
 

 
 
 
 
 
 
 
 

附属編 

（平成 26 年度 先駆的プログラム） 

  



 

Ⅰ 食の安全・安心の確保 

 

１．事業目的 

食品表示に関して、全国各地のホテルや百貨店、レストラン等で不適切な表示が

行われていたことが発覚し、国内外の消費者の「日本の食」への信頼を失墜させる

恐れがある。こうした状況が続けば、国内の個人消費、ひいては日本経済に悪影響

が生じかねないため、食品表示等問題に係る対応は国・地方公共団体の双方におい

て喫緊の課題である。 

また、冷凍食品への農薬混入事案等を通じて、食品の安全に関する情報（リコー

ル情報等）が、消費者に迅速・適切に提供される必要性があらためて認識されたと

ころである。 

本事業では、事業者等の表示管理体制の整備に係る助言、食品安全・食品表示に

係る消費生活相談体制の強化、地方公共団体独自の食品安全・食品表示に関する消

費者モニター制度の試行及び食品の安全に関する情報を消費者に迅速・適切に提供

するための調査・検討等を通じて、日本の食の安全・安心に関する地域体制の強化

を促進す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）から（５）のいず

れかに該当するもの。 

（１）事業者・事業者団体等の表示管理体制の整備に係る助言等に関する試行的な取

組 

（２）消費者庁が作成する景品表示法のガイドライン等の理解を促進するための映

像・画像等コンテンツの開発 

（３）食品安全・食品表示に係る消費生活相談体制強化に関する試行的な取組 

（４）地方公共団体独自の食品安全・食品表示に関する消費者モニター制度の試行 

（５）食品の安全に関する情報（リコール情報等）を迅速・適切に消費者に提供する

ための手法に関する調査・検討 

 

３．事業ごとの上限額 

  対象事業 （１）、（４）    7,000 千円（一事業ごと） 

（２）、（３）、（５） 5,000 千円（一事業ごと） 

※対象事業のうち複数を実施する場合は、15,000 千円の範囲内で、それぞれの

上限額を合計した額を上限額とする。 

  



 

Ⅱ 風評被害の防止 

 

１．事業目的 

   消費者が、東京電力福島第一原子力発電所の事故による食品に対する不正確な情

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、消費者に対して被災地の食品に関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、次のいずれかを満たすもの。

なお、汚染水の海への流出や避難指示区域見直し等の新たな状況変化に対し風評被

害対策を必要とするもの、平成 25 年度に実施されていない事業内容や食品を対象と

することが望ましい。 

 

（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等の開催 

   イベント等の内容として、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）被災地産品に関する消費者の理解促進のための事業 

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 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） 

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・案内告知 

④ 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） 

⑤ 新たに被災地産品の取扱いを始めた小売店の紹介等 



 

    

  ※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、パンフレット、動

画（映像）、パネル等 

なお、（１）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 10,000 千円 

       (２)１コンテンツ当たり上限 5,000 千円 

  



 

Ⅲ．消費者のための安全・安心地域体制の整備 

 

（趣旨・目的） 

 高齢者等の消費者被害の増加、消費生活の多様化等に伴う消費生活相談の複雑化・

高度化及び事故による子どもの死亡・怪我等が多発している状況等に対応するため、

地域ネットワークの構築や地域ネットワークの担い手育成、消費生活相談業務の改

善・強化に向けた調査研究及び子どもの事故防止に向けた地域連携事業等を行い、消

費者のための安全・安心な地域体制を整備するもの。 

 

 

Ⅲ－１ 消費者の安全・安心確保のための地域ネットワークの構築 

 

１．事業目的 

高齢者及び障害者の消費者被害の背景には、生活困窮や社会的孤立、認知力の低

下などが潜んでいることも多く、本人からの相談が少なく、対応が遅れることで被

害が拡大している面があり、高齢者等の消費者被害の防止は、地域社会全体で取り

組むべき課題である。 

このため、地方公共団体と地域の多様な主体が連携し、高齢者等の消費者被害の

未然防止、早期発見及び拡大防止を図るため、見守り等の活動を行う地域ネットワ

ークを構築するモデル的な事業及び当該地域における見守りの担い手を育成する

事業等を実施する。 

上記実施状況及び結果を他の地方公共団体等も活用可能な手引きとしてとりま

とめて普及することにより、高齢者等の見守り等の活動を行う地域ネットワークの

構築を促進し、もって高齢者等の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（（２）につき既存の取組のみに関し実施する場合を除く。）。 

