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１．プロジェクトの目的 
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2 ②少子化プロジェクトについて（無関心層への啓発） 

   コミュニケーション 日本 プロジェクト 
～消費者が安心して、安全で豊かな消費生活を営む事の出来る社会を実現するプロジェクト～ 

プロジェクト名 

　消費者教育を通じて「消費者が自ら考え行動する」 
自立した消費者を育成する。また、消費者生活に関する問題は 
自分だけでなく社会全体の問題とする消費者市民社会を形成し、 
官民一体でコミュニケーションの力を使い、消費者が安心して 

安全で豊かな消費生活を営む事の出来る社会を実現する。 

プロジェクトの目的 

本プロジェクトに賛同する企業・行政・民間団体や　 
既にこの問題に取組んでいる企業・行政・民間団体をコミュニティー化し 
モデルケースを取り上げ、官民一体で啓発活動を継続的に行い推進する。 

また、年１回アワードを実施して賛同会員（企業・行政・民間団体）の取組み
を促進し情報を共有する。 

プロジェクトの推進方法 
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２．運営体制 
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4 本プロジェクトの運営体制 

政府担当省庁 
（消費者庁） 

学識者 

有識者 

弁護士 
社会課題の啓発の広がり 

 
　　・ メディア、ホームページ、見守りハガキ、ポスター等を用いた啓発活動　　　　 
　　・ 日々の活動やイベント等を通じた啓発活動 
　　・ 見守り隊を増やすきっかけとなる啓発活動 

企業 
賛同会員 

行政 
賛同会員 

民間団体 
賛同会員 

 
本プロジェクト 

総合運営事務局 
JEC 
 

実行委員会 

官民一体の実行委員会 

生活者 
 
 

　国民（見守り隊） 

更なる意識改善 更なる意識改善 

国民の声の集約 
委員会へのフィードバック 

著名人 

計7人～10人程 

活動家 

＊行政・民間団体の賛同会費は無料	
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行政首長経験者 

プロジェクトの運営に必要な
費用は、企業からの賛同会
費及び賛同会員と実施する	
啓発活動連携費用を頂き、活
動費（運営費）に充当し賛同
会員と一緒に活動を広げてい
きます。	
 



5 実行委員会メンバーの選定

プロジェクト実行委員会メンバー

    （著名人）　     夏野 剛 ：　　 実行委員長

　実行委員

（政府担当省庁）　   金子 浩之 ： 

（弁護士）　      矢嶋 雅子 ： 

（活動家）  　    甲田 恵子 ： 
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    （活動家）      八木 宏一郎 ： 

（有識者）　   古谷 由紀子 ：　 

（行政首長経験者)  海老根 靖典 ： 

慶応義塾大学大学院  
 政策・メディア研究科　特別招聘教授 

前神奈川県藤沢市長 
大樹グループ代表取締役社長 

消費者庁　消費者教育・地方協力課　課長 

株式会社AsMama 代表取締役・CEO 

サステナビリティ消費者会議（CCFS）代表 
(公社)日本消費生活アドバイザー・ 
コンサルタント・相談員協会（NACS）常任顧問 
 

株式会社ゼロイチフィクサーズ　代表取締役 

西村あさひ法律事務所　弁護士 

　（実行委員氏名50音順）（2016年9月23日現在）	
 



３．プロジェクトの５つの推進方法	  
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7 
プロジェクトの５つの推進方法	

　　　	①賛同会員（企業・行政・民間団体）との官民一体の啓発活動	

②啓発に強い場所での官民一体の参加型イベント活動	

③各省庁や地方自治体との連携啓発活動	

④WEBサイト企画を利用した啓発活動	

⑤年１回のアワード実施による啓発活動	

　　　　　　　強みを活かした５つの啓発方法にて 
　　 無関心層への啓発を継続的に実施致します。 
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8	

①賛同会員（企業・行政・民間団体）との 
　　官民一体の啓発活動について	



9 　　　　推進方法①　 賛同会員との官民一体の啓発活動　	

賛同会員の取組例－【日々の活動＋啓発活動】	

大手スーパー　I社	

大手小売り店　K社	

大手ファストフード店　M社	

NPO団体	

大手コーヒーチェーン店　S社	

全店の売り場・休憩ｽﾍﾟｰｽでサイン掲出	 直営店舗で、給水機を設置	

全店のレジ裏や飲料売場でサイン掲出	 チラシの配布やポスター掲示	

店舗でポスターによって啓発	

地方自治体	 

	
夏のすべてのお祭り
でイベントを開催。涼
太郎入りのオリジナ
ルウチワの配布や、
効き水を実施。	
外国人観光客にも啓
発。	

　　　　　　　プロジェクトの賛同会員と一緒に 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（企業・行政・民間団体） 
 
