して、中々「生きる力があるなあ」と思わせる場面もあった。
しかし、考えさせたいポイントは、「予定外の買い物はしない」「残金を確かめる」
ということ。従って解決へのシチュエーションとして、以下のように結論付けた。

「
“見えないお金”＝カードは、とっても便利。でも、
「見えない」から使い過ぎに気
がつかないことも！使うたびに「カードの残金」
「預金通帳の残高」を確かめよう(^O^)
／」とまとめた。
⑥ 相談の大切さ
こうした講座をしていて常々考えるのは、「～しないように」
「～したら大変だよ」
というメッセージを送るのは良いが、そのことがかえって「失敗をしてはいけない
のだ」
「失敗をしたら恥ずかしい」という気持ちを助長し、失敗を隠すことにつながっ
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てしまわないか？という危惧だ。そこで講座の最後には必ず「失敗しても、一人で悩ま
ないで、泣かないで。相談しよう！そうしよう！」というメッセージを伝えるように
している。

G) ３つの講座から、今後の“見えないお金”講座スタンダードプログラム案
3 回の講座は、中学生から 36 歳の社会人までと幅広かったが、想定以上にカードに関心
が高く、実際にカードを利用していることが分かった。特にパスモなど交通系電子カード
は全員が日常的に活用していた。そこで「見えないお金」の便利なところと危ないところ
を、そのしくみを学びながら確認し、説明だけでなく、アンケートやクイズに答えてもら
ったり、替え歌を合唱したりと、楽しみながら大切な内容はしっかり伝わるように工夫し
た。この試みをもとに、今後の講座プランを以下のように構想している。
共通実施案
過程
導入

学習内容

留意点など

・あなたのお金づかい度チェック

クイズ形式で、お金についての
自分のタイプを知る

・無駄遣いをやめ、夢を実現するために
展開

お金を生かす方法を知る
・高価な買い物に便利？クレジットカー
ドについてその約束事について
・とくにリボ払いの危険性について知る

替え歌を歌うことで、記憶に留
める

・利便性と危険性（まとめ）
・トラブル事例から回避法学習
・さまざまなカードについて知る

見覚えのあるカードを仲間分
けしてみる

・交通系電子マネーを使う上での注意点
まとめ

・電子マネーの危険性について確認
・失敗したら、相談する勇気が重要
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ケースワークで、考えてみる

H) 考察と今後の課題
⑴ 「クレジットカードは使わない方が良い」というスタンスでよいか？
クレジットカードは後払いができるところに利点がある。言い換えれば、実際の取引時
点と決済時点にズレが生じるということだ。たとえ翌月一回払いで手数料が発生しない
場合でも、金銭管理上この「ズレ」は厄介である。将来の収入をあてにして買い物してい
るからである。将来の収入は完全に確保されているものではないし、確保されていたとし
ても、別の買い物に使ってしまう、あるいは事故など緊急事態が発生し使わざるを得なく
なることもある。我々にとって将来とは、何が起こるか分らないあやふやなものなのであ
る。そんなあやふやな将来のお金を今使ってしまうことができるクレジットカードは、リ
スクが高い。
分割払いやリボルビング払いとなると、更に将来の収入を長期間「あてにする」ことに
なる。手数料(金利）も発生し、家計を圧迫する。特にリボルビング払いは「利用しなが
ら」
「少しずつ支払う」ので、気がつかないうちに債務が根雪のように溜まっていき最終
的に多額の手数料を支払う結果になる恐れがある。
しかしその利便性は看過できないほど素晴らしいものがある。だからこそ、2 億 6 千万
枚も発行され、年間 41 兆円も利用されている。
「使うな」と言うことに我々が躊躇せざる
を得ない理由がそこにある。
ではどうすべきか。そのリスクを分りやすく説明し、それでも利用したいか、受講者に
考えてもらうこと。少しでもリスクを軽減させるノウハウを学ぶこと。この 2 点をしっ
かり伝えたいと思っている。
⑵ 「もう一つの見えないお金」＝携帯・スマホの課金問題の扱い
ケータイやスマートホンで遊ぶゲームに夢中になる人は多い。ゲームで使う有料の「ア
イテム」は、クレジットカード決済のもの、コンビニ払いのもの等があるが、ケータイ代
と共に携帯電話会社から請求される場合もある。ゲームに夢中になると、どのくらい購入
したか分らなくなり、後日想定以上の請求が来て、支払に窮する恐れがある。
ゲームは、生活の中の楽しみのひとつであることは否定できない。そこで陥りやすい
「ワナ」を予め知ってもらうことと、困ったら「隠したり」
「抱え込まずに」相談するこ
とを伝えたい。支援者には、相談を受けたときにどう受け止めたらよいかをいっしょに考
えるような講座を提供していきたい。
私たちのメッセージは「お金は人生を楽しく充実したものにするための大切なアイテ
ムのひとつである。しかし人生の主役はお金ではなく、あなた自身だ。お金に振り回され
るのでなく、お金を上手に使って、心豊かな人生を送ってほしい。」というもの。このメ
ッセージを伝えるための講座を今後も行っていきたい。
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２.勉強（べんきょう）しよう お金（かね）のこと
A) 実施者：小野 由美子
B) 日

時：2016 年 2 月 19 日（金）10:00～12:00

C) 場

所：東京都立光明特別支援学校

D) 参加者：高等部で、①就労を目指すグループ 4 名、②それ以外のグループ 4 名、計 8 名
E) 趣

旨：①グループ：おこづかい帳の付け方を学習する
②グループ：お金のマッチング（金額と金種の合致）を学習する

F) 内

容：

⑴ 就労を目指しているグループ
おこづかい帳の付け方など、職業の授業を使った学習をすでに 5 回ほど繰り返してい
るグループであった。今回は「勉強しようお金のこと」と題して、軽度の知的障害者の方
向けの講座で実施してきた内容をベースに説明した。構成は、コンビニでの支払い、お金
の使いみち、電子マネー、ケイタイ・スマホの使い方、相談相手の確認、替え歌とした。

「千円で何がいくつ買える？」といったお金の大きさを理解する「ものさし」の説明や、
消費者トラブルについては、1 時限が 50 分と短いことから割愛した。就労を目指してい
るだけあり、終始、集中して授業に参加していた様子が印象的であった。これまでの学習
内容と重なる部分もあったかと思うが、外部講師からも重ねて説明することは知識の定
着に役立つものと思われる。
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⑵ それ以外のグループ
数の認知が難しく、現金を形や色でマッチングをしている生徒が多いグループでは、
神奈川県消費生活課の「
『お金のつかい方』を学ぼう！」を使用した。
計算が難しいこともあ
り、
「貯金」は「おかねをた
めること」とホワイトボー
ドに書いたりして、お金を
管理するための枠組みや概
念について平易な言葉で説
明することに努めた。
啓発資料のモデルの女の
子と同じように、かばんが
大好きな生徒がいて、自分
でもかばんを買いたいこと
を熱心に伝える姿が見られ
た。
こちらのグループも事前
にコンビニでの買い物学習
をしていたこともあって、
啓発資料にあるレシートの
話はしやすかったが、
「買物
をした記録や証拠になるの
で、捨てないでもらいまし
ょう」と言ったところ、
「証
拠ってなあに？」
「記録っ
て？」という質問が出たと
きに、さらに易しい言葉で
の説明が求められた。
もう一つの就労を目指し
ているグループでも「現金

神奈川県消費生活課

だけでなく電子マネーを使

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/80

った買い物でもレシートを

7674.pdf

「お金のつかい方」を学ぼう！

もらっておきましょう」と
説明したところ、
「自動販売機ではどうしたらよいか」と質問があった。「その場で残高
確認できないときは、買物やチャージをする次の機会に確認することになりますね」と
答えたものの、何か別の形での助言もあったかもしれない。
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３.知的・発達障害者向け「お金の管理方法」セミナー
～力いっぱいのヤリクリをお手伝い～
A) 実施者：島貫 正人 鈴木 佳江

