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【山形県】特殊詐欺被害防止総合対策事業 

＜事業概要＞ 

①コールセンターによる特殊詐欺被害防止

コールセンターのオペレーターが、被害に遭いやすい高齢者の自宅に直接架電し、特殊

詐欺等消費者被害防止に関する様々な情報提供及び適切な相談窓口（消費者ホットライン

188 や警察相談窓口♯9110）の周知を行うほか、警察からの情報提供に基づき特殊詐欺等の

予兆電話が架けられている地域に集中的に電話広報するなどして、特殊詐欺等の被害防止

を図りました。 

実施期間 平成 29 年 10 月１日から平成 30年１月 31日まで 

②テレビＣＭによる特殊詐欺被害防止

日常生活の中で必然的に情報に触れる機会を創ることのできるテレビＣＭを活用し、相

談窓口の周知や特殊詐欺に対する抵抗力を高めるとともに、高齢者の家族や現役世代等の

特殊詐欺に関する関心度、理解度を向上させて社会全体で高齢者を見守る気運を醸成し、

見守りネットワークの参加者、認知度の上昇にもつなげました。 

放映期間 平成 29 年８月 11日から９月 10日、平成 30年２月８日から３月９日 

放送回数 山形県内の民放４社 15秒ＣＭ 540本 

③コンビニエンスストア及び宅配業者と連携した特殊詐欺被害防止対策

宅配便等を利用しての現金送付型の被害を防止するため、宅配業者、郵便事業者、コン

ビニエンスストアの窓口において、配達伝票の宛名記載欄に啓発広告等を掲載することに

より、宅配便等の荷物を持ち込む荷主等への声掛けを強化し、高齢者等を対象とした事業

者等を含めた地域における見守り活動を促進しました。 

平成 29年９月１日～２日宅配事業者 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット

ア）コールセンターによる特殊詐欺被害防止

オペレーター４名で、山形県内に注意喚起の架電業務を実施するとともに、詐欺の

手口や対処法、相談窓口を教示しました。 

電話帳を基に注意喚起の架電業務を行うほか、特殊詐欺の前兆電話が架けられてい

る地域に集中的に電話広報する緊急架電、警察の捜査過程で入手した名簿に基づく注

意喚起を行い、実施期間中、9,546件の架電業務を行いました。 

イ）テレビＣＭによる特殊詐欺被害防止

15秒間のＣＭとして 

・宅配便で現金を送れと要求する手口

1



・還付金詐欺と電子マネー型詐欺に関する手口

の２種類を制作し、山形県内の民放 4社でテレビＣＭが放送されました。

ウ）宅配業者等による特殊詐欺被害防止

配達伝票の宛名記載欄に啓発広告 20万枚

②アウトカム

ア）コールセンターによる特殊詐欺被害防止

被害に遭いやすい高齢者に対して、特殊詐欺の手口や対処法、相談窓口を分かりや

すく説明しました。 

架電業務を通じて、民生委員や町内会長等の防犯に関わりのある方から、地区の方々

にも伝達するとの声もあり、地域一体となった高齢者見守りの機運が高められました。 

また、特殊詐欺の前兆事案の電話を受けた方が、以前、コールセンターから特殊詐

欺の手口を教示されていたため、同一内容での詐欺の電話と見抜き、被害を免れた事

例も複数確認されています。 

イ）テレビＣＭによる特殊詐欺被害防止

ＣＭの視聴がきっかけで警察に相談して被害を免れた事例もあり、ＣＭの効果が発

揮されました。 

このうち、ＣＭの視聴がきっかけで警察に相談、警察で同相談を受け、管内のＡＴ

Ｍを警戒したところ、同様の不審電話を受けて訪れた別の被害者の詐欺被害を防ぎ、

被害拡大防止が図られた事例も確認されています。 

ウ）宅配業者等による特殊詐欺被害防止

消費生活センター、警察、各宅配事業者とコンビニエンスストアの異なる事業者同

士の連携が図られる体制が構築されました。 

これまで現金送付型の手口を知らないコンビニエンスストアの従業員にも手口の周

知や、特殊詐欺に対する被害防止の意識付けが図られました。 

宅配の荷受け時において、利用者に注意喚起が掲載された伝票を配付することで、

利用者にも特殊詐欺の手口周知や被害防止の意識の高揚が図られるなど、県民に広く

周知されました。 

＜今後の課題＞ 

特殊詐欺の被害を防ぐために、注意喚起による抵抗力の強化と、社会全体での高齢者の

見守りを継続して推進していく必要があります。また、社会との関係が希薄な高齢者に対

して個別的な啓発活動を強化していきます。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

事業費補助金     14,660,460円 事業経費       14 ,660,460円 

１ コールセンター   3,153,600円 

２ テレビＣＭ    10,472,220円 

 テレビＣＭ制作等業務委託(1回目) 

            6,140,880円 

 テレビＣＭ放送業務委託（２回目） 

            4,331,340円 

３ 配達伝票啓発伝票  1,034,640円 

 

 

 

≪山形県のプロフィール≫ 

① 人口 1,106,984人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 31.9％（平成 30 年１月１日現在） 

3



【米沢市（山形県）】高齢者の消費者被害防止地域ネットワーク推進事業 

 

＜事業概要＞ 

平成 29 年度は、新たな分野（職種）や幅広い年齢層から消費者見守りメイト(ⅰ)の養成を

図るため、まず、実行委員会において消費者見守りサポーター（ⅱ）養成講座のモデルプラン

を新たに作成しました。その後、消費者見守りメイトがリーダーとしての大きな負担を感

じることなく、メイト間同士の横のつながりが持てるような環境整備と講座レベルの一定

化を図るため、既存の消費者見守りメイト向けフォローアップ講座を開催しました。併せ

て、上記により最新の情報を盛り込んだカリキュラムを作成し、見守りネットワークの強

化を図りました。 
（ⅰ）消費者見守りメイト：消費者見守りサポーターを養成するための講座を開催する講師

役のこと。見守りの担い手のリーダー。 
（ⅱ）消費者見守りサポーター：消費者見守りメイトによる「消費者見守りサポーター養成

講座」を受講した人のこと。見守りの担い手。 
＜実施方法＞ 

形式：委託（主催：市） 

主催：米沢市（事務局：高齢福祉部局） 

スケジュール：６月／実行委員会① 

７月／消費者見守りメイト養成講座 

10月／消費者見守りメイトフォローアップ研修 

２月／実行委員会②・報告書作成 

４～翌３月／消費者見守りサポーター養成講座 

 

＜実行委員会の開催＞ 

○【第１回実行委員会】次の事項について協議・報告 

・平成 28年度の活動実績報告 

・実施スケジュール 

・養成したメイトの支援について 

・ネットワーク拡大に向けた協力依頼について 

○【第２回実行委員会】次の事項について協議・報告 

・養成講座実施状況報告 

・受講者アンケート結果報告 

・事業の課題と今後の展開について 

○実行委員会の構成 

属性 人数 

警察署 １ 

民間企業 １ 
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民生委員児童委員連合協議会 １ 

介護従事者（介護支援専門員連絡協議会） １ 

社会福祉協議会 ２ 

地域包括支援センター ２ 

行政（消費生活センター） ３ 

行政（高齢福祉部局） ４ 

委託事業者 ３ 

合計 18 

 

＜消費者見守りメイト養成講座の開催＞ 

見守りの担い手（消費者見守りサポーター）のリーダー（講師役）となる消費者見守

りメイトを養成するための講座を開催 

・研修回数 ５時間×１回 

・カリキュラム概要 

【午前の部】 

消費者被害の理解と見守

りへの展開 

オリエンテーション 

【講義①】米沢市における消費者被害の実態 

【講義②】消費者被害を防ぐための基礎知識 

【演習①】消費者被害を防ぐ見守り活動 

【午後の部】 

「消費者見守りサポータ

ー」養成講座の企画 

【演習②】DVD視聴「高めよう！見守り力」 

【演習③】「消費者見守りサポーター」養成講座

を企画しよう 

【講義③】今後の活動について 

・受講者数・属性 

属性 人数 

介護従事者 ８ 

地域包括 ２ 

事業者 ４ 

合計 １４ 

・講座修了者には認定証を授与し、見守りの担い手の目印となるシリコンバンド（みど

リング）を贈呈 

・講師用教材の一つとして消費者庁作成のＤＶＤ「高めよう！見守り力」、冊子「高齢

者の消費者トラブル見守りガイドブック」及び冊子「高齢者の消費者トラブルを地域

で防ぐ見守りワークブック」を使用 

・講座終了者は、「消費者見守りサポーター養成講座」の講師実施後にアンケートを提        

 出 

 

＜消費者見守りメイトフォローアップ研修の開催＞ 

消費者見守りメイトが、消費者見守りサポーター養成講座をより円滑に行えるよう、

フォローアップするための研修を開催 

・研修回数 ３時間×１回 
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・カリキュラム概要 

１．【講義】米沢市における消費者被害の実態・見守り状況について 

２．【講義】消費者見守りメイトとしてのスキルアップ 

３．【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ】消費者見守りメイト情報交換 

４．消費者見守りメイトの活動状況について 

・受講者数・属性 

属性 人数 

介護従事者 ８ 

地域包括 ４ 

社会福祉協議会 １ 

行政 ５ 

合計 18 

・講師を招いて、消費者見守りサポーター養成講座の講師としての心構えや講座の手法

を学びました。クーリング・オフするため契約解除通知書の作成や、寸劇などを実際

に行いました。 

・「消費者見守りサポーター養成講座」の実施報告を聞き、情報交換・グループワーク

を行いました。 

・研修終了後に、フォローアップ研修受講後の意識変化や活動の取組状況等のアンケー

トを実施しました。 

 

＜消費者見守りサポーター養成講座の開催＞ 

「消費者見守りメイト養成講座」の修了者が講師となり、所属事業所や地域において

見守りの担い手となる「消費者見守りサポーター」を養成する講座を開催。 

実施者数（実人数） メイト 64名中 19名 

開催回数（回数） 26回 

受講者数（消費者見守りサポーター数） 448名 

・消費者見守りメイトは実施計画書を作成するとともに、講座終了後に実施報告書を事

務局に提出 

・講座終了後、消費者見守りメイトと同様にシリコンバンド（みどリング）を贈呈 

 

＜ヒアリングの実施＞ 

・消費者見守りメイト及び消費者見守りサポーター（各１名）に対し、講座実施後の具

体的な見守り活動の取組状況等のヒアリング調査を実施しました。 

・消費者見守りメイトからは、養成講座を開催するに当たり、雰囲気づくりで工夫した

点や自作した資料などの報告があり、身近な人達から次第に広げていきたいとの意見

がありました。 

・消費者見守りサポーターからは、家族や友人に対し、消費者トラブルの注意喚起等の

声掛けを行ったことや、消費者見守りサポーターの家族においては、特に子どもなど
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に見守りを意識した会話が増えたなど、意識の変化が広がっているとの意見がありま

した。 

＜報告書の作成＞ 

上記実施結果に加え、アンケート・ヒアリング調査等からみる本事業の成果や課題

等について取りまとめた報告書を作成しました。 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット

内容 数値 

実行委員会 
開催回数 ２回 

構成人数 18名 

消費者見守りメイト養成

講座 

開催回数 １回 

受講者数 14名 

消費者見守りメイトフォ

ローアップ研修

開催回数 １回 

受講者数 18名 

消費者見守りサポーター

養成講座 

開催回数（延べ回数） 26回 

実施者数（実人数） 19名 

受講者数（実人数） 448名 

アンケート回答者数

メイト養成講座 14名 

〃 サポーター養成講座実施後 7名 

フォローアップ研修 17名 

〃 サポーター養成講座実施後 4名 

ヒアリング
消費者見守りメイト １名 

消費者見守りサポーター １名 

報告書 一式 

②アウトカム

・自治体と地域の協働実施による連携強化

・研修実施による受講者の理解深化及び多様な主体とのネットワーク構築

・消費者見守りサポーター講師養成によるサポーター数の連鎖的な拡大

・地域ネットワークの構築と見守りの担い手育成による消費者被害の未然防止、早期

発見及び拡大防止

＜今後の課題＞ 

・消費者見守りメイト養成講座について

見守りネットワークの拡大（地域で日頃から見守り活動を行っている団体へ協力依

頼）
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・消費者見守りフォローアップ研修について

講義内容の具体的な補助（受講対象者に合わせた講義内容の選択等） 

・消費者見守りサポーター養成講座について

養成講座開催場所の確保、受講生集め（単独行動での限界を感じているメイトが多

数あり） 

消費者見守りメイトをグループ化する等の組織化 

講座開催と本業の両立（特に介護職から両立が難しいとの意見あり） 

他のメイトと消費者見守りサポーター養成講座の共同開催 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進

交付金 

1,499,375円 事業経費 

うち、交付金対象経費 

（細目） 

・委託料

1,499,375円 

1,499,375円 

1,499,375円 

≪米沢市のプロフィール≫ 

1 人口 81,847人（平成 30年１月１日現在） 

2 高齢化率 30.3％（平成 30 年１月１日現在） 
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【桶川市（埼玉県）】消費者安全確保地域協議会研修事業 

＜事業概要＞ 

高齢者及び障害者等の消費者被害防止を目的として、高齢者福祉部門の既存の地域ネッ

トワークである「桶川市高齢者安心見守りネットワーク」協力事業者や、桶川市内部の関係

部局を構成員に含む、地域の多様な主体との連携・協働に基づく地域ネットワーク「桶川市

消費者安全確保地域協議会」を平成 29年度に設立しました。 

設立に伴い、協議会構成員を対象として、研修を実施しました。 

主 催 者：桶川市 

対 象 者：「桶川市高齢者安心見守りネットワーク」協力事業者（全 46団体） 

  （介護や宅配事業者等の民間事業者、公的組織を含む） 

研修内容：協議会設立のための前提として、高齢者・障害者の消費者被害防止の観点から、

地域ネットワークによる日常生活や事業活動における見守りのポイントにつ

いて、「桶川市消費者安全確保地域協議会」の構成員となる予定の事業者に対

して、専門家から解説していただきました。 

講 師：適格消費者団体 特定非営利法人 埼玉消費者被害をなくす会 

  理事長 池本 誠司 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① アウトプット

・研修の参加人数 112 名

・受講者に対して見守り活動の必要性を啓発及び意識付けを行いました。

・埼玉県消費者行政活性化補助金により作成した啓発物品の配布に協力してもらいまし

た。

②アウトカム

・見守り活動に対する理解が深まり、地域の見守り活動がより実践的に実施されるように

なりました。 

＜今後の課題＞ 

見守り活動を通して消費者被害を防止するためには、最新事例に関する知識が必要であ

ります。そのため、「桶川市消費者安全確保地域協議会」の構成員に対して継続的に研修会

等を開催し、事例を紹介することや、見守りの手法について定期的に見直す機会を作ること

で、地域ネットワークによる高齢者・障害者等の消費者被害防止を進めていく必要がありま

す。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

60,000 円 

事業経費   60,000円 

うち、交付金対象経費   60,000円 

（細目） 

・講師等謝礼

講演会：   60,000円 

≪桶川市のプロフィール≫ 

① 人口 75,234人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 28.3％（平成 30 年１月１日現在）
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【大田原市（栃木県）】見守り対象者への悪質商法及び特殊詐欺被害防止のためのポップカ

ード配布事業 

＜事業概要＞ 

地域包括支援センターの見守り隊を通じて、戸別訪問や集会時に高齢世帯や障害者世帯

などの見守り対象者にポップカードを配布しました。見守る側、見守られる側につながりが

でき、見守り隊が戸別訪問しやすくなりました。 

 消費者問題の意識を今まで以上に持ってもらうことができ、高齢者の見守り隊を介して

の相談や消費生活センター相談員の見守り隊への消費者講座講師派遣依頼が増え、消費生

活センターと見守り関係機関とのつながりが強くなっていると感じています。 

ポップカード配布内訳 

  見守り対象者   1,785名 

  準見守り対象者   215名 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① アウトプット

地域包括支援センターの見守り隊と連携して、作成した取組の手引きを基にポップカ

ード２千枚を配布し注意喚起をしました。 

② アウトカム

ポップカードを配布することにより、見守り対象者との消費者行政の接点を作ること

ができ、消費者行政目線の見守り活動を行うことができました。また、見守り隊の隊員に

消費者問題の概要を理解してもらうことができ、消費者問題に悩む相談者の消費生活セ

ンターへの案内等を行ってもらえるなどの事案が増えました。

＜今後の課題＞ 

今回は地域包括支援センターの見守り隊との連携を主に行いましたが、今後は他の協力

関係機関との連携強化を図っていく必要があります。 

 また、今後も地域包括支援センターの会議、集会へ積極的に参加することにより高齢者を

見守る気運を高めることが重要です。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

 214,920円 

事業経費   214,920円 

うち、交付金対象経費   214,920円 

（細目） 

・消耗品費   214,920円 

（内訳） 

ポップカード 2,000枚×99.5 円×1.08 

≪大田原市のプロフィール≫ 

① 人口 71,908人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 27.8％（平成 30 年１月１日現在）
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【大垣市（岐阜県）】高齢者見守りネットワーク事業 

