
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属編 

  



 

Ⅰ．風評被害の防止 

 

１．事業目的 

   消費者が、不正確な情報や思い込みに惑わされることなく、自ら安全な食品の

選択が可能となるように支援するため、食品と放射能に関するリスクコミュニケ

ーションの強化を進めるとともに、被災地を応援する消費者に対する情報提供等

を促進することを目的とする。 

 本事業の実施状況及び結果を、消費者庁において分析・検証し、消費者への正

しい情報の提供や理解増進に効果的な事業については、被災地に情報提供し、風

評被害の払拭をより一層推進する。なお、実施に当たっては、消費者が安心でき

るような生産者の取組が直に伝わるよう、消費地と生産地の自治体が相互協力の

上、事業を進める。 

 

２．交付対象事業 

   １．の事業目的を主たる目的とした事業であって、次のいずれか１つ以上の取

組を含むもの。 

  （１）消費地の消費者と被災地の生産者等との交流を図るためのイベント開催 

   イベントの内容として、原則として以下の全てを含み、これらに関する費

用を対象とする。ただし、販売産品を値引き販売するための費用を除く。 

① 生産者等による放射性物質の低減のための取組紹介や放射性物質測定

結果等の公表 

  ② 被災地産品を用いた説明（展示即売、カタログ等の注文書の配布も含む） 

③ 食品と放射能に関する説明（基準値等の解説） 

      

 

（２）商店街等が主催する被災地産品フェア等に対する支援 

被災地産品を取り扱うフェア等を実施する商店街等に対する、当該フェア等

の実施のための費用であって、主に消費者の理解増進のための費用を対象と

する。ただし、販売産品を値引き販売するための費用を除く。 

  被災地産品フェア等は、販売活動のみでなく、消費者の理解増進のため、

以下のいずれかに関する資料（チラシ等）配布やパネル掲示を含むこと。 

※消費者庁作成の資料の提供については、応相談 

 ① 生産者等による放射性物質の低減のための取組の紹介 

 ② 食品と放射能に関する基本的な知識の解説 

 

  



 

（３）被災地産品に関する消費者の理解と応援のための事業 

被災地応援や放射性物質の低減への取組等について消費地の消費者を対象

としたコンテンツの作成等 

 （コンテンツの例） 

① 当該地方公共団体内の被災地産品取扱い状況 

（小売店の取扱い状況の調査とホームページ上での検索システムの構築

等） 

② 食品と放射性物質に関する基本的知識 

③ イベント等の開催予定・案内 

④ イベント等の開催結果 

⑤ 被災地産品フェア等の告知 

⑥ 新たに被災地産品の取扱いを始めた小売店の紹介等 

⑦ 風評被害払拭のための取組の広報（放射性物質の低減への取組等） 

    

    ※コンテンツの媒体例 

     ホームページ、ポスター（中吊り広告を含む）、チラシ、動画（映像）、パ

ネル等 

なお、（１）及び（２）の実施に際して行うイベント等に関する開催案内

や配布物については、それぞれ当該事業の中で費用を計上すること。ホーム

ページについては、開設又は拡充のために費用が発生する場合に限る。 

 

３．事業ごとの上限額 

   

 対象事業(１)１イベントについて上限 5,000千円 

     (２)１商店街等当たり上限 300千円/１日、 

１地方公共団体当たり上限 4,000千円 

     (３)①～⑥ １イベントについて上限 600千円 

       ⑦ １件当たり上限 5,000千円 

  



 

Ⅱ．消費者と事業者との協働支援 

Ⅱ－１．事業者の商品企画・開発への消費者団体等の参画支援 

 

１．事業目的 

事業者が商品企画・開発の段階で、消費者団体等の消費者目線を重視した意見を

踏まえることができる取組を支援する。 

消費者庁では、これらの取組の結果を集約し、地方公共団体、消費者団体、事業

者等と共有する場を設け、当該事業の成果をオープンソースとし、広く検証する。

これにより、消費者にとってより安全な商品の普及を目指す。 

 