共通のロゴマークや啓発ツールを使った啓発活動 

9	

＊熱中症予防声かけプロジェクト例。 



10 

企業事例 

各参加型イベントで 
声かけを通じた啓発！ 

商品販売活動を
通じた、店頭等
での啓発活動！ 

対面営業のシーンで！ 

＊熱中症予防声かけプロジェクト例。 

10	　　　　推進方法①　 賛同会員との官民一体の啓発活動　	
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行政・民間団体事例 

民間団体が実施するイベントで啓発！ 

全国の地域で自治体
の強みを活かした、
工夫を凝らした啓発！ 

市長自ら
が啓発！

 

地元メデ
ィアに取

り上げら
れてい

ます！ 
農林水産

省× 

PJ×行政
の事例！

 

＊熱中症予防声かけプロジェクト例。 

11	　　　　推進方法①　 賛同会員との官民一体の啓発活動　	



12 
12	推進方法①官民一体で実施する見守りハガキ活動について　	

⾒見見守りハガキができた背景について
2015年年度度の消費者被害トラブル額の推定結果は

なんと約6.6兆円
この数字は⽇日本のGDP（506兆円）の

 　

1％
 　

を超える額



消費者トラブルの中でも最も注⽬目されている特殊詐欺問題
消費者被害の中でも特殊詐欺被害トラブル額は減ってはいるものの

約482億円（振込詐欺393.7億・特殊詐欺88.3億）もあります。

※警視庁調べ

消費者被害トラブルのスムースな解決や特殊詐欺を減らす

⾼高齢者やファミリー層に親しみがある

分かりやすい解決⼿手段はないだろうか？？

13	推進方法①官民一体で実施する見守りハガキ活動について　	



そんな中、⽣生まれた家族間の
コミュニケーションツールが

だけど⾒見見守りハガキはどうやって配布するの？

⾒見見守りハガキです。
※「⾒見見守りハガキ」は商標登録出願中です	

最初に見守りハガキの	  
使い方を	  

実際のハガキを使って	  
具体的に説明	  

させて頂きます。	

	  
見守りハガキでの	  

家族間コミュニケーション
を通じて	  

消費者トラブルのスムースな
解決策の周知になります	  

（188番号の周知）	  
	

14	推進方法①官民一体で実施する見守りハガキ活動について　	



①⾃自治体が⾒見見守りハガキを無料料配布

②企業団体の様々な「場」で⾒見見守りハガキを配布

⾒見見守りハガキの配布⽅方法には下記の２つのパターンがあります！

■⾃自治体施設 ■イベント ■講習会・検診

■商談時 ■リアル店舗 ■商品同梱物 ■職場

15	推進方法①官民一体で実施する見守りハガキ活動について　	



©  2016  コミュニケーション⽇日本プロジェクト事務局

⾃自治体が⾒見見守りハガキを配布してくれる理理由は？

⽇日々、地域の住⺠民と接する機会が多い⾃自治体職員や関係者の皆様にとって

地域の住⺠民の安全の“具体的な解決を実現”出来る
「⾒見見守りハガキ」は地域住⺠民の満⾜足度度をあげる有効的な⼿手段の為、

地域住⺠民と接する、様々な「場」で積極的に配布してくれます。

どんな「場」で⾃自治体さんは配布してくれるの？

予防
検診	

地域	  
イベント	

役所
の窓口	

地域の	  
見守り隊	

保健所	

子育て支
援センター	

小学校	  
中学校	

16	推進方法①官民一体で実施する見守りハガキ活動について　	



17	

②啓発に強い場所での官民一体の 
　　参加型イベント活動について	



18 

巣鴨地蔵通り商店街広場 
渋谷ハチ公前広場　　大阪道頓堀戎橋 

大手のショッピングモールや主要都市にて 
継続的に官民一体イベントを開催致します。	

 推進方法②啓発に強い場所での官民一体の参加型イベント活動	