＜事業概要＞ 

①「大垣市消費者見守り会議」の設置・運営

近年多発する消費者被害を防止するため、特に高齢者に関わる団体、事業者、行政で

構成する協議会を設置し、情報交換及び消費者の安全確保のための取組等を行いまし

た。 

1)名称：大垣市消費者見守り会議

2)設立年月日：平成 29年 12月１日

3)構成機関・団体

分野 所属 

地域・高齢者・消

費者・福祉 

大垣市連合自治会連絡協議会、かがやきクラブ大垣、大垣市くらし

のセミナー、大垣市社会福祉協議会、大垣市民生・児童委員協議会 

事業者 介護サービス事業者、金融機関、宅配事業者 

行政 大垣警察署生活安全課、大垣市地域包括支援センター、大垣市生活

安全課、大垣市消費生活相談室、大垣市まちづくり推進課（事務局） 

4)活動実績

a)第１回会議

  １.とき 平成 29 年 12月 21日（木）13時 30分～14時 45分 

  ２.ところ 大垣市役所本庁舎 1階・第 5会議室 

  ３.出席者数 15人（うち事務局３人） 

  ４.内容 ・大垣市消費者安全確保地域協議会の設置について

・消費者被害及び消費生活相談の現状について

・消費者安全確保のための取組について

・活動報告、意見交換

 b)第 2回会議 

  １.とき 平成 30 年２月 27日（火）14時 30分～16時 

  ２.ところ 大垣市役所本庁舎１階・第５会議室 

  ３.出席者数 15人（うち事務局３人） 

  ４.内容 ・消費者庁発表の消費生活関連情報について

・消費者ネットワーク岐阜による消費者安全確保のための取組

報告

・意見交換

②消費生活に係る高齢者の見守り活動の実施

  高齢者への定期的な見守り活動を行う団体の中から、大垣市消費者見守り会議の構成

団体でもある「かがやきクラブ大垣」（老人クラブ）と連携し、高齢者の見守りを実施し

ました。 
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１)見守りサポーター養成講座への職員派遣の実施 

  かがやきクラブの要請に応じて、かがやきクラブが会員向けに主催する見守り

サポーター養成講座に本市消費生活相談員などを講師派遣し、見守り活動のポイ

ントなどを学んでもらいました。

・派遣回数：２回（１回１時間程度）

・参加者数：延べ 95 人

２)見守りガイドブックの作成・配布 

高齢者見守りガイドブックを作成してかがやきクラブへ配布し、見守り活動の

参考としてもらいました。 

・作成部数：250部

３)啓発グッズ・チラシの配布 

  市が作成した啓発グッズや啓発チラシをかがやきクラブに提供し、高齢者への

配布を実施しました。 

・配布グッズ：食器洗い用スポンジ

・配布数：500 個

③迷惑電話防止機器の設置

  業務委託し、迷惑電話防止機器の無料モニターを募集し、迷惑電話の被害防止に取り組

みました。 

・実施期間：平成 29年 6月 1日～平成 30年 3月 31日

・応募資格：市内に住民票のある方

・募集人数：100 人（先着順）

・申込人数：48 人

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット

・消費者見守り会議の開催回数：年 2回

・見守りサポーター養成研修への相談員派遣回数：年 2回

・迷惑電話防止機器無料モニター申込人数：48人

・手引き作成

②アウトカム

・消費者見守り会議の開催によって関係機関同士の連携が密になり、消費者の安全確保に

取り組むことができました。 

・見守り活動を行う見守りサポーターに対する講習及びガイドブックの配布により、消費

者被害の迅速な発見が期待できるようになりました。 

・啓発グッズの配布により、悪質商法や振り込め詐欺に対する高齢者の意識の向上が図ら

れました。 
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・迷惑電話を防止することで、悪質商法や振り込め詐欺の被害を未然に防ぐことができま

した。 

・手引きを作成することで、他自治体への波及効果が期待できます。

＜今後の課題＞ 

・消費者見守り会議（地域協議会）の設置により、構成員間で個人情報の提供が可能にな

りましたが、実際の運用に際しては、個人情報の取扱いに関する明確な規定を設ける必

要があります。

・詐欺被害の多発情報など、迅速な対応が必要な情報について、見守り会議構成団体を活

用した周知手法について検証する必要があります。

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

 1,628,000円 

事業経費    1,628,000円 

うち、交付金対象経費  1,628,000円 

（細目） 

・消耗品費   471,000 円 

（啓発グッズ費用） 

・印刷製本費       307,000 円 

（見守りサポーター用冊子・高齢者啓発

用パンフレット・迷惑電話防止機器 PRチ

ラシ印刷代）

・委託料         850,000 円 

（迷惑電話防止機器設置委託料） 

≪大垣市のプロフィール≫ 

① 人口 161,926人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 26.6％（平成 30 年１月１日現在）
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【三重県】三重の見守りコールセンター事業（消費者行政と三重県警察が連携した高齢者

等を対象とする特殊詐欺被害防止対策） 

＜事業概要＞ 

架電により特殊詐欺等への被害防止を内容とする注意喚起を行う「三重の見守りコール

センター」を民間事業者への委託により開設し、警察が捜査の過程で押収した名簿や電話

帳掲載者等の高齢者世帯を中心とした県民に対する直接架電による注意喚起及び関係企業

等への情報共有を実施しました。 

 平常時は押収名簿登載者や電話帳掲載者に対して注意喚起の架電を行うほか、一定の地

域における予兆電話の連続発生を認知した場合においては、警察本部の指示により、同地

域住民への集中的な注意喚起と同地域内の金融機関等の関係企業への架電を実施し、被害

者に対する適切な対応等を呼び掛けました。あわせて、今後の被害防止のため、「消費生活

ホットライン（188）」や「警察相談窓口（＃9110）」等の相談窓口を案内し、その周知を図

りました。 

○業務委託し、下記のとおり実施

・実施期間～平成 29年６月１日から平成 30年３月 31日までの間

・実施時間～午前９時から午後５時

・架電対象者～【個 人】捜査の過程で押収した名簿登載者及び電話帳掲載者

【事業者】金融機関・コンビニエンスストア・宅配事業者・ＡＴＭが

設置されたスーパー等の商業施設 

・架電総数～【個 人】50,477件（うち架電完了 22,962件）

  【事業者】 6,237件（うち架電完了  5,467 件） 

※ 架電総数は実施期間中の実績

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット

・高齢者等約 23,000人に対して、架電による直接的な注意喚起を実施

・金融機関、コンビニエンスストアを中心に、多発する手口に即した事業者に対して

タイムリーな注意喚起を延べ約 5,500 件実施したことにより、架電を受けた店舗に

おける被害の未然防止を４件把握 

②アウトカム

・予兆電話の発生地域を中心として、その具体的な手口について直接的な指導を行う

ことで効果的な注意喚起を図ることができ、被害の未然防止だけでなく、詐欺や悪

質商法に対する抵抗力の強化を図ることができました。

・架電を受けた者からも、「電話で注意喚起していただくとより気を付けるようになる

のでとても助かります。」、「このようなお電話を頂くと安心します。」といった反響
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がありました。 

・自治体の消費者行政部門から情報提供された予兆電話情報等を基に、同地域に対し

てコールセンターの集中架電を行うなど、関係機関の連携による機動的な注意喚起

が実施できました。

・平成 29 年中の特殊詐欺は、認知件数は 205 件（前年比＋41 件）と増加しましたが、

被害額は約３億 550万円（前年比－約２億 1,410万円）と大幅に減少しました。

・コンビニエンスストアで電子マネーを購入して被害に遭う架空請求詐欺が多発した

ことから、コールセンターからコンビニエンスストアへの架電を継続的に実施した

結果、コールセンターからの架電を受けた店員が被害を水際で阻止した事例が報告

されるなどし、コンビニエンスストア店員による水際での被害の未然防止件数が平

成 29年中 33件（前年比＋21件）と急増しました。

＜今後の課題＞ 

今後も、コールセンターを騙った詐欺等の発生が懸念されることから、県民の特殊詐欺

に対する警戒心と抵抗力の向上を図るための防犯指導等、広報啓発活動を推進します。 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

14,904,000円 

事業経費     14,904,000円 

うち、交付金対象経費  

14,904,000円 

（細目） 

・委託料  14,904,000円 

≪三重県のプロフィール≫ 

① 人口 1,834,269人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 28.4％（平成 30 年１月１日現在）
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【近江八幡市（滋賀県）】消費者被害防止に向けた地域密着型事業 

＜事業概要＞ 

近江八幡市内の 11学区のまちづくり協議会に対し、消費者被害や被害防止対策、その

他まちづくり等の取組についてヒアリング調査を行い、社会福祉協議会と協議の結果桐

原学区をモデル地区に定めました。桐原学区は見守り体制づくりに取り掛かっていませ

んが、今後作っていきたいという意向であったこと、人口規模が大きい学区であること

を理由にモデル地区としました。 

・モデル地区における見守りの担い手に対して消費者被害の現状や見守りのポイントに

ついて研修会を開催（講師:京町法律事務所 伊藤慧先生）

・被害対策を考えるに当たり実行委員会を立ち上げ、プロジェクトに必要なメンバーの

選定等を行いました。（実行委員会メンバー：福祉政策課・社会福祉協議会・消費生活

センター・消費生活サポーター）

・実行委員会での意見を基に、プロジェクトメンバーを選定。桐原学区民児協・桐原学

区社会福祉協議会・桐原学区協働まちづくり協議会・近江八幡警察生活安全課・消費

生活サポーター・近江八幡市社会福祉協議会から選出。そのメンバーによる『見守り

ワークショップ』を開催（３回）し、地域の課題の洗い出し、既存取組との関連付け、

新たに必要な事業等を地域住民により発案する機会を作りました。 

・ワークショップでは、地域の担い手への負荷がかかりすぎていることから、新たな組

織を作るのではなく、既存の取組の場を借りて何かの事業をすることが現実的であり、

働く世代の方々にも地域の課題に気付いてほしい、という意見や思いが出されました。 

・ワークショップの結果、12月に開催される【桐原学区福祉のつどい】【きりっ子食堂（子

ども食堂）】の場を借りて啓発をすることとなりました。 

【桐原学区福祉のつどい】 

15 分の時間で消費生活サポーターによる寸劇と警察による啓発を行い、今年度桐

原学区がモデル地区となったことの説明。 

【きりっ子食堂】 

○冬休み期間中に２つの小学校で開催。こども食堂の前に、子どもたちに『１人

暮らしの高齢者が消費者被害に遭いそうになるが、近所の小学生親子の声掛け

により被害に遭わずに済んだ』という内容の啓発寸劇を実施。寸劇に出てきた

子どものように＊見守りグッズを使った見守り活動ができた子どもには、簡単

な報告書を提出することによりフェアトレードチョコレートを渡しました。

○見守りグッズ：見守りのポイントがイラストで書かれたリーフレット・近江八

幡 SDGs こども見守り隊のバッチ・メッセージカード

○寸劇は消費生活サポーターと近江八幡市社会福祉協議会のプロジェクトメンバー
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○プロジェクト委員である近江八幡警察署生活安全課長と桐原学区社会福祉協議

会長から消費者被害の説明、見守り活動の説明を行いました。

○『きりっこキッズ見守り隊』と書いたステッカーを子ども食堂で使用されるト

レイに貼付け。

○子ども食堂参加の子ども：桐原小学校‐約 130人/桐原東小学校-約 100人

○子どもによる報告書提出数：５件

・見守りワークショップ反省会の実施

・次年度以降、他の地区への広がりを検討するための報告書の作成

・主催者は市とし、モデル地区の選定は市が行うが、それ以降の実行委員会のサポート、

講師派遣や報告書作成等のコーディネートは委託事業。 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット

・市内 11学区まちづくり協議会に対するヒアリング調査

・実行委員会の立ち上げ

・モデル地区の見守りの担い手に対するヒアリング調査と研修会の実施（１回）

・プロジェクト委員の立ち上げと委員によるワークショップを開催（３回程度）

・モデル事業（福祉のつどい、きりっ子食堂での啓発）の実施

・次年度以降、他の地域への参考となるような報告書の作成

②アウトカム

・まちづくり協議会をヒアリングすることにより、各学区のまちづくりに対する思いや

考えている課題を聞くことができ、今後の連携の可能性を認識しました。また、ヒア

リング時に、消費生活センターの役割や取組を説明したことにより、別の啓発事業と

のつながりができました（例：出前講座の依頼・消費者被害に関する情報が入るよう

になった・自主的な啓発活動等）。 

・福祉部との連携が必要不可欠という考えから、福祉部福祉政策課や社会福祉協議会に

実行委員会に入っていただき、地域全体の課題として消費者被害も位置付けるべきで

あるという共通認識ができました。そして、介護保険法上の『わがごと まるごと』

の考え方を市全体として、横のつながりを意識して取り組んでいく必要性が認識でき

ました。

・研修会は主に民生委員児童委員が参加。桐原学区とは近距離にある野洲市の事例等を

お話いただき、消費者被害が身近な問題であり見守り活動により防止できるというこ

とを認識していただけました。ヒアリングでは、地域の担い手不足に対し今後の不安

が多く聞かれました。

・ヒアリング時同様、ワークショップにおいても地域の担い手不足に対する意見が多く
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聞かれました。また「地域の中の顔が見える関係が段々なくなってきている、そこを

解決し、まち全体で住みよい桐原学区にしたい」等の意見が出されました。消費者被

害に特化することよりも、まちの抱える問題の１つとして認識し行動していくことの

必要性を確認し合うことができました。 

・消費者被害対策を考えるに当たり、新たな組織を作ることは負担が大きく、また継続

できるかどうかが不安視されました。そこから、既存の取組を利用することが提案さ

れました。 

【福祉のつどい】 

多くの方が参加する場において警察と消費生活センターが消費者被害地域の啓

発活動をすることができました。また、地域・警察・消費生活センターのつな

がりを伝えることができました。 

【きりっ子食堂（こども食堂）】 

○桐原学区のこども食堂は、学区内にある２つの小学校全ての子どもが対象と

なっている（申込制）ため、多くの子どもに対し啓発をすることができまし

た。啓発グッズに『きりっこ』と入れたため、愛着を持ち、身近な問題に考

えてもらうことができました。 

○トレイに『きりっこキッズ見守り隊』と書いたステッカーを貼ることで、今

後のきりっ子食堂開催時にも、子どもが思い出す効果を期待できます。 

○きりっ子食堂の運営者にも消費者被害について考えていただく機会になりま

した。 

○子どもがグッズを持ち帰り、親や家族に説明することで親世代への啓発とな

りました。 

○きりっ子食堂は小学校が会場であることから、各校長に事業を説明。それに

より消費生活センターの別の活動を知っていただく機会になりました。 

 ・反省会や報告書を通し、次年度以降の他学区へと広げることができます。 

 ・一連の流れを通し、顔を見て話す、地域の活動を消費生活センターが知る等、地域の

組織と連携することの重要性を再確認することができました。 

 

＜今後の課題＞ 

今回の事業実施に当たり、庁内高齢福祉部門との連携がほとんどできませんでした。消

費者被害対策を含む地域の課題を市全体の問題として認識するような場が必要だと考えま

す。 

 きりっ子食堂での啓発については、参加していた子どもが消費者被害について『まずは

知る』ということについて効果があったと考えますが、子どもを通して働く世代（親）へ

の啓発という点についてはその効果が見えないことから、同じような視点で見守り活動を

継続するのであれば、その部分の見直しが必要です。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

1,630,800円 

 

 

事業経費       1,630,800円 

うち、交付金対象経費       

1,630,800円 

 

     委託料   1,630,800円 

 

 

≪近江八幡市のプロフィール≫ 

① 人口 82,267人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 26.6％（平成 30 年１月１日現在） 

