
都道府県

北海道

青森県

 都道府県における消費者教育推進地域協議会の設置状況及び概要

委員の属性 肩書き

消費者

消費者

消費者

消費者団体

消費者

消費者団体

消費者団体

公募

（一社）北海道消費者協会　会長

北海道生活協同組合連合会　専務理事

学識経験者

学識経験者

学識経験者

事業者団体

事業者団体

消費者団体

税理士

北海道大学大学院法学研究科　教授

弁護士

青森県消費者教育推進地域協議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年７月10日以降、４回開催（年次・半期など定期的に開催）

消費者

北海道消費生活審議会　（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年10月25日以降、７回開催（その他）

日本貸金業協会北海道地区協議会　会長

北海道商工会連合会　総務部長

（一社）北海道市場協会　副会長

北海道千歳北陽高等学校　校長

北海道女性団体連絡協議会　常任理事

事業者団体

教育関係者

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者

公募（青森市働く女性の家「アコール」事業主任）

公募（日本ＦＰ協会青森支部副支部長）

青森県地域婦人団体連合会副会長

青森県生活協同組合連合会　常務理事

北海学園大学法学部　専任講師

公募

公募

北海道教育大学釧路校　教授

委員の属性 肩書き

（平成30年３月に消費者庁において実施した調査を基に作成）

〇〇県民生活センター　部長

学識経験者 〇〇大学教授

【備考】
基本的に、平成29年末時点の情報をもとに作成（平成30年３月に調査を実施）。その後、改選・変更があった場合については、個別にその旨を記
載。また、平成31年１月時点までに肩書に変更があった場合は、反映。

「設置に係る特徴」は、「単独組織として新規に設置」、「既存の別会議が兼ねる形式」、「既存会議の下に新規に設置（部会、分科会等）」、「その他」
からの選択式。

「開催頻度・パターン」は、「年次・半期など定期的に開催」、「推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催」、「不定期に開催」、「その他」から
の選択式。

「属性」は、「消費者」、「消費者団体」、「事業者」、「事業者団体」、「教育関係者」、「その他の関係団体」、「学識経験者」、「関係行政機関の職員」か
ら選択。

属性と肩書きの対応関係については、原則として、各地方公共団体の回答に基づき記載。
そのため、例えば「弁護士」を構成員としている地方公共団体のうち、属性を「その他の関係団体」としている場合と「学識経験者」としている場合と
が存在。
ただし、一部、消費者庁において整理を加えている。

協議会の正式名称　（設置に係る特徴）
第１回会合の開催年月日、以降の開催回数（開催頻度・パターン）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 〇〇協会　会長

事業者 ㈱〇〇　マネージャー

事業者団体 〇〇商工会連合会　副会長

教育関係者 〇〇高等学校校長

その他の関係団体 〇〇弁護士会　消費者委員会委員

関係行政機関の職員
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岩手県

宮城県

事業者団体

事業者団体

事業者団体

事業者団体

事業者団体

教育関係者

学識経験者

学識経験者

消費者

教育関係者

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者

学識経験者

消費者団体

青森県中小企業団体中央会　専務理事

青森商工会議所女性会　副会長

青森県中学校長会　副会長

青森県高等学校長協会家庭部会長

青森県金融広報委員会　常任幹事

特定非営利活動法人青森県消費者協会　理事

青森県漁業協同組合連合会　専務理事

青森県商工会女性部連合会　副会長

青森県石油商業組合　副理事長

全国農業協同組合連合会青森県本部　副本部長

町長

公募

公募

消費者団体

消費者団体連絡協議会　事務局長

関係行政機関の職員

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者

学識経験者

関係行政機関の職員

事業者団体

事業者団体

事業者団体

事業者団体

教育関係者

事業者団体

青森県生活研究グループ連絡協議会　会長

学校生活協同組合　執行役員管理部長

地域婦人団体協議会　理事

青森公立大学経営経済学部教授

弁護士

青森大学総合経営学部　教授

弘前大学人文社会科学部　准教授

消費生活アドバイザー

岩手県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年４月21日以降、７回開催（年次・半期など定期的に開催）

消費者団体

消費者団体

消費者団体

消費者

JA県女性組織協議会　副会長

商工会議所　議員

校長

市長

消費者団体

消費者団体

消費者団体

宮城県消費者団体連絡協議会　副会長

宮城県社会福祉士会　理事

宮城県地域婦人団体連絡協議会　副会長

宮城県生活学校連絡協議会　常任幹事

宮城県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年７月24日以降、７回開催（特定の時期に集中的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年７月の変更を反映

民生委員児童委員協議会　副会長

弁護士

弁護士

准教授

東北電力株式会社宮城支店部長（広報担当）

仙台商工会議所　中小企業支援部長

JAみやぎ女性組織協議会　副会長

利府町立青山小学校長

教育関係者

消費者団体

事業者

事業者団体

事業者団体

教育関係者

委員の属性 肩書き

委員の属性 肩書き

宮城県松山高等学校長

宮城県生活協同組合連合会　専務理事

商工会連合会　副会長

県漁協女性部連絡協議会　副会長

消費者団体
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秋田県

山形県

福島県

秋田県消費者教育推進計画の策定（平成27年３月）のため、委員を委嘱したものの、期限を平成27年３月31日までと定めていたことから、平成29年
度末において、委員は不存在。
今後、計画の改定などの際には、改めて要綱を作成し、新たに委員を委嘱することとなる予定。

公募

公募

福島県生活協同組合連合会　専務理事

福島県消費者団体連絡協議会　役員

財団法人福島県婦人団体連合会　理事

株式会社ヨークベニマル　常務執行役員

福島県商工会連合会　専務理事

JA福島女性部協議会長

福島県生活衛生同業組合連絡協議会

福島商工会議所女性会連合会監事

福島市立松陵中学校長

福島県立川俣高等学校長

福島県社会福祉協議会 事務局次長（兼）地域福祉課長

福島県民生児童委員協議会　副会長

会津大学短期大学部　講師

福島大学　教授

いわき明星大学　教授

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者

学識経験者

消費者

消費者

消費者団体

消費者団体

消費者団体

事業者

事業者団体

事業者団体

福島県消費者教育推進地域協議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年２月６日以降、６回開催（年次・半期など定期的に開催）　　　※下記委員構成は、平成30年７月の変更を反映

事業者団体

事業者団体

教育関係者

教育関係者

その他の関係団体

公募

事業者団体

事業者団体

教育関係者

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者

関係行政機関の職員

県消費生活団体連絡協議会　会長

大蔵村婦人会消費者団体部会　会長

（株）ヤマザワ　お客様サービスマネージャー

県商工会議所女性会連合会　会長

県JA女性組織協議会　副会長

県商工会女性部連合会　会長

県銀行協会　常務理事

元教員

南沼原地域包括支援センター長

学識経験者

山形大学人文学部　准教授

弁護士

弁護士

元山形市生活情報センター所長

弁護士学識経験者

学識経験者

学識経験者

公募

県生活協同組合連合会　専務理事

消費者団体

事業者

事業者団体

事業者団体

委員の属性 肩書き

委員の属性 肩書き

東北経済産業局産業部消費経済課長

消費者

消費者

消費者団体

消費者団体

尚絅学院大学総合人間科学部現代社会学科教授

東北学院大学経済学部共生社会経済学科教授

東北大学大学院法学研究科教授

関係行政機関の職員

学識経験者

秋田県消費者教育推進地域協議会（単独組織として新規に設置）
平成26年７月29日以降、３回開催（特定の時期に集中的に開催）

山形県消費者教育推進協議会（既存の別会議で兼ねる形式）
平成25年９月13日以降、９回開催（年次・半期など定期的に開催）
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茨城県