※ライフマネー研究会

B) 実施状況
知的障がい者向けセミナー
日程

主催団体

2014年3月2日

相模原市社会福祉事業団障害者支援センター松が丘園

2013年3月10日

相模原市社会福祉事業団障害者支援センター松が丘園

2012年2月4日

相模原市社会福祉事業団 障害者支援センター松が丘園

2011年9月10日

東京都立七生特別支援学校公開講座「しゃべり場」

2011年7月30日

東京都立武蔵台特別支援学校

2011年2月26日

千葉県立特別支援学校流山高等学園親の会ＫＯＹＯクラブ

2010年9月11日

東京都立七生特別支援学校公開講座「しゃべり場」

2010年5月22日

世田谷区就労障害者生活支援センター（分室そしがや）

発達障がい者向けセミナー
日程

主催団体

2015年11月13日

さいたま市障害者総合支援センター

2013年11月9日

横浜ＹＭＣＡトライアングルクラス

2013年3月3日

千葉発達障害児・親の会「コスモ」

2011年11月20日

神奈川ＬＤ等発達障害児・者親の会「にじの会」

C) セミナーの内容
⑴ 知的障害者向け
◆ 講 座 名 ：
「めざせ！ かっこいいおとな」
◆ 所要時間 ：90 分～120 分（休憩含む）
◆ 趣

旨 ：こづかいの上手な使い方や管理方法を学ぶ

◆ プログラム
・フェーズ 1 かっこいいおとなになるための 7 カ条
・フェーズ 2 お金の使い方「ホップ・ステップ・ジャンプ」
ホップ編

⇒ コンビニで買い物をしてお金を払う

ステップ編 ⇒ こづかいの使い道を考えよう
ジャンプ編 ⇒ こずかいの上手な使い道を学ぼう
応用編

⇒ こづかいで買えないときはどうする？

⑵ 発達障害者向け
◆ 講 座 名 ：
「初めての一人暮らしのためのリアル生活術」
◆ 所要時間 ：90 分～120 分（休憩含む）
◆ 趣

旨 ：一人暮らしに必要な家計管理方法を学ぶ

◆ プログラム
・フェーズ 1 かっこいいおとなになるための 7 カ条
・フェーズ 2 家計管理のステップを学ぶ
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ステップ 1 ⇒ 1 か月の収入を知る
ステップ 2 ⇒ リアル生活術に挑戦しよう
ステップ 3 ⇒ お金の管理方法を学ぶ
ステップ 4 ⇒ 1 年後の目標と必要な貯蓄額を検討する
⑶ プログラム開発における基本的な考え方
学習のスタイルにはいくつかの方法がある。一つは基本を大切にし、一定レベルの基
本を身につけてからステップアップしていくという方法であるが、これは個人の能力に
よっては基本の段階で足踏みしてしまう可能性がある。もう一つは、必要なノウハウだ
けに絞り込み、ピンポイントで学習していく方法である。ここで紹介する知的・発達障
害者向けの「お金の管理方法」は後者にあたり、生活をするために必要な技能の中から、
わかりやすく、取り組みやすい目標を設定し、そのためのノウハウの習得だけを学ぶこ
とに焦点を絞った。もちろん、障害の程度によって、すべて消化できるわけではないが、
終着点の定まらない方法より、ある程度身近な目標を設定したほうが次の行動に移しや
すいのではないかと考えた。
そこで知的障害者には、
“こづかい＝自分が自由に使えるお金”の使い方に的を絞り、
日々の生活の中でどのようなことにどれくらいお金を使っているのかを考えてもらっ
た。また発達障害者には、将来に向けて自立した生活を行うことを大きなテーマとして
“生活するためのお金の使い方”を紹介した。
なお、知的・発達障害者向けのプログラムともに研修の導入部分（フェーズ 1）とし
て、
『かっこいいおとなになるための 7 カ条』を提示し、取り組みへの動機づけを図っ
た。プログラムは以下のとおりである。
⑷ プログラム
① かっこいいおとなになるための 7 カ条（知的・発達障がい者共通）
セミナーの導入部分（アイスブレイク）として、また、学習へのモチベーションを高
めることを目的として「かっこいいおとなになるための 7 カ条」を実施した。7 か条と
は、お金との向き合い方の基本を標語のようにわかりやすくまとめたものである。“か
っこいい”という言葉のイメージを前面に出すことで、ともすれば避けて通りがちな
「お金を管理するための学習を強いられる」というネガテイブな感情をポジティブに
変化させることを意図していることはもとより、日常生活での定着を目指した。
セミナーでは、まず、“テキストの 7 カ条の文字を目で確認すること”、次に“講師の
説明を聞くこと”、そして“全員で声を合わせて唱和すること”、最後に紙に書くこと”と
いう 4 つの手順をとった。つまり、
『見る→聞く→声に出す→書く』という一連の流れ
の中で同じフレーズを 4 回繰り返すことにより記憶に残すことを目指した。
なお、第 2 条の「生きるためのお金の区別がつくこと」では、
“生きるためにはどん
なお金が必要？”と問いかけ、
『住むためのお金』や『食べるためのお金』などの費目
と、具体的な品物や行為などを線で結びつけるというワークとした。たとえば、
『住む
ためのお金⇒（家賃、電気代、水道代）』、
『食べるためのお金⇒（米、おかず、弁当）』
などである。
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かっこいいおとなになるための7か条
お金の使い方がうまくできる
こと

一
二
三
四

第二条

生きるためのお金の区別がつ
くこと

【住むためのお金】 ⇒ 家賃、電気代、水道代
【着るためのお金】 ⇒ 下着、服
【清潔にするためのお金】 ⇒ せっけん、シャンプー
【食べるためのお金】 ⇒ 米、おかず、弁当
【趣味のためのお金】 ⇒ ゲーム、カラオケ
【大切な人のためのお金】 ⇒ 友達や家族へのプレゼント

第三条

自分の収入で生活ができるこ
と

一
二
三
四

私は、いらないものはことわることができる
私は、友達が持っていても、お金がなければがまんできる
私は、街で知らない人がさそってきても知らんぷりできる
私は、買いたいものを来月までのばすことができる

第四条

見えないお金に注意ができる
こと

一
二

かっこいいおとなは、むやみにクレジットカードを使わない
かっこいいおとなは、プリペイドカードを使いすぎない

第五条

お金がピンチのとき、じぶん
で作ることができる料理があ
ること

一
二
三
四

私は、ごはんを作ることができる
私は、味噌汁を作ることができる
私は、野菜いためを作ることができる
私は、おにぎりを作ることができる

第六条

できる家事が節約になります

一
二
三
四

私は、洗濯ができる
私は、裁縫ができる
私は、掃除ができる
私は、ごみの分別ができる

第七条

かっこいいおとなはマナーが
いい

一
二
三
四

私は、元気にあいさつができる
私は、時間をまもることができる
私は、まちがえたら謝ることができる
私は、きちんとお礼が言える

第一条

私は、人にお金をかさない
私は、人からお金をかりない
私は、知らない人からお金をもらわない
私は、人にお金をあげない

② お金の使い方「ホップ・ステップ・ジャンプ」（知的障害者用）
知的障害者用プログラム「タイトル：めざせかっこいいおとな」の第 2 フェーズと
して対象者にとってもっとも身近なお金である“こづかい”に焦点をあて、1 か月の
中でどのようなものにどれくらい使っているのかについて考えてもらうことを通じ
て、お金を漠然としたものから、実際の生活に必要不可欠なものへと意識が向くこと
を目指した。
まずホップ編では、
「コンビニでの買い物を想定し、買った品物の合計額の計算と
最もおつりが少なくなるような支払いかた（金種と数）を考える」、次にステップ編
では、
「1 か月に一度だけ使うお金と、日々の生活で使うお金を区分けする」
、最後に
ジャンプ編では、
「封筒による管理方法を学
ぶ」という手順で個人ワークを行った。

第2フェーズ「お金の使い方 ホップ・ステップ・ジャンプ」をマスター

さらに応用編として、
『こづかいの範囲で
ジャンプ

買えないものがあったらどうする？』と問
ステップ

いかけ、お金の工面の仕方を考えてもらう
とともに、お金を貯めることの意味と、そ

ホップ

のためのちょっとの我慢と頑張りについて

か

ホップ

の意識づけを図った。

はら

コンビニで買いものをしてお金を払う
つかいみち

かんが

ステップ こづかいの使い道を考えよう
じょうず
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まな

ジャンプ

こづかいの上手な使いかたを学ぼう

応用編

こづかいで買えないときはどうする？

＜ホップ編

～コンビニで買い物をしてお金を払う～＞

コンビニエンスストアで、プリン 1 個
（120 円）
、ジュース 1 本（150 円）、弁当 1
個（450 円）
、合計 720 円の買い物をした

レジでお金を払います。サイフのなかには２,２２０円が入っています。
お金の払いかたを考えてみよう。また、その時のおつりはいくら？

と仮定し、その合計金額を計算し、次いで

＜お金の払いかた＞

＜お金のしゅるい＞

◆一つ目

そのお金をレジで精算する際に、“最もお

千円札

千円

５００円
１００円

つりが少なくなる（おつりがない）ように

50円
10円

ど
の
お
金
を
い
く
つ
使
う

◆二つ目

支払うこと”を課題として、
「お金のしゅる

千円札
５００円

てもらった。

50円
10円

５００円
１００円
50円
10円

＜ステップ編

した。まず、
「こづかいの使い道いろいろ」
シートを使って、こづかいには“1 か月に
一度だけ使うお金”と“日々の生活で使う
お金”に分かれることを確認してもらった。
次いで、その区分けに対して「こづかい
の予算を組んでみよう」シートを使って、
1 か月の予算を組むことを促した。その際、
“何を買う？何をする？”欄には、費目シ
ールを貼りつけてもらうという作業を通じ
てイメージの定着を目指した。費目シール
は、24 種類を用意した。

～こづかいの上手な使い方を

学ぼう～＞
ステップ編で区分けしたこづかいの管理
方法として、
“封筒管理方法”を提案した。
こづかいを、
“1 か月に一度だけ使うお金”と
“日々の生活で使うお金”に分け、それぞれの
合計を計算し、1 番目と 2 番目の封筒に入れ
ることで管理することとした。また、それぞ
れの封筒であまったお金（節約できたお金）
は、
「ゆとりの封筒」に入れることをルール
とした。
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お
つ
り
は
い
く
ら
？

お
つ
り
は
い
く
ら
？

円

円

※使うまいすう分だけ○をつけてください。
千円

ど
の
お
金
を
い
く
つ
使
う
？

～こづかいの使い道を考えよう～＞

こづかいの使い道を考えることを目標と

＜ジャンプ編

「お金の組みわせ」
らんに、使う枚数だけ
「○」をつけてください。

ど
の
お
金
を
い
く
つ
使
う
？

◆三つ目
千円札

○

※使うまいすう分だけ○をつけてください。
千円

１００円

いシート」で、金種ごとに使う枚数を考え

そのときの
おつりは
いくら？

※使うまいすう分だけ○をつけてください。

費目シール

お
つ
り
は
い
く
ら
？

円

15

1 番目の封筒

1 か月に一度だ
け使うお金

＜応用編

２番目の封筒

ゆとりの封筒

日々の生活で使
うお金

節約できたお金

～こづかいで買えないときはどうする？～＞

ケイタイ電話、スマートフォンやパソコン、ゲーム機など、欲しいけれどこづか
いでは買えそうもない品物を想定し、買うための手段として、“お金を貯める”、
“貯
金から出す”
、
“親からもらう”、
“クレジットカードを使う”から選択してもらった。
この作業を通じて貯金の必要性とちょっとの我慢と頑張りによる節約の大切さにつ
いて考えてもらった。
③ 家計管理のステップを学ぶ（発達障害者用）
発達障害者用プログラム「タイトル：初めての一人暮らしのためのリアル生活術」
の第 2 フェーズとして、一人で生活するために必要な家計費について理解を深めるた
めの提案を行った。
次のステップに基づき学習を行った。
学習のステップ
ステップ 1