21



【兵庫県】兵庫県における高齢者等の消費者被害未然防止事業 

 

＜事業概要＞ 

①事前自動警告機能付通話録音装置を設置 

県・市町消費者相談窓口機関、警察庁、消費生活高齢者等被害防止ネットワーク、地域

の防犯ボランティア等からの情報を集約し、消費者被害に遭った、特殊詐欺に関する予兆

電話があった、又は、犯行グループの名簿に連絡先を搭載され、被害に遭う可能性が高い

県内の高齢者をリストアップし、「事前警告機能付通話録音装置」を無料で貸出し・設置

しました。 

 

②迷惑電話対策、特殊詐欺の注意啓発 

消費生活高齢者等被害防止ネットワーク（市町、警察、弁護士会、社会福祉協議会、消

費生活センター）、地域の防犯ボランティアによる見守りネットワークにおいて、啓発チ

ラシ・グッズの配布を行いました。併せて、事前警告機能付通話録音装置の設置、特殊詐

欺や悪質商法による被害防止のための注意啓発を促進しました。 

 

③防犯ボランティア等の見守りネットワークの担い手向けに啓発資材を作成・配布（ＤＶＤ

を市町・警察署等に配布） 

  悪質商法・特殊詐欺の事例や見守り上重要なポイント等を掲載した見守り者向けリー

フレットやＤＶＤ等を作成、見守りネットワークの担い手である防犯ボランティアや社

協、民生委員等に配布し、見守りに必要な知識を習得していただき、見守りネットワーク

内での消費者被害の未然防止・被害拡大防止の気運が高まりました。また、配布したリー

フレット、ＤＶＤ等を活用し、見守り者から高齢者一人一人へ啓発・情報提供をしてもら

い、より多くの県民に向け注意啓発しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット 

 ・高齢者等の家庭に事前警告機能付通話録音装置 2,500 台を設置し、特殊詐欺や悪質商法

による被害防止のための注意喚起を実施（平成 29年度中に全台設置）。 

 ・消費生活高齢者等被害防止ネットワーク（市町、警察、弁護士会、社会福祉協議会、消

費生活センター）、地域の防犯ボランティアによる見守りネットワークにおいて、啓発

チラシ（100,000 枚）、ポスター（3,600枚）、ティッシュ（300,000 個）を配布。 

・特殊詐欺や悪質商法による被害防止キャンペーン・講話を 2,010回実施（平成 30年３

月末時点） 

・悪質商法・特殊詐欺の事例や見守り上重要なポイント等を掲載した見守り者向けリーフ

レット（200,000 枚）、シール（70,000枚）、ＤＶＤ、啓発動画を作成・配布。 

22



②アウトカム 

 ・県・市町・警察で構築された消費者被害防止の見守りネットワークの強化 

  見守りネットワークの担い手に、見守りに必要な知識を習得していただくことで、見守

りネットワーク内での消費者被害の未然防止・被害拡大防止意識の高揚が図られまし

た。 

 ・悪質商法、特殊詐欺の標的となる消費者の保護対策 

  啓発チラシやグッズを活用した、特殊詐欺や悪質商法による被害防止キャンペーンを

展開し、高齢者を始めとする被害防止意識の向上につながりました。 

 

＜今後の課題＞ 

消費者被害防止の見守りネットワークを活用し、市町広報誌・自治会発行誌等に事前警告

機能付通話録音装置の設置・貸出しについて掲載したほか、高齢者宅を訪問する自治体職員

や警察官が理解しやすい迷惑電話対策、特殊詐欺の注意啓発を行うことにより、消費者の安

全・安心確保を目的とする見守り活動を効果的に推進することができました。 

一方で、未だ県民に対する注意啓発が浸透していないと言えるため、引き続き、迷惑電話

対策、特殊詐欺の注意啓発について継続実施する必要性があります。 

また、事前警告機能付通話録音装置の貸出についても、県下で 2,500台の貸出では、ハー

ド面の対策が十分とは言えないことから、事業の継続実施を検討することに加え、市町の自

主的な取組を促す必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

交付金 14,781,927 円 

 

 

 

 

 

 

事業経費       14,781,927円 

うち、交付金対象経費 14,781,927円 

 （細目） 

・事前警告機能付通話録音装置購入費用 

10,260,000円（2,500 台） 

※事前警告機能付通話録音装置用アダプター 

・広報啓発費 4,521,927円 

○チラシ・ポスター・ティッシュ 1,533,427円 

チラシ  275,400 円（100,000枚） 

 ポスター 162,907円（3,600枚） 

 ティッシュ 1,095,120円 （300,000個） 

（機器の有効性、県民への啓発用） 

○ＰＲ経費 2,988,500円 

リーフレット  2,047,680円 （200,000枚） 
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啓発用シール  582,120円 （70,000 枚） 

ＤＶＤ作成費 261,500円 

啓発動画作成 97,200 円 

 

≪兵庫県のプロフィール≫ 

① 人口 5,589,708人（平成 30年 1月 1日現在） 

② 高齢化率 27.5％（平成 30 年 1月 1日現在） 
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【山口県】高齢消費者被害防止ネットワーク設置支援事業 

 

 

＜事業概要＞ 

ａ．見守り模擬訓練の実施 

地域における高齢消費者の見守り活動への理解を深めるとともに、市町における「消費

者安全確保地域協議会」の設置促進や関係機関の連携強化を図ることを目的として、日常

的に高齢者と接する機会の多い市町消費者行政関係者（消費生活センター・消費生活相談

窓口、消費者団体）及び福祉行政関係者（地域包括支援センター、社会福祉協議会）等を

対象とした実践ロールプレイング形式の「見守り模擬訓練」を実施しました。 

 

実 施 内 容 

趣旨説明 消費者安全確保地域協議会の概要、国・県の取組等 

模擬訓練 

［見守り例①］ 

・模擬演劇(高齢者役：劇団員、見守り役：劇団員) 

・対応方法の紹介・解説 

・実践ロールプレイング(高齢者役：劇団員、見守り役：参加者) 

模擬訓練 

［見守り例②］ 

同上 

講座 見守りサポーター養成講座 

※訓練手法：仮想の高齢者宅（県内建築工事業者のモデルハウス）において、訪問販売に

よる被害など、あらかじめ設定した消費者被害を察知し、適切な見守り活動ができるよ

うに訓練（民間会社への業務委託により実施）。４編（訪問販売・催眠商法・多重債務・

電話勧誘）の見守り例を用意し、１回の訓練で２編実施。 

 

   

 

ｂ．対応モデル検討会の実施 

「見守り模擬訓練」の参加者等を対象に、消費生活トラブルの事例を基に、 地域全体

で「見守り・声掛け・事実確認・相談」により問題解決を図るための 対応方法等につい

て検討を行う「対応モデル検討会」を実施しました。 
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実 施 内 容 

趣旨説明等 消費者安全確保地域協議会の概要、先進事例紹介（県外・県内） 

ＤＶＤ視聴 「見守り模擬訓練」の様子を収録したＤＶＤの視聴 

グループワー

ク・発表① 

テーマ:高齢者の消費者被害防止に向けて、地域での見守りにおける課題とは 

※各グループに「訪問販売・催眠商法・多重債務・電話勧誘」 のいずれかの事

例を振り分け 

グループワー

ク・発表② 

テーマ：課題解決に向けて「地域見守りネットワーク」において私達ができる

連携とは 

 

 

ｃ．設置促進員による支援 

市町における「消費者安全確保地域協議会」の設置を促進するため、「設置促進員」（消

費者団体への業務委託により実施）を配置し、市町ヒアリングや先進事例の紹介、見守り

活動に関するセミナーを開催するなど、協議会の立ち上げ支援を行いました。 

 

主 な 実 施 内 容 

市町ヒアリング 全 19 市町を訪問し、協議会設置に向けたヒアリングや意見交換等を

実施（春・秋の年２回） 

先進事例の紹介 ・協議会設置事例集（県内版）の作成・配布 

・県外先進地視察の実施（徳島県板野町） 

見守り活動に関する

セミナー 

市町からのニーズに基づき、協議会構成員候補者を対象としたセミナ

ー等を開催 
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ｄ．見守り活動の手引き作成 

「見守り模擬訓練」及び「対応モデル検討会」の内容等を踏まえ、「高齢消費者被害防

止見守りガイドブック」を作成し、各市町消費生活センター・消費生活相談窓口、消費者

団体、地域包括支援センター、社会福祉協議会等へ配布を行うとともに、県ホームページ

で広く周知を行いました。 

 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット 

ａ．見守り模擬訓練 

県内延べ４か所（山口市２回・下松市・周南市）×２回（午前・午後） 参加者 97名 

ｂ．対応モデル検討会 

県内４か所（山口市・周南市・柳井市・下関市） 参加者 85名 

ｃ．設置促進員による支援 

・協議会設置に向けた市町ヒアリング  全 19市町×２回 

・協議会設置事例集（県内版）の作成・配布 全 19市町 

・県外先進地視察（徳島県板野町）  参加者６名 

・県外先進地視察報告書の作成・配布  全 19市町 

・見守り活動に関するセミナー等  計９回、参加者 298名 

ｄ．見守り活動の手引き 

・市町消費生活センター、地域包括支援センター等へ配布 計 141団体 

・県ホームページに掲載 

 

②アウトカム 

・「見守り模擬訓練」により、地域における見守り活動を模擬的に体感することで、高齢者

の消費者被害の現状、見守り活動やネットワークの有用性について、関係者の理解を深め

ることができました。 

・「対応モデル検討会」により、地域別に分かれたグループで、見守り活動の事例検討を行

うことで、関係者同士のつながりが広がるとともに、協議会設置後の連携イメージを共有

することができました。 

・「設置促進員」による協議会設置事例集（県内版）の配布や先進地視察、セミナーの開催

等により、協議会設置に向けた機運醸成を図ることができました。また、市町ヒアリング

や意見交換により、各市町の現状や既存ネットワーク等を把握した上で、各地域に適した

協議会の設置形態や今後の支援策の検討を進めることができました。 
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＜今後の課題＞ 

これまでに、県内全 19 市町のうち３市で「消費者安全確保地域協議会」が設置され、

その他の市町においても具体的な検討が進められるなど、当該事業を契機として、各市町

の協議会設置に向けた取組が大きく前進しました。また、見守り活動において中心的な役

割を期待される福祉行政関係者等に対し、協議会設置の意義を周知し、関係者同士の連携

を深めることができました。 

一方で、市町ごとに取組の進捗状況が異なることから、協議会未設置市町に対するヒア

リングや先進事例の情報提供等は、今後も継続して実施する必要があると考えています。 

また、全市町に共通する課題として、見守り活動の実効性をより高めるための地域の素

地作りや協力者の掘り起こしが重要であることから、行政・民間一体となった地域見守り

ネットワークの構築・強化に向けた取組を一層促進していくこととしています。 

 

＜事業の収支＞ 

歳  入 歳  出 

地方消費者行政推進交付金 

5,171,000 円 

事業経費     5,171,000 円 

うち、交付金対象経費 5,171,000 円 

（細目） 

報償費      102,000 円 

・モデル検討会講師謝金旅費       

99,756 円 

・職員旅費（打合せ等） 

・モデル検討会講師旅費 

需用費      121,144 円 

・チラシ印刷代 

・模擬訓練時消耗品 等 

委託料     4,834,200 円 

・消費者団体への見守りネットワーク

設置促進業務委託 

・民間会社への模擬訓練業務委託 

使用料及び賃借料  13,900 円 

・高速道路利用料 
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≪山口県のプロフィール≫ 

① 人口 1,396,197人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 33.1％（平成 30 年１月１日現在）
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【山形県】SNSの消費者被害から守る ～地域皆で学ぶ～ 

＜事業概要＞ 

保育所等に通っている就学前の子どもたちは、身近にスマートフォンやパソコンがある

ことが当たり前の環境で育っている一方、その子どもたちの親世代は、オンラインゲーム

や SNS など多種多様なサービスの提供を受けることが多いにもかかわらず、その怖さ等に

ついて学ぶ機会が多いとは言い難く、消費者トラブルに巻き込まれることも多いです。 

そのため、保育所や地域コミュニティーセンター等で、寸劇の上演と講話で楽しく分か

りやすい研修を行い、親世代だけでなく、祖父母の世代なども含め地域みんなでスマート

フォン等の正しい使い方を学んでもらい、SNSによる消費者トラブルに遭わないことを目指

します。 

○ 実行委員会の設置

ⅰ 実行委員の範囲

消費者問題や子どもの支援活動等を行っている NPO関係者（60歳代以上の女性

等を含む）、PTA 関係者、学生等の若者、教育関係者、IT 関連事業関係者等及び

山形創造 NPO 支援ネットワーク理事 等 

ⅱ 実行委員会の人数 

NPO 関係者及び PTA関係者７名、若者１名、教育関係者１名、IT関連事業関係

者１名、山形創造 NPO 支援ネットワーク理事２名  計 12名程度 

事務局：山形創造 NPO 支援ネットワーク 

ⅲ 実行委員会の役割 

・事業の企画・実施

・寸劇の脚本作成

・寸劇の上演（上演者は実行委員 12名のうち 7名程度を想定）

・本事業の広報、消費者被害防止に関する啓発

ⅳ 実行委員会の開催回数 

  ５回程度 

ⅴ 実行委員会での検討内容 

 第１回 県内の年代別の SNS等被害の状況や対処等の確認 

  脚本に盛り込むべき内容や研修内容の検討 

第２回 脚本完成、研修内容の決定、広報等の検討 

第３回 事業の進捗報告、改善点等の確認、寸劇の練習 

第４回   〃 

第５回 事業全体報告、反省・評価 
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○ 研修会の開催

○ 第１部 寸劇の上演

実行委員会のメンバーが作成した脚本を基に、実行委員が、子どもがスマ

ートフォン等で SNS のトラブルで困ってしまった事例を紹介する寸劇を上

演する。疑似体験を取り入れ、理解を深めてもらう（子どもたちが飽きな

いような工夫をする）。

○ 第２部 講話

パワーポイント等を使用して実例を基にした講話を行う。

講師 山形県弁護士会に所属する弁護士

○ 第３部意見交換

実行委員等が進行役となり、参加者から感想等を聞きながら、SNS 被害に

遭わないようにするための方策等を考える。

○ 連携先

保育所や地域コミュニティーセンター等と連携し、団体・施設の行事等で実施

できるよう協力を求める。 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

①実行委員会の設置と開催状況

消費者問題や子どもの支援活動等を行っている NPO関係者（含：60歳代以上の女性等）、

PTA 関係者、学生等の若者、教育関係者、IT 関連事業関係者及び山形創造 NPO 支援ネッ

トワーク理事の 13名で実行委員会を設置しました。

実行委員会は計５回開催し、県内の未就学児や若い親世代の消費者被害の実態や SNS

利用、インターネット利用に係る問題点などを話し合い、未就学児の親子を対象とした

研修会開催を企画しました。研修会のテーマや寸劇に盛り込む内容について意見を交わ

し、寸劇の脚本を作成し、寸劇の練習等研修会へ向けた準備を行いました。また各研修

会開催後は、次の研修会に向けて各々の反省点等について話し合いました。 

《各実行委員会の内容》 

〇第１回実行委員会 平成 29年６月７日 

 若い親世代の SNS による消費者被害について全国の例や県内の状況を説明し、脚

本に盛り込む内容を話し合いました。

 研修会は、県内４地域５か所で実施することとし、寸劇の上演・講話・意見交換

の３部構成（約 45分）を基本としました。

〇第２回会議 平成 29年７月 18日 

 脚本を担当した実行委員から２パターンの脚本案が提示され、各委員から意見を

出し合い完成させていくこととしました。
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 県弁護士会の協力を得て講話を行う弁護士の選定を依頼することとしました。