栃木県

群馬県

公募（NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会事務局長）

公募（行政書士）

公募（消費生活専門相談員）

公募（団体職員）

群馬県生活協同組合連合会副会長理事

群馬県消費者団体連絡会幹事

消費者

県立高等学校長

消費者

消費者

消費者

消費者団体

消費者団体

教育関係者

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

委員の属性

栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会理事

宇都宮大学教育学部　教授

（株）下野新聞社編集局くらし文化部部長代理

弁護士

栃木県議会議員

学識経験者 白鷗大学経営学部教授

茨城大学工学部　准教授

消費者

消費者団体

消費者団体

事業者団体

事業者団体

事業者団体

事業者団体

公募

栃木県市町村消費者団体連絡協議会　事務局長

栃木県地域婦人連絡協議会

（一社）栃木県食品産業協会　副会長

栃木県生活衛生同業組合協議会理事

（一社）栃木県商工会議所連合会常務理事兼事務局長

（一社）栃木県銀行協会　専務理事

栃木県消費生活安定対策審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成28年２月１日以降、３回開催（年次・半期など定期的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年５月までの変更を反映

群馬県消費者教育推進地域協議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年９月11日以降、３回開催（年次・半期など定期的に開催）

事業者団体

教育関係者

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

主婦

主婦

茨城県消費者団体連絡会会長

茨城県生活協同組合連合会会長理事

（有）ファイブローズ取締役

水戸商工会議所常議員

全国農業協同組合連合会茨城県本部長

大洗町商工会工業部会委員

前古河商工会議所副会長

中川学園調理技術専門学校　校長

日本労働組合総連合会茨城県連合会　事務局長

弁護士

弁護士

茨城大学人文社会科学部　教授

茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科　教授

学識経験者

消費者団体

消費者団体

事業者

事業者団体

事業者団体

事業者団体

学識経験者

学識経験者

弁護士

弁護士

司法書士

消費者

消費者

消費者

学識経験者

茨城県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年９月13日以降、８回開催（年次・半期など定期的に開催）

主婦

委員の属性 肩書き

委員の属性 肩書き

肩書き
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埼玉県

千葉県

東京都

事業者団体

事業者団体

教育関係者

その他の関係団体

学識経験者

群馬県くらしの会連絡協議会会計

株式会社上毛新聞社経理局経理部次長

群馬県商工会女性部連合会副会長

群馬女将の会副会長

群馬県農業協同組合中央会専務理事

群馬県高等学校教育研究会家庭部会副部会長

日本銀行前橋支店長

弁護士

学識経験者 群馬大学教育学部　准教授

消費者団体

事業者

千葉県消費者行政審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年７月15日以降、４回開催（年次・半期など定期的に開催）　※下記委員構成は、平成30年７月の変更を反映

埼玉県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年11月24日以降、７回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 埼玉県生活協同組合連合会事務局長

消費者団体 埼玉県消費生活コンサルタントの会元副代表

消費者団体 新日本婦人の会所沢支部長

消費者団体 さいたま市消費者団体連絡会代表

事業者団体 日本チェーンストア協会関東支部参与

事業者団体

委員の属性 肩書き

消費者団体 千葉県連合婦人会書記

消費者団体 消費者団体千葉県連絡会事務局長

消費者団体 松戸市消費者の会会長

消費者団体 （一社）千葉県労働者福祉協議会理事

事業者団体 日本チェーンストア協会 関東支部参与（イオンリテール㈱お客様サービス部部長）

学識経験者 大学教授

学識経験者 弁護士

事業者団体 埼玉県商工会議所女性会連合会会長

事業者団体 埼玉県商工会連合会事務局長

事業者団体 全国農業協同組合連合会埼玉県本部副本部長

学識経験者 弁護士

学識経験者 弁護士

学識経験者 弁護士

学識経験者 埼玉大学教育学部准教授

学識経験者 日本女子大学家政学部通信教育課程特任教授

学識経験者 弁護士

東京都消費者教育推進協議会（既存会議の下に新規に設置）
平成25年６月21日以降、10回以上開催（年次・半期など定期的に開催）

事業者団体 全国農業協同組合連合会千葉県本部　県本部長

事業者団体 （公社）日本訪問販売協会　常務理事・事務局長

事業者団体 市原商工会議所　専務理事

学識経験者 大学教授

委員の属性 肩書き

消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事

事業者団体 東京商工会議所理事・産業政策第二部長

教育関係者 公益財団法人東京都私学財団事務局長

学識経験者 消費生活相談員
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神奈川県

新潟県

消費者 公募

消費者 公募

学識経験者 札幌学院大学　准教授

関係行政機関の職員 （新潟県市長会）加茂市長

関係行政機関の職員 （新潟県町村会）田上町長

学識経験者

学識経験者

学識経験者

学識経験者

弁護士

（株）新潟日報　取締役

新潟県立大学　准教授

新潟市消費生活センター相談員

事業者団体 アクシアルリテイリング株式会社取締役副社長

教育関係者 新潟県小学校長会　理事

教育関係者 新潟県中学校長会　会長

教育関係者 新潟県高等学校長協会　会長

学識経験者 新潟大学教職大学院　教授

消費者団体 神奈川県消費者団体連絡会事務局長

その他の関係団体 東京都金融広報委員会事務局長

学識経験者 千葉工業大学社会システム科学部教授

学識経験者 一般社団法人エシカル協会代表理事

その他の関係団体 東京都民生児童委員連合会常任協議員

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 （特非）神奈川県消費者の会連絡会理事

学識経験者 弁護士

神奈川県消費生活審議会（神奈川県消費者教育推進地域協議会）（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年９月３日以降、10回以上開催（特定の時期に集中的に開催）

事業者団体 （一社）神奈川県商工会議所連合会常務理事

事業者団体 （公社）消費者関連専門家会議執行役員

教育関係者 神奈川県立大船高等学校長

教育関係者 （一財）神奈川県私立中学高等学校協会理事（鎌倉女学院中学校・高等学校長）

その他の関係団体 神奈川県民生委員児童委員協議会副会長

学識経験者 明治学院大学法学部消費情報環境法学科教授

学識経験者 弁護士

学識経験者 日本女子大学家政学部家政経済学科教授

学識経験者 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

学識経験者 東京家政学院大学現代生活学部現代家政学科准教授

学識経験者 （株）浜銀総合研究所地域戦略研究部部長

学識経験者 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授

消費者団体 新潟県総合生活協同組合　理事

消費者団体 特定非営利活動法人新潟県消費者協会　会長

消費者団体 新潟県農山漁村女性交流協議会　副会長

事業者団体 新潟商工会議所女性会理事

事業者団体 新潟県商工会女性部連合会　会長

新潟県消費者教育推進地域協議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年３月24日以降、５回開催（年次・半期など定期的に開催）　　※平成31年１月時点において、公募委員は欠員

委員の属性 肩書き

消費者 公募

学識経験者 公益財団法人消費者教育支援センター総括主任研究員
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富山県

石川県

福井県

消費者団体 小浜市消費者協議会　会長

消費者団体 福井県消費者グループ連絡協議会　監事

消費者団体 越前市消費者グループ連絡協議会　役員

学識経験者 （株）北國新聞社論説委員

学識経験者 弁護士

学識経験者 金沢大学名誉教授、弁護士

消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年10月９日以降、５回開催（特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

事業者団体 （一社）金沢市中央市場運営協会会長

事業者団体 石川県酒造組合連合会会長

学識経験者 （株）中日新聞社北陸本社編集局長

学識経験者 金沢大学人間社会研究域学校教育系教授

学識経験者 金沢大学人間社会研究域人間科学系准教授

その他の関係団体 （公財）石川県老人クラブ連合会副会長

事業者 （株）北国クレジットサービスお客様相談室兼監査部主任

事業者団体 石川県商工会議所女性会連合会会長

事業者団体 石川県石油商業組合専務理事

事業者団体 いしかわ農業振興協議会女性部会長

事業者団体 石川県スーパーマーケット連絡協議会代表幹事

消費者 公募

消費者団体 石川県生活学校連絡会会長

消費者団体 石川県婦人団体協議会理事

消費者団体 （特非）消費者支援ネットワークいしかわ副理事長

関係行政機関の職員 小矢部市長

関係行政機関の職員 朝日町長

石川県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年３月13日以降、６回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 消費生活コンサルタント