1 か月の収入を知る

ステップ 2

リアル生活術に挑戦しよう

ステップ 3

お金の管理方法を学ぶ

ステップ 4

1 年後の目標と必要な貯蓄額を

リアル生活術

～生活力を育む～

フェーズ 1

検討する

「かっこいいおとなになるための7か条」 とは
フェーズ ２

＜ステップ 1

～1 か月の収入を知る～＞

「家計管理のステップ」を学ぶ

ステップ 1 では、
「あなたの 1 か月の収
入を考えてみよう！」として、給料やそ
れ以外の収入を整理・確認してもらった。未就労の場合には、あくまでもイメージと
してシミュレーションしてもらった。
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＜ステップ 2

～リアル生活術に挑戦しよう～＞

支出を理解する
一人暮らしを前提として 1 か月の間で、何にどれくらいのお金を使うことになる
のかについて理解を深めることからスタートした。費目は社会生活を送るための優
先度に基づき、支出 1 から

＜費目＞
支出１ （ 1か月の間に必ず使うお金 ）

支出 3 に分けて管理するこ
ととし、それぞれの費目に
ついて「やりくり検討シー
ト」へ記入・完成させるこ
とを目指した。支出 1 は「1

家賃

アパートの家賃、家族と一緒の人は家に入れるお金

水道光熱費

水、下水道、電気、ガスの料金

通信費

ケイタイ、スマホ、家の電話、ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料金

通勤定期代

会社に行くための電車・バス料金

社会生活費

町内会費、ＮＨＫ受信料など

※ライフマネー研究会オリジナル

支出２ （ 必ではないが1か月の間で使うお金 ）

か月の間に必ず使うお金」
、
支出 2 は「その月の中で必
ず全部を使うわけではない
けれど必要となるお金」
、支

主食費

自分で作る食事の材料（パン・米・インスタントラーメン・調味料など）

被服理美容・医療費

下着、服、とこや、病院、薬

教養・娯楽費

趣味のための費用（月謝・サークル活動費・ジム・ＤＶＤ・ＣＤなど）

日用雑貨費

シャンプー、トイレットペーパー、石けんなど

支出３ （ 日々の暮らしの中で使うお金 ）

出 3 は「日々の暮らしの中

外食費

毎日の弁当（コンビニ弁当・お茶）など

副食費（おかず代など） おかず、お菓子類、飲み物（牛乳・コーヒー・ジュース・酒）

で使うお金」である。

交際・趣味費

友人との交際、コーヒーショップ（交通費含む）

雑費

日々の暮らしで使うお金（外食費・副食費・交際費・趣味費以外のもの）

リアル生活をシミュレーションする
実際の生活をリアル
にイメージするために、

タイプ

立地条件

築年数

家賃

水道光熱費

A アパート（１LDK) 駅から徒歩８分

築３年

65,000円

13,000円

B アパート（２Ｋ）

築１５年

50,000円

15,000円

3 つのシミュレーション
を課題とした。
まず、
「シミュレーシ
ョン 1：住居費を決め

駅から徒歩１５分

る」では、部屋のタイ
プや立地条件等に相違
のある 2 種類のアパー
トの家賃を比較し、ど
ちらかを選択するとい
う意志決定を促した。
次に、
「シミュレーシ
ョン 2：食費を決める」
では、食費計算シート
を使って、米やパンな
どの主食費と、おかず
代としての副食費、外食費等を計算した。
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最後に「シミュレーション 3：その他の費目の予算を決める」では、
「一般的な

1 か月の家計費の目安」を参考に食費、住居費以外の費目の金額を決めた。
この一連のシミュレーションにより生活に必要なお金（費目）の全体像を把握
し、
「やりくり検討シート」を完成させることができるが、その結果、支出が収
入を上回っている場合（赤字）には、支出の改善プランの検討を課題とし、“改
善プラン欄”に記入してもらった。
＜ステップ 3

～お金の管理方法を学ぶ～＞

ステップ 2 で完成させたやりくり検討シートをもとに、ライフマネー研究会オリ
ジナルの「封筒管理方法」を提案した。具体的には、支出 1 から 3 までのそれぞれの
費目のお金を 7 枚の封筒に分けて管理する。
封筒管理方法の概要

① 支出 1 の合計の
お金を 1 番目の
封筒に入れる。

② 支出 2 の合計の
お金を 2 番目の
封筒に入れる。
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③ 支出 3 の合計のお金
を 3～6 番目の封筒
（4 つの封筒）に分
けて入れる。
たとえば 1 か月が 31
日の月は、第 1 週目
から 3 週目までが 7
日間分、最終週を 10
日間分に分ける。
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④ それぞれの封筒で
あまったお金(節
約できたお金)は、
7 番目の封筒に
入れる。

＜ステップ 4

～1 年後の目標と必要な貯蓄額を検討する～＞

1 年後を目途に達成したい夢や目標を設定してもらい、それを達成するために必要
な予算と 1 か月単位の貯蓄額のシミュレーションを行った。さらに、その貯蓄額を
確保するためにやりくり検討シートの改善プラン欄 2 に、対象となる費目の改善額
を検討してもらった。
節約のめやす
「節約しましょう」と呼びかけても、具体的な行動としてイメージがつきにくいこ
とから、プログラムの最後に次のような「節約のめやす」を提案した。

節約のめやす
水道代

水1リットル ⇒ 約０．２４円

■ お風呂に８分目のお湯を入れると約２００リットル。
２００リットルの水道料金は約48円.
1か月（30日）、毎日新しいお湯に取り換えると
約1,440円
■ 用途別使用量の目安
用途

電気代

使い方

使用量

料金の目安

洗面・手洗い

1分間流しっぱなしの場合

約 12リットル

2.9 円

歯みがき

30秒間流しっぱなしの場合

約 6リットル

1.4 円

食器洗い

5分間流しっぱなしの場合

約 60リットル

14.4 円

シャワー

3分間流しっぱなしの場合

約 36リットル

8.6 円

■ 冷蔵庫は、１時間で約１円
（１円×２４時間×３６５日 ＝ ８,７６０円）
■ 電子レンジは、１分間で約0．２円
■ 蛍光灯（40Ｗ×2個）は、1時間で約２．２円
■ １２００Ｗのドライヤーを１時間使うと約２５．２円
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４.障害者の家計管理と支援の視点について
A) 実施者：小野 由美子
B) 日

時：2015 年 9 月 24 日（木）14:00~16:00

C) 主

催：さいたま市社会福祉協議会

D) 参加者：日常生活自立支援事業専門員 15 名、日常生活自立支援事業生活支援員 40 名、
さいたま市市民後見人候補者 24 名
E) 趣

旨：知的障害者等の消費行動の特性や、対応のあり方について理解を深め、支
援の質の向上を目指す。

F) 内

容

⑴ 事前アンケートの実施
参加者を対象にした事前アンケートを主催者側に実施して頂き、下記の内容を尋ねた。
その結果は講座の後半で共有し、意見を述べた。
Ｑ１:日常生活自立支援事業で知的障害を持つ利用者さんを担当したことがありますか？
Ｑ２:日常生活自立支援事業で精神障害を持つ利用者さんを担当したことがありますか？
Ｑ３:（Ｑ１・Ｑ２で「担当したことがある」と答えた方に伺います）担当した利用者さん
の金銭管理（家計管理）や消費契約等において、トラブルや課題が発生したことが
ありますか？
Ｑ４:（Ｑ３で「ある」と答えた方に伺います）どんなトラブルや課題がありましたか？
⑵ 講座の構成
講座の主な内容は下記の通りである。
① 消費者トラブルの状況
全国消費生活センターに寄せられる相談情報をもとに、障害者の消費者トラブルの
概況について解説した（詳細は、第 2 章の「１．全国消費生活相談情報にみる心身障害
者関連の判断不十分者契約」に掲載）。福祉関係者をはじめとする見守りの重要性や、
障害者の相談では、高齢者と同じくらい、若い世代の当事者の見守りの大切さに触れた。
続いて、神奈川県が制作した啓発資料「こんなとき、どうすれば！？－消費者トラブ
ルに、あわないために－」を使用して「ワンクリック請求」
「オンラインゲーム」
「デー
ト商法」
「マルチ商法」への対応のあり方を確認した。
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/756772.pdf
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② DVD 視聴「高めよう！ 見守り力」
消費者庁が 2013 年度に制作した高齢者・障害者の消費者
被害防止のための見守りの担い手向け視聴覚教材を視聴し
た。検討委員会のメンバーでもあったことから、知的障害者
等のエピソード 4「みんな消費者、みんなで見守ろう」(約 5
分)を中心に解説を加えた。教材にもある「気づき」と「声が
け」のポイントを確認した。
http://www.caa.go.jp/information/mimamori/

●「気づき」のポイント
◎ しつこい訪問販売に怯えている
◎ しつこい電話をうまく切れないで困

◎ ひんぱんに出かけるようになった

っている

◎ 催促状や契約書、カレンダーの不審な
印が目についた

◎ 見慣れない車や見知らぬ人が出入り
している

◎ 携帯電話の着信に落ち着かない様子

◎ 見慣れない段ボールや目新しい商品

◎ 何か困って言い出せない様子

がある
◎ ひんぱんに金融機関に通っている
◎ あわててお金をおろしている

●「声がけ」のポイント

◎ ひんぱんにコンビニでお金を支払っ

◎ どうされましたか

ている

◎ お困りのことはありませんか

◎ お金に困っている

◎ 私の家にも電話があったのですよ

◎ お金の心配がなくなったと気が大き

◎ 一緒に考えてみましょう

くなる

◎ 私が横にいるから、消費生活センター
に電話をしてみましょう

③ 事例検討：事前アンケートから
● お金の貸し借り
 （友人関係）食事代をおごってしまい生活費が足りなくなり、隣近所へお金を借り
に行ったため、心配した近所の人から社協に連絡が入り、本人の聞き取りにつなが
った。
 （異性関係）自分の所持金がなくなると通所していた作業所で知り合った女性から
お金を借りたり、時には脅してお金を出させたりして訴えられた事があった。少し
まとまったお金が入ったりすると、ギャンブル癖があり、使ってしまう事があった。
● 家族との関係