会員である、様々な企業・行政・民間団体とコラボレーション 
をして、上記の啓発に強い場所にて官民一体の 
国民参加型イベントを継続的に実施して啓発。 

18	



19 

啓発に強い「場」で国民参加型イベントを実施し 
メディアと連携して啓発イベントを実施致します。 

 推進方法②啓発に強い場所での官民一体の参加型イベント活動	 19	



20 

那覇市保健所	
四万十市	

福岡市	

大阪市	  
健康局	

四日市市	  
消防本部	

浜松市	

岐阜県多治見市	

茅ヶ崎市	

千代田区	

渋谷区	

館林市	

埼玉県熊谷市	

新潟市	

京都市役所	

西宮市保健所	

行政との連携施策①－２

【メディア掲載一覧】	
・渋谷区メイン会場「読売新聞」（７月２日）	
・　　　〃　　　　　　　「産経新聞」（７月２日）	
・岐阜県多治見市「毎日新聞」 （７月２日）	
・埼玉県熊谷市「読売新聞　埼玉版」 （７月２日）	
・四万十市「YOMIURI ONLINE」（７月２日）	
・那覇市保健所「NHK沖縄」（７月１日）	
・　　　〃　　　　　「琉球放送」（７月１日・２日）	
・　　　〃　　　　　「琉球新報」（７月２日）	
・西宮市保健所「神戸新聞」 （７月２日）	
・　　　〃　　　　　「サンテレビ」 （７月９日） 
・浜松市「静岡新聞」 （７月２日）	
・　　　〃　　　　　「静岡放送」 （７月１日）	

▲H27.7.1　静岡放送	
イブアイニュース	

▲ H27.7.1 NHK沖縄：	
夕方、夜２回放送	

▲H27.7.2	
読売新聞　	
埼玉版	

　　　全国自治体・関連省庁・賛同企業との	
見守りハガキイベントの実施（11月〜）　　	

熱中症予防声かけ出陣式例 

20	 推進方法②啓発に強い場所での官民一体の参加型イベント活動	
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③各省庁や地方自治体との	
連携啓発活動について	



22 行政との連携施策④	　　　推進方法③　各省庁や地方自治体との連携啓発活動	

各省庁や地方自治体と連携した 
それぞれの強みを活かした啓発活動例 

国土交通省との連携 
鉄道１０６社でポスター掲示 

農林水産省との連携 
全国のＪＡにポスター掲示 

地方自治体との連携 
コラボした新聞を製作し配布 

熱中症予防声かけプロジェクト例 
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専用ポスター等の啓発グッズ無料配布 



23 行政との連携施策④	　　　推進方法③　各省庁や地方自治体との連携啓発活動	

地方自治体と地元企業が連携した地域一体型の啓発活動 
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例）見守りハガキ右側に 
自治体のPRスペースを設けます 

地元企業と連携して 
「各地方自治体版 見守りハガキ」 

を作成し 
地域住民に対して無料で提供。 

自治体の強みを活かして 
例えば・・・ 

　・地元の見守り隊が高齢者に 
　・無料検診の際にファミリー層に 
様々なシーンで地元自治体から市民
に配布をする事も可能です。 

総務省に後援を頂いている 
プロジェクト施策として 

地方自治体に案内を出します。 
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＊平成２８年９月８日現在	

北海道：３７	

青森県：１３ 
岩手県：８ 
宮城県：２５ 
秋田県：６ 
山形県：１４ 
福島県：２２ 
（小計：８８） 

新潟県：１１ 
富山県：９ 
石川県：８ 
福井県：３ 
山梨県：１４ 
長野県：１７ 
岐阜県：１４ 
静岡県：１９ 
愛知県：４３ 
（小計： 
  １３８）	