学識経験者 弁護士

学識経験者 富山福士短期大学学長

学識経験者 富山大学教授

事業者団体 富山県商工会女性部連合会会長

事業者団体 富山県商工会議所連合会常任理事

事業者団体 富山県中小企業団体中央会専務理事

事業者団体 （公社）富山県建築士会女性委員会委員

教育関係者 富山県高等学校家庭科教育研究会顧問

消費者団体 富山県婦人会理事

消費者団体 富山県消費生活研究グループ連絡協議会会長

事業者団体 富山県生活衛生同業組合連合会会長

事業者団体 富山県共同店舗運営協議会副会長

富山県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年11月15日以降、７回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 富山県消費者協会　会長

消費者団体 富山県消費者団体連絡会会長

事業者団体 JA富山県女性組織協議会会長
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山梨県

長野県

その他の関係団体 長野県民生委員児童委員協議会連合会　評議員

その他の関係団体 長野県PTA連合会　監事

事業者団体 長野県商工会議所女性会連合会会員

事業者団体 一般社団法人長野県銀行協会　事務局長

教育関係者 長野県屋代南高等学校長

その他の関係団体 弁護士

その他の関係団体 金融広報アドバイザー

事業者 株式会社井上　アイシティ21店　婦人服課　次長

事業者 株式会社綿半ホームエイド　常務取締役

長野県消費者教育推進地域協議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年９月２日以降、10回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 消費生活サポーター

消費者団体 長野県消費者団体連絡協議会　副会長

消費者団体 長野県消費者の会連絡会　会長

教育関係者 山梨県公立小中学校長会会長

学識経験者 山梨大学大学院（准教授）

学識経験者 山梨大学大学院（准教授）

学識経験者 弁護士

その他の関係団体 日本銀行甲府支店次長

事業者団体 山梨県商工会連合会女性部連合会副会長

事業者団体 山梨県中小企業団体中央会女性部会会長

事業者団体 山梨県商工会議所連合会常務理事

教育関係者 山梨県高等学校長協会会長

消費者団体 あしたの山梨を創る生活運動協会会員（甲府市消費者協会会長）

消費者団体 山梨県生活学校連絡会会長

事業者 山梨県農業協同組合中央会専務理事

事業者 甲府市大型店協議会（（株）岡島　総務部長）

事業者団体 山梨県生活協同組合連合会会長

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 山梨県連合婦人会会長

消費者団体 山梨県消費生活研究会連絡協議会副会長

学識経験者 福井県立大学　教授

学識経験者 福井新聞社　参与・特別論説委員

学識経験者 仁愛大学　准教授

山梨県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年10月31日以降、10回開催（特定の時期に集中的に開催）

事業者団体 福井県商工会議所連合会　事務局次長

事業者団体 福井県経済農業協同組合連合会　常務理事

事業者団体 福井県生活衛生同業組合連合会　会長

事業者団体 福井県商工会女性部連合会　会長

学識経験者 大阪体育大学　特任教授、福井大学　名誉教授

その他の関係団体 日本銀行福井事務所　所長

事業者 ミーツ・コミュニケーション・デザイン

消費者団体 福井県連合婦人会　会長

事業者団体 JA福井県女性組織協議会　会長
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岐阜県

静岡県

愛知県

関係行政機関の職員 静岡県中部県民生活センター消費者行政班長

関係行政機関の職員 静岡県中部県民生活センター消費者行政班主査

関係行政機関の職員 静岡県西部県民生活センター消費者行政班長

愛知県消費者教育推進地域協議会（既存の別組織が兼ねる形式）
平成27年７月31日以降、３回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 静岡県弁護士会弁護士

学識経験者 静岡県司法書士会司法書士

関係行政機関の職員 静岡県くらし・環境部県民生活課長

関係行政機関の職員 静岡県東部県民生活センター消費者行政班長

関係行政機関の職員 静岡県東部県民生活センター消費者行政班主査

教育関係者 静岡県教育委員会社会教育課教育主査

その他の関係団体 （一社）静岡県労働者福祉協議会専務理事

その他の関係団体 静岡県金融広報委員会事務局長

その他の関係団体 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会地域福祉課長

学識経験者 常葉大学教授

消費者団体 静岡県生活協同組合連合会常任理事

事業者団体 （公社）消費者関連専門家会議執行委員

教育関係者 静岡県教育委員会義務教育課教育主査

教育関係者 静岡県教育委員会高校教育課教育主幹

学識経験者 岐阜女子大学家政学部教授

消費者団体 全岐阜県生活協同組合連合会専務理事

ふじのくに消費者教育推進県域協議会（単独組織として新規に設置）
平成27年５月22日以降、９回開催（年次・半期など定期的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年４月の変更を反映

委員の属性 肩書き

消費者団体 静岡県消費者団体連盟会長

その他の関係団体 岐阜県金融広報委員会幹事

その他の関係団体 日本労働組合総連合会岐阜県連合会　岐阜地域協議会　事務局長

学識経験者 岐阜大学教育学部教授

学識経験者 中日新聞岐阜支社報道部長

学識経験者 岐阜新聞社生活文化部長

事業者団体 岐阜商工会議所理事 兼 事務局次長　兼　中小企業相談所長 兼 振興部長

教育関係者 岐阜県立揖斐高等学校校長

教育関係者 大垣市立日新小学校校長

その他の関係団体 岐阜県弁護士会

消費者団体 岐阜県地域女性団体協議会理事

事業者団体 岐阜県商工会女性部連合会副会長

事業者団体 全国農業協同組合連合会岐阜県本部生活部長

事業者団体 岐阜県卸売市場連合会会長

岐阜県消費生活安定審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年７月23日以降、10回以上開催（年次・半期など定期的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年中の変更を反映

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 岐阜県生活学校連絡協議会副会長

消費者団体 消費者ネットワーク岐阜副代表

学識経験者 長野県議会議員

学識経験者 元　聖心女子大学教授

関係行政機関の職員 小布施町長

教育関係者 静岡県教育研究会 技術・家庭科教育研究部（磐田市立福田小学校長）
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三重県

滋賀県

京都府
京都府消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年７月19日以降、４回開催（年次・半期など定期的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年４月の変更を反映