生活費の中から別に生活している家族に定期的にお金を渡している様子がうかが
える。生活費の不足も発生し、ご本人の健康状態が心配。
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● 家計管理


（小分けにしても…）支援時に小分けにして渡した生活費を使い切ってしまった。



年金支給月に 2 ヶ月分の年金を使い、知人に借入している。



（消費の場面で…）小銭を工夫して使うことが出来ず、1,000 円札を出し、おつり
をもらうため、いつも小銭がふえてしまう。



自分の欲しい物があると我慢ができず、自分の判断で購入してしまい、生活費を圧
迫してしまう。



公共料金や電話代が月毎に引落しができずに、2 ヶ月分をまとめて支払っている状
態である。



通販サイトを利用して商品を購入するが、生活費等が不足し支払いができず家族
等に借入している。

● 犯罪、罰金


お金を節約するために万引きをしたことがある。

● 消費者トラブル


勧誘を断れず、次々契約してしまう。



（携帯電話・スマホ）携帯電話を購入したが、すぐ解約し、多額の解約手数料がか
かった。



携帯でアプリをつないでしまい、金額が多額になってしまった。



携帯の機種変更を勝手にしてしまい、余分なお金がかかってしまった。



（新聞購読：勧誘）ビール欲しさに、生活費に余裕がないにもかかわらず、新聞購
読契約を結んでしまった。



（新聞購読：契約）現在購読している新聞の期間が終わったら、新しい新聞をとる
契約をしたと言うが、契約書をみると期間が重なっていた。新しい契約の開始日を
変更する連絡を利用者がする際、見守った。よく話せば理解できるが、細かな確認
をせず、わかったつもりで行動してしまった。

● 宗教関係


同じ人から信仰を勧められ、その人がお参りしてきたのでその費用として 3 万円
ほどを請求され、3 万円を支払った。

● 障害特性


以前支払った料金について不満があり、ことあるごとにその一件について話題に
し、いつまでもこだわりを強く持っている。



ストレスを感じると菓子類を大量購入し生活費を使い切ってしまう。

④ 家計管理支援の視点
おたふくけん報告書（2010 年）に掲載されている江國泰介さんの「どうする！どう
してる？お金をめぐる支援―知的障がいの方の「お金」の支援についての一試案―」を
紹介し、特に下記の内容を確認しながら検討をした。
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知的障がいの方をめぐるお金のトラブル
◎ お金を巡る指導・支援ということ
◎ お金を巡る支援の基本－金銭感覚を養うこと
◎ 金銭管理の支援の方法
あわせて私が金銭管理について単身の生活保護受給者向けにまとめた内容を紹介し
ながら、事例との関わりで言及した。
小野由美子「第 7 章 お金に関する Q&A」
（山田壮志郎編『Q&A 生活保護利用ガイ
ド―健康で文化的に生き抜くために―』明石書店，2013 年）
（以下、抜粋）
◎ お金に関する Q＆A お金のやりくりに困っています。いい方法は？
◎ 家計簿をつけると、どんなよいことがありますか？
◎ お金を管理する上で気をつけることはなんですか？
◎ 将来に備えて貯金してもよいですか？
◎ 金銭管理が難しいのですが、利用できる社会制度は？
◎ 借金があるのですが、どうすれば解決できますか？
◎ 生活保護を利用する前に滞納していた税などは？
◎ 携帯電話を所有する場合に気をつけることは？
⑶ 考

察

① 当事者やその家族ではなく、また障害者への支援が業務の中心ではない方々への
講座のため、まずは消費者問題の現状を理解してもらえる導入部分が欠かせないの
ではないか。
② 具体的な対応として、気づきや声かけのポイントを紹介して、できるところから
まずは行動に移してもらうのも方法だろう。すでに業務上のノウハウとして実践し
ていたことについては再確認の機会となる。
③ 参加者間において遭遇したケースの共有は、知恵を出し合い、仲間意識や連帯感
を生み出し、理解者や相談相手との出会いが今後の業務や活動に役立つものと考え
られる。
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第２章

研 究 活 動 編

１.全国消費生活相談情報にみる心身障害者関連の判断不十分者契約
－障害者等の相談情報からみえてくること－

＊1

小野 由美子
⑴ はじめに
高齢者と障害者等（身体障害、知的障害、精神障害者や認知症高齢者等の判断力不十
分者）の消費生活相談は 2008 年度以降、年々増加している（消費者庁，2014b，201204）
。2013 年度で消費生活センター等へ寄せられた相談のうち、高齢者に関する相談
は 266,976 件、障害者等は 21,542 件だった、本人が相談する割合は未成年者とともに
小さく、高齢者 74.6％、障害者等 33.1％にとどまる。そのような中、高齢者の相談は契
約の申込み前に相談が寄せられる傾向が少しずつ高まり（60 歳未満 7.1％、70 歳代
22.3％）
、消費者トラブルの未然防止に向けた社会的な取り組みの成果が相談の質を徐々
に変化させている。
ところで、当事者や家族、支援者が直面する消費者トラブルにはどのようなものがあ
るのか。認知症の高齢者を中心に議論されることの多い判断不十分者への対策とはまた
違い、知的障害や発達障害などがある消費者は若年者も多く、自ずとトラブルの特徴と
対応策は異なってくる。本稿では要支援者と見守りの担い手への消費者教育のあり方を
検証するため、独立行政法人国民生活センターが集約する全国消費生活情報ネットワー
ク・システム（以下、PIO-NET）の相談情報を分析した。2013 年 1 月から 12 月までの
間に「心身障害者関連」と「判断不十分者契約」の両方のキーワードが付され登録され
た 1,683 件の相談情報を開示請求した。件名の情報は字数に制約があるなか、契約主体
や相談者との関係、契約の内容と現況などが対応した相談員によって凝縮された形で入
力されている。
今回はこの件名と内容等キーワードにある情報を手掛かりにして、
「相談者」
「契約者」
「販売購入形態」
「特徴」
「相談のタイミング」について分類して検討した。
⑵ 消費者白書にみる消費者等の消費生活相談
① 消費者白書にみる消費者等の消費生活相談
● 相談件数
平成 26 年版の消費者白書（以下、
「白書」
）における「障害者等」に関する相談は 2004
年度 11,636 件だったが 2013 年度には 21,542 件となり増加傾向にある。この「障害者
等」は「身体障害、知的障害、精神障害者や認知症高齢者等の判断力不十分者」のこと
で、
「心身障害者関連」または「判断不十分者契約」に関する相談であり、認知症高齢
者と一部重複している（消費者庁，2014b，203）
。ちなみに、同時期の「心身障害者関
連」ケースは 8,683 件、
「判断不十分者契約」は 15,187 件で、合計すると 23,870 件と
なり、
2013 年度の情報を使用した白書にある障害者等相談 21,542 件と同程度である。
障害者等の相談では、相談を寄せた人と契約をした当事者の異なる場合が多い。2013
年度で契約者が相談者と同一が 33.1％であるのに対して、契約者と相談者が異なる割
合は 66.2％であった。
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● 販売購入形態別にみた件数
白書では障害者等の相談について販売形態の傾向として「訪問販売」の割合が「店舗
購入」とともに大きいことが指摘されている（消費者庁，2014b，203）
。白書にある別
の図表（消費者庁，2014b，126）も参考に、全体平均と 65 歳未満、65 歳以上、障害
者等別にみた主な販売購入形態の割合をまとめたものが図表 1 である。
65 歳以上の高齢者は店舗購入 21.1％、訪問販売 15.3％、通信販売 16.5％、電話勧誘
23.9％であるのに対し、障害者等では店舗購入 23.0％、訪問販売 23.3％、通信販売
15.5％、電話勧誘 17.4％であった。訪問販売をみると全体平均は 9.7％であるのに対し、
高齢者は 15.5％、障害者等では 23.3％とその割合はともに大きい。高齢者と障害者等
で店舗購入と通信販売の割合は同程度であるものの、相談内容を詳しくみる必要はあ
るだろう。電話勧誘は、障害者等（17.4％）が高齢者（23.9％）に比べると割合は小さ
いが、全体平均（10.9％）よりは大きい。まとめると、高齢者の消費者トラブルは電話
勧誘販売が目立ち、障害者等でも同じ傾向があり、訪問販売では高齢者に比べて障害者
等でさらに相談の割合が多いことがわかった。
図表１ 主な販売購入形態の割合（2013 年度）

全体
65歳未満
65歳以上
障害者等

(%)
店舗購入 訪問販売 通信販売 電話勧誘
29.7
9.7
30.1
10.9
33.7
6.9
38.8
5.2
21.1
15.3
16.5
23.9
23.0
23.3
15.5
17.4
(%)