 庄内地区以外の研修会場が決定したことについて事務局から報告しました。

〇第３回会議 平成 29年８月９日 

 弁護士から提示された消費者被害の事例を脚本に取り入れることとし、第２部の

弁護士講話で事例の解説を行うこととしました。

〇第４回会議 平成 29年９月 13日 

 庄内地区の研修会場決定、最上地区の再調整について事務局から報告。

 寸劇の脚本が完成し、配役、衣装・小道具、タイトルを話し合いました。

 研修会では次第とアンケートを参加者に配布することとしました。

〇第５回会議 平成 30年２月 23日 

 事業全体報告と反省と評価

②脚本の作成について

【タイトル】身の回りには危険がいっぱい（SNS編） 

寸劇「ピョンタくんとミミちゃんとスマホのおやくそく」 

【脚本のねらい】 

 未就学児やその親世代にスマートフォンを使用時の危険を具体的なトラブルを交えて

紹介し、恐ろしさを実感してもらう。

 スマートフォンを勝手に触らない、遊ばないということを子どもにも大人にも認識さ

せる。

 保護者には、消費者被害への理解を深め、子どもにスマートフォンを預け子どもだけ

で遊ばせることへの警鐘を鳴らす。

【脚本の内容及び意図する事項】 

就学前の子どもたちは生まれたときからスマートフォンやパソコンを手に取り、無防

備なままに使用してしまう。子どもたちの消費者被害の連鎖を断ち切るために、若い親

世代や幼稚園教諭・保育者への理解を進めることの重要性を意図した。 

内容は、子どもたちにも親しみやすいウサギを登場させ、子どもを対象とした消費者

被害事例２つで構成した。 

１つ目は、年長の男児が母親のスマートフォンを借りてゲームアプリで遊んでいると

きに、有料サービスを過度に利用してしまい、保護者に高額な利用料の請求がきた事例。

２つ目は、年長の女児が父親の以前使っていたスマートフォンを借りて写真などを見て

いるうちに SNSに写真を投稿してしまい、個人情報等が流出した事例。 

③研修会の実施について

ⅰ研修会の内容 

【第１部】 寸劇の上演 
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【第２部】 弁護士による講話（寸劇についての法的解説を含む） 

【第３部】 意見交換 

ⅱ研修会の開催 

県内４地域５か所の幼稚園・保育園・児童センターで親子参観や PTA 行事の中に取り

入れて実施した。 

【置賜地域】 米沢市窪田児童センター 

日 時 ：平成 29年 10月 10日(火) 10:00～10:45（親子参観の一部として） 

対 象 ：園児 37名 保護者・教職員等 48 名 計 85名 

【村山地域】 学校法人長崎児玉学園 ながさき幼稚園 

日 時 ：平成 29年 11月１日（水）10：30～11：15（親子参観の一部として） 

対 象 ：園児 92名 保護者・教職員等 51 名 計 143名 

【庄内地域】 学校法人龍州学園 認定こども園 若草幼稚園 

日 時 ：平成 29年 11月８日（水）14：15～15：00（保護者研修会として） 

対 象 ：園児 52名 保護者・教職員等 30 名 計 82名 

【村山地域】 学校法人 みくに学園 天童みくに幼稚園 

日 時 ：平成 29年 11月 11日（土）10：30～11：15（親子行事後の PTA研修会） 

対 象 ：園児 60名 保護者・教職員等 43名 計 103名 

【最上地域】 NPO法人 はぐくみ保育園 

日 時 ：平成 29年 12月９日（土）10：00～10：45（保護者研修会として） 

対 象 ：園児 22名 保護者・教職員等 13 名 計 35名 

ⅲ実施の振り返り 

 参加した園児は、寸劇を楽しみながら内容を把握し、「スマホを勝手に使わない」

「スマホで勝手に遊ばない」という劇中での約束を理解していました。

 保護者は、寸劇で子どもを対象とした消費者被害の実例を認識し、弁護士の講話に

より寸劇で取り上げた消費者被害の詳細、対処法を学びました。

 意見交換では、ＳＮＳへ写真を投稿したときの位置情報の漏れを防ぐ方法、子ども

がスマートフォンを勝手に操作したりロック番号の解除をしたときの対処法、ゲー

ムの課金の支払義務、Wi-Fi環境があればネット契約なしでもスマートフォンは

ネットにつながるのか等の質問が出され、弁護士が回答しました。

 アンケートでも、「楽しく分かりやすかった」、「（スマートフォンやインター

ネットについて）知らなかったことを知ることができて良かった」、「専門的な話

を聞くことができて良かった」等の意見が寄せられました。

 研修会開催のチラシを作成し、研修会場となる園の全園児に配布し、研修会の周知

を図りました。
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④活動報告書の作成と配布

ⅰ報告書の作成 （白色の用紙にモノクロ印刷 15ページ 1,000部 作成） 

テーマ    「ＳＮＳの消費者被害から守る ～地域皆で学ぶ～」 

サブテーマ 「スマートフォンを正しく使い消費者被害に遭わないための研修会」

寸劇や弁護士講話内容等を報告書にまとめ、本書を活用することにより、県内の幼稚園・

保育所・認定こども園等で、子どもたちを SNS による消費者被害から守るための親子研修

等を行う際に、より効果的な教育を行えるようにすることを目的とします。 

また、児童館等で多くの県民の目に触れること等により、県民の理解を進めます。 

ⅱ配布先 

県内全幼稚園・保育所・認定こども園、県内全児童館・児童センター、公民館及びコミ

ュニティセンター、実行委員、講師（弁護士） 他 

（２）事業実施効果 

①アウトプット

 ４地域５か所で実施（参加者計 448 名）し、県内全域に周知を図ることができまし

た。

 各研修会の実施状況をＨＰへ掲載するとともに、フェイスブックにも掲載し、広く

周知を図りました。

 活動報告書を作成し、県内関係機関に配布し、より広く啓発を図りました。

②アウトカム

ⅰ 研修後のアンケートから （抜粋） 

【研修会全体について】 

 スマートフォン・インターネットについて学ぶことができた。危険性が分かった。

 スマホの使い方、スマホと子どもの向き合い方を考えるキッカケになった。

 身近に起こり得るテーマで、子どもと一緒に考えられる内容で良かった。

 今のスマホは簡単に SNS に入っていってしまえる怖さがある。取り返しがつかないこ

とになるということを学んだ。

【寸劇について】 

 子どもたちも興味のある構成になっていて、分かりやすく伝わった。

 寸劇を子どもが覚えていて、楽しそうだった。

 親しみのあるうさぎのキャラクターに子どもたちも大喜びだった。

 具体例がより分かりやすくなって、個人的にどうすべきか考えさせられた。

【講話について】 

 たくさんの事例や対策を知ることができた。
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 専門知識を持った人の話が聞けた。

 少し時間が短かったので、もう少し聞きたかった。

 子どもにスマホを使わせる責任を実感した。

ⅱ 事業のアウトカム 

 寸劇を通して子どもたちに親のスマホを勝手に触らない、遊ばないという意識付けが

なされました。

 大人も消費者被害の疑似体験の研修を受けることにより、身近にあるスマートフォン

の危険性を認識し、フィルタリングの必要性やスマートフォン等を持たせる側の責任

等を考え、自分自身や子どものスマートフォンの使い方などについて見直すきっかけ

づくりとなりました。

 幼稚園や保育園、児童センターで実施することで、教職員の教育にもつながり、今後

の指導や家庭・地域での情報共有が図られました。

 高齢である実行委員も脚本の内容を検討し演じたことで、インターネットによる消費

者被害に関する理解が深まり、自らが消費者被害防止の啓発活動の宣伝マンとなるこ

とへの意欲を持ち始めました。

 様々な世代の人で実行委員会を構成したことにより、世代間を超えたネットワークが

作られ、多様な年代で発生する消費者問題、SNSの理解・認識等が共有されました。

 活動報告書を作成し、住民の利用が多い児童館や公民館等公共施設に配布することで、

より多くの県民に対して、研修会の内容を周知し、インターネット消費者被害につい

て理解を広げることができました。

＜今後の課題＞ 

① アンケートの回答から、保護者や地域住民のスマートフォン等による子どもたちのイ

ンターネット消費者被害に対する認識がなかなか進んでいないことが分かりました。

保護者は、子どもにスマートフォンなどを持たせる責任を自覚し、その正しい使い方、

消費者被害に遭わないための対処法などを学ぶ必要があります。親子で学ぶ本研修会

を実施したことへの評価が高いことから、今後もこのような研修会の継続や家庭にお

ける消費者教育の取組が必要です。 

② 就学前の子どもたちは生まれた時からスマートフォンやパソコンを手に取り、無防備

なままに使用してしまうため、若い親世代への消費者教育が重要です。また、幼稚園

教諭・保育者の理解を進めることも重要です。

③ 昨年度は小中学校、今年度は未就学児を対象に研修を行ったが、高校や企業（職場）

における消費者教育の実施も重要です。

④ 三世代同居率が高く女性の就労率の高い山形県では、昼間は高齢者が在宅で孫育てを

している家庭も多い。今回の研修事業により、SNS等に関する認識が少なかった高齢の

実行委員の理解が進んだことから、地域の中でよりきめ細かな消費者教育の推進が重
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要です。 

⑤ 子どもたちを消費者被害から守る教育は、地域コミュニティー全体を対象として実施

し、地域全体で子どもたちを消費者被害から守る気運を醸成することも必要と思われ

ます。

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

  3,000,000円 

自己負担金     406 円 

事業経費  3,000,406円 

うち、交付金対象経費  3,000,000円 

（細目） 

・謝 金  180,000円 

・人件費 1,916,856円 

・交通費  396,050円 

・通信費  176,614円 

・印刷費   141,714円 

・委託費   46,880円 

・保険料   4,550 円 

・光熱水費   88,833円 

・諸経費   48,909円 

≪山形県のプロフィール≫ 

① 人口 1,106,984人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 31.9％（平成 30 年１月１日現在）
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【静岡県】消費者サポート人材バンクを活用した市町支援事業 

＜事業概要＞ 

消費者教育の担い手として消費生活相談員の活用が求められていますが、人数が少ない

ことや相談業務により多忙なこと、消費者教育はテーマが幅広いことなどから、多様な担

い手の確保が必要となっています。 

そのため、教員ＯＢや消費者団体の会員のほか、防災教育、食育、金融教育等消費者教

育に関連する分野で活躍している方を、消費者教育の講師として養成し、新たに設置する

消費者サポート人材バンク（以下「人材バンク」という）に登録し、市町が実施する出前

講座やセミナーに派遣することにより、市町の多様な消費者教育の推進を支援します。 

人材バンクは、既に設置済みの消費生活相談員の人材バンクと新たに設置する消費者教

育講師人材バンク合わせ、一体的に運用することにより、市町の消費生活相談体制の確保

と消費者教育の推進体制の強化を支援します。 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 消費者教育及び、食育や情報モラル教育、防災教育等の消費者教育関連教育におい

て講師となれる人材を養成するため、公益財団法人消費者教育支援センターに委託を

して、消費者教育講師人材養成講座の実施及び講師用テキストの作成を行いました。

講座申込者 39名のうち 37 名が講座を修了しました。 

また、講座修了者を新たに設置した消費者教育講師人材バンクに登録し、モデル的

に熱海市、焼津市、湖西市が実施する消費者教育講座にそれぞれ講師として派遣した

ほか、次年度からの本格的な講師派遣に向け、チラシの作成と WEB 上で講師派遣の申

込みができるシステムの開発を行いました。 

（２）事業実施効果 

①アウトプット

（ア）消費者教育講師人材養成講座の実施 

項目 内容 

対  象 
消費者団体等の会員、消費者関連有資格者、消費生活相談員資格取得支

援講座受講者、その他関連教育において活動している者 

会  場 静岡市内１か所 

日  程 全６回 （H29 11/4、11/18、12/9、12/17、 H30 1/13、1/27） 

受講者 39名（うち修了者 37名） 

カリキュラ

ム 
（知識編/４回） 

消費者行政の現状、消費者トラブル全般、消費者行政

関連法律、インターネットトラブル、学校における消

費者教育、講座プランの作成方法 等 
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（実践編/2回） 
人前で話すときの注意点と講師の心構え、ワークショ

ップの企画と実践、講座プランの発表 等 

（イ）講師用テキスト等の作成 

消費者教育の担い手として、知っておく必要のある情報と講座を実施するに当たり参

考となる指導のポイントや講座の進め方等をまとめた講師用テキストを 200 部作成しま

した。また、今後、講座で必要な資料等を追加していけるよう、講師用バインダーにつ

いても 200部作成しました。 

（ウ）人材バンクの設置 

新たに消費者教育講師人材バンクを設置し、受講者 37名を登録しました。 

（エ）消費者教育講師派遣申込システムの構築 

インターネット上から、消費者教育講師の派遣を申し込めるシステムを静岡県消費者

教育ポータルサイト上に構築しました。 

（オ）消費者教育講師のモデル派遣講座の実施 

 次年度からの本格的な派遣制度の運用に向け、県内３か所で市町が実施する消費者教

育の出前講座やセミナーに、講座終了者を消費者教育講師としてモデル的に派遣しまし

た。また、モデル講座を実施するに当たり、消費者教育講師を活用した出前講座の実施

を PRするため、チラシを 10,000部作成しました。 

主催者 日時 テーマ 対象 

熱海市 
３/１（木） 

13:00～14:00 

今日の消費者トラブルと消費者としての

行動～お買い物が、未来を変える～ 

消費者団体 

一般市民 20名 

焼津市 
２/23（金） 

10:30～11:30 
悪質商法の手口と対処法 

高齢者団体 

60名 

湖西市 
３/６（火） 

14:00～15:00 

知って防ごう！高齢者を狙う悪質商法の

手口と被害 

一般市民 

25名 

②アウトカム

（ア）消費者教育講師人材養成講座の実施 

多様なカリキュラムと講師により、消費者被害の防止だけでなく消費者市民社会をテ

ーマにした消費者教育講師を育成することができました。また、グループワークを数

多く実施することにより、受講者同士の交流が図られました。 

（イ）講座用テキスト等の作成 

講座終了後も講師としての活動を行うに当たり、参考書として活用できる資料を作成

しました。また、県内の消費者教育出前講座の質を高めるため、講座受講者にとどま

らず、県や市町の消費生活相談員等、消費者教育の担い手に同テキストを配布しまし

た。 
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（ウ）人材バンクの設置 

消費者教育だけでなく、金融教育や情報モラル教育、食育、防災教育等、消費者教育

関連教育にも対応できる人材を登録することができました。 

（エ）消費者教育講師派遣申込みシステムの構築 

インターネットから申込みができるようにすることにより、申込者の利便性を高める

ことができました。また、データベース機能を付加することにより、講師派遣制度

の利用状況等の分析が可能となりました。 

（オ）消費者教育講師のモデル派遣講座の実施 

講座修了者が実際の講師となって消費者教育講座を行い、他の講座修了者もそれを見

学することにより、次年度からの正式な講師派遣に向け、実地研修を行うことができ

ました。 

＜今後の課題＞ 

 講座を修了し、人材バンクに登録した消費者教育講師のスキルアップを図るためには、

講師として数多くの経験を積む必要があります。

 そのため、講座派遣制度の PRを行い、市町等へ積極的に制度利用を働きかけていく必

要があります。

 また、定期的な研修により講師の知識とスキルを向上させるとともに、講師のネット

ワークを築く必要があります。

 講師派遣制度を消費者教育の要としていくためには、県の消費生活センターである県

民生活センターを消費者教育の拠点とし、人材バンク登録者との有機的な連携を図る

必要があります。

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

交付金    6,808,952円 事業経費   6,808,952円 

うち、交付金対象経費 6,808,952円 

（細目） 

・ 委託料  6,692,652 円 

・ 会場使用料   55,860円 

・ 印刷製本費   39,960円 

・ 講師謝金  10,000円 

・ 講師旅費  10,480円 

≪静岡県のプロフィール≫ 

① 人口 3,743,015人（平成 30年１月１日現在）
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② 高齢化率 28.500％（平成 30 年１月１日現在）
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【札幌市（北海道）】学校等と連携した消費者教育教材作成事業  

 

＜事業概要＞ 

 大学生になったばかりの若年者は、進学を機に一人暮らしを始めるなど生活環境が大き

く変わることが多いところ、消費生活に関する知識や経験が未熟なことから、消費者トラブ

ルに巻き込まれるケースが少なくない状況です。一方、札幌市における自立を支援するため

の大学生向けの消費者教育は、平成 26年度から実施している消費者教育パネル展示や、北

海道教育大学札幌校の協力による授業の一部を利用した講師派遣講座などの取組がありま

すが、十分とはいえない状況と認識しています。 

 以上を踏まえ、大学生等若年者向けの消費者教育を充実させるため、大学や消費者行政関

係者などと、大学生向けの教材作成のための会議体を開催し、若年者の状況に合わせた消費

生活に関連するテーマに沿って、現場の意見を反映させた教材の作成を行います。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 適格消費者団体消費者支援ネット北海道と連携（業務委託）し、大学生向けの消費者教育