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 長岡京市生活学校運営委員長

消費者団体 京都市地域女性連合会常任委員

教育関係者 滋賀県社会教育委員連絡協議会会長

教育関係者 県立河瀬高等学校校長

学識経験者 椙山女学園大学現代マネジメント学部教授

学識経験者 弁護士

消費生活審議会消費者教育専門部会（既存会議の下に新規に設置）
平成26年10月27日以降、３回開催（特定の時期に集中的に開催）

学識経験者 京都産業大学法科大学院教授

教育関係者 近江八幡市立桐原小学校校長

委員の属性 肩書き

消費者団体 特定非営利活動法人　消費者ネット・滋賀検討委員

消費者団体 滋賀県生活協同組合連合会理事

事業者団体 滋賀県商工会議所女性会連合会会長

事業者団体 日本チェーンストア協会関西支部　（株）平和堂CS推進部部長

教育関係者 鈴鹿市立深井沢小学校長

その他の関係団体 社会福祉協議会事務局長

学識経験者 三重大学教授

委員の属性 肩書き

消費者団体 名張市消費生活協議会会長

消費者団体 菰野町消費生活くらしの会会長

事業者 マックスバリュ中部（株）CS推進部長

教育関係者 県立かがやき特別支援学校校長

消費者団体 愛知県生活協同組合連合会会長理事

消費者団体 愛知県消費者協会会長

学識経験者 名古屋大学大学院経済学研究科教授

三重県消費生活対策審議会消費者教育部会（既存会議の下に新規に設置）
平成26年２月25日以降、３回開催（不定期的に開催）

事業者団体

事業者団体

事業者団体

事業者団体

事業者団体

教育関係者

教育関係者 尾張小中学校長会会計監査（半田市立乙川東小学校長）

（福）愛知県社会福祉協議会事務局長

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 （公社）全国消費生活相談員協会中部支部副支部長

消費者団体 愛知県生活学校運動推進協議会

消費者団体 愛知県地域婦人団体連絡協議会会長

愛知県商工会議所連合会専務理事

日本チェーンストア協会中部支部支部長

学識経験者

愛知県商工会連合会副会長

愛知県中小企業団体中央会副会長

愛知県商店街振興組合連合会副理事長

愛知県公立高等学校長会（愛知県立古知野高等学校長）

弁護士

金城学院大学生活環境学部教授

中京大学法学部教授

学識経験者 弁護士

その他の関係団体

学識経験者

学識経験者
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大阪府

兵庫県

学識経験者 大阪大学大学院高等司法研究科教授

学識経験者 京都大学法科大学院法学研究科教授

学識経験者 弁護士（大阪弁護士会）

学識経験者 京都大学経営管理大学院附属経営研究センター長

消費者団体
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会西日本支部　研修委員会委員　運営

委員

事業者団体 日本チェーンストア協会関西支部　事務局次長

事業者団体 大阪商工会議所　流通・サービス産業部　次長

事業者団体 公益社団法人消費者関連専門家会議　西日本支部執行委員

学識経験者 大阪大学名誉教授・博士（法学）

学識経験者 京都大学経営管理大学院　教授

学識経験者 京都産業大学大学院法学研究科教授、弁護士

弁護士学識経験者

事業者団体 公益社団法人京都工業会環境委員会委員

事業者団体

事業者団体 兵庫県商工会連合会専務理事

事業者団体 （公財）消費者関連専門家会議西日本支部　啓発交流副部会長

消費者 大学生（公募）

消費者団体 神戸市消費者協会長

消費者団体 兵庫県消費者団体連絡協議会長

消費者団体 兵庫県生活協同組合連合会理事

消費者団体 （特）ひょうご消費者ネット副理事長

兵庫県消費者教育推進地域協議会（兵庫県県民生活審議会消費生活部会）（既存会議の下に新規に設置）
平成26年11月26日以降、10回以上開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

大阪府消費者教育推進地域協議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成30年９月10日以降、１回開催（その他）　　※平成30年９月10日に設置

委員の属性 肩書き

消費者団体 全大阪消費者団体連絡会　事務局次長

消費者団体 なにわの消費者団体連絡会　事務局長

消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会　関西支部　副支部長

消費者団体 ＮＰＯ法人関西消費者連合会　副理事長

消費者団体 大阪府生活協同組合連合会　専務理事

学識経験者 大阪教育大学教育学部家政教育講座　教授

学識経験者 京都文教短期大学食物栄養学科　教授

学識経験者 立命館大学法学部　教授

学識経験者 京都府立大学　名誉教授

学識経験者 株式会社京都新聞社論説委員

学識経験者 大阪教育大学教育学部教授

学識経験者 大阪教育大学教育学部教授

学識経験者 大阪大学大学院高等司法研究科教授

事業者団体 京都府商工会女性部連合会会長

事業者団体 京都府中小企業団体中央会理事

消費者団体 京都府生活協同組合連合会理事

消費者団体 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク理事長、弁護士

消費者団体 特定非営利活動法人京都消費生活有資格者の会代表理事

消費者団体 京都府連合婦人会副会長

事業者団体 京都商店連盟会長

事業者団体 京都府農業協同組合中央会専務理事

京都商工会議所食品・名産部会部会長
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奈良県

和歌山県

鳥取県

事業者団体 鳥取商工会議所（中小企業振興部主任）

教育関係者 鳥取県立倉吉総合産業高等学校（教諭）

教育関係者 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校（教諭）

教育関係者 鳥取市立湖東中学校（教諭）

教育関係者 湯梨浜町立東郷小学校（教諭）

教育関係者 学校法人矢谷学園認定こども園鳥取第二幼稚園（園長）

鳥取県消費者教育推進地域協議会（単独の組織として新規に設置）
平成26年９月１日以降、８回開催（年次・半期など定期的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年11月の変更を反映

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 鳥取市消費者団体連絡協議会（常任委員）

事業者 株式会社サンマート（企画部マネージャー）

学識経験者 弁護士

消費者団体

消費者団体

事業者

事業者

事業者団体

事業者団体

和歌山県生活学校連絡協議会　理事

和歌山県くらしの研究会　会長

花王株式会社　マテリアルサイエンス研究所所長、花王エコラボミュージアム館長

和歌山商工会議所女性会　会長

株式会社オークワ　人事総務本部総務部長

和歌山県ＪＡ女性組織連絡会　会長

消費者団体 わかやま市民生活協同組合　常任理事

学識経験者 和歌山県信愛女子短期大学　准教授

学識経験者 和歌山大学教育学部　教授

学識経験者 関西福祉科学大学教育学部　教授

学識経験者 弁護士

学識経験者 大阪教育大学家政教育講座教授

和歌山県消費生活審議会（既存の別組織が兼ねる形式）
開催なし（年次・半期など定期的に開催）　　※平成30年４月１日～以下の委員構成

委員の属性 肩書き

消費者団体 和歌山県食生活改善推進協議会　理事

その他の関係団体 和歌山県老人クラブ連合会　副会長

教育関係者 奈良県小学校長会　会長

学識経験者 京都産業大学大学院法務研究科教授

学識経験者 弁護士・（特）ひょうご消費者ネット理事長

奈良県消費生活審議会消費者教育推進部会（既存会議の下に新規に設置）
平成27年２月19日以降、５回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

事業者団体 公益社団法人消費者関連専門家会議西日本支部　支部長

教育関係者 奈良県高等学校長協会　会長

消費者 奈良県消費生活相談員連絡会　会長

消費者 奈良県地域婦人団体連絡協議会　副会長

消費者団体 特定非営利活動法人なら消費者ねっと理事長

消費者団体 奈良県生活協同組合連合会専務理事

事業者団体 奈良県商工会議所連合会常任幹事

教育関係者 兵庫県立大学准教授

教育関係者 神戸大学大学院法学研究科教授

事業者団体 兵庫県商店街振興組合連合会常任理事

事業者団体 兵庫県商工会議所連合会専務理事

教育関係者 関西外国語大学　英語キャリア学部教授（神戸大学名誉教授）

事業者団体 和歌山県電器商業組合　消費者対策推進部長
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島根県

岡山県

消費者団体 岡山県消費生活問題研究協議会　会長

特定非営利活動法人　津山市消費生活モニター連絡会　理事消費者団体

その他の関係団体 岡山県青年団協議会　常任理事

その他の関係団体 岡山県自治会連合会　副会長

学識経験者 岡山弁護士会　弁護士

学識経験者 株式会社山陽新聞社　編集局　編集委員

事業者団体 岡山市中央卸売市場等運営協議会　会長

教育関係者 岡山県国公立幼稚園・こども園長会　副会長

教育関係者 岡山県小学校教育研究会家庭科部会長

教育関係者 岡山県中学校長会　副会長

教育関係者 岡山県高等学校長協会　家庭部会長

県スーパーマーケット協会　代表

事業者団体 県商工会議所女性会連合会　会長

教育関係者 県公立高等学校協会　出雲商業高等学校長

事業者団体 岡山流通情報懇話会　会長

学識経験者 島根県立大学　講師

関係行政機関の職員 松江市公民館長会　秋鹿公民館長

学識経験者 島根県立大学短期大学部　准教授

岡山県消費生活懇談会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年７月４日以降、10回以上開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