 

（１）次の各号に掲げるいずれか一つ以上の取組を行う事業 

  ① 地方公共団体等の関係部局（警察、医療、保健、福祉、教育、防災、消防

等）を含む地域の多様な主体との連携・協働に基づく、高齢者及び障害者

等の消費者被害の防止等を目的とした地域ネットワークの構築等を行う取

組。 

 

    ② 地域ネットワークの構築及び将来的な消費生活サポーターの育成に向け、

消費者庁が作成する高齢者・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活用し、地域の多様な主体を対象とした研修（注）を実



 

施、見守りの担い手を育成する取組。 

（注）研修は、以下の条件に基づいて行うこと。 

  １）研修対象者 

日常生活または事業活動で高齢者・障害者と接点のある者、これまで

消費者被害に関心が高くない者等、地域の多様な主体を対象とする。 

２）研修回数 

   多数の対象者が充実した研修を受けられる機会を設けるため、複数回

の研修を実施する。 

 

   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、高齢者及び障害者の消費者被害の未然防止、

早期発見及び拡大防止を図るために行う取組であって、同様の取組を全国に

展開することが高齢者等の消費者被害の防止に資すると認められる取組。 

 

（２）上記（１）①及び③の取組（①～③に係る既存の取組を含む）に関し、当該取

組の内容や留意点等を整理の上、今後類似の取組を行おうとする他の地方公共

団体等が活用するための手引き等の作成を行う。 

  上記（１）②については、以下の内容を盛り込んだ報告書を作成すること。 

・ 研修の概要 

・ 研修後の受講者の意識変化 

・ 本視聴覚教材を活用した研修において工夫した点、反省点 

・ 研修を受けた事業者に対しては、具体的な見守り活動の取組み状況 

 

３．事業ごとの上限額 

   対象事業 （１）①又は③、及び（２）を実施する場合     15,000 千円 

        （１）②、及び（２）を実施する場合   3,000 千円 

（２）につき既存の取組のみに関し実施する場合  3,000 千円 

   ※対象事業のうち複数を実施する場合は、15,000 千円の範囲内で、それぞれの

上限額を合計した額を上限額とする。 

 

  



 

Ⅲ－２ 消費生活相談業務の改善・強化 

 

１．事業目的 

   独立行政法人国民生活センターでは、ＰＩＯ－ＮＥＴを平成２７年度に刷新し、

入力項目やキーワードを削減するなど、入力負担を軽減するとともに、検索の容易

化・迅速化を図るなど相談業務に活用しやすくすることとしている。そこで、ＰＩ

Ｏ－ＮＥＴの刷新内容を踏まえた、消費生活相談センター等における、次期ＰＩＯ

－ＮＥＴの有効活用による、消費生活相談業務の改善・強化の方策や課題について

調査・分析を行う。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、次期ＰＩＯ－ＮＥＴシステムの円滑な導入に資す

るとともに、消費生活相談の複雑化・高度化に対応するため、消費生活相談業務の

一層の効率化と質の向上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、以下のいずれか１つ以上の取

組を含むもの。 

 （１）都道府県の消費生活センターにおける調査研究 

  調査研究の内容として、原則として以下のすべてを含むこと。 

① 次期ＰＩＯ－ＮＥＴシステムを踏まえた、当該センターにおける相談員

の相談業務及び行政職員等の決裁業務等の改善方法 

② 次期ＰＩＯ－ＮＥＴシステムを踏まえた、当該センターにおけるメイン

センターとしての市町村との業務フローの改善方法 

③ 次期ＰＩＯ－ＮＥＴシステムを活用する上での業務面・システム面の課

題とその解決方法 

④ その他の消費生活相談業務における改善・強化方策の提案 

 