教材を作成。作成に当たっては、大学教授、弁護士、司法書士、消費生活相談員等の有識者

による会議体を構成し、内容を協議しました（会議は６回開催。）。 

 教材の構成は、下記のとおり、大学１～４年生の学年ごとにそれぞれテーマを２つずつ設

定した体系となっています。 

 なお、教材の作成段階で、仮作成した教材を使用して、大学１～４年生それぞれへ実際に

授業を行い、授業後、教材についてアンケートを実施し、その結果を教材の内容に反映させ

ました。また、教材は、各テーマに４コマ漫画を導入し、学生が読みやすいレイアウトにし

ています。 

 

■教材名： 大学生のための消費生活入門 

ア 表紙 

イ 目次 

ウ イントロダクション 

エ 本文 

 ⅰ 大学１年生：賃貸アパートの原状回復、アルバイト先でのトラブル 

 ⅱ 大学２年生：マルチ商法、出会い系サイト 

 ⅲ 大学３年生：語学教室などでのトラブル、自己啓発セミナー 

 ⅳ 大学４年生：クレジットカードの仕組み、保険の仕組み 

オ 資料編 

 ⅰ クーリング・オフについて 
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ⅱ 消費者契約法による取消しについて 

ⅲ 回答集（本文中の問題の回答） 

ⅳ 主な悪質商法とその手口 

ⅴ 札幌市における消費生活相談に関するデータ 

ⅵ 相談先一覧 

ⅶ 参考文献 

ⅷ すごろく 

カ 今後の展望

キ 裏表紙

（２）事業実施効果 

①アウトプット

大学生向けの消費者教育教材の作成

②アウトカム

市内の大学において、本教材が使用され、大学生の消費者被害の未然防止等に資しまし

た。 

＜今後の課題＞ 

 教材のみでなく、学習の手引書のような、教員が実際に授業でどのように教材を活用する

べきかの指針を示した資料があることで、教材がより活用されやすくなると考えています。 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

北海道消費者行政推進事業補助金 

（先駆的プログラム）3,334,000円 

事業経費       3,334,000円 

うち、交付金対象経費 3,334,000円 

（細目） 

・業務委託費  3,334,000円 

≪札幌市のプロフィール≫ 

① 人口 1,952,348人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 26.1％（平成 30 年１月１日現在）
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【米沢市（山形県）】学校と地域の連携による消費者教育支援事業 

 

＜事業概要＞ 

 消費者教育に関する教材の制作を通して、消費者教育の担い手を育成するとともに、家

庭内や地域の様々なイベント行事で教材を活用することを目指します。 

 具体的には、まず、日頃から子どもたちと距離が近い保護者や地域の関係者（PTA、自

治会等）を対象に有志を募り、実行委員会を立ち上げ、実施計画を作成した後、実施計画

に基づいて意見交換会（ワークショップ等）を行いながら教材の試作品を制作しました。

試作品は学校等の協力を得て、イベント行事の時間等に使用し、教員や子どもたち、保護

者等の意見を基に改良を加えながら完成版を作成。また、教材の制作者及びイベント行事

等への参加者に対してアンケート調査を実施し、実施計画の評価及び広域展開に向けた課

題を抽出しました。 

 なお、主催は市としますが、実行委員会のサポート、研修講師派遣、報告書作成等事業

全般のコーディネートを委託事業としました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 ○スケジュール 

   ９月／実行委員会①、ワークショップ① 

   10月／ワークショップ② 

   11月／ワークショップ③ 

11～１月／教材作成 

     １月／実演イベントの打合せ 

     ２月／実演イベント開催（作成した教材の実演） 

        実行委員会②、報告書作成 

 

 ○実行委員会の開催 ※実行委員会の構成 10名 

  【第１回実行委員会】次の事項について実施 

    実施スケジュール、自己紹介、消費者問題の現状、消費者教育についての講義 

 

  【第２回実行委員会】次の事項について協議・報告 

    実演イベントの結果報告、当該事業に参加しての感想 

事業の課題と今後の展開について 

 

 ○ワークショップの開催 

 消費者教育に関する基本的な知識を学び、子どもたちに伝えたい思いを効果的に伝え
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るための「場」、「手法」、「教材」等についてワークショップを開催 

  【第１回ワークショップ】次の事項について協議 

   ・子どもたちに伝えたい「消費者」としての基本的な考え方 

   ・子どもたちに伝えるための効果的な手法等の選定 

   ・役割分担 

   ⇒協議の結果 

     対象：小学生低学年 

     教材の種類：紙芝居又は絵本 

     時間：10 分程度（約 10ページ） 

     内容：米沢市らしさを重視した生産と消費に関連するストーリー 

 

  【第２回ワークショップ】次の事項について協議 

   ・持ち寄ったシナリオ（案）を基に素案の決定 

   ・教材の種類 

   ・作風について 

   ・シーンに合わせた絵のイメージ共有 

   ⇒協議の結果 

     作風及び教材の種類：ちぎり絵を使った紙芝居 

     シナリオ：芋煮を題材とし、食材が食卓に出るまでの過程（生産者の思い）等

の背景を想像し、考え、感謝していただく（食べる） 

 

  【第３回ワークショップ】次の事項について協議 

   ・シナリオのイラスト（案）を基に内容を肉付けし、イラストを固める 

   ・役割分担やスケジュール（作業及び実演イベント）の決定 

   ・ちぎり絵の仕方を学ぶ 

   ⇒協議の結果 

     リーダーを決定し、リーダーを中心に作業を進める。 

     作業スケジュール及び実演イベントの日程を決める。 

 

 ○教材作成 

  次の事項について教材を作成 

  ・ちぎり絵の講義（様々な種類の紙の質を学び、実際にちぎって練習する） 

  ・食材のキャラクター等の選定 

サトイモ、ネギ、畑の里芋及びネギ、煮えた牛肉、米沢牛、しめじ、こんにゃく、

豆腐、おにぎり、人（子ども）、その他（文字、食器、背景） 

  ・パーツの配色及び作成の役割分担 
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  ・一部のパーツには、山形県の無形文化財である深山和紙を使用 

  ・登場するキャラクターの人形を作成し、動きのある演出をする 

 

 ※紙芝居の様子 

 

 ○実演イベント 

  次の事項について協議した上で開催 

  ・演出イベント会場に、生産者を取材した内容を展示 

  ・紙芝居の原画を展示（読み聞かせは原画を印刷したもの） 

  ・子ども達が座って見られるように、シートを用意 

  ・紙芝居の内容のポストカードを作成し、来場者に配布 

 ※演出イベントの様子         

 

 

○報告書の作成 

 上記の実施結果に加え、アンケートを基に本事業の成果や課題等について取りまとめ

た報告書を作成 
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（２）事業実施効果 

 ①アウトプット 

内容 数値 

実行委員会 
開催回数 ２回 

構成人数 10名 

ワークショップ 開催回数 ３回 

教材作成 開催回数 6回 

実演イベントの打ち合わせ  開催回数 １回 

実演イベント 

開催回数 ２回 

参加者数 
70名 

（１部 40名、２部 30名） 

アンケート回答者数 24名 

報告書  一式 

 

 ②アウトカム 

  ・自治体と地域の協働実施による連携強化 

・消費者教育推進における担い手の発掘及び育成 

・実演イベント開催による参加者の消費者教育の学習及び参加者の周囲の者へ消費者

教育の波及 

・地域の特徴をいかしたオリジナリティのある教材作成 

 

＜今後の課題＞ 

・教材の活用方法 

対象としている小学校低学年を中心に、より多くの子どもに見てもらうことや、親子

で一緒に考える機会を提供することが必要です。 

 

・実行員メンバーとの継続的なつながり 

本事業の実行委員メンバーが、消費者教育推進の担い手として活動の軸となれる環境

の提供が必要です。 

 

・新たな消費者教育推進における担い手の発掘 

本事業の認知度を高める活動を実施し、新規の参加者を増やしていく必要があります。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進

交付金 

1,498,871円 事業経費 

うち、交付金対象経費 

（細目） 

・委託料

1,498,871円

1,498,871円 

1,498,871円 

≪米沢市のプロフィール≫ 

1 人口 81,847人（平成 30年１月１日現在） 

2 高齢化率 30.3％（平成 30 年１月１日現在） 
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【富山県】中学生向け消費者教育実践事業 

＜事業概要＞ 

 近年、ICT化の進展に伴い、若者向けの消費行動、環境教育、消費者トラブル防止のため

の教育が重要であり、また、成年年齢引下げを見据え、影響を受ける中学生に対する消費者

教育が求められています。これを踏まえ、中学生を対象に、自立した賢い消費者になるため

の契約等に関する知識の習得や、ネットトラブル等の危険性について学ぶ機会を提供する

ため、中学生向け消費者教育の講師養成や必要な冊子を作成し、それにより講座を実施しま

す。 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

① 中学生向けハンドブック作成事業（プロポーザルにより委託業者を決定）

インターネット利用の低年齢化等に伴う中学生の消費トラブルの増加や、成年

年齢引下げを見据え、契約等に関する基本的知識、ネットトラブル等の対処方法、

相談機関の周知のほか、電子マネーや消費者市民社会について学べる中学生向け

ハンドブックを作成しました。

なお、ハンドブックには統一的なキャラクターを登場させ、漫画仕立てのスト

ーリーを使ってトラブル事例等の説明をするなど、中学生にとって分かりやすい

内容や構成、デザイン等となるよう工夫しました。 

○タイトル みんなで生活力アップ！ 中学生のための消費生活ハンドブック

○仕様   Ｂ５版、16ページ、両面刷り、４色刷、5,000部作成 

○内容及び構成 ・毎日の買い物はすべて「契約」です

・買い物上手になろう

・インターネットトラブルに注意しよう

・こんな悪質商法にも注意しよう

・お金を上手に使おう

・持続可能な社会をめざして
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         ・県内相談窓口一覧 

② 中学生向け消費者教育講師養成講座の開催 

県内中学校において出前講座を実施するに当たり、県内の消費生活相談員等を

対象に、中学生向けの消費者教育を実施するための知識等を得るための養成講座

を開催しました。 

○開催日時  平成 29年８月 26日(土) ９時 30分～16時 

○会場    富山県県民共生センター 

○講師    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 消費者委員会 経済市民教育推進グループ 

        窪田 久美子氏  安岡 滿美子氏 

○テーマ   中学校で求められる消費生活講座 

○受講者   消費生活相談員等 ２０名 

○内容    ・中学校の授業で行っている消費者教育 

       ・ＮＡＣＳの講座紹介(中学校 ２事例) 

・テキストを使った模擬授業体験 

・「ステップ１ 商品･サービスを購入する～契約の基本～」 

・「消費生活センターに相談してみよう」体験 

・意見交換／まとめ 

 

③ 中学生向け消費者教育出前講座の開催 

 県内の中学校から希望を募り、出前講座を開催しました。 

○実施方法  総合などの授業等を活用した消費生活出前講座の開催 

○実施時間  50分程度 

○講師    消費生活相談員 

    ○講座内容  今回作成した「みんなで生活力アップ！ 中学生のための消費生

活ハンドブック」を活用し、中学生に必要な消費生活知識等につ

いて説明 
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（２）事業実施効果 

 ①アウトプット 

 中学生との親和性が高い表現手段である漫画を使ったストーリー仕立てのオリジナ

ルハンドブックを作成し、出前講座を開催しました。 

 消費生活相談員等に対して中学生が陥りやすい消費者トラブルの知識習得の機会を

提供することができました。 

 

 ②アウトカム 

 ハンドブックに漫画を使うことで、中学生の目を引き、抵抗なく押し付けがましくな

い冊子としたことで、中学生にとって余り関心が高くないと思われる消費の分野につ

いても楽しく考えることができるものとなりました。 

 ハンドブックの登場人物を中学生とし、自分達と同じ中学生が物語を進めていくこと

で、ハンドブックを読んだ中学生が、他人事でなく自分のこととして消費について考

え、当事者意識を高めて、自ら学び自ら考えることができるようになり、自分も消費

者であるという自覚を促し、ひいては、自立した消費者の育成につながりました。 

 ハンドブックを作成し教育委員会や中学校へ配布することで、中学生だけでなく、中

学校教員に対しても消費者教育について具体的に分かりやすく理解を深めてもらう

ことができ、出前講座の申込数の増が期待されます。 

 若者向けの消費者教育を実施することが、国や県が目指している「自立する消費者」

及び「消費者市民社会の形成に寄与する消費者」を育成することにつながっていきま

す。 

 

＜今後の課題＞ 

 中学生向けの出前講座については、これからも継続して実施していくべきであり、そのた

めには、各中学校、教育委員会に対して出前講座の利用促進を働きかけていくとともに、新

たな情報の提供や、出前講座の実施方法等についての具体的な提案をすることが重要とな

ります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

           2,104,786円 

中学生向け消費者教育実践事業 

           2,104,786円 

(内訳) 

① 中学生向けハンドブック作成事業 

ハンドブック作成委託 1,837,292 円 

           1,836,000円 

50



 需用費         1,292円 

②中学生向け消費者教育講師養成講座 

 の開催        200,876円 

   講師謝礼・旅費    173,360円 

   会場使用料     24,050円 

   諸費              3,466円 

③中学生向け消費者教育出前講座の 

開催           66,618 円 

   講師代       65,106円 

   通信費        1,512円 

 

≪富山県のプロフィール≫ 

① 人口 1,069,512人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 31.0％（平成 30 年１月１日現在） 
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【静岡県】ふじのくに食べきりやったね！プロジェクト  

 

＜事業概要＞ 

 食品ロスの削減に向けては、消費者一人一人の倫理的消費の意識向上が重要な解決策の

一つであることから、学校と連携し、環境負荷を考慮した購入、消費、廃棄等倫理的消費

の内容やその必要性について啓発する事業を実施することにより、将来を担う子どもに向

けた消費者教育の推進を図ります。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

県内の小学校と連携し、食育や環境教育の授業において食品ロスの現状と共に人や社

会、環境に配慮した消費行動の重要性について教育を行います。 

実施に当たっては、小学校にてモデル講座を実施し、その他の学校へは栄養士向けの

講座を開催し、全校にて取り組んでもらうよう協力を依頼します。 

併せて、授業で活用できる教材を作成するとともにインターネットを使用して情報発

信を行います。また倫理的消費を実践する企画を展開します。 

 

区分と内容 

ア 栄養士向け講座 （県直轄） 

子どもたちの食育を担う栄養士を対象とし、食品ロス削減に関わる食育と倫理的消費の関

係性について理解を深め、食育等で取り上げてもらえるよう、食品ロス削減講座を３回実施。 

また、食育等で取り上げやすくするよう、食品ロスに関する資料のまとめページを作成し、

ＨＰに掲載しました。 
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イ 小学生向けモデル講座 （委託及び直轄） 

小学生を対象とした環境教育の場を活用し食品ロスや環境に関わる消費者教育を行い、倫

理的消費の大切さを理解してもらうため、県内 11 か所（学校や社会科見学先（清掃工場、

資源ギャラリーなど）、店舗での夏休みイベントなど）で食品ロス削減講座を実施しました。 

 

ウ Web、SNSによる情報発信 （委託） 

スマートフォン対応のゴミ削減の倫理的消費行動に関わるウェブサイト（くらしのごみ削

減ナビ「R のあるくらし」（https://r-kurashi.machipo.jp/））を新設しました。また、食

品ロスに対する倫理的消費行動を促すため、SNSを使い、幅広い層に対し情報発信を行いま

した。 
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教材作成 （委託） 

小学生を対象にした、食品ロスについて知り、家庭での食品ロス削減を実践する「ふじの

くに食べきりやったね！チャレンジ」教材を作成し、県及び市教育委員会と連携して県内の

全小学生（約 20 万人）に配布しました。 

オ 小学生向けイベント （委託） 

小学生に配布した教材にハガキを付録し、家庭内での食べきりの実践結果及び過程で実践

した食品ロス削減の取組を県に送付してもらいました。1,563 通のハガキの送付があり、そ

の中から優良な食品ロス削減取組について表彰しました。 

 ○ 実践結果の県送付実績 

送付件数：1563通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果 

質問：お子さんの食べ残しは、このチャレンジをきっかけに改善したか 

YES 93.9％ 

NO 4.5％ 

無回答 1.6％ 

 

○優良取組の奨励 

学年別応募数
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受賞者の取組 

 

（２）事業実施効果 

①アウトプット 

ア 栄養士向け講座 

 

日時 場所 対象者 出席者 

平

成 29 年４月 19 日（水） 

 

浜松市教育センター 

（浜松市） 

浜松市栄養教諭・栄養職

員 

75人 

平

成 29 年４月 27 日（木） 

 