その他の関係団体 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会（地域福祉部主幹）

その他の関係団体 青少年育成鳥取県民会議（委員）

学識経験者 鳥取県弁護士会（消費者問題対策委員会委員長）

生活協同組合しまね　副理事長

消費者団体 県連合婦人会　会長

消費者団体 岡山県生活協同組合連合会　事務局長

事業者団体 岡山県商工会女性部連合会　副会長

事業者団体 岡山県商工会議所女性会　理事

事業者団体 JA岡山県女性組織協議会　副会長

教育関係者 県中学校長会　本庄中学校長

その他の関係団体 NPO法人隠岐しおさい理事長

その他の関係団体 県社会福祉協議会　地域福祉部障がい者福祉係長

学識経験者 県弁護士会　弁護士

学識経験者 島根大学法文学部　准教授

事業者団体 島根県農業協同組合　常務理事

事業者団体 県商工会女性部連合会　副会長

事業者団体

消費者 公募

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体

教育関係者 国立米子工業高等専門学校（教授）

関係行政機関の職員 境港市（産業部次長兼商工農政課長）

関係行政機関の職員 若桜町（町民福祉課課長）

島根県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年９月３日以降、８回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

その他の関係団体 NPO法人地域活動支援センターおおぞら（理事長）

その他の関係団体 NPO法人コンシューマーズサポート鳥取（副理事長）
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広島県

山口県

徳島県

事業者団体 徳島県食品工業協会会長

事業者団体 徳島県商工会女性部連合会会長

事業者団体 公益社団法人徳島県畜産協会専務理事兼事務局長

事業者団体 徳島商工会議所常議員

事業者団体 一般社団法人徳島青年会議所「地域活力連携委員会」委員

その他の関係団体 公益財団法人徳島県母子寡婦福祉連合会会長

その他の関係団体 公益財団法人徳島県老人クラブ連合会副会長

教育関係者 徳島県立徳島商業高等学校長

消費者団体 徳島県生活協同組合連合会会長

消費者団体 特定非営利活動法人徳島県消費者協会会長

事業者 株式会社キョーエイ食品事業部

事業者団体 和田島漁協女性部部長

事業者団体 徳島県農業協同組合中央会副会長

消費者 公募

消費者団体 徳島県生活学校連絡会会長

消費者団体 徳島県消費者団体連絡会事務局長

学識経験者 弁護士

消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年11月５日以降、10回以上開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 一般財団法人徳島県婦人団体連合会会長

学識経験者 山口県立大学看護栄養学部　教授

事業者団体 （一社）山口県食品衛生協会　副会長

事業者団体 山口県商工会女性部連合会　会長

教育関係者 山口県立徳山商工高等学校　校長

教育関係者 周南市立菊川中学校　校長

学識経験者 山口大学経済学部　准教授

消費者 公募

消費者団体 山口県生活協同組合連合会　会長理事

消費者団体 山口県消費者団体連絡協議会　事務局長

消費者団体 山口県地域消費者団体連絡協議会　会長

事業者団体 徳山商工会議所　専務理事

学識経験者 弁護士

学識経験者 広島大学大学院教育学研究科教授

山口県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年11月11日以降、４回開催（不定期に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

学識経験者 福山市立女子短期大学名誉教授

広島県消費生活審議会消費者教育推進部会（既存会議の下に新規に設置）
平成26年４月18日以降、３回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者団体 広島県生活協同組合連合会理事

消費者団体 公益社団法人広島消費者協会理事

教育関係者 広島県立海田高等学校校長

学識経験者 岡山商科大学経済学部　教授

学識経験者 日本銀行岡山支店　支店長

学識経験者 美作大学生活科学部科　准教授

14



香川県

愛媛県

教育関係者 松山大学薬学部　教授

教育関係者 愛媛大学法文学部　教授

学識経験者 司法書士

消費者団体 特定非営利活動法人えひめ消費者ネット理事

事業者 （株）フジ　お客様サービス・品質管理推進室長

事業者団体 全国農業協同組合連合会愛媛県本部長

事業者団体 愛媛県商工会議所女性会連合会理事

事業者団体 愛媛県商工会連合会副会長

委員の属性 肩書き

消費者

消費者団体 えひめ消費生活センター友の会会長

学識経験者 香川大学教育学部教授

愛媛県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年10月30日以降、６回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

消費者団体 生活協同組合コープえひめ　運営企画部　次長（平成31年１月時点）

事業者団体 香川県農業協同組合営農部長

学識経験者 弁護士

学識経験者 弁護士

学識経験者 香川大学法学部教授

事業者 西村ジョイ株式会社経営改革部法務室長

事業者 高松リビング新聞社編集長

事業者団体 香川県商工会議所連合会事務局長

事業者団体 香川県中小企業団体中央会専務理事

事業者団体 香川県商工会連合会専務理事

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 香川県消費者団体連絡協議会会長

消費者団体 香川県生活協同組合連合会会長

消費者団体 香川県婦人団体連絡協議会理事

香川県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年６月26日以降、８回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　肩書き　　※平成30年５月の変更を反映

学識経験者 徳島大学大学院理工学研究部准教授

学識経験者 弁護士

学識経験者 四国放送株式会社取締役営業編成局長

学識経験者 四国大学短期大学部教授

学識経験者 弁護士

学識経験者 鳴門教育大学大学院学校教育研究科准教授

学識経験者 臨床心理士

関係行政機関の職員 四国経済産業局産業部消費経済課長

関係行政機関の職員 徳島県栄養教諭・学校栄養教員研究会会長

学識経験者 徳島文理大学人間生活学部教授

その他の関係団体 特定非営利活動法人子育て支援ネットワークとくしま理事長

その他の関係団体 徳島県消費者大学校OB会顧問

その他の関係団体 徳島県青色申告会連合会女性部長

その他の関係団体 徳島県老人福祉施設協議会副会長

学識経験者 一般社団法人徳島新聞社販売局長

学識経験者 日本放送協会徳島放送局副局長
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高知県

福岡県

佐賀県

エフコープ生活協同組合理事

事業者 株式会社井筒屋外商統括室グループ長

関係行政機関の職員 糸島市長

関係行政機関の職員 広川町長

学識経験者 久留米大学法科大学院教授

学識経験者 福岡県議会議員

学識経験者 福岡県議会議員

学識経験者 国立大学法人佐賀大学経済学部教授

学識経験者 株式会社西日本新聞社編集局報道センター記者

事業者団体 福岡商工会議所副会頭

事業者団体 公益社団法人消費者関連専門家会議九州地区部会会員

その他の関係団体 福岡県弁護士会弁護士

その他の関係団体 福岡県弁護士会弁護士

その他の関係団体 日本労働組合総連合会福岡県連合会　政策・労働条件局次長

関係行政機関の職員 内子町住民課長

高知県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年７月25日以降、５回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

事業者団体 福岡県商工会女性部連合会会長

事業者団体 企業組合ワーカーズグループ二十一代表理事

福岡県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年１月23日以降、８回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者団体 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会九州支部支部長

消費者団体 福岡県地域婦人会連絡協議会副会長

消費者団体 特定非営利活動法人消費者支援機構福岡理事

学識経験者 弁護士

学識経験者 弁護士

関係行政機関の職員 高知県町村会事務局長

関係行政機関の職員 高知市市民協働部くらし・こうつう安全課副参事

消費者団体 北九州市消費問題婦人協議会副会長

消費者団体

事業者団体 高知県商工会連合会専務理事

事業者団体 高知県中小企業団体中央会副会長

教育関係者 高知市立浦戸小学校校長

その他の関係団体 高知県社会福祉協議会事務局長

学識経験者 高知県立大学准教授

消費者 公募

消費者団体 高知県生活協同組合連合会専務理事

消費者団体 高知県連合婦人会副会長

事業者団体 JA高知女性組織協議会副会長

事業者団体 高知県商工会議所女性会連合会会長

関係行政機関の職員 松山市市民部副部長兼市民相談課長兼消費生活センター所長

佐賀県消費生活審議会　消費者教育推進部会（既存会議の下に新規に設置）
平成27年11月19日以降、３回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 佐賀県消費者グループ協議会会員