茨城県：１７ 
栃木県：１４ 
群馬県：１６ 
埼玉県：３２ 
千葉県：３８ 
東京都：４２ 
神奈川県：３３ 
（小計：１９２）	

三重県：１５ 
滋賀県：７ 
京都府：１０ 
大阪府：３６ 
兵庫県：２３ 
奈良県：１７ 
和歌山県：１１ 
（小計： 
　１１９）	

鳥取県：４ 
島根県：５ 
岡山県：１９ 
広島県：１３ 
山口県：６ 
（小計：４７） 

福岡県：２８ 
佐賀県：７ 
長崎県：７ 
熊本県：１３ 
大分県：１３ 
宮崎県：１２ 
鹿児島県：１３ 
沖縄県：１４ 
（小計：１０７） 

徳島県：１１ 
香川県：７ 
愛媛県：５ 
高知県：７ 
（小計：３０） 

大阪市各区役所、市役所各部署、 
美容所、市内薬局、公衆浴場、 
地下鉄主要22駅にポスター掲示 

茨城県 
農業機械・ 
生産資材 
展示会で、啓発！	

北海道赤平市 
保健師活動車 
にマグネット	

世田谷区 
温度計付き 
シートと 
地区別の 
涼風MAP	

西宮市　 
全国高校野球 
選手権大会時の 
イベントに 
後援・参加！ 

官民連携で千代田区内に 
ひと涼みスポット開設！ 
千代田区版熱強新聞も配布！	

７月１日出陣式イベントで
は浜松市長が掛け声を！	

鳥取県の 
TVCM内の 
ウチワの 
絵柄に涼太郎！	

四日市市消防本部 
講習会等で 
オリジナルグッズ配布	

京都市祇園祭で
のイベントの様子	

左）那覇市長メッセージ動画 
右）職員手作り紙バッジ	

福岡市 
７月１日に 
ダブルイベント	

24	　　　推進方法③　各省庁や地方自治体との連携啓発活動	

全国４７都道府県、合計９５９の地方自治体と 
　　　　　本プロジェクトで連携いたします。	



25	

啓発ツールは、各自治体の保健課に案内＆無料で配布します。	
講習会やイベントなど、自治体職員による啓発の中で、活用されます。	

ü  健康づくり推進	
ü  乳幼児健診	
ü  予防接種	
ü  子育て支援	
ü  妊娠・出産・育児	
ü  保健所	
ü  介護	
ü  食品衛生	
　　　　　　　　　など・・・	

＜保健課の主な担当業務＞ ＜啓発ツールの活用事例＞

ü  自治体主催の健康イベントや講習会での啓発に利用	
ü  保育園や小学校で、子どもたちに配布	
ü  子育て支援センターや健診会場で、保護者に配布	
ü  高齢者世帯への戸別訪問の際に配布　　　　など・・・	

　　　推進方法③　各省庁や地方自治体との連携啓発活動	



26	

④WEBサイトを利用した 
啓発活動について	



27 　　　推進方法④　WEBを利用した啓発活動	

消費者庁・国民生活センターサイトや 
金融庁・警視庁等の既存情報サイトと

連携をして情報を発進　 

最初は見守りハガキ施策をメインに 
サイトを構築します。 

その他、賛同会員企業サイトや 
民間の主要サイトとも積極的に連携を 

して情報を発進する事により 
無関心層に啓発が出来、 

見守り隊を増やす場を増やします。 

地域のセミナー等の情報もサイトで　
告知また、見守り隊の日々の活動を　
紹介するＳＮＳとも連携を図ります。　 

27	

ドメインは　cjpj.jp 
検索対策の為、9月中からオープン致します。 
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ファミリー層等の見守り隊予備軍に向けての啓発に 
有効なWEBメディア等とのサイト連携 

＊熱中症予防声かけプロジェクト連携例。 

省庁や警察が持っている既コンテンツと　
連携した情報発信をママ世代に啓発 

28	

ママスタジアム　【月間利用者：350万人】 
日本最大級のママ向け[コミュニティメディア。 
育児や家族、ママ友についての相談や、話題のニュース
などについて、毎日2万件ほどの投稿があり、ママ達が活発
に  意見交換しています。月間1億PVを超える人気メディア。 

　　　啓発方法④　WEBサイトを利用した啓発活動	



29 行政との連携施策④	

携帯会社の既存人気アプリと連携して 
気象情報などの必要な情報と一緒に情報の発信 

例えば、日々必要な気象情報やインフルエンザ情報の　　
アプリと連動して見守り世代に詐欺情報を提供。 
 
そうする事で既に実施している地域に特化した被害情報
などを見守り世代が伝道者になって高齢者に伝達が可能
になります。 

29	　　　啓発方法④　ホームページやアプリを利用した啓発活動	



30	

⑤年１回のアワード実施による 
推進活動について	



31 啓発方法⑤　　年一回のアワードによる啓発推進活動	

賛同会員である企業・行政・民間団体の 
優秀な取組みをプロジェクトが表彰する事により 

　　啓発活動の活性化に繋がります。 
612件の申し込み総数の中から合計85社(団体）が受賞

熱中症予防声かけプロジェクトの場合 

31	



32 

・賛同会員（企業・行政・民間団体）の取組みを共有する「場」の設定 
・褒められる事による賛同会員の啓発活動の促進 
・アワードパブリシティーでの啓発活動の促進 

32	

省庁のロゴは賞状に入れるが 
アワードの主体は実行委員会になります。 

各省庁の特別賞 
なども啓発促進に 
繋がります。 

啓発方法⑤　　年一回のアワードによる啓発推進活動	