全体

29.7

65歳未満

9.7

33.7

65歳以上

21.1

障害者等

23.0
店舗購入

30.1

6.9

15.3

38.8

16.5

23.3
訪問販売

10.9

5.2

23.9

15.5
通信販売

17.4
電話勧誘

注：平成24年度消費者白書をもとに著者が作成

② PIO-NET に登録された相談事例
白書で販売購入形態の件数を確認したが、次に、今回の PIO-NET の分析対象とした
相談情報にある事例を紹介する。当事者からの相談に加え、家族や福祉関係者などから
相談が寄せられていることがわかる。
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● 店舗購入
・ 0 円のスマホを購入するために店を訪れたが、高額なスマホと 15 円携帯 2 台の 3 台
を契約。支払いができないのでクーリングオフしたい。
・統合失調症の息子がクレジットで中古バイクを購入した。浪費癖があり、これ以上借
入れができないようにする方法はないか。
・障害者が店舗に出向き、高額な双眼鏡を購入した。保護者である弟が解約を希望して
いるが、クーリングオフはできないか。
● 訪問販売
・一人暮らしの認知症の母が新聞の年間購読契約をしていた。私が解約を申し出たと
ころ、高額な違約金を請求された。
・チラシでみた業者に台所の水道修理を依頼したが、台所以外の水回り工事を次々に勧
められ、高額契約させられるので不満だ。
・認知症気味の 78 歳独居の実母が屋根修理の契約をして、工事が終了しそうとのご近
所からの連絡があったが高額で不満である。
・
「絶対に損はさせない」と事業者に言われ、C02 排出権取引の契約をしたが、クーリ
ングオフしたい。
● 通信販売
・施設に入居している知的障害者が、無料とあった広告を見てアダルト動画サイトにア
クセスし、高額な料金を請求されている。
・脳出血で高次脳障害のある息子が勤務先のパソコンで出会系サイトを開き、理解ある
上司から止めるよう注意されているが失職が心配だ。
・ポイントを購入すれば多額の支援金が受けられるというメールがスマホに届き、お金
を 20 回以上振り込んでしまった。
・精神的な病気で次々に通販で食品などを注文してしまい止めることができない。現在
も 7 件の支払いできていない。
・買い物依存症の姉にカタログの発送を止めるよう百貨店に依頼したが、送付が止まら
ない。
・軽い認知症のある母親宛に、健康食品のお試し価格商品が届いた。開封しているが、
本人が注文したことを覚えていない。
・判断力不十分の妻が新聞広告を見て健康食品を注文。商品と代金の振込用紙が届いた
が解約と返品を希望。
● 電話勧誘
・全く覚えのない健康食品会社から「契約頂いた商品を送ります」と母宛に電話がき
た。断ったが、届いた場合の対処法が知りたい。
・判断不十分者の妹が電話で宝くじの当選番号を教えると言われ、総額 75 万円支払っ
た。今でも定期的に電話がかかるので対処法を知りたい。
・1 ヶ月前に、支援サービス利用者が電話勧誘で内容を理解しないまま医療保険の契約
をしてしまった。無条件解除できるか。
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③ 相談者の割合
次に、消費生活相談の窓口に相談をした人をみると、契約当事者の割合は 30.5％で、
白書の結果（2013 年度 33.1％）と同程度だった。白書では契約者が相談者と異なる割
合が 66.2％を占めていたが、本 PIO-NET 調査でその内訳に該当する部分をみると、
認知症の母親など「親を心配して子どもが相談」が 19.2％、「子を心配して親が相談」
が 19.1％とほぼ同じであった。このことから、高齢者と同じくらい若い世代の要支援
消費者を見守る担い手への情報提供の大切さが浮き彫りとなった。
図表２ 相談者の割合
（％）
本人

30.5

親を心配して子が相談

19.2

子を心配して親が相談

19.1

親子以外の家族・親類が相談

14.5

家族や親類以外の相談

2.3

福祉サービス等関係者

11.1

その他・不明

3.4

④ 契約の主体者の割合
契約の主体者については本人が 3 割を占め、親 19.4％、子どもが 18.8％だった。親
の相談では父親 3.7％より母親 15.7％が多い。子どもでは娘 6.2％に比べて息子 12.6％
とその割合は高い。福祉サービス等の利用者も 1 割強であることから、要支援消費者
の支援は当事者に加えて、その子世代と親世代への情報提供と、福祉サービスの関係者
との連携が不可欠であることがあらためてわかった。
図表３ 契約の主体者の割合
（％）
本人
父

30.2

3.7

母

15.7

息子

12.6

娘

6.2

親子以外の家族・親類

家族・親類以外

14.5
2.4

福祉サービス等利用者
その他・不明

10.9

3.7
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⑤ 販売購入形態別にみた割合
白書における障害者等の販売購入形態別の割合は、店舗購入 23.0％、訪問販売 23.3％、
通信販売 15.5％、電話勧誘 17.4％であった。本調査では店舗購入 12.1％、訪問販売
17.3％、通信販売 20.7％、電話勧誘 10.9％であった。PIO-NET の「件名」と「内容等
キーワード」にある情報では販売購入の形態まで読み取れない事例も多く（33.6％）
、
その結果、白書にある各カテゴリより割合が全体的に小さくなったが、通信販売のみ白
書を上回った。
なお、
「その他・不明・無関係」に分類した事例には①販売購入形態としては詳細な
経緯がわからず、分類しがたい相談（「精神疾患のある息子が何かの契約をして相手に
代金を振り込んでいる」
「叔母宛に、見覚えのない会社から請求書が 5 枚届いた」
「実家
の母が家族に内緒で中古車を購入したが、精神的にも身体的にも運転できる状態にな
い」
）や、請求書の取り扱いや借金整理など法律や社会制度に関する相談（「娘のクレジ
ットカードの債務がかさみ、業者から高額な請求書が来ている」
「障害のある伯母宛て
に不明な督促通知が 2 通届いたが本人もわからない」
「裁判所から通信費の未払いで口
頭弁論の呼出状及び答弁書催告状が届いた」
「高齢の親が認知症になったとき、成年後
見制度を利用するか迷っているので仕組みを教えてほしい」
）などが含まれる。
今回の分析では、借金問題に関する相談は対象とした 1,683 件中 173 件（30.7％）
、
携帯電話やスマートフォン、パソコンを契機にした相談は 390 件（69.3％）であった。

図表４ 販売購入形態別にみた割合（％）
店舗購入

12.1

訪問販売

17.3

通信販売
マルチ取引

20.7
0.8

電話勧誘販売
ネガティブ・オプション

訪問購入
その他無店舗

10.9
販売購入形態としては分類しがたい相談、

2.0

購入の経緯が詳細でない相談、

0.2

請求書の取り扱いや借金の相談

2.5

その他・不明・無関係

33.6

⑥ 相談のタイミング
高齢者の相談は、契約の申込み前に相談が寄せられる傾向が高まっていることを冒
頭で述べた。その割合は 60 歳未満が 7.1％であるのに対し、60 歳代 15.3％、70 歳代
22.3％である（消費者庁，2014b，137）。今回の PIO-NET 調査では 12.2％が支払いを
する前に相談しており、契約や支払いが終了してからの相談は 86.8％であった。
「その
他」に分類したのは、成年後見制度など諸制度に関する一般的な照会である（1.1％）。
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今回の「心身障害者関連」と「判断不十分者契約」の両方のキーワードが登録された相
談情報をみても、契約前に相談する割合が 1 割以上みられることから、各地の消費生
活センターが消費者問題の未然防止に一定の役割を担っていることが分かる結果とな
った。
図表５ 相談のタイミング（％）

事前相談
（主に支払い前）

12.2

事後相談

その他

86.8

1.1

⑶ 考察
① 本調査結果のまとめ
高齢者と障害者の消費生活相談件数の増加は白書で指摘されており、販売購入形態
別では訪問販売で両者の割合が全体平均と比較しても高かった（高齢者 15.5％、障害
者等 23.3％、全体平均 9.7％）
。店舗購入の割合は高齢者 21.1％、障害者等 23.0％、通
信販売は高齢者 16.5％、障害者等 15.5％と大きな差異はないが、
「心身障害者関連」と
「判断不十分者契約」両方のキーワードが付された相談情報による今回の分析では、両
者の様相が異なっていた。通信販売にはインターネット通販による出会い系サイトな
どの有料サイト等サービスも含まれているが、
「知的障害のある息子がパソコン上から
アダルトサイトに入り高額請求された」など、若年層が主体となる相談が多く、携帯電
話やスマートフォン、
パソコンを契機にした相談は全体の 7 割を占めていた（69.3％）
。
あわせて、借金問題が明らかに絡んでいるケースも全体の 3 割あることから、計画的
な金銭管理に結びつく対策や、債務整理に関する情報提供が欠かせないことがわかっ
た。
障害者等について白書では、消費生活センター等へ相談をした人の 33.1％が契約者
本人とあり、本調査でも 30.5％と同程度であった。さらに、契約者本人でない割合を
分析したところ、親を心配する子どもが 19.2％、子を心配する親も 19.1％とほぼ同じ
であった。このことから高齢者と同じくらい、若い世代の当事者を見守る担い手につい
ても情報提供が求められることがわかった。契約した本人をみると、親の相談では父親
3.7％より母親 15.7％のほうが高く、子どもでは娘 6.2％より息子 12.6％のほうが高か
った。ちなみに筆者も検討委員として作成に関わった見守りの担い手向け映像教材（消
費者庁，2014a）では、軽度の知的障害のある男性がデート商法にあう事例が取り上げ
られ、施設職員が理解を求めるシーンがある。本調査でも福祉サービス等の利用者が約
1 割であることから、要支援消費者を見守る担い手として福祉等サービス提供者の活躍
が期待されるところである。
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② 課題
2011 年には障害者基本法が改正され、障害者が消費者として保護されることが第 27
条に言及されている。*2 消費者教育推進法でも例えば、地域における消費者教育の推
進に関する第 13 条で高齢者や障害者等に対する消費者教育が適切に行われるために福
祉関係者への研修の実施、情報の提供などが求められている。*3 「措置から契約へ」と
いう福祉政策の大きな流れの中で、障害者は福祉サービスを利用する場面でも消費者
である。高齢者とともに障害者の相談が増加する中、社会が消費者トラブルの未然防止
に努める一方、当事者と見守りの担い手が消費生活での問題の所在に気づき、社会的な
手立てにつながるサポートが必要である。今回得られた調査結果のうち、若い世代の当
事者を見守る担い手への情報提供の必要性が明らかになったが、インターネット通販
に関する事例を取り上げ、どのように周囲が関わればよいかを提示することは有効だ
ろう。さらに事例を取り上げた場面では、若年層の事例では若い女性（娘）より男性（息
子）を、高齢者の場合は男性（父親）より女性（母親）を登場させることで現状に近い
素材となることが期待できる。
今回、PIO-NET の相談情報を分析する上で大きな制約となったのは、すぐに分析に
着手できるような電子データの提供がなされなかったことである（相談情報を紙に印
刷した状態、あるいはそれを PDF ファイルで CD に保存した状態で提供）
。個人情報
の関係で年代や性別は公開されず、事例を 1 つずつ確認して分類をする必要があり、
地域の情報もないので地方別、都市の規模別などでの比較もできなかった。先述の消費
者教育推進法第 13 条 2 項にも「国、地方公共団体及び国民生活センターは、公民館そ
の他の社会教育施設等において消費生活センター等の収集した情報の活用による実例
を通じた消費者教育が行われるよう、必要な措置を講じなければならない」とあり、見
守りの担い手の育成が喫緊の課題である現在、社会の共有財産といえる消費生活情報
が研究者に公開されることのメリットは大きい。要支援消費者を対象にした消費者教
育の体系化とコンテンツの開発は、相談情報に関わる研究成果を活かすことでさらに
促進されると考えられる。
*1