消費者団体 佐賀県生活協同組合連合会会長
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長崎県

熊本県

佐賀県くらしの安全安心課課長

関係行政機関の職員 佐賀市消費生活センター長

消費者団体 NPO法人消費生活相談員の会さが理事

事業者 株式会社イズミゆめタウン佐賀支配人

事業者団体 佐賀県商工会議所連合会専務理事

教育関係者 佐賀県PTA連合会事務局長

教育関係者 佐賀県立佐賀商業高等学校主幹教諭

教育関係者 佐賀市立中川副小学校教頭

関係行政機関の職員 佐賀県学校教育課指導主事

関係行政機関の職員 佐賀県学校教育課指導主事

長崎県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年11月18日以降、５回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者 公募

消費者 公募

消費者 公募

教育関係者 多久市立多久東部中学校教諭

教育関係者 佐賀県立大和特別支援学校教諭

その他の関係団体 弁護士

その他の関係団体 佐賀県社会福祉協議会

学識経験者 佐賀大学文化教育学部教授

学識経験者 佐賀大学経済学部教授

学識経験者 西九州大学子ども学部教授

関係行政機関の職員

消費者団体 長崎県生活協同組合連合会専務理事

消費者団体 長崎県生活学校・生活会議連絡協議会会長

消費者団体 長崎県地域婦人団体連絡協議会副会長

事業者団体 長崎県商工会議所女性会連合会副会長

事業者団体 長崎県商工会女性部連合会副会長

事業者団体 長崎県電器商業組合理事長

教育関係者 長崎県公立高等学校・特別支援学校退職校長会会長

学識経験者 長崎県司法書士会司法書士

学識経験者 長崎県立大学教授（経済学部）

消費者団体 熊本県生活協同組合連合会理事

消費者団体 特定非営利活動法人熊本消費者協会会長

消費者団体 消費者教育NPO法人お金の学校くまもと代表

事業者団体 熊本商工会議所女性会副会長

学識経験者 長崎純心大学准教授（人文学部）

学識経験者 長崎県弁護士会弁護士

学識経験者 長崎国際大学講師（人間社会学部）

学識経験者 長崎ウエスレヤン大学教授（現代社会学部）

関係行政機関の職員 長崎県町村会次長兼総務課長

関係行政機関の職員 長崎県市長会

関係行政機関の職員 長崎県教育次長

熊本県消費者教育推進地域協議会（単独組織として新規に設置）
平成25年12月２日以降、４回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

事業者団体 熊本県銀行協会事務局長
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大分県

宮崎県

鹿児島県

大学教授

学識経験者 消費生活アドバイザー

関係行政機関の職員 菊池市福祉課長

大分県消費生活審議会　消費者教育部会（既存会議の下に新規に設置）
平成26年７月17日以降、４回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者 公募

教育関係者 尚絅大学短期大学部学長補佐　教授

教育関係者 熊本県高等学校教育研究会社会科部会　副会長

教育関係者 熊本県中学校教育研究会社会科部会　副会長

教育関係者 県立松橋支援学校　副校長

教育関係者 熊本県PTA連合会　理事

その他の関係団体 熊本県社会福祉協議会　地域福祉課長

学識経験者 熊本県弁護士会　消費者問題対策委員長

学識経験者 熊本県司法書士会　司法書士

学識経験者 金融広報アドバイザー

学識経験者 宮崎大学教育学部教授

関係行政機関の職員 市町村担当課　課長

消費者団体 消費生活協同組合連合会　代表

宮崎県消費生活対策審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年11月５日以降、５回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 宮崎県生活協同組合連合会専務理事

事業者団体 宮崎県商工会女性部連合会会長

消費者団体 消費者関係NPO法人　代表

事業者 百貨店　顧客担当課　課長代理

事業者団体 中小企業団体中央会　事務局長

教育関係者 特別支援学校　校長

教育関係者 小学校　校長

その他の関係団体 地域包括・総合相談・住宅介護支援センター協議会　会長

学識経験者

関係行政機関の職員 宮崎市生活安全課長

関係行政機関の職員 高鍋町総務課長

消費者団体 宮崎県地域婦人連絡協議会副会長

宮崎県商工会議所女性会連合会監事事業者団体

鹿児島県生活安定審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年７月26日以降、６回開催（年次・半期など定期的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年７月の変更を反映

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者 公募

事業者団体 宮崎県経済農業協同組合連合会常務理事

その他の関係団体 宮崎県老人クラブ連合会副会長

その他の関係団体 宮崎県社会福祉協議会副会長兼常務理事

その他の関係団体 宮崎県PTA連合会副会長

学識経験者 弁護士

学識経験者 司法書士

学識経験者 宮崎産業経営大学法学部教授
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沖縄県

南日本新聞社　報道部　副本部長

消費者団体 鹿児島県地域女性団体連絡協議会　副会長

学識経験者 県議会議員（総務委員会）

学識経験者 弁護士

学識経験者 弁護士

関係行政機関の職員 鹿児島県市長会　奄美市長

沖縄県消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年12月５日以降、５回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募（金融機関職員）

消費者団体 NPO法人消費者センター沖縄　会員

消費者団体 鹿児島県生活協同組合連合会　理事

消費者団体 消費生活相談員の会かごしま　会長

事業者団体 鹿児島商工会議所女性会　会長

事業者団体 鹿児島県中小企業団体中央会　専務理事

事業者団体 鹿児島県経営者協会　地域活性化委員会　運営委員

事業者団体 鹿児島経済同友会　教育・人材育成委員会　副委員長

教育関係者 鹿児島県高等学校長協会　家庭科部会副会長

その他の関係団体 鹿児島県民生委員児童委員協議会　会長

学識経験者

学識経験者 司法書士

消費者団体 沖縄県生活協同組合連合会代表理事会長理事

学識経験者 琉球大学教授

消費者団体 沖縄県婦人連合会　理事

事業者団体 沖縄県工業連合会　事務局長

事業者団体 沖縄県商工会女性部連合会　顧問

事業者団体 沖縄県農業協同組合中央会　専務理事

事業者団体 沖縄県中小企業団体中央会　専務理事

その他の関係団体 沖縄県民生委員児童委員協議会　副会長

学識経験者 弁護士

学識経験者 鹿児島大学　名誉教授

19



指定都市

札幌市

仙台市

〇〇高等学校校長

協議会の正式名称　（設置に係る特徴）
第１回会合の開催年月日、以降の開催回数（開催頻度・パターン）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 〇〇協会　会長

 政令市における消費者教育推進地域協議会の設置状況及び概要

事業者 ㈱〇〇　マネージャー

事業者団体 〇〇商工会連合会　副会長

教育関係者

（平成30年３月に消費者庁において実施した調査を基に作成）

消費者団体 （公社）札幌消費者協会　会長

【備考】
基本的に、平成29年末時点の情報をもとに作成（平成30年３月に調査を実施）。その後、改選・変更があった場合については、個別にその旨を記
載。また、平成31年１月時点までに肩書に変更があった場合は、反映。

「設置に係る特徴」は、「単独組織として新規に設置」、「既存の別会議が兼ねる形式」、「既存会議の下に新規に設置（部会、分科会等）」、「その他」
からの選択式。

「開催頻度・パターン」は、「年次・半期など定期的に開催」、「推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催」、「不定期に開催」、「その他」から
の選択式。