静岡市清水庁舎 

（静岡市） 

静岡市栄養教諭・栄養職

員 

40人 

平

成 29 年５月 22 日（月） 

 

あざれあ 

（静岡市） 

静岡県栄養教諭・栄養職

員 

350人 

 

イ 小学生向け講座 

 

日時 講座名 場所 対象者 出席者※１ 

平成 29 年 

５月 23 日（火） 

地球温暖化と私た

ちのくらし 

静岡市立東源台小

学校（静岡市） 

東源台小学校

５年生 

110人 

平成 29 年 

５月 31 日（水） 

社会科見学 掛川市環境資源ギ

ャラリー（掛川市） 

東山口小学校

４年生 

28人 
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平成 29 年 

６月 16 日（金） 

社会科見学 伊東市御石ヶ沢清

掃工場（伊東市） 

大池小学校４

年生 

50人 

平成 29 年 

７月 14 日（金） 

社会科見学 函南町ごみ焼却場 

（函南町） 

函南小学校４

年生 

76人 

平成 29 年 

７月 18 日（火） 

社会科見学 静岡市沼上資源循

環学習センター

（静岡市） 

東源台小学校

４年生 

89人 

平成 29 年 

８月２日（水） 

夏休み環境を考え

る体験ツアー 

(株)明治東海工場 

（藤枝市） 

藤枝市内４～

６年生 

30人 

平成 29 年 

８月 10 日（木）  

平成 29 年度親子

環境学習講座 

島田市田代環境プ

ラザ（島田市） 

島田市内園児

～中学生 

23人 

日時 講座名 場所 対象者 出席者※１ 

平成 29 年 

８月 17 日（木） 

夏休みこども ECO

教室 

しずてつストア田

町店（静岡市） 

静岡市内園児

～小学年生 

23人 

平成 29 年 

12月３日（日）  

こども ECO教室 しずてつストア宮

本町店（静岡市） 

静岡市内小学

生 

18人 

平成 29 年※２ 

５月９日（火）他

34回 

社会科見学 三島市 三島市内小学

４年生 

- 

平成 29 年※２ 

６月 23 日（金）他

19回 

社会科見学 島田市 島田市内小学

４年生 

- 

※１ 出席者には保護者及び教員等含む 

   ※２ モデル講座用資料を市担当課へ提供し、市担当課が講座を実施 

 

ウ Web、SNSによる情報発信 

 (ｱ) HP新設 

    スマートフォン対応のごみ削減の倫理的消費行動に関わるウェブサイト（く

らしのごみ削減ナビ「Rのあるくらし」）を新設しました。 

エ 教材作成 

 (ｱ) 教 材 名 ふじのくに食べきりやったね！チャレンジ 

 (ｲ) 仕 様 Ａ５版 全８頁 

 (ｳ) 作成部数 20 万部 

 (ｴ) 配 布 先 県内全小学校（公立、私立、特別支援学校 計 537校）の全小学

生（約 20万人） 
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オ 小学生向けイベント 

 (ｱ) 回答数 1563 通 

 (ｲ) 表彰式（ふじのくに食べきりやったね！チャレンジ優良実践取組表彰式） 

   日時：平成 29 年 12 月 16日（土）12時 50分～13時 20分 

   場所：静岡県男女共同参画センター 

（ふじのくに消費者教育推進フォーラム内で実施） 

賞名 受賞者数 授与者 

くらし・環境部長賞 1組 

静岡県くらし・環境部 

買い物上手賞 2組 

使いきり賞 1組 

食べきり賞 1組 

資源循環賞 1組 

しずてつストア賞 1組 (株)静鉄ストア 

鈴与グループ賞 1組 鈴与ホールディングス(株) 

ＳＴＯＰ！温暖化賞 1組 静岡県地球温暖化防止活動推進センター 

 

②アウトカム 

 ア 栄養士向け講座 

  ・子どもたちの食育を担う栄養士向けに出前講座を行うことにより、食品ロス削

減に関わる食育と倫理的消費の関係性について理解を深めていただくことがで

きました。 

  ・講座後、栄養士から食育の参考とするための資料提供依頼等もあり、今後の食

育において食品ロスが取り上げられる機会を高めることができました。 

 

イ 小学生向け講座 

・小学生に対し、食品ロスや環境に関わる消費教育を行い、将来倫理的消費を行う

人材を育成することができました。 

・市町主催の環境教育の場を活用することによって、今後、市町独自で食品ロスに

ついて教育する方法を提供することができました。 

ウ Web、SNSによる情報発信 

・スマートフォン対応のごみ削減の倫理的消費行動に関わるウェブサイト（くらし

のごみ削減ナビ「R のあるくらし」）を新設することで、県民がいつでも手軽に

情報を得て、倫理的消費行動を起こしやすくなりました。 

・食品ロスに対する倫理的消費を促すため、ＳＮＳを使い、幅広い層に対し情報発

信することができました。 
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エ 教材作成 

・小学生向けに、食品ロスの現状、影響、原因、対策を学ぶことができる教材を初

めて作成することができました。 

・今年度は県が主体で行う事業で配布したが、来年度以降は市町へも展開し、市町

が独自で行う環境教育でも活用できるツールを作成できました。 

 

オ 小学生向けイベント 

  ・小学生が家庭内で食べきりを実践することにより、小学生だけでなく家庭全体

へ波及させることができました。 

  ・県に送付された家庭での食品ロス削減の取組の中から優良な食品ロス削減取組

について表彰式を行い、式の中で取組を紹介することによって、式に参加した県

民に対しても食品ロス削減を促す倫理的教育を実施することができました。 

 

＜今後の課題＞ 

  ・今回の教材の配布及び講座の実施によって、食品ロス削減に向けた倫理的消費の必

要性を多くの県民に啓発することができましたが、倫理的消費行動を定着させるため

には、繰り返し啓発することが必要です。 

  ・市町が主体となって実施していけるよう支援を行っていく必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

交付金        4,584,898円 

 

 

 

 

 

※協賛金等がある場合は、記載すること。 

事業経費         4,584,898円 

 うち、交付金対象経費 4,584,898円 

（細目） 

 ・旅費（職員）        59,470円 

・買上金（賞品）      176,880円 

・委託料 

HP新設      2,246,400円 

チャレンジ事業※   2,102,148 円 

※「ふじのくに食べきりやったね！チャレンジ」事業 

≪静岡県のプロフィール≫ 

① 人口 3,743,015人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 28.5％（平成 30年１月１日現在） 
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【浜松市（静岡県）】エシカル消費啓発推進事業  

 

＜事業概要＞ 

主に市内の事業者を対象として、エシカル消費に関するビジネスモデルの成功例を紹介

する講演会等を開催し、エシカル消費の理念の浸透だけでなく、エシカルな商品を取り扱

う事業者の新規参入や品目数の拡大を図りました。 

また、ワークショップを、新規にエシカル商品を導入しようとする事業者と、既にエシ

カル消費の推進に取り組んでいる事業者や団体等の新たな連携の場として位置付けました。 

これらのことにより、市内におけるエシカルな商品の流通拡大と、消費者によるエシカ

ル消費に関する関心や消費の増大が期待されます。 

※平成２８年度は、エシカル消費の内容やその必要性について啓発する事業の実施によ

り、市民の理解や日常生活への浸透を目指すとともに、エシカル消費の推進に取り組む

事業者、団体等の連携を促進することを目的としたイベントを実施しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 ① 実施方法 委託 

② 募集方法 公募型プロポーザル 

③ 業務目的 

エシカルな商品を取り扱う事業者の新規参入や、既にエシカルな商品を導入している

事業者の品目数の拡大を図るために、事業者へのエシカル消費の理念やノウハウの浸透

を目的として、講演、パネルトーク、ワークショップを含むイベントを開催しました。 

④イベント概要 

「浜松エシカル消費ミーティング ２０１８」 

開催日時 平成 30年１月 26日（金）10時～17時 

参加者数 68人 

開催場所 アクトシティ浜松コングレスセンター  

ア）講演 

・特別講演１ 

世界を変えるキーワード「エシカル」 

エシカル協会代表理事 末吉 里花 氏 

・特別講演２ 

エシカル消費と企業の取り組み 

認定ＮＰＯ法人 環境市民代表理事 杦本 育生 氏 

イ）エシカルカフェ 

はままつフェアトレードタウン・ネットワークの協力によるエシカルな食材を使
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った軽食の提供 

ウ）パネルトーク

下記３名による活動紹介及びパネルディスカッション

特定非営利活動法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン事務局長 

中島 佳織 氏 

公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

大会準備運営局 持続可能性部長 

田中 丈夫 氏 

エシカル・ペネロープ株式会社 代表取締役

ＮＰＯ法人フェアトレード名古屋ネットワークＦＴＮＮ代表 

原田 さとみ 氏 

エ）ワークショップ

パネルトークを行った講師による参加者の関心に合わせたワークショップ

オ）交流会

参加した事業者、団体、講師等が、連携し協力し合いながら、エシカルを事業に

取り入れていけるように、フェアトレードコーヒーを用意し、コミュニケーショ

ンをとる場を提供。

カ）フェアトレードエコバッグの配布

参加した事業者、団体等に対し、フェアトレードについて理解を深めてもらうた

め、エコバッグ（200 枚）を作成し配布。

キ）啓発冊子の作成

参加事業者及び参加できなかった市内事業者に、イベントの内容を取りまとめた

冊子を作成し、郵送。（500部）

「全国フェアトレードフォーラム２０１７ in Hamamatsu」 

開催日時 平成 29年 11月 19日（日）10時～17時 20分 

参加者数 200人 

開催場所 静岡文化芸術大学 

パネルディスカッションの開催、イベント周知のための看板作成及びフェアトレー

ド啓発のエコバッグ（200枚）の作成、配布。 

（２）事業実施効果 

①アウトプット

ア 大規模イベント  講師 延 12人、参加者 268人 

・講演やパネルトーク、ワークショップの実施

・パネル展示
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・エシカルカフェ、交流会の実施

イ チラシ（2,000 部）、ポスター（100 部）を作成し、スーパーなど市内事業者へ配

付。

ウ 啓発冊子（500部）、フェアトレード啓発のためのエコバッグ（400枚）を作成し、

参加者へ配付。

②アウトカム

・公募の企画提案方式により民間活力を利用することで、優れた手法で事業を実施す

ることができました。エシカルの概念の理解を深めるだけではなく、具体的にエシ

カル消費への取り組み方を学べる内容となっており、事業者のエシカルな商品の取

扱い促進に期待ができます。 

・参加する事業者や団体、講師等の交流が図られたことから、連携した取組の拡大が

期待できます。

＜今後の課題＞ 

チラシの送付やラジオ、新聞などを通じて幅広く、イベントの周知を図ったが、当初の

申込みが少なく、集客に困難を要しました。「エシカル」を知らない事業者も多く、現時点

で、事業者が業務の一環としてこのイベントに参加することは難しいと思われます。参加

を増やすためには、まず事業者の上層部に「エシカル」を知ってもらう必要性があります。 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

県補助金   6,998,400円 事業経費 6,998,400円  

うち、交付金対象経費 

6,998,400円 

 （細目） 

委託料 

使用料（会場、設備等）

 450,000円 

講師謝礼   1,443,000円 

スタッフ経費  300,000円 

アンケート等作成費

 280,000円 

事業者連携促進   700,000円 

啓発冊子 1,050,000円 

啓発グッズ   317,000円 
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パネル製作費    340,000円 

広報費   1,100,000 円 

管理費   500,000円 

消費税   518,400円 

≪浜松市のプロフィール≫ 

① 人口 807,013人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 26.800％（平成 30年１月１日現在）
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【滋賀県】地域の若者を巻き込んだ消費者教育推進事業 

 ～若者による若者のための消費者教育～ 

＜事業概要＞ 

これまで若年層に対する消費者教育事業を実施してきましたが、若年層の相談窓口の認

知度はまだまだ高いとはいえず、相談に至っていない潜在的な消費者トラブルは相当数あ

るものと想定されることから、若年層に対してより効果的に情報発信を行うことが課題と

なっています。 

そこで、若年層に対して、消費者行政施策への参画を促し、その世代の視点や感性、ネ

ットワーク等の強みをいかした消費者教育・啓発の在り方を若年層自らに提案、発信して

もらうことで、より効果的に同年代や低年齢層に情報を伝え、若年層の消費者トラブルの

未然防止を図るとともに、消費者市民社会構築の担い手として同年代に発信することによ

り、若年層における消費者市民社会の概念の浸透を図るため、「若者による若者のための消

費者教育」事業を実施しました。 

具体的には、以下のとおりです。 

 県と協力して消費者教育・啓発事業等に取り組む学生（大学院生・大学生・短期大

学生・専門学校生等。以下、「学生等」とする。）を募集し、学生等が主体となって、

同年代や低年齢層等を対象とした消費者教育・啓発事業を企画し、実施しました。

 事業の実施に先立ち、県の消費者行政の現状や消費者トラブル事例、消費者関連法

等についての学習会を開催し、学生等の知識の習得を図りました。学習会は、消費

生活相談員が講師となり、消費者行政担当職員との意見交換等を実施しました。

 学生等は、学習会における学習内容を踏まえつつ、それぞれの専門や強みをいかし

た事業内容を企画、提案しました。企画、提案の具体化のために、消費生活相談員

や消費者行政担当職員が適宜助言し、事務的支援や補助を行いました。

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

・消費者教育・啓発事業等に関心のある学生等を県広報や、メール配信等により広く

募集。県内の４大学、計８人の学生から応募がありました。

・学生はそれぞれの希望に応じ、「子ども向け消費者教育」又は「消費者被害防止啓発

グッズや啓発記事の作成」のどちらか、又は両方に取り組みました。

＜子ども向け消費者教育＞

・学生が県内の幼稚園に出向いて出前講座を実施。

・教材として、平成 28 年度に県が作成した「紙芝居（はるのたからもの）」を活用。

学生が読み手となり、園児等に読み聞かせを実施。

・県は、学生を受け入れてくれる幼稚園への事前説明や日程調整のほか、当日の立
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会いを行いました。 

・学生は事前にボランティア保険に加入の上活動。

＜消費者被害防止啓発グッズや啓発記事の作成＞

・学生は、若い世代に適した啓発グッズ内容を検討し、グッズの用途やサイズに適

したデザイン案を作成。

・そのほか、若い世代等を対象とする雑誌への掲載記事案を作成。

・県は、学生が作成したデザイン案を基にグッズを発注・作成。また、啓発記事に

関して、掲載誌と交渉・調整。

・作成したグッズは、県内の全大学に配布・設置しました。

（２）事業実施効果 

①アウトプット

＜子ども向け消費者教育＞

・参加学生数：７名（うち１名は啓発グッズ作成にも参加）

・学生による幼児を対象とした消費者教育の実施

訪問先：県内幼稚園２か所、計４回 

対 象：園児（年長、年中）、乳児とその保護者 

＜消費者被害防止啓発グッズや啓発記事の作成＞

・参加学生数：２名

・学生のデザインを基に作成した啓発グッズ

クリアファイル（Ａ４判）････ 2,400 枚

缶バッジ･･････････ 4,200個（３デザイン色違い、２サイズ 計 14種類） 

うちわ･･････････ 10,000枚 

・啓発記事の作成（掲載誌）

県内スポーツ情報誌「レイクスマガジン」３月号（約 50,000部発行、無料） 

県内ランチ本「ランチパスポート滋賀」vol.16（約 10,000部発行、920円） 

②アウトカム

・参加した学生に対して事前に消費者トラブル事例や相談窓口について学ぶ機会を設

けることで、学生自身に対する消費者教育を行うことができ、今後の消費者被害の

未然防止につながるものと考えられます。

・また、学んだ内容を踏まえた上で、実際に子どもたちへの消費者教育や啓発デザイ

ンを考えるとしたことにより、消費者問題や消費者教育への学生の理解を一層深め

ることができました。 

・学生による創意工夫ある消費者教育（読み聞かせ）を通じて、子どもたちに身に付

けてほしい消費生活に関する事項（ものを大事にする）ということを中心に、消費

者市民社会の実現に向けた行動や態度の基礎を培うきっかけ作りができました。
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・学生自身が欲しいと思うグッズを作成することで、若い世代への啓発効果をより高