初出：日本消費者教育学会『消費者教育』第 35 冊「全国消費生活相談情報にみる心
身障害者関連の判断不十分者契約」
（2015 年）

*2

障害者基本法（消費者としての障害者の保護）
第二十七条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進
が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じ
なければならない。

*3

消費者教育推進法（地域における消費者教育の推進）
第十三条 国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター(以下この章におい
て「国民生活センター」という。)は、地域において高齢者、障害者等に対する消費
者教育が適切に行われるようにするため、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八
号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉
主事、介護福祉士その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営むために必
要な支援を行う者に対し、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じなけれ
ばならない。
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（*3 の続き）筆者が講師を務めたものに、2014 年 11 月 17 日にさいたま市社会福祉
協議会地域福祉･研修センター地域福祉情報・研修センターが主催した民生委員・児
童委員、主任児童委員研修（現任３）
「消費者被害から地域を守る～小さな気づきか
ら始まる『見守り力』
」があり、約 60 名の参加があった。消費者庁の見守りの担い
手向け映像教材を視聴した上で、日頃の活動で生じる思いなどを共有し、地元の消
費生活センター提供の啓発資料を確認した。

＜引用文献＞
小野由美子・名川勝・鈴木佳江（2011），知的障害者を対象にした消費者教育―特別支援
学校等における家計管理技術の向上を目的とした支援プログラム―，
消費者教育，
第 31 冊，
75～85
小野由美子（2012）
，
「要支援消費者」への消費者教育の現状と課題，消費者教育，第 32
冊，21～30
小野由美子（2013）
，
「要支援消費者」の消費者問題と社会的対応，消費者教育，第 33 冊，
171～180
消費者庁（2014a）
，見守りの担い手向け映像教材 高めよう!「見守り力」～高齢者・障
害者の消費者被害を防ぐために～ http://www.caa.go.jp/information/mimamori/
消費者庁（2014b）
，平成 26 年版 消費者白書
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２.特別支援学校における家計管理に関わる教育支援の現状と課題
小野 由美子
関東圏の特別支援学校における知的障害のある生徒と家計管理に関わる教育や支援の
あり方について実施した質問紙調査では、生活とお金に関する授業や講座の必要性を感
じている教員が 95.3％（
「強く感じる」61.5％、
「実感することもある」33.8％）という結
果だった。実際に金銭教育や支援をする場面としては、家庭科 32.1％、進路学習 35.2％、
生活単元学習 43.5％、日常生活の指導の場面 39.4％という回答が得られた。特別支援学
校特有の生活単元学習などの「各教科等を合わせた指導」での取組みに特徴がある結果と
なった。
あわせて行った聞き取り調査でも、国語、社会、数学、理科、保健体育、家庭、道徳な
どの関連教科から構成される家庭生活学習として金銭管理を実施している学校などがあ
った。ほかに職業や進路学習、あるいは家庭科での取り組みもあり、チームティーチング
が求められる特別支援学校における知的障害教育の専門性がうかがえた。
以上について詳しくは拙著※でとりまとめたところだが、ここでは東京家政学院大学
若手研究者研究費助成を得て実施した「要支援消費者の家計管理の支援と教育に関する
研究」のうち、
「特別支援学校における金銭管理の教育と支援に関する情報交換会」で配
布した資料を紹介したい。
※関連論文等
小野由美子「特別支援学校における家計管理に関わる教育支援の現状と課題」日本消費
者教育学会『消費者教育』第 36 冊、2016 年
小野由美子「特別支援学校の教員を対象にした家計管理の支援と教育に関する聞き取り
調査」東京家政学院大学『紀要』
、第 56 号、2016 年

情報交換会の様子
（2016 年 1 月 5 日）
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特別支援学校における
金銭管理の教育と支援に関する
情報交換会
小野 由美子
東京家政学院大学 若手研究者研究費助成事業
2016年1月5日

趣旨説明
• 問題関心
• これまでの経緯
①多重債務者問題からみた社会福祉のあり方研究会
（おたふくけん） http://www.otafukuken.org/
②セミナー「特別支援学校における金銭管理教育を考える」開催
（2014年1月6日）
③報告書「上手に使って豊かな暮らし
―知的障害者の金銭管理支援のために―」（2010年7月）
• 本日の配布資料 ※紹介 神奈川県「こんなときどうすれば!?」

調査報告
• 特別支援学校における知的障害
者と家計管理支援のあり方につい
て検討するため、調査票を用いた
郵送調査を実施。
• 2015年2～3月に、関東地方（東京
都、神奈川県、埼玉県、千葉県、
茨城県、栃木県、群馬県）にある
特別支援学校275校の進路指導
並びに家庭科の担当教員に協力
を依頼。173校（回収率62.9%）、
213名が協力。
• あわせてヒアリングも実施（4名）
3
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基本属性
• 213人中、男性34.3％、女性65.3％
• 担当科目は家庭科36.2％、進路指導34.3％、
その他（家庭科と進路指導が重なる場合を含む）28.2％
• 平均年齢 46.2歳（24歳～61歳） 在職年数 19.3年（1年～38年）
• 所属学校は、初等部5.2％、中等部14.6％、高等部72.8％、その他（院
内学級など）6.1％
• 回答のあった特別支援学校の97.2％に、知的障害のある生徒が在籍
4

生活とお金に関する授業や講座
• 生活とお金に関する授業や講座の必要性
「強く感じる」
61.5％
「実感することもある」
33.8％
「あまり感じない」
3.3％
• 「強く感じる」割合は、高等部で66.7％と比較的高い
（初等部36.4％、中等部43.3％）。

5
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生活とお金に関する授業や講座
必要性を「強く感じる」あるいは
「実感することもある」場面（複数回答）
当事者との普段の関わりで
保護者との関わりで
卒業生との関わりで
その他

89.2％
60.1％
47.8％
19.2％

●自由記述欄
「生活の中で、お金を使う経験が少ない。
お金をあるだけ使ってしまう」等

抽出語
お金
生活
生徒
必要
使う
学習
感じる
管理
卒業
買物
給料
使い方
場面

主な抽出語
出現回数 抽出語
24 考える
17 自立
13 就労
10 多い
9 保護
8 給与
8 仕事
8 授業
8 将来
7 家計
6 金銭
6 計算
6 支援

出現回数
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
6

必要性を「強く感じる」
あるいは
「実感することもある」
場面

学校生活
就業

家庭環境
②

• 学校生活
• 家庭環境
• 卒業生
• 就業

卒業生

家庭環境
①
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お金に関する授業等の実施
• お金に関する授業や支援を90.6％の教員が実施。
• 実施経験のない18人
適切な教材がないから
2人
必要性を感じないから
3人
他に優先する事があるから 6人
その他
13人
• 自由記述欄
【障害の重さ】「重度重複の生徒で、ひとりでお金を使ったり、管理することは
考えられない」等
【学校・担当授業の関係】「家庭科の授業がなく実施する時間が取れない」等
【生徒の事情】「虐待などのつらい体験をしている生徒が多く家庭には触れな
いようにしている」等
8

お金に関する授業等の実施
• 授業等の実施回数：
1～2回
17.3％
10回未満 40.1％
10回以上 42.6％
• 中等部で10回以上と回答した割合が59.1％と
比較的大きい。（初等部、高等部はともに40.0％）
• 科目（複数回答）：
家庭科
32.1％
進路学習
35.2％
生活単元学習※
43.5％
日常生活の指導の場面
39.4％
その他
49.2％

※生活単元学習

児童生徒の生活上の
課題処理や問題解決の
ための一連の目的活動
を組織的に経験すること
によって、自立的な生活
に必要な事柄を実際的・
総合的に学習する授業

9
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お金に関する授業等の実施
• 自由記述欄にあった
選択肢以外の教科等名

職業（16）
社会（10）
国語（8）
課題学習（8）
※教科名に関係ない「課題」が1つ

買物学習（7）
校外学習（5）
ホームルーム（3）

主な抽出語
抽出語 出現回数
抽出語 出現回数
数学
43
校外
7
学習
39
活動
6
職業
16
自立
6
生活
15
お金
5
買物
12
センター
5
社会
10
指導
5
消費
10
計算
4
課題
9
算数
4
授業
9
生徒
4
行う
8
内容
4
国語
8
10

自由記述欄に
記載された
選択肢以外の
教科等名

実践学習

家庭科

• 算数・数学、国語…
• 家庭科
• 進路学習
• 社会資源の活用：
消費生活センターの
出前講座（5）、他

進路

社会資源の
活用

算数・数学
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お金に関する授業等の実施
• 初等部と中等部では特に、家庭科や進路学習より
生活単元学習などでの教育支援の機会が多い。
• 今回の調査では、生活単元学習でのお金に関わる教材のニーズが
うかがえる結果。
生活単元学習の実施状況を中心に、
ヒアリング調査を実施