（２）市町村の消費生活センター・消費生活相談窓口における調査研究 

  調査研究の内容として、原則として以下のすべてを含むこと。 

① 次期ＰＩＯ－ＮＥＴシステムを踏まえた、当該センター・窓口における

相談員の相談業務及び行政職員等の決裁業務等の改善方法 

② 次期ＰＩＯ－ＮＥＴシステムを活用する上での業務面・システム面の課

題とその解決方法 

③ その他の消費生活相談業務における改善・強化方策の提案 

 

３．事業ごとの上限額 

   対象事業(１)のみ行う場合        10,000 千円 

       (２)のみ行う場合        10,000 千円 

       (１) 及び(２)の両方を行う場合  15,000 千円 



 

Ⅲ－３ 子どもの事故防止に向けた地域連携事業 

 

１．事業目的 

子どもは、誤飲・窒息・火傷等の家庭内の事故、幼稚園や保育所等での保育中の

事故等、多くの消費者事故の危険がある。子どもの消費者事故の防止に当たっては、

子ども及び保護者に加えて、地域の関係者（幼稚園、保育所、母子保健推進員、自

治会等）が連携することで、より効果的に子どもの事故防止に取り組むことができ

る。このため本事業では、地域の関係者が連携した事故防止に関する調査・分析・

情報提供の取組を支援する。 

消費者庁では各地域での取組結果を取りまとめ、各地域の調査結果の傾向を把握

して今後の施策に活用するとともに、自治体の取組事例集を作成・公表することに

より、子どもの事故防止に向けた地域連携事業の全国展開を推進する。 

 

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

れについても実施するもの。 

 

（１）調査・分析 

地域の子どもの事故防止に関する調査・分析を行う。具体的には、子どもの

保護者、地域の関係者と連携したアンケート調査（子ども事故に関する注意意

識、子どもの事故情報、ヒヤリ・ハット情報等を想定）、地域の事故の発生状況

の分析等を実施。 

 

（２）地域の関係者と連携した情報提供 

   （１）の調査・分析等を踏まえつつ、当該地域の消費者等に対して情報提供を

行うための広報素材を作成する。さらに、地域の関係者と連携した保護者等へ

の情報提供を行う。 

 

 ＜地域の関係者と連携した情報提供のイメージ＞ 

 分析結果を踏まえ、子どもの事故についての広報素材としてリーフレットを作成。母子保健

推進員が各家庭への訪問時等に、当該リーフレットを用いて説明する等によって、乳児の母

親に対する情報提供を行う。 

 保健福祉センター、公民館等と連携して、広報素材として「こどもの事故防止モデルルーム」

を設置し、母親に対する情報提供を行う。 

 保育園、幼稚園と連携したセミナーを開催する。 

 

３．事業ごとの上限額 

   5,000 千円 

 



 

Ⅳ 消費者被害回復制度の運用に向けた活動の支援 

 

１．事業目的 

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法

律（平成 25 年法律第 96 号）に基づく被害回復制度について、制度の円滑な運用の

観点から、制度の普及啓発及び制度の担い手となる特定適格消費者団体の設立に向

けた活動を支援することを目的とする。 

 

２．交付対象事業 

（１）担い手育成支援事業 

 被害回復制度の担い手となる特定適格消費者団体については、適格消費者団体で

あることが要件とされているものの、現在、適格消費者団体として認定を受けてい

る団体がない空白地域が存在する。 

このため、制度の担い手育成の観点から、適格消費者団体の立ち上げに対する活

動等を助成等により支援する。 

※以下の要件のうち一つ以上の取組を含むものとする。 

【要件】 

①消費者被害 110 番や無料相談会などの情報収集活動 

②適格消費者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適格消費者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 

⑧消費者団体や適格消費者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、既存の適格消費者団体と行う情報交換 

 

（２）被害回復制度の活用に資する事業 

 消費者等を対象とした被害回復制度の周知など、制度の活用に資する事業を対

象とする。 

 事業実施主体は、都道府県、市町村及び消費者団体（適格消費者団体も含む）

とする。 

 

３．事業ごとの上限額 

10,000 千円（上記（１）及び（２）の合計額の上限） 

  



 