めることができました。

・参加した学生自身から、学びをいかした同世代の友人等に対する消費者教育の広ま

りが期待できます。

・参加学生の大学に対し、作成した啓発グッズ等の大学への設置が依頼しやすくなり、

今まで以上に若者への消費者教育・啓発の広まりが期待できます。 

＜今後の課題＞ 

・学生募集に係る周知がやや不足したことにより、応募学生が少なかったため、幅広

い募集の仕方を工夫する必要があります。

・継続性を確保するため、参加した学生にその後もイベント等で関わってもらえるよ

う、活動の場を用意していく必要があります。

・また、今回学生の所属する大学との関わりが少なかったことから、今後は、大学と

の関わりを密に持つことにより、大学が主体となった若者への消費者教育の取組を

促す必要があります。

・また、県として消費者教育を担う人材が不足していることから、学生を中心として

継続的に消費者教育を担う人材の育成・確保の仕組みを作っていくことが課題です。 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

 676,344円 

事業経費    676,344円 

うち、交付金対象経費  676,344円 

（細目） 

・費用弁償   3,880円 

・広告料   140,000円 

・保険料 456円 

・啓発物品作成費  532,008円 

≪滋賀県のプロフィール≫ 

① 人口 1,419,635人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 25.100％（平成 30年１月１日現在）
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【兵庫県】インターネット利用に関する基準づくり支援事業 

＜事業概要＞ 

スマートフォン等の急速な普及に伴い、青少年が健全な判断能力を育成されないままイ

ンターネットを利用することにより、消費者問題・トラブルに巻きこまれるおそれが増大

しています。また、青少年に対する消費者教育を地域や学校で推進するためには、市町と

連携し、地域特性に応じた手法や内容により、行われる必要があります。 

そのため、青少年のインターネットの利用に関する基準づくりを県内全ての人々が支援

することを定めている青少年愛護条例の趣旨を踏まえ、小学校等における基準の作成及び

啓発を市町と連携して支援し、消費者教育を推進します。 

 具体的には、小学校等における基準の作成及び啓発を支援するため、市町に対し以下の

とおり補助を行います。 

○ 対象校数 374校

○ 対象経費 小学校に通学する児童がインターネットの利用に関する基準づくりやそ

の啓発を行うことを支援するための事業を実施するために必要な経費 

○ 事業例 学習会の実施、保護者へ配布するリーフレットの作成、

 アンケートの実施、スマホサミットの開催 等 

○ 補助額 １校当たり上限 30 千円（1/2を市町が負担する）

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

補助実施校数：361校（14 市町） 

補 助 金 額 ：3,433 千円 

主な事業内容： 

① 洲本市

スマホサミット in すもと及びワークショップを開催。ワ

ークショップでは、各小中学校代表児童生徒と教員、教育委

員会指導主事がグループに分かれて、スマホ等の利用実態に

ついての協議やアンケート結果の分析、意見交換を行いまし

た。あわせて、スマホサミットに向けての発表準備やすもと

スマホ宣言２０１８の選考を実施。スマホサミットでは、各

学校における取組の事例発表やスマホ宣言の発表、公開討論

等を実施しました。 
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② 丹波市

ルールブックとして冊子 1,000 部を作成し、市内小学 5

年生に配布し各学校においてルールブックを活用した情報

モラル指導を実施。教材として活用した後は、ルールブッ

クを家に持ち帰り、家庭でのインターネット利用のルール

づくりに活用するとともに市ホームページでも公開し広く

啓発しました。 

③姫路市

児童及び保護者・地域住民を対象にインターネットトラブル対策講座を実施し、小

学生が陥りやすいインターネットトラブルの現状とその回避方法について学習する

機会を提供。―般社団法人ソーシャルメディア研究会や携帯電話事業者、県警サイバ

ー犯罪防犯センター等の担当者を講師に各校で実施。 

また、各校で児童会を中心にインターネットルールづくり実行委員会を立ち上げ、

インターネット利用に関する基準（利用時間・利用方法等）案についての協議や啓発

劇「まもろう！インターネットルール」を創作。あわせて、チラシを作成し、「イン

ターネットルール」について、各家庭での実践を呼び掛けました。

（２）事業実施効果 

①アウトプット

・支援事業を活用し小学校等においてルールづくり及び啓発への取組を実施

・市町・携帯電話事業者との連携・協力のため説明会の開催や各種会議等へ出席し、

協力を依頼

②アウトカム

・各市町において事業を実施することで、消費者教育推進に係る機運を醸成

・小学生・保護者を始めとする消費者へのインターネットの危険性や弊害への認識の普

及、ルールの定着

・各市町における取組の深化
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＜今後の課題＞ 

 インターネットの利用に関しては、早期の基準づくりが効果的であることから、小学校

を重点的に支援することとしてきました。兵庫県青少年本部が本年度実施したケータイ・

スマホアンケート調査結果から、小学校では、事業の一定の効果が出ていると考えられま

すが、一方で中学校はスマホの所持率が半数以上を占めているにもかかわらず、ルールの

浸透状況についてはこれまで支援事業の対象としていた小学校よりも低いことが判明して

います。このため、今後は、小学校のみならず中学校においても、基準づくりを支援して

いく必要があります。 

 

 

＜事業の収支＞ 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

3,589,476円 

インターネット利用基準作成支援事業費 

              3,589,476円 

うち、交付金対象経費    3,589,476円 

 

 （細目） 

  ・補助金        3,433,000円 

  ・会場使用料        17,900円 

  ・資料作成費        12,876円 

・郵券料          58,000円 

  ・旅費           67,700円 

 

 

≪兵庫県のプロフィール≫ 

① 人口 5,589,708人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 27.5％（平成 30 年１月１日現在） 
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【岡山県】大学生が参画した発達段階別消費者教育教材作成及びシンポジウム開催事業 

 

＜事業概要＞ 

自立した消費者を育成するために、将来を担う大学生の参画を得て、「消費者教育の体系

イメージマップ」に基づき、法的リテラシー等を踏まえた発達段階別体系的消費者教育教材

を開発・作成するとともに、シンポジウムを開催し、学校や若い世代への消費者教育を推進

します。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 消費者教育教材作成研究会（消費生活センター＜消費者教育コーディネーター＞、消費者

団体、大学、教育委員会）を開催し、幼児期から高校生期までの発達段階別消費者教育教材

を開発・作成しました。 

また、教材作成過程では、大学生の参加・協力も得ながら、消費者教育コーディネーター、

教育委員会、大学、学校、消費者団体等が連携してモデル授業、消費者教育セミナー、教員

研修等を実施しながら、改善を重ねて作成しました。 

なお、本事業は、公益社団法人全国消費生活相談員協会に委託して実施しました。 

 

（２）事業実施効果 

①アウトプット 

ア 消費者教育教材作成研究会の開催 

●第１回  

日  時：平成 29年７月 14日（金） 15:00～17:00 

場  所：岡山県消費生活センター研修室（きらめきプラザ５階） 

主な内容： 

経過報告と今後の方針検討  

県消費者教育コーディネーター      矢吹香月 

 公益社団法人全国消費生活相談員協会 常務理事 吉川萬里子         

○今年度は、幼児期、小学生期、中学生期、高校生期について、これまでの教材の改善

を図るとともに、新たな教材を作成 

（新教材）「その書き込み、ＳＮＳにしても大丈夫！？」（中学生・高校生期）   

岡山大学法学部教授 中富公一 

○県内大学と連携して、教材を活用した授業について考える消費者教育セミナーを開

催 
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●第２回

日  時：平成 29年 10月 18日（水） 14:30～16:30 

場  所：岡山県消費生活センター研修室（きらめきプラザ 5階） 

主な内容： 

経過報告と今後の方針検討 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 常務理事 吉川萬里子 

幼児期・小学生期 消費者教育コーディネーター 矢吹香月 

○中学生・高校生期教材  岡山大学法学部教授    中富公一 

○幼児期教材  国公立幼稚園・こども園長会 岡野展子 

○消費者教育セミナー  岡山大学教育学部 桑原敏典 

●第３回

日  時：平成 29年 12月 22日（金） 13:00～15:00 

場  所：岡山県消費生活センター研修室（きらめきプラザ 5階） 

主な内容： 

経過報告と７種の教材の最終確認 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 常務理事 吉川萬里子 

幼児期・小学生期 消費者教育コーディネーター 矢吹香月 

○中学生・高校生期教材  岡山大学法学部教授   中富公一 

○中学生・高校生期教材  岡山大学法学部教授  大森秀臣 

イ モデル授業実施

(ｱ) 大学生による高校生への消費者教育授業

・実施日時及び対象

平成 29年６月９日（金）２時限 9:40～10:25（１年１組）

４時限 11:30～12:15（１年４組） 

５時限 12:55～13:40（１年２組） 

６時限 13:50～14:35（１年３組） 計 160名 

各クラスとも同じ内容。（以下同様） 

・実施高等学校及び会場

岡山県立瀬戸高等学校 視聴覚室（岡山市東区瀬戸町光明谷 316－１）

・授業内容

（科 目） 「社会科（現代社会）」

（テーマ） 「その書き込み、ＳＮＳにしても大丈夫！？」

（内 容） ＳＮＳへの具体的な書き込み事例を通して情報発信者としての表現の

自由について考える。相手の人権を侵害する書き込みをした場合は民
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事責任と刑事責任を負う場合があることを学ぶ。 

・授業指導

岡山大学法学部 教授 中富 公一 中富ゼミ 学生 19名

(ｲ) 小学校教員による県作成教材を使用した消費者教育授業

・実施日時及び対象

平成 29年 6月 23日（金）１時間目 8:55～ 9:40（４年Ａ組）

 ２時間目 9:45～10:30（４年Ｂ組） 

３時間目 10:50～11:35（４年Ｃ組） 計 100名 

・実施小学校及び会場

岡山市立財田小学校 各教室（岡山市中区長岡 58－２）

・授業内容

（テーマ） 「オンラインゲームについて考えよう」

（内 容） オンラインゲームの課金によるトラブル事例を通して、インターネッ

トの便利な点と危険な点を考えながら、約束を守ることの意義や知識

を深め、ルールを決めて規則正しい生活を送る大切さを学ぶ。 

・授業指導

岡山市立財田小学校教員 ３名

(ｳ) 大学生による高校生への消費者教育授業

・実施日時及び対象

平成 29年 10 月 18 日（水）３時限 10:30～11:15（１年９組、理数科）

４時限 11:25～12:10（１年８組、理数科） 計 80名 

・実施高校及び会場

岡山県立岡山一宮高等学校 地歴公民科教室（岡山市北区楢津２２１）

・授業内容

（テーマ） 「どこまで売買は認められるの？」

（内 容） コンサートチケット転売の事例を通して、モノの売買ができる限界

を考える。  

・授業指導

岡山大学法学部公認サークル「法友会」 学生 22名

顧 問：岡山大学法学部 教授  大森 秀臣  

  岡山大学法学部 准教授 濱田 陽子 

(エ) 大学と弁護士会による中学生・高校生への消費者教育授業

(ジュニア・ロースクール)
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  ・実施日時及び対象 

     平成 29年 11 月 11 日（土）14:00～17:00（中学３年生・高校生 計約 40名） 

    ・実施会場 

    岡山大学大学院自然科学研究科棟 ２階 大会議室 

（岡山市北区津島中３－１－１） 

・授業内容 

（テーマ） 「その書き込み大丈夫？ ～ネットへの書き込みは何でもＯＫ？～」 

（内 容） ネットへの書き込み事例を題材に、表現の自由と名誉、プライバシー

との調整について法的視点から学ぶ。 

・授業指導  

        岡山大学法学部 教授 中富 公一  学生 約 10名 

    岡山弁護士会 弁護士  

 

(オ) 大学生による中学生への消費者教育授業 

  ・実施日時及び対象 

     平成 30 年２月 15 日（木）１時限 8:45～ 9:40（３年Ｃ組） 

                            ２時限 9:40～10:25（３年Ａ組） 

                     ４時限 11:30～12:15（３年Ｂ組）計 114名 

・実施中学校及び会場 

    ノートルダム清心学園 清心中学校 記念館 ２階 会議室 

（倉敷市二子 1200） 

・授業内容 

（科 目） 「社会科（公民）」 

（テーマ）  どこまで売買は認められるの？ 

（内 容）  コンサートチケット転売の事例を通して、モノの売買ができる限界

を考える。 

・授業指導 

  岡山大学法学部公認サークル「法友会」 学生 21名  

         顧問：法学部 教授 大森 秀臣 ・准教授 濱田 陽子 

   

ウ 教材等作成 

 幼児期 紙芝居「ももたのおかいもの」（印刷物）               800セット 

     紙芝居「ももたといぬっち」（印刷物）                800セット 

 小学生期 「オンラインゲーム授業教材パック」    

       ワークシート、指導書、パワーポイントデータ（冊子・CD）500セット 
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中学・高校生期 「契約 授業教材パック」        

       ワークシート、指導書、パワーポイントデータ（冊子・CD）500セット 

中学・高校生期 「売買はどこまで認められるの？ 授業教材パック」 

       ワークシート、指導書、パワーポイントデータ（冊子・CD）500セット 

 中学・高校生期 「写真をＳＮＳにアップしてもいいですか？ 授業教材パック」 

       ワークシート、指導書、パワーポイントデータ（冊子・CD）500セット 

 中学・高校生期 「その書き込み、ＳＮＳにしても大丈夫？ 授業教材パック」  

       ワークシート、指導書、パワーポイントデータ（冊子・CD）500セット 

 岡山県版消費者教育教材イメージマップ 

       発達段階とジャンルを組み合わせた消費者教育教材体系図 

   ※各教材は、県内全校・園に行き渡るよう作成・配布 

 

エ 消費者教育セミナー 

 （日 時） 平成 29年８月 23 日（水）13:00～16:30 

 （場 所） 岡山大学教育学部 一般教育棟 

 （参加者） 幼・小・中・高校の教員、大学生、消費者教育関係者等 55名 

 （内 容） 

○講義１ 「学校教育課程における消費者教育の位置づけ」 

講師 岡山大学教育学部 教授 桑原 敏典 

○講義２ 「既存の教材を活用した消費者教育～消費者問題の現状を視野に入れて

～」 

   講師 岡山県消費生活センター 消費者教育コーディネーター 矢吹 香月 

○ワークショップ 

       「発達段階別教材を活用した消費者教育の授業を考える」 

   

＜本事業に関連する事業（参考）＞ 

○ 教員向け研修・消費者教育コーディネーター育成講座 

消費者教育コーディネーターが、教員向け研修で教材を活用した授業について講義し、

学校での消費者教育を推進しました。また、国民生活センター主催の研修で、講師とし

て教材を活用し、全国の消費生活コーディネーターの育成に務めました。 

・岡山県総合教育センター主催 

中学校社会研修講座・高等学校地理歴史・公民研修講座 

日 時：平成 29 年６月７日（水）9:40～11:40 

参加者：11人（中学校・高校社会科教員） 

授業で役立つ小学校家庭研修講座 

日 時：平成 29 年８月８日（火）13:15～16:15 
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参加者：６名（小学校・特別支援学校の教員） 

・岡山市教育委員会・岡山市消費生活センター主催 

消費者教育教員研修会（小・中合同） 

日 時：平成 29 年８月３日（木）13:20～16:50 

参加者：129人（全ての岡山市立小・中学校から教員各１名参加） 

・国民生活センター主催 

消費者教育コーディネーター育成講座２回目 

日 時：平成 30 年１月 31 日（水）9:30～14:00 

   参加者：消費生活相談員、行政職員等１８名 

 

②アウトカム 

教材研究会で、関係機関の連携が強化され、教材を活用した県・市教育委員会主催教

員研修の実施等を通じて、学校現場での消費者教育が推進された。また、国民生活セン

ター主催研修、消費者白書、ホームページ等を通じて、教材が全国に紹介・評価され、

こうした取組に関する機運の高まりが図られた。 

 モデル授業を実施することにより、消費者行政担当部署と個々の学校等とのつながり

ができ、お互い学校教育現場や消費者教育に対する認識が深まった。 

また、大学生が参加したことで、大学生自身の消費者市民社会への参画意識の醸成が

図られるとともに、生徒は、先生とは違う親近感のある存在として授業内容に入ってい

きやすいなどの効果が確認できた。こうした違う世代の学び合いは、参加した大学、中

学・高校を始め教育関係者、報道取材でも評価され、大学生が参画した授業のモデルづ

くりにつながった。 

 消費者教育セミナーでは、消費者教育関係者からワークショップを通じて教材につい

ての有意義な意見・感想を把握できるとともに、教材完成後、学校教育等で効果的に活

用できるような仕組み構築の契機となった。また、教員を目指す大学生を参加させるこ

とで、消費者教育を推進する相乗的効果があった。 

 