「属性」は、「消費者」、「消費者団体」、「事業者」、「事業者団体」、「教育関係者」、「その他の関係団体」、「学識経験者」、「関係行政機関の職員」か
ら選択。

属性と肩書きの対応関係については、原則として、各地方公共団体の回答に基づき記載。
そのため、例えば「弁護士」を構成員としている地方公共団体のうち、属性を「その他の関係団体」としている場合と「学識経験者」としている場合と
が存在。
ただし、一部、消費者庁において整理を加えている。

札幌市消費生活審議会　（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年12月10日以降、10回以上開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

その他の関係団体 〇〇弁護士会　消費者委員会委員

学識経験者 〇〇大学教授

関係行政機関の職員 〇〇県民生活センター　部長

消費者 公募

消費者団体 消費者支援ネット北海道　事務局長

消費者団体 生活協同組合　コープさっぽろ理事

事業者 ㈱セコマ　マーケティング企画部部長

事業者団体 札幌商工会議所女性会　副会長

事業者 マリズファーム

消費者 公募

消費者団体 宮城県生活協同組合連合会常務理事

消費者団体 消費者市民ネットとうほく理事

学識経験者 北海道教育大学札幌校　教授

仙台市消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年１月９日以降、６回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き　　※平成30年５月の変更を反映

事業者団体 仙台商工会議所会員

教育関係者 東北福祉大学教育学部教育学科准教授

学識経験者 小樽商科大学商学部　教授

教育関係者 北海道小学校家庭科教育連盟　事務局長

その他の関係団体 札幌弁護士会消費者保護委員会　副委員長

その他の関係団体 札幌市社会福祉協議会　地域福祉部長

その他の関係団体 仙台市地域包括支援センター連絡協議会副会長
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さいたま市

千葉市

川崎市

消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年８月24日以降、５回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 東北大学大学院経済学研究科教授

学識経験者 東北大学大学院法学研究科教授

学識経験者 仙台弁護士会弁護士

さいたま農業協同組合常務理事

消費者団体 生活協同組合コープみらい組織推進執行役員

消費者 公募

消費者 公募

消費者 公募

公募

消費者団体 生活協同組合コープみらい　ブロック委員長

消費者団体 コーペル理事

消費者団体 うらわ市民広場世話人

消費者団体 さいたま市消費者団体連絡会代表

関係行政機関の職員 埼玉県消費生活支援センター所長

学識経験者 埼玉弁護士会消費者問題対策委員会

学識経験者 埼玉弁護士会消費者問題対策委員会

教育関係者 埼玉大学教育学部准教授

学識経験者 埼玉弁護士会消費者問題対策委員会

事業者団体 さいたま商工会議所理事

事業者団体 埼玉県中小企業団体中央会専務理事

事業者団体

千葉市消費生活審議会（既存の別会議で兼ねる形式）
平成26年７月２日以降、６回開催（その他）
※下記委員構成は、平成30年６月１日の変更を反映。
　 委員に加え、教育関係者２名がアドバイザーとして審議に参画（従前委員であった小学校長会・中学校長会の会長は退任）

学識経験者 千葉大学教育学部　教授

学識経験者 千葉県弁護士会　弁護士

関係行政機関の職員 千葉県警察本部千葉市警察部　総務課長

その他の関係団体 千葉市民生委員児童委員協議会　会長

学識経験者 （一財）千葉市教育会館　専務理事

学識経験者 千葉大学法政経学部　教授

その他の関係団体 千葉市町内自治会連絡協議会　若葉区会長

事業者団体 千葉商工会議所　常務理事

事業者団体 （公財）消費者関連専門家会議　理事

事業者団体 千葉市商店街連合会　事務局長

委員の属性 肩書き

消費者

関係行政機関の職員 独立行政法人国民生活センター　相談情報部長

川崎市消費者行政推進委員会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成28年７月４日以降、７回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 元東洋大学経営学部マーケティング学科教授

学識経験者 明治学院大学法学部消費情報環境法学科教授

事業者団体 川崎商工会議所副会頭

事業者団体 セレサ川崎農業協同組合代表理事副組合長

学識経験者 弁護士（神奈川県弁護士会）

消費者 平成28年度消費生活モニター

消費者団体 元川崎市消費者の会副会長

消費者団体 川崎市生活協同組合運営協議会幹事
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横浜市

相模原市

新潟市

消費者 市民委員

事業者団体 横浜商工会議所　小売部会長

教育関係者 横浜市教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主事室指導主事

関係行政機関の職員 独立行政法人国民生活センター　情報管理部長

消費者教育推進地域協議部会（既存会議の下に新規に設置）
平成27年２月２日以降、４回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 法政大学　法学部　教授

学識経験者 横浜国立大学　教育学部　教授

その他の関係団体 （公財）横浜市国際交流協会　事務局長

その他の関係団体 （公財）横浜市老人クラブ連合会　事務局長

その他の関係団体 （福）横浜市社会福祉協議会横浜生活あんしんセンター事務長

学識経験者 神奈川県司法書士会

学識経験者 相模女子大学教授

学識経験者

関係行政機関の職員 横浜市消費生活総合センター　センター長

相模原市消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年７月24日以降、７回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 神奈川県弁護士会

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 さがみはら消費者の会　副代表

消費者団体 相模原市生活協同組合運営協議会会長

事業者団体 津久井地域商工会連絡協議会

事業者団体 相模原商工会議所金融保険業部会

東京家政学院大学教授

事業者団体 相模原商工会議所商業部会会長

事業者 ㈱和田商会代表取締役社長

新潟市消費者教育推進地域協議会（単独組織として新規に設置）
平成28年７月25日以降、３回開催（不定期に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会　新潟分科会事務局

消費者団体 新潟県総合生活協同組合組合員理事

消費者団体 新潟市消費者協会新潟支部理事

学識経験者 明治大学法科大学院専任教授

関係行政機関の職員 独立行政法人国民生活センター　理事

教育関係者（オブザーバー） 相模原市学校教育課指導主事

事業者団体 （一社）相模原市商店連合会理事長

事業者 ㈱澤井商店代表取締役社長

事業者 髙取商店代表

事業者団体 新潟みらい農業協同組合経営管理委員

学識経験者 弁護士

学識経験者 弁護士

教育関係者 新潟市立中野小屋中学校校長

学識経験者 新潟大学法学部教授

学識経験者 新潟大学経済学部准教授

学識経験者 新潟日報社編集局次長
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静岡市

浜松市

名古屋市

事業者団体 清水農業協同組合　営農部部長

教育関係者 静岡市校長会家庭・技術家庭科教育研究部部長

教育関係者 静岡市立藁科こども園園長

消費者団体 しずおか市消費者協会会長

消費者団体 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会　会長

事業者団体 静岡商工会議所静岡大型店・スーパーマーケット連絡会会長

静岡市消費者教育推進地域協議会（単独組織として新規に設置）
平成25年７月８日以降、８回開催（その他）

委員の属性 肩書き

消費者 清水区自治会連合会高部地区連合自治会長

その他の関係団体 静岡市ＰＴＡ連絡協議会副会長

その他の関係団体 静岡市葵区長尾川地域包括支援センター長

その他の関係団体 弁護士

その他の関係団体 浜松市労働者福祉協議会

その他の関係団体 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会　参事地域支援課長

関係行政機関の職員 学校教育課長

関係行政機関の職員 生活安心安全課長

浜松市消費者教育推進地域協議会（単独組織として新規に設置）
平成26年10月29日以降、８回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 静岡大学教育学部教授