12

考察・今後の課題
• 今回の調査では、生活単元学習等、特別支援学校特
有のお金に関わる教材のニーズがうかがえる結果。
• 年齢や性別、学校の種類などでの実施状況の分析。
統計的な分析の検討
• 生活とお金に関する授業等を進めていく上で、障害の
種類や程度、生活経験に合わせた素材が求められて
いる。
自由記述欄のテキスト分析の可能性
• 特別支援学校は各校で規模や環境、在校生の事情も
大きく異なる。
情報交換会を実施して、ヒアリングを
重ねる
13

44

３.米国の障害者と経済的状況に関するレポート
小野 由美子
⑴ はじめに
東京家政学院大学若手研究者研究費助成を得て実施した「要支援消費者の家計管理
の支援と教育に関する研究」の一環で、研究手法と発表方法に関する情報収集のた
め、2015 年 11 月に米国を訪問した。
まず、所属している米国の金融教育に関する学会 AFCPE（Association for
Financial Counseling and Planning Education）の年次集会に参加する前に、当学会
の設立者の一人で、元米国家政学会会長でもあるアイオワ州立大学の Tahira K. Hira
名誉教授との研究打ち合わせをした。AFCPE の設立までの経緯や、関連研究の最新動
向や私自身の研究の方向性について助言を頂いた。あわせて、Jeroo Billimoria 氏
（CYFI）他、複数の関連領域の専門家の紹介を受けた。
⑵ AFCPE 年次総会 （フロリダ州ジャクソンビル）
AFCPE は金融に関わる計画と教育に関わる専門家の全米組織であり 1983 年に設立
された。専門家として大学のエクステンションサービスなどで働くことが可能となる
認定資格もあり、シンポジウムの前には 5 日間にわたる研修プログラムが実施されて
いた。
主な日程は下記のとおりである。
●Wednesday, November 18

●Friday,November20

2:00pm-3:30pm

8:00am-11:50am Breakout

Welcome General Session

12:00pm-2:45pm

3:30pm-4:45pm

Awards Lunch & General Session

Poster Session & Student Showcase
4:45pm-6:00pm General Session
6:30pm-8:00pm Documentary Viewing
●Thursday, November 19
9:30am-10:45am General Session
11:00am-4:05pm Breakout（分科会）
4:15pm-5:30pm General Session
5:30pm-6:30pm Cocktails & Networking
6:30pm-8:30pm Meet & Eat

会場から見えた夕方の風景
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今回の年次総会には 450 人ほどの参加者があり、その構成をみると Academia（大学
教員や研究者）
、Cooperative Extension（大学エクステンションサービス関係者）
、認
定資格を生かした仕事を探している人、軍（Military）や非営利団体関係者、個人事業
者というように幅が広く、大きく分けると教育関係者、研究者、実践者というところ
である。
軍の関係者が入っているのは、軍人とその家族は生活の基盤を移動する機会が多く
金銭管理にも困難を伴う。このような事情から、金融に関わるサービスを職域の福利
厚生の一環として実施しており、軍は AFCPE の大きなスポンサーにもなっている。
① 基調講演（General Session）
「研究から実践への架け橋 （Building
the Bridge from Research to Practice）
」
というテーマが掲げられ、この学会らし
く研究者と実践家の協働のあり方が議論
された。
なかでも、Lisa Servon 氏は経済包摂
（economic inclusion）についてペイデイ
ローン（次の給料を担保に高金利で貸し
付ける金融業者で、金利は数百％にもな
基調講演の様子

る）の実態を報告していた。

ペイデイローンについては私自身も 10 年ほど前に調べたことがあるが（国民生活セ
ンター『多重債務問題の現状と対応に関する調査研究』2006 年 5 章）
、その後、各州で
規制をする法律が成立していると聞いていたものの、借入先に制約のある所得の低い
消費者を取り巻く状況に大きな変化はないようであった。

Lisa Servon 氏 ペイデイローン関連文献
（The New School; Milano Graduates School of International Affairs, Management and
Urban Policy）
Are Banks Too Expensive to Use? - The New York Times, October 2014
The Post Office as Payday Lender? Return to Sender - The Wall Street Journal,
February 2014
What Good Are Payday Loans? - The New Yorker, February 2014
The High Cost, For the Poor, of Using a Bank - The New Yorker, October 2013
The Real Reason the Poor Go Without Bank Accounts - The Atlantic Cities, September
2013
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② ポスターセッション
成人を対象にした調査や実践の報告が多い。
例えば、退職者や離婚をすべきかどうか考えて
いる人、もう少し若い層だと大学生やミレニア
ル世代（1980 年前後から 2005 年ごろにかけて
生まれた世代）を対象にするなど、セグメント
は細かく明確である。興味があり立ち寄ったポ
スターに Practitioners and Researchers Work
Together: Addressing Financial Capability
Among Low-Income Families in the Rural
South（実践者と研究者の協働：南部地方の低
所得者における家計管理能力に関する取組み）
があり、デルタ州立大学（ミシシッピー州）の
発表者にお話を伺った。はじめにプロジェクト
の協力者の現状を調べ、講座に参加することで
家計管理に関する力を高めていく様子が確認

ポスター発表の例

されている。
関連して、ミネソタ州立大学のエクステンシ
ョンサービスが開発した「Dollar Works2」は、
家計管理に関わる確かなカリキュラムだと評
価を得ており、私も複数の学会参加者からその
評判を聞いた。アメリカの州立大学では州民へ
のサービスも教育と研究と同じくらい重要視
されており、中にはアイオワ州立大学のよう
に、家計や負債の相談をするファイナンシャル
カウンセリングクリニックを開設し、学生、大
学スタッフ、そして一般の州民に提供されてい
るところもある。

ポスターセッションの様子

③ 分科会
分科会は離婚や退職、投資、消費満足、金融の意思決定など、多岐にわたるテーマか
ら構成されていた。なかでも学費ローンの返済に着目した発表は実践者からの質問が
続出し、この報告者は今回の最優秀発表者として表彰されていた。
2013 年に私がアイオワ州立大学でヒアリングをした時、学費は 1 年間で 31,470 ド
ル（1 ドル 120 円の換算で 337.6 万円）だった。その内訳の試算として授業料 20,278
ドル、寮・食費 7,721 ドル、書籍など 1,041 ドルの計 29,040 ドルに、さらに生活費と
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して 2,430 ドルが加わる。学生の多くは政府や州、そし
て民間の奨学金や教育補助金（grant）、学費ローンを利
用しており、一般的にはまず政府や州の奨学金や教育補
助金を利用し、不足する部分を学費ローンで補う。アメ
リカの大学生の卒業時の負債平均は 29,000 ドル（1 ドル
120 円の換算で 348.0 万円）と報道されている。＊1 日本
と違い、学費ローンは学生自身が借りており、借入先が
複数である場合も多いことから計画的な返済に専門家の
手を借りることも少なくないようだ。
分科会を通しての感想になるが、発表者と顔を合わせ
る機会は学会参加の醍醐味であり、
「あなたがあの…」
という会話が、分科会の発表者と質問者との間で繰り広
げられていた場面に度々遭遇した。テンポの良い進行に、

分科会の様子

参加者はコーヒーを片手に耳を傾ける様子は米国の学会らしい印象を受けた。個人的
には、2016 年度に国際家政学会での口頭発表を控えているので、発表方法や質疑応答
の様子は大変参考になった。
④ 展示ブース
学会には関連する団体のブースが 18 ほど出て
いた。なかでも私のお目当ては、民間の団体で
ある National Disability Institute（全米障害者
協会：NDI）だった。私は以前、AFCPE と
NDI が共同実施した webinar（ネット経由のセ
ミナー）に参加していたので、今回はその担当
者に面会することができた。
NDI では 2015 年 4 月に「障害のある成人の
銀行の利用状況と金融行動―銀行を利用してい
ない世帯に関するアメリカ国勢調査局の全国調
査の知見から（Banking Status and Financial
Behaviors of Adults with Disabilities: Findings
from the FDIC National Survey of Unbanked
and Underbanked Households）」を報告してい
NDI の報告書など

る。

報告書「障害のある成人の銀行の利用状況と金融行動」では、制定から 25 年の区切
りを迎えたアメリカ障害者法（ADA）が、障害のあるすべて人に「経済的自立」を保障
しているものの、未だに多くの経済的困難と、金融包摂（financial inclusion）の障壁
に直面していることを指摘している。アメリカ国勢調査局が隔年で実施している調査
データを利用しており、一般勤労世帯で銀行口座を利用していないのは 18.4％である
のに対し、障害者世帯は 28.1％だという。また、リスクの高い代替的な金融サービス
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を 35.1％の一般勤労世帯が利用しているのに対して、障害者世帯は 46.7％と相対的に
高いことが明らかになっている。
本 調 査 は 知 的障 害 者 だけ に 着 目 し た分 析 を して い な い が 、著 者 の 一人 で ある
Katherine McDonald 氏が関連する論文を出しているので、これから検討したい。

NDI 障害者関連 報告書
Banking Status and Financial Behaviors of Adults with Disabilities: Findings from the
FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Households, 2015
Financial Capability of Adults with Disabilities Findings from the FINRA Investor
Education Foundation 2012 National Financial Capability Study, 2014
Katherine McDonald, PhD, FAIDD：知的障害者の調査
What Is Right? Ethics in Intellectual Disabilities Research
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Volume 9, Issue 1, pages 27–
39, March 2012
“We Want Respect”: Adults with Intellectual and Developmental Disabilities Address
Respect in Research"
American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities 117 (2012): 263-274.