２．交付対象事業 

１．の事業目的を主たる目的とした事業であって、次の（１）から（３）までの

いずれにも該当するもの。 

 

（１）地方公共団体から消費者団体等に対し、消費者庁に日々集約される消費者事

故等における安全面の課題から、消費者庁が選定した「安全な商品企画・開発

を促すべきテーマ」（下記参照）について、商品の安全性を確保するために必

要な事項(商品自体の欠陥の分析、消費者が誤使用を起こさないためのポイント

整理、安全マークの在り方等)の調査・分析を依頼する。 

 

（２）（１）の調査・分析結果を踏まえ、関係者（地方公共団体、事業者、消費者

団体等、消費者庁）が一堂に会する場を設け、より安全な商品の在り方につい

て議論する。 

 

（３）地方公共団体は、調査結果をまとめた報告書を作成する。 

 

 ＜安全な商品企画・開発を促すべきテーマ＞ 

   ① 個別の特殊事情によって生じたものでなく、広く消費者に事故が発生しう

る商品を改善するために必要な商品の企画・開発の在り方 

   ② 乳幼児、高齢者など消費者安全の確保の観点から特に配慮を要する者での

被害を減らすために必要な商品の企画・開発の在り方 

   ③ 消費者が誤使用による事故を起こさないようにするために必要な商品の企

画・開発の在り方 

   ※上記の各テーマに該当する具体的な商品例については、消費者庁が別に示す

ものとする。 

 

３．事業ごとの上限額 

  15,000 千円 



 

Ⅱ－２．食品ロスの削減 

 

１．事業目的 

一般家庭からの生ごみの組成を調査し、一般家庭における食品ロスの実情を把握

すること、又は、ごみ組成調査結果を活用した周知・啓発を実施し、その前後で、

消費者の認識や行動がどのように変化したか等を調査する。 

 消費者庁においては、これらの結果を取りまとめて全国にフィードバックしてい

くことにより、食品ロスの削減に向けた、他の地方公共団体における一般家庭ごみ

組成調査や、国、地方公共団体等における消費者への周知啓発事業の効果的な実施

につなげていくことを目的とする。 

 

２．交付対象事業 

  １．の事業目的を主たる目的とした事業であって、次の（１）又は（２）のいず

れか１つ以上に該当するもの。 

必須調査項目及び調査方法等は別紙参照。 

 

（１）一般家庭における食品ロスの実情把握 

① 一般家庭からの生ごみの組成調査 

② 組成調査の対象者を対象とした選択式アンケート調査 

 

（２）消費者等に対する周知・啓発の実施と、それによる消費者の認識・行動の変

化の調査 

① 周知・啓発の実施 

（１）を実施する場合は（１）の調査結果を、実施しない場合は既存の

調査結果（他地方公共団体の調査を含む）を紹介しつつ、以下に掲げる取

組（これに類するものを含む。）のいずれか又は複数の実施。 

ア シンポジウムの開催 

イ 飲食店とのタイアップによる「食べきり運動」 

ウ 食材の使い切り術などを紹介する「料理教室」 

エ 食材の使い切り術を取り込んだ「レシピ集」の作成 

オ 学校等における食育（食品ロスを中心に取り上げるものに限る。） 

カ アからオまでに掲げるもののほか、食品ロスの削減に効果的と考え

られる取組 

※複数回実施することも可とする。 

※未就学児や小学校低学年を対象として周知・啓発の取組を実施する場合

にあっては、その保護者も一緒に参加（参観）する形式による実施が望

ましい。 

② 消費者の認識・行動の変化の調査 



 