Ⅴ 消費者教育の推進（地域での推進体制強化及び事業者等のコンプライアンス意識

の確立等） 

 
（趣旨・目的） 
 消費者一人一人に対して、あまねく消費者教育の機会を提供していくためには、住

民に身近な行政を総合的に実施する地方公共団体において、地域特性に応じた手法や

内容により、消費者教育が行われる必要がある。そこで、本基金を活用することによ

り、消費者教育を推進する上で重要な課題となる各主体間との連携・協働や体系立っ

た消費者教育の展開等に向けた取組みを促進し、地方における消費者教育の推進を図

ることとする。 

 
Ⅴ－１ 地域での推進体制強化及び事業者等のコンプライアンス意識の確立等 
 

１．事業目的 

消費者教育推進に重要となる地域における各主体間の連携・協働を促進するため、

消費生活センターの消費者教育の拠点化、コーディネーターの仕組み・人材確保・

育成等、地域における消費者教育の担い手の育成を進めていくことが重要である。

そこで、消費者教育推進会議の検討等に基づいた内容をテーマとしたモデル地区を

選定し、調査研究を実施し、その成果を周知することにより、消費者教育の推進を

図る。 

 

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

れかに該当するもの。 

 

（１）消費生活センターの消費者教育の拠点化及びコーディネーターの仕組み・人材

確保・育成等に関する取組み 

消費者教育推進会議地域連携推進小委員会における検討に基づき、消費生活セ

ンターの消費者教育の拠点化及びコーディネーターの仕組み・人材確保・育成等

に関し、これまでの取組み事例に新たな工夫がなされ、他の地方公共団体が対応

可能な取組みを実施する。 

 

（２）事業者等のコンプライアンス意識の確立等に向けた取組み 

消費者教育を地域全体として推進していくため、消費者や消費者団体以外の地

域における消費者教育の担い手を育成する。具体的には、事業者等に対し、消費

者目線にたったコンプライアンス意識の確立等、消費者教育に関心を持たせるよ

うな講座等の取組みを実施する。 

 



 

 

３．事業ごとの上限額 

  （１）もしくは（２）の場合、 1,500 千円 

  （１）及び（２）の場合、   3,000 千円 

 

Ⅴ－２ 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、推進法の制定を受けて平成 25 年 1 月に

「消費者教育の体系イメージマップ」（以下「イメージマップ」という。）を作成し

た。 

本事業では、消費者がより消費者力を高められるようにすること等を目的として、

イメージマップを活用し、複数の項目を選択した効果的な方法や自治体内での連携

や他の消費生活関連教育との連携による方法、また、インターネットの活用による

方法等による消費者教育を実施する。さらに、消費者市民社会実現のための講座等

の取組み及び効果的な情報提供を地域で実践し、その成果を周知することにより、

消費者教育の推進を図る。 

 

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）、（２）及び（３）

のいずれかに該当するもの。 

 

（１）教材の作成と講座の実施 

イメージマップの目標を踏まえ、 

○自治体内（教育委員会を含む）との連携 

○環境教育、食育等他の消費生活に関連する教育との連携 

○消費者行政に関連する法律等（例：食品表示）に関する理解の向上 

○インターネットの活用 

  等を目的とする 

ア 教材の（Ａ）選定又は（Ｂ）作成、及び、 

イ 講座の実施 

 

（２）消費者市民社会概念の普及に関する取組み 

 現在消費者教育推進会議消費者市民育成小委員会において、各地の実践例に基

づいて、消費者市民社会育成に向けた消費者教育プログラムやテキストの情報を

整理している。これらの情報に基づき消費者市民社会のための講座等の取組を実



 

施する。 

 

（３）その他の体系立った消費者教育に関する手法の実践 

現在消費者教育推進会議情報利用促進小委員会では、個々の消費者の属性や置

かれた環境に応じた多様な情報提供の方法等を検討している。その検討に基づき、

効果的な情報提供を地域で実践する。 

 

３．事業ごとの上限額 

  （１）ア（Ａ）、イの場合、（１）イの１講座当たり 3,000 千円 

  （１）ア（Ｂ）、イの場合、（１）イの１講座当たり 7,000 千円 

  （２）の場合                  5,000 千円 

（３）の場合                  5,000 千円 

 