（参考）Money Habitude$
右下にあるカードは、Syble Solomon 氏が考案したお金
に関する対話を促進するためのキットである。左下はその
ティーンズ版。68 枚のカードのうち 3 枚は取扱説明書
で、8 枚は 6 つの傾向を表す言葉の解説である。残るカー
ドには例えば「ニーズとウォンツの違いがわかる」と書か
れた裏面に「計画的（planning）
」とあり、説明文と傾向
が 1 枚の両面で示されている。上の冊子はガイドブックで
ある。オンライン版もある。
http://www.moneyhabitudes.com/

＊１

The high economic and social costs of student loan debt”
http://www.cnbc.com/2015/06/15/the-high-economic-and-social-costs-of-student-loandebt.html）
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第３章

参 考 情 報 編

１.関連図書

『新しい消費者教育:これからの消費生活を考える』
日本消費者教育学会関東支部(監修)
出版社：慶応義塾大学出版会
発行日：2016年2月29日
★10章「情報化社会と消費者」を小野が担当しました。大学の消費者教
育に関わる授業などのテキストに最適な一冊です。

『Q&A 生活保護利用ガイド -健康で文化的に生き抜くために』
山田 壮志郎 (著, 編集)
出版社：明石書店
発行日：2013年8月19日
★生活保護の基礎知識、収入や就労、住居、障害などの情報満載です。
現場ですぐに役立つQ&A集で、第7章の金銭管理については小野が担当
させて頂きました。
『知的障害・発達障害の人たちのための見てわかる社会生活ガイド集』
「見てわかる社会生活ガイド集」編集企画プロジェクト (編）
出版社：ジアース教育新社
発行日：2013年1月11日
★江國が製作メンバーの1人で、金銭管理に関わる個所を中心に執筆し
ました。豊富な事例や、「ひとり暮らし便利帳」「もしもストーリー」
など、学べる工夫が随所にあります。働く知的障害や発達障害のあるご
本人、ご家族、支援者の方々に大変役立つ内容です。

『知的障害者の生涯学習支援～いっしょに学び、ともに生きる～』
オープンカレッジ東京運営委員会 (編集)
発 行：社会福祉法人東京都社会福祉協議会
発行日：2010年10月1日
★平井が編集メンバーの1人で、「オープンカレッジ東京」の実践を
ベースに講座案や運営方法が紹介され、学習教材が収められたCD-ROM
は大変役立ちます。
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『やってみよう! 自立支援ワークブック』
菅野 敦 (監修), 東京都特別支援学校就業促進協議会,社会福祉法人東
京都社会福祉協議会 (編）
出版社: 角川学芸出版
発行日：2009年7月11日
★江國が製作メンバーの1人で、シートに記入をしながら「学ぶ・楽し
む」「くらす」「かかわる」に関する事柄を確認できます。金銭管理に
ついても学べます。
『やりくりべたのための家計管理術レッスン』
ライフマネー研究会 (編集), 島貫 正人 鈴木 佳江 (著)
発 行：ライフマネー研究会
発行日：2007年6月5日
★島貫と鈴木が生活困窮者向け家計管理研修のテキストとして製作しま
した。「現状を知る」→「改善プランを立てる」→「封筒管理をマス
ターする」というように、ステップを踏みながら家計管理術を学習して
いきます。
『封筒7枚! かんたん家計管理術』
ライフマネー研究会 (編集), 島貫 正人 鈴木 佳江 (著)
出版社: PHP研究所
発行日：2009年4月4日
★島貫と鈴木が出版しました。「やりくりべたのための家計管理術レッ
スン」を一般消費者向けにアレンジした一冊です。

『社会人なら知っておきたい金融リテラシー』
西村 隆男 (著)
出版社: 祥伝社新書
発行日：2016年4月28日
★社会人として必須の「金融リテラシー（お金とのつきあい方に関する
知識やスキル）」が体系的に解説されています。大学での授業がベース
になっているので、お金に関わって何をどのように説明をしたらよいか
迷った際のヒントが詰まっています。
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２.行政による啓発資料

◆神奈川県消費生活課
◆2015 年 3 月発行
◆主に知的障害者（新たに社
会生活を始める若者）向け
に、スマートフォンやパソ
コンを媒体とすることが多
いトラブル事例とその対処
方法が紹介されています。

◆神奈川県消費生活課
◆2016 年 1 月発行
◆主に知的障害等のある中
学生向けに、今から身につ
けておくことが必要なお金
の使い方や貯金についてイ
ラストとともに説明されて
います。小野が作成にあた
り助言をしました。

◆消費者庁
◆平成 25 年度製作
◆高齢者や障害者の消費者
被害の未然防止や早期発見
には地域社会での見守りが
大切です。事業者、近所の人、
民生委員、ヘルパー、ケアマ
ネージャー、消費生活相談員
等が登場して、各々の役割り
が提案されています。小野が
検討委員会に参加しました。

◆東京都消費生活総合センター
◆平成 21 年度作成
◆特別支援学校の高等部の生徒を
対象にした内容で、イラスト入り
の重要事項や用語の解説がイラ
スト入りでわかりやすく表示さ
れます。小学生、中学生も楽しく
学べます。小野が作成検討会に参
加しました。
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◆神奈川県消費生活課
◆2016 年 3 月発行
◆図やイラストを多用して、複
雑なクレジットカードのしくみ
を易しく解説。一般消費者向け
だが、高校の授業にも使ってほ
しい内容です。河合が執筆しま
した。

◆東京都消費生活総合センター
◆平成 26 年度作成
◆高校の家庭科などの授業でク
レジットに関する知識と技術が
身につく Web 版教材です。教員
向けの指導者用資料（パワーポ
イント）と指導書（授業展開例・
ワークシート解答例付）に加え、
分割払い・リボ払い利息計算用
プログラム（エクセル）も利用
できます。小野が作成検討会に
参加しました。

３.その他の情報

～消費者トラブルを抱えたときの相談窓口～
■ 消費者ホットライン

☎ 188 （いやや！）

消費者ホットラインは、全国共通の電話番号（188）で、地方公共団体が設置してい
る消費生活センター（全国 763 か所、2014 年 4 月現在）の中から身近な消費生活相談
窓口を案内してくれます。なお、土日祝日で消費生活センター等が開所していない場合
には、国民生活センターを案内します。相談は無料ですが、相談窓口につながった時点
から通話料金が発生します。
＜相談例＞ ・消費者契約に関するトラブル
・悪質商法、訪問販売・通信販売等のトラブル
・製品・食品やサービスによる事故・情報提供 など
※ 消費者トラブルを抱えた場合の相談先としては消費者ホットラインの他に、違
法な高金利などの悪質商法では警察相談専用電話（＃9110）、判断能力が不十分
な方の日常的な金銭管理サービスと書類等の預かりサービスについては各市町
村の社会福祉協議会などがあります。
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４.ライフマネー研究会

＜沿革＞
■ 生活保護受給者向け家計管理プログラムの開発を目的として、2005 年 10 月に設立
した研究グループ。家計管理講座の講師等の実践活動を通じて“収入の範囲内での
ポジティブな節約生活”を提案。
■ 2008 年に研究会オリジナルの封筒管理術が家計防衛手法の一つとして新聞 2 紙（読
売・朝日）に紹介されたことをきっかけとして、翌年 4 月に PHP 研究所より書籍
『やりくりべたでも大丈夫！封筒 7 枚！かんたん家計管理術』を発行。
■ 2010 年よりおたふくけんと連携し、知的・発達障害者向けお金の管理方法に関す
る講座を実施。
＜活動内容＞
・ 家計管理手法等に関する調査・研究
・ 家計管理手法に関する研修会への講師派遣（知的・発達障害者、生活困窮者）
・ 消費生活相談員等の対人援助スキル向上に関する研修会への講師派遣
＜メンバー＞
・ 島貫 正人（代表）
ファイナンシャルプランナー、産業カウンセラー、心理相談員
・ 鈴木 佳江（主任講師）
専業主婦歴 13 年を経て、家庭科男女共修制の年から公立・私立の多くの高校で非
常勤講師として勤務。現役の主婦であると同時に現役の家庭科教師
＜著作＞
・ 「やりくりべたのための家計管理術レッスン」（2007 年 6 月）
・ 「封筒 7 枚！かんたん家計管理術」
（2009 年 4 月 ＰＨＰ研究所）
・ 初めての一人暮らしのためのリアル生活術（発達障害者向け家計管理研修用）
・ めざせかっこいいおとな（知的障害者向けお金の管理研修用）
＜ホームページ＞
http://members3.jcom.home.ne.jp/lifemoneyworkshop0605

＜連絡先＞
email ：lifemoneyworkshop0605@jcom.home.ne.jp
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あとがき
2010 年におたふくけんの報告書『上手に使って豊かな暮らし―知的障害者の金銭管理支
援のために―』を出してから 6 年が経ちました。定期的に研究会を開催しながら、ご依頼頂
く講座にそれぞれのメンバーが精一杯向き合ってきました。そのような中、知的障害者をめ
ぐる消費者教育の状況は変化をみせています。2011 年には障害者基本法が改正され、障害
者が消費者として保護されることが第 27 条に言及されています。消費者教育推進法でも、
地域における消費者教育の推進に関する第 13 条において、高齢者や障害者等に対する消費
者教育が適切に行われるために福祉関係者への研修の実施、情報の提供などが求められて
います。私たちの取り組みで得た経験や知見がそうした場面の一助となることを心から願
っています。
おたふくけん代表 小野 由美子

【おたふくけんホームページのご紹介】
http://www.otafukuken.org

お問い合わせ

otafukuken@gmail.com
＜事務局＞
〒102-8341 東京都千代田区三番町22番地
東京家政学院大学 現代家政学科
小野研究室内
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上手に使って豊かなくらし
―働く軽度の知的障害者の金銭管理をサポートするために―
発
編

行

日

2016 年 7 月 31 日

集

多重債務者問題からみた社会福祉のあり方研究会
（おたふくけん）
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