①のアからカまでの周知・啓発の取組について、取組ごとに、実施の前

後で、消費者がどのように認識・行動を変化させたか等を、アンケート調

査又はヒアリング調査等により把握する。ただし、①のアからカまでの周

知・啓発の取組のうち、複数の取組を行う場合において、それぞれが密接

不可分である等の理由により取組ごとに調査を実施することが困難な場合

は、それらの取組に関する調査を一括して実施することを妨げない。 

  

３．事業ごとの上限額 

 （１） 一般家庭における食品ロスの実情把握 

     定額分：1,500千円 

     比例分：10千円／世帯（アンケートの回答の有無にかかわらず） 

     上限額：4,500千円 

 （２）消費者等に対する周知・啓発の取組の実施と、それによる消費者の認識・行

動の変化の調査 

周知・啓発の取組（それに伴う消費者の認識・行動の変化の調査を含む。）

の数（複数の取組を行う場合においては、２の（２）の①のアからカまでの

項目ごとに、１つの取組として扱うものとする。）に応じて、それぞれに示

す額を上限とする。 

取組の数     上限額 

 １     4,000千円 

 ２     8,000千円 

３以上    10,000千円 

  ※（１）及び（２）の両方を実施する場合は、それぞれの上限額を合計した額を

事業全体の上限額とする。 

 

  



 

Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

 

１．事業目的 

消費者教育は、多様な主体が担い手となって幼児期から高齢期までの各段階のラ

イフステージの学習者に対して様々な取組がなされている。こうした消費者教育を

より効果的に行うために、消費者庁では、平成 25 年 1 月に「消費者教育の体系イ

メージマップ」を作成した。本事業では、このイメージマップをもとに、被害の実

態や地域の実情等に応じた教材の選定又は作成をした上で、講座を実施し、消費者

の知識や合理的意思決定などの実践的な能力が育まれることを目的とする。 

本事業では、消費者教育の幅広い分野の中でも、まずは、近年被害が深刻化して

いる金融分野を中心にして行うこととし、例えば、多重債務者の発生の予防や金融

商品の選択の在り方など、多様な観点で取組を進める。また、これらの教育･啓発

の効果を測定し、「イメージマップ」の有用性を検証する。消費者庁においては、

これらの結果を「イメージマップ」の改良に当たって反映する。 

 

２．交付対象事業 

１．の事業目的を主たる目的とした事業であって、次の（１）及び（２）のいず

れにも該当するもの。 

 

（１）教材の作成と講座の実施 

①イメージマップの目標を踏まえ、②金融分野を中心に、③成人期（特に若者、

高齢者）を中心として、被害等の実態等を分析し、当該地域の実情等に応じた 

ア 教材の（Ａ）選定又は（Ｂ）作成、及び、 

イ 講座の実施 

なお、（１）については、①から③の全てを満たすものとする。 

 

（２）教材、講座の効果測定とイメージマップの有用性の検証 

（１）の講座の実施前、実施後及び実施数か月後にそれぞれ受講者にアンケート

調査を行い、意識の変化を分析するとともに、イメージマップを検証する。 

 

３．事業ごとの上限額 

  （１）ア（Ａ）、イ及び（２）の場合、（１）イの１講座当たり 1,000千円 

  （１）ア（Ｂ）、イ及び（２）の場合、（１）イの１講座当たり 5,000千円 

  



 

Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

 

１．事業目的 

各地域における定期的な注意喚起の電話等による高齢消費者の見守りの充実並

びに通話録音等の装置を活用した悪質事業者の手口公表及び行政処分等の法執行

の支援・強化により、消費者の意識啓発又は法執行の効率化を図るためのモデル的

な事業を実施することとする。本事業と消費者庁の事業の実施状況及び結果を、消

費者庁において分析・検証し、手引きに取りまとめて普及することにより、全国の

同旨の取組について改善・高度化を促し、もって高齢消費者が二次被害を受ける等

の悪質な事業者による消費者被害の防止を図ることを目的とする。 

 