学識経験者 静岡大学教育学部准教授

関係行政機関の職員 生涯学習推進課長

学識経験者 静岡大学教育学部教授

事業者団体 静岡県生活協同組合連合会常務理事

事業者団体 浜松商工会議所理事　総務企画部長

教育関係者 浜松市立積志小学校長

消費者 公募

消費者団体 浜松市消費者団体連絡会会長

事業者団体 公益社団法人消費者関連専門家会議

消費者 公募

消費者 公募

消費者団体 名古屋市地域女性団体連絡協議会　名東区女性連合会会長

学識経験者 静岡県司法書士会　司法書士

関係行政機関の職員 浜松市教育委員会学校教育部教育総務課長

名古屋市消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年７月14日以降、６回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 静岡文化芸術大学文化政策学部教授

学識経験者 公益財団法人消費者教育支援センター

学識経験者 静岡県弁護士会　弁護士

関係行政機関の職員

関係行政機関の職員

関係行政機関の職員 浜松市健康福祉部高齢者福祉課長

浜松市市民部創造都市・文化振興課生涯学習担当課長

浜松市市民部市民生活課長

消費者団体 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会　中部支部副支部長

消費者団体 なごや消費者団体連絡会　副会長

消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会　中部支部副支部長

事業者団体 公益社団法人消費者関連専門家会議　中部地区会員

事業者団体 日本チェーンストア協会中部支部　支部長
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京都市

堺市

神戸市

消費者 市民委員

消費者 市民委員

学識経験者 東京経済大学　経営学部教授

学識経験者 名古屋市経済水道委員会　委員長

学識経験者 名古屋経済大学特別教授・消費者問題研究所長

その他の関係団体 日本労働組合総連合会　京都府連合会　事務局長

その他の関係団体 一般社団法人京都市老人クラブ連合会　理事

学識経験者 京都大学副学長

消費者団体 特定非営利活動法人コンシューマーズ京都（京都消団連）理事

学識経験者 中日新聞社　生活部記者

学識経験者 愛知県弁護士会　弁護士

京都市消費絵師勝審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成26年５月30日以降、７回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

京都市小売商総連合会　副会長

事業者団体 京都商工会議所　事務局長

事業者団体 京都府中小企業団体中央会　理事

教育関係者 京都PTA連絡協議会　副会長

消費者団体 京都市地域女性連合会　常任委員

学識経験者 京都弁護士会　弁護士

学識経験者 京都新聞社論説委員

学識経験者 京都府立大学大学院生命環境科学研究科　教授

学識経験者 大阪教育大学教育学部　教授

学識経験者 同志社大学法学部　教授

学識経験者 同志社大学司法研究科　教授

学識経験者 京都大学経営管理大学院　院長

堺市消費生活審議会　消費者教育部会（既存会議の下に新規に設置）
平成26年11月10日以降、３回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会　関西支部長

消費者団体 堺市消費生活協議会　会長

事業者団体 一般社団法人テレコムサービス協会東海支部　幹事

事業者団体 公益社団法人名古屋市食品衛生協会　副会長

事業者団体 日本貸金業協会　愛知県支部　事務長

事業者団体 名古屋市商店街振興組合連合会　副理事長

教育関係者 名古屋市立小中学校長会　理事

教育関係者 名古屋市立高等学校長会

その他の関係団体 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会　副会長兼常務理事

消費者団体 京都生活協同組合　副理事長

事業者団体 京都商店連盟　会長

事業者団体

消費者団体 大阪いずみ市民生活協同組合　理事

学識経験者 弁護士

消費者 神戸市消費生活マスター

委員の属性 肩書き

消費者 神戸市消費生活マスター

事業者団体 公益社団法人消費者関連専門家会議　理事

学識経験者 関西福祉科学大学教育学部　教授

消費者基本計画評価推進部会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年８月29日以降、５回開催（年次・半期など定期的に開催）　　※下記委員構成は、平成30年度からの変更を反映
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岡山市

広島市

福岡市

岡山市消費者教育推進地域協議会（単独組織として新規に設置）
平成29年12月４日以降、２回開催（年次・半期など定期的に開催）

委員の属性 肩書き

学識経験者 関西学院大学経済学部教授

学識経験者 同志社大学大学院教授

神戸市会議員（日本維新の会）学識経験者

学識経験者

広島市立落合東小学校教諭

その他の関係団体 NPO法人岡山NPOセンター　副代表理事

学識経験者 ノートルダム清心女子大学　人間生活学部人間生活学科　教授

消費者団体 岡山市消費生活研究協議会　監査

消費者団体 NPO法人消費者ネットおかやま　事務局長

事業者 山陽新聞社　読者局　NIE推進部長

教育関係者 岡山県立岡山南高等学校　教頭

その他の関係団体 岡山県老人福祉施設協議会　理事

その他の関係団体 岡山県金融広報委員会　事務局長

事業者団体 岡山県経済団体連絡協議会　事務局長

教育関係者 岡山市立東疇小学校長

教育関係者 岡山市立富山中学校長

関係行政機関の職員 岡山県消費者教育コーディネーター

広島市消費生活審議会消費者教育部会（既存会議の下に新規に設置）
平成28年10月７日以降、１回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

委員の属性 肩書き

消費者 市民公募

学識経験者 広島市弁護士会会員（弁護士）

教育関係者 広島市立中等教育学校校長

教育関係者 広島市立安西中学校教諭

その他の関係団体 広島市電子メディア協議会　副会長

消費者団体 広島消費者協会会長

事業者団体 広島商工会議所　事務局次長兼中小企業振興部長

教育関係者

学識経験者 山口大学教育学部准教授

福岡市消費生活審議会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成25年７月２日以降、10回以上開催（年次・半期など定期的に開催）

学識経験者

学識経験者

神戸市会議員（自由民主党）

神戸市会議員（日本共産党）

神戸市会議員（公明党）

学識経験者 神戸市会議員（こうべ市民連合）

消費者団体 生活協同組合コープこうべ　理事

事業者団体 一般社団法人日本ヒーブ協議会　元代表理事

事業者団体 公益社団法人消費者関連専門家会議　理事長

学識経験者 神戸大学大学院法学研究科教授

その他の関係団体 神戸地区労働組合協議会

学識経験者 神戸大学大学院法学研究科教授

学識経験者 弁護士

教育関係者 神戸市教育委員会事務局　学校教育部長

学識経験者 神戸大学大学院法学研究科教授

消費者団体 神戸市消費者協会会長・神戸市婦人団体協議会会長

その他の関係団体 神戸労働者福祉協議会

その他の関係団体 連合神戸地域協議会（ＵＡゼンセン兵庫県支部）

一般社団法人兵庫県社会福祉会その他の関係団体
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熊本市

学識経験者 弁護士会

その他の関係団体 （社）ふくおか福祉サービス協会

事業者団体 生活協同組合連合会　副会長理事

事業者団体 商工会議所女性会　理事

事業者団体 消費者窓口連絡会　会長

委員の属性 肩書き

消費者 公募

消費者団体 （公財）全国消費生活相談員協会

消費者団体 （公財）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

その他の関係団体 自治協議会　会長

その他の関係団体 PTA協議会　副会長

その他の関係団体 NPO法人ゆめふうせん　理事

その他の関係団体 民生委員児童委員協議会　副会長

熊本市消費者行政推進委員会（既存の別会議が兼ねる形式）
平成27年９月28日以降、６回開催（推進計画策定時期など特定の時期に集中的に開催）

中学校校長

学識経験者 RKB毎日放送㈱

学識経験者 九州大学名誉教授

学識経験者 福岡教育大学准教授

消費者

消費者団体 熊本市地域婦人会連絡協議会　会長

事業者団体 熊本商工会議所　女性会長

事業者団体 熊本市商工会連絡協議会　常務取締役

委員の属性 肩書き

教育関係者

その他の関係団体 弁護士

教育関係者 大学教授

その他の関係団体 司法書士

教育関係者 高等学校教諭

教育関係者 小学校校長

教育関係者 大学教授
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