２．交付対象事業 

１．の事業目的を主たる目的とした事業であって、次の（１）及び（２）のいず

れにも該当するもの。 

（１）次の各号に掲げるいずれか一つ以上の取組を行うもの 

 ① 悪質な電話勧誘への被害防止のための定期的な電話により見守りを行う取組 

高齢者等の対象者リストを作成し、定期的に電話をかけ、注意喚起や情報交換

を行い、対象者が被害に遭わないように見守りを行う取組 

 ② 希望する高齢者宅に通話録音装置を設置し、録音情報を法執行に活用する取組 

希望する対象者の協力を受け、協力者の自宅に通話録音装置を一定期間設置し、

装置により取得した悪質商法と疑われる録音データを定期的に回収し、この情報

を分析し、手口公表・行政処分等の法執行に活用するため、行政機関に情報提供

を行う取組 

 ③ 前２号に掲げるもののほか、これに準ずると認められる取組 

前２号に掲げるもののほか、定期的な見守り又は録音装置等の法執行等への活

用その他これらに類すると認められる取組により、高齢消費者の被害の防止等悪

質な事業者による消費者被害の防止に資すると認められる取組 

（２）消費者庁が高齢消費者の二次被害防止モデル事業の一環で年度内に２回程度行

う、各事業の体制、運営及びコスト、効果並びに課題等を把握するための調査に

協力するもの 

 

３．事業ごとの上限額 

  対象事業 （１）①を実施する場合 12,000千円 

       （１）②を実施する場合 15,000千円 

       （１）③を実施する場合 15,000千円 

    ※①～③のうち、複数を実施する場合は、それぞれの上限額を合計した額を

上限額とする。  



 

Ⅴ．適格消費者団体設立の促進（民間ベースでの消費者被害の拡大防止支援事業） 

  

１．事業目的 

  適格認定を持たない消費者団体も含めて地域の消費者団体等関係者に不当約款

の使用差止申入れに関する知見やノウハウの共有等を図ることにより、地域の消費

者被害防止活動の活性化や適格消費者団体（以下「適格団体」という。）の設立を

促進し、民間ベースでの消費者被害拡大防止活動を広めていくことを目的とする。 

消費者庁においては、さらなる適格消費者団体の設立を後押しするため、本事業

による取組について、認定申請に向けたフォローアップを行い、事例として他の自

治体にも提供することで、消費者団体訴訟制度の活用を促進していく。 

 

２．交付対象事業 

１．の事業目的を主たる目的とした事業であって、次の（１）又は（２）のいず

れかに該当するもの。 

 

（１） 適格団体の空白地域を中心に、消費者団体や適格団体を結成しようとする

グループが、既存の適格団体との情報交換・交流、消費者被害を防止するため

の活動を展開していくためのノウハウの提供や地域を越えたネットワーク形

成のための活動を助成等により支援する。 

  ＜事業内容＞ 

   ○ 消費者団体や適格団体を結成しようとするグループが、活動のノウハウ等

について、既存の適格団体等と行う情報交換 

 

（２） 適格団体の立ち上げを見据えた地域内での消費者団体や専門家等の連 

携、適格認定を受けるために必要となる相談事業や研修会の実施など消 

費者団体訴訟制度の担い手育成のための活動を助成等により支援する。 

※以下の事業内容のうち、１つ以上の取組を含むものとする。 

＜事業内容＞ 

   ① 消費者被害 110番や無料相談会などの情報収集活動 

   ② 適格団体の設立や消費者問題に関するシンポジウムやセミナー等の開催 

③ 事業者の不当行為への是正申し入れの検討 

④ 団体の会員や寄附金の増加を図るための普及啓発活動 

⑤ 適格団体としての業務に必要な事務機器及び執務参考資料の整備 

   ⑥ 消費者庁への事前相談及び認定申請 

   ⑦ その他、消費者団体訴訟制度の担い手育成に必要な活動 

 

３．事業ごとの上限額 

  10,000千円（２．（１）及び（２）の合計額の上限値） 