＜今後の課題＞ 

①  教育委員会、市町村、大学等と連携し、教員対象研修等の充実を図りながら、作成

した教材を、県内の学校・園で、教員等が柔軟な発想で様々なライフステージで活用

できるようにします。 

②  民法の成年年齢引下げへの対応を視野に、教材を活用しながら法的視点を取り入れ

た消費者教育を推進していきます。 

③  障害のある人や生徒の障害特性に応じた教材を開発し、特別支援教育等における

消費者教育を推進します。 
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＜事業の収支＞ 

 

歳  入 歳  出 

地方消費者行政推進交付金 

          9,814,573円 

事業経費（委託料）      9,814,573円 

うち、交付金対象経費     9,814,573円 

 

（細 目） 

① 教材作成研究会(3回)    1,023,650円 

    委員謝金等（モデル授業含む）1,020,320円 

    委員交通費           3,330 円 

② 教材作成運営費        765,006円 

    人件費            490,000円 

    交通費            194,420円 

    資料印刷費           63,273円 

運搬費             3,313 円 

    消耗品費             14,000円 

③ 教材作成費          5,919,658 円 

・教材パック（新教材）    1,608,120円 

シナリオ作成費         200,000円 

イラスト作成費         450,000円 

教材パック編集費        430,000円 

ＣＤ解説書作成印刷費      528,120円 

・教材パック(ブラッシュアップ)4件 

                2,059,538円 

解説書訂正編集費等       830,000 円 

ＣＤ解説書作成印刷費     1,229,538円 

  ・紙芝居（ブラッシュアップ 2件 

                 2,252,000円  

紙芝居訂正等イラスト費     200,000円 

紙芝居・ケース作成印刷費   2,052,000円 

④ セミナー            405,586円 

    会場費            15,700円 

    講師謝金等          249,250円 

    交通費等            68,800円 

    事務運営費           71,836円 

⑤ その他事務経費(消費税含む)   1,700,673円 

           

 

 

≪岡山県のプロフィール≫ 

① 人口 1,920,619人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 29.200％（平成 30年１月１日現在） 
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【山口県】「見て・聞いて・触れて学ぼう消費者教育」事業 

 

＜事業概要＞ 

消費者教育は、消費生活に関する知識を学ぶだけでなく、その知識を日常生活の中で適切

な行動に結び付けることができる実践的な能力を取得することが必要となることから、体

験を通じた実践的な消費者教育の授業を実施し、児童に日常生活の中で実践できる能力を

取得させることを図ります。 

具体的には、小学校において実施されている校外学習に、消費者教育の視点を盛り込み、

小学生に身近な「買い物をする際の、身近な物の選び方」をテーマに実施し、売場の見学と

商品の製造現場の見学を通して、自分の身の回りの品を買うときの、選び方・考え方を体験

的に学習する。そして、社会見学後に振返り授業を実施することにより、体験した知識の定

着を目指します。 

なお、実施校は、県が教育庁を通じて２校募集するとともに、消費者教育の視点での社会

見学及び振返り授業の具体的な内容については、実施小学校と県消費生活センター及び県

が派遣する消費者教育の専門家などで協議して決定をします。 

また、振返り授業については、公開授業にするとともに、成果を事例集にまとめ県内各小

学校に配布します。そして、別途県が実施するセミナーで事例発表をすることにより、成果

の普及を図ります。 

 

＜事業実施結果及び事業実施効果＞ 

（１）事業実施結果 

○実施校及び社会見学等のテーマ 

学校名 学年／児童数 社会見学等のテーマ 

下関市立 

小月小学校 

第５学年 

／37人（１クラス） 

めざそう買い物名人 

《家庭科》 

宇部市立 

小野小学校 

第５・６学年 

／８人（複式） 

じょうずに使おう お金ともの 

《家庭科》 

 

○社会見学等の学習内容の検討 

 各校の実状に適した学習内容にするため、社会見学等の内容を担当教諭、県が派遣する消

費者教育の専門家などで協議して決定しました。 

学校名 協議回数 協議会構成員 

下関市立 

小月小学校 

３回 ・消費者教育アドバイザー（１人） 

・各校の担当教諭等（２～３人） 

・地域消費者団体（１人） 

・地元市の消費生活センター（１人） 
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・県消費生活センター（２人） 

宇部市立 

小野小学校 

３回 ・消費者教育アドバイザー（１人） 

・各校の担当教諭等（２人） 

・地域消費者団体（１～２人） 

・地元市の消費生活センター（１～２人） 

・県消費生活センター（２人） 

 

○校外活動等の実施 

 協議会で協議した内容を基に、社会見学及び社会見学の成果をいかした実践的な消費者

教育授業（公開）を実施しました。 

項目 下関市立小月小学校 宇部市立小野小学校 

ア） 

社会見学

の内容 

［テーマ］ 

○お店（スーパーとコンビニ）の売

場の工夫を、牛乳を中心に学ぶ。 

○牛乳工場における企業の工夫や考

え方を学ぶ。 

［活動内容］ 

○スーパー 

 売場の概要、牛乳コーナーの品揃

え、品質管理の工夫などを学ぶ。 

○コンビニ 

 売場の工夫、牛乳の品揃え、コン

ピューターによる商品管理などを学

ぶ。 

○牛乳工場 

 工場の概要、製造している商品、

製造ラインの工夫などについて学

ぶ。 

［テーマ］ 

○牛乳が、どのように製造され学校

などに届けられるかを見学すること

により、生産者や販売者の努力、地産

地消の大切さを学ぶ。 

［活動内容］ 

○牛乳工場 

 工場・商品の概要、牛乳の製造ライ

ンの工夫を学ぶ。 

○スーパー 

 売場・バックヤードの工夫、牛乳コ

ーナーの品揃え、品質管理の工夫な

どを学ぶ。 

○農産物直売所 

 地産地消の利点などについて学

ぶ。 

○牧場 

 牧場の概要、生乳を絞る過程、乳牛

の飼育状況などについて学ぶ。 

イ） 

ア）を生

かした消

費者教育

授業の実

施 

［テーマ］ 

○「めざそう買い物名人」 

［授業内容］ 

○様々な情報の中から自分に必要な

情報を選び、それを基に児童の家庭

の状況にあった商品を考え、選ぶこ

［テーマ］ 

○「じょうずに使おう お金ともの」 

［授業内容］ 

○商品表示などの情報を整理して自

分に合った商品の選び方・買い方が

できるようにして、自分に合った消
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とができるようにすることを目標と

する。 

○児童に、クリームシチューを作る

場合、自分の家庭に適した牛乳は何

かを考えさせた。 

［参観者］ 

○教員 25 人 

○行政職等 ４人 

費行動ができるようにすることを目

標とする。 

○児童に、それぞれの牛乳の特徴を

踏まえ、自分にとって理想の牛乳を

考えさせた。 

［参観者］ 

○教員 ８人 

○行政職等 ７人 

 

○実践事例集の作成、配布 

 校外活動及び社会見学の成果をいかした実践的な消費者教育授業の実施方法、成果や課

題などを県内の小学校に波及させるため、実践事例集を作成し県内の全小学校等に配布し

ました。 

 また、毎年、県が実施している教員等を対象とした消費者教育セミナーにおいて本事業の

成果を発表しました。 

 ［実践事例集作成部数］ 

   1,100 部 

 ［実践事例集配布先］ 

小学校、特別支援学校、やまぐち総合教育支援センター、消費者団体、県教育委員会、

市町教育委員会、市町消費者行政担当課など 

 

（２）事業実施効果 

①アウトプット 

［社会見学の実施］ 

  小学校 ２校 

［公開の振り返り授業の実施］ 

  小学校 ２校 

［実践事例集の配布］ 

  1,100部（県内小学校等） 

［セミナーにおける事例発表（平成 30年度実施）］ 

  １回 

 

②アウトカム 

 社会見学という体験活動を活用した消費者教育授業を実施することにより、児童が

より具体的、実践的に消費活動をイメージでき、実践的な授業が実施できました。 

この取組を県内小学校に波及させることにより、体験活動を活用した実践的な消費
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者教育授業の普及が図られました。 

 社会見学と家庭科の授業を連携させることにより、教科横断的な消費者教育授業の

実施や様々な視点で消費者教育ができることを示すことができました。 

 地域の消費生活センターや消費者啓発に取り組む消費者団体が学校の授業づくりに

参加することにより、小学校と外部で消費者教育に取り組んでいる団体等との連携

が図られました。 

 

＜今後の課題＞ 

 社会見学などの体験活動を活用した消費者教育授業や教科横断的な消費者教育授業

は、実践的であり有益であるので、今後、県内の小学校にこれらの成果を普及させる

ため、実践事例集の活用やセミナーへの参加をより一層呼び掛ける必要があります。 

 小学校等に外部で消費者教育に取り組んでいる団体や行政機関がいることをより一

層周知し、連携を継続する必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

 

歳  入 歳  出 

地方消費者行政推進交付金 

          2,835,000円 

事業経費           2,835,000円 

うち、交付金対象経費     2,835,000円 

 

（細 目） 

  旅費            61,670円 

   ・職員旅費（打合せ等） 

  需用費           39,479円 

   ・印刷費 

  役務費           50,000円 

   ・郵送料 

  委託料          2,683,851円 

   ・公益財団法人への消費者教育業務委託費           

 

 

≪山口県のプロフィール≫ 

① 人口 1,396,197人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 33.1％（平成 30 年１月１日現在） 
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【徳島県】「Go!Go!エシカル」わくわく徳島プロジェクト 
 

＜事業概要＞ 

社会や環境、人に配慮した新たな消費行動である「エシカル消費」を全県的、全世代に

普及・拡大するために、県内公立高等学校に「エシカル消費」を研究する「エシカルクラ

ブ」を計画的に結成し、その成果を地域に発信することにより、「エシカル消費」の普

及・啓発を行います。 

具体的には、消費者情報センターや消費者行政関係機関と連携し、各学校の特色に応じ

て「地産地消」や「被災地支援」、「フェアトレード」、「エシカルファッション」、

「環境」、「エコ商品」、「リサイクル製品」、「食育」、「食品表示」、「国際理解」

等のテーマを設定し、「エシカル消費」について理解を深めることにより、校内外で普

及・啓発に向けて中心的な役割を果たすことができる高校生の育成を図ります。 

また、県内全ての公立高等学校において、「エシカル消費」の普及・啓発を図るための

取組として、「エシカル消費」に関して専門的な知識を有する講師を招き、各高校でリー

ダーとなる生徒（高校生「エシカル消費」推進サポーター）や教職員を対象とした研修会

を開催します。 

さらに、「エシカルクラブ」の取組の成果として、報告書を作成し、県下全体に普及・

啓発を図ります。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 ア 「エシカル消費」リーディングスクール校の指定 

    「エシカル消費」の取組で県内の高校を牽引する「リーディングスクール」を２

校指定しました。 

   指定校 城西高等学校、吉野川高等学校 

   取組例 外部講師招へいによる講演会の実施、本藍染め商品の開発、伝統野菜を使

った調理法の研究、有機栽培作物を使った安全安心な商品の開発、あわ

（OUR）教育発表会及びエシカルラボ in 徳島での発表、エコプロ 2017 への

出展など 

イ 「エシカルクラブ」の設置 

  県内公立高等学校１２校に、「エシカル消費」について研究し、校内外に広く発

信する組織として「エシカルクラブ」を設置しました。 

  設置校 城南高等学校、城北高等学校、徳島商業高等学校、小松島西高等学校、富

岡東高等学校、阿南工業高等学校、那賀高等学校、板野高等学校、川島高

等学校、つるぎ高等学校、池田高等学校、池田高等学校三好校 

  取組例 文化祭での啓発活動、地産地消の研究、被災地支援バザー、環境保全活動
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など 

ウ 「エシカル消費」推進リーダー研修会 

（実施方法：直轄、主催：徳島県教育委員会、参加者数：114 名） 

全ての公立高等学校において、「エシカル消費」の普及・啓発を図るための取

組として、各高等学校でリーダーとなる生徒や教職員を対象とした研修会を実施

しました。 

【演題】 学校家庭クラブから「エシカル消費」の輪を広げよう！ 

【講師】 公益財団法人 消費者教育支援センター  

総括主任研究員 柿野 成美 氏 

（＊ 消費者庁「倫理的消費」調査研究会委員） 

【日時】 平成 29年８月 17日（木） 午後０時 30分～午後３時 30分 

【場所】 阿南市文化会館・夢ホール 視聴覚室 

      （徳島県阿南市富岡町西池田 135番地１） 

エ 「エシカルクラブ」ワークショップ研修及びパネル展 

        （実施方法：直轄、主催：徳島県教育委員会、参加者数：32名） 

  エシカルクラブ設置校を対象に、活動内容を発信するポスターを制作するワー

クショップ研修を行い、制作したポスターをあわ（OUR）教育発表会及びエシカ

ルラボ in徳島の会場に展示しました。 

【演題】 実践!!伝える・伝わるポスター制作～「エシカルクラブ」の取組を広げ

よう～ 

【講師】 徳島県立近代美術館 上席学芸員 竹内 利夫 氏  

【日時】 平成 29年 12月 18日（月） 午後１時 30分～午後４時 00分 

【場所】 徳島県立総合教育センター パソコン研修室３ 

      （徳島県板野郡板野町犬伏字東谷１－７） 

オ 成果報告書及びリーフレットの作成 

     「エシカル消費」リーディングスクール、「エシカルクラブ」の取組の成果を

まとめた報告集及びリーフレットを作成し、県下全体に普及・啓発を図りました。 

 

（２）事業実施効果 

①アウトプット 

 （ア） 「エシカル消費」推進リーダー研修会 

       参加者数 114名 

       開催回数   １回 

     「エコプロ 2017」の見学及び出展 

       城西高等学校 ５名 

（イ） 「エシカル消費」リーディングスクール指定校 ２校 
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     「エシカルクラブ」設置校 12校 

 （ウ） 「エシカルクラブ」設置校のパネル展 

     各校の文化祭及びホームページでの発信 

     あわ（OUR）教育発表会及びエシカルラボ in徳島での発表 

②アウトカム 

・高校生が校内外のイベント等において、「エシカル消費」について啓発・普及した

ことにより、「エシカル消費」の周知を進めるとともに、校内における推進に向け

て、ムーブメントを創ることができました。 

・高校生が様々なイベントで活躍することにより、消費者市民としての意識が醸成さ

れました。 

・高校生が「エシカル消費」を研究することにより、批判的思考力や適切な意思決定

力を身に付けることができました。 

・多様な主体と学校現場との連携が強化され、幅広い学習への支援を受けることがで

きました。 

 

＜今後の課題＞ 

  ・消費者行政新未来創造オフィスや関連知事部局との連携の強化 

 ・「エシカル消費」についての認知度を高めるための取組の推進 

 ・「エシカルクラブ」設置校の拡大 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

4,581,119 円  

 

 

 

 

 
 

事業経費           4,581,119円 

うち、交付金対象経費 4,581,119 円 

 （細目） 

  ・謝金          512,790 円 

  ・旅費（講師・生徒・教員） 

        466,755 円 

  ・印刷代          80,200 円 

  ・消耗品費      3,179,036 円 

  ・役務          22,218 円 

  ・借損（バス・タクシー代、会場使

用料等）      320,120 円   

 

≪徳島県のプロフィール≫ 

1 人口 757,377人（平成 30年 1月 1日現在） 

2 高齢化率 31.600％（平成 30年 1月 1日現在） 
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【徳島県】「どんなことで困っている？」障がいのある人の消費教育 

 

＜事業概要＞ 

障がい者の消費者教育について、その重要性についての理解や関心を深めるとともに、障

がい者の安全・安心を確保するため、アンケート調査を実施するなど、実態把握を行い、結

果を踏まえた啓発・研修などを展開します。 

具体的には、社会福祉法人 徳島県手をつなぐ育成会へ事業委託。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 ア アンケート調査の実施 

    徳島県内の特別支援学校の保護者・本人 200人を対象に、障がい者が消費行動を行

うに当たっての困難についてアンケート調査を実施。 

     

  イ 結果をまとめた冊子の作成及び配布 

    徳島文理大学と協力してアンケート結果の分析を行い、冊子に取りまとめます。 

   教育機関を始め、行政機関、関係団体に配布し、共通理解を深めます。 

 

  ウ 徳島県内の知的障害者相談員等への研修会の開催 

    徳島県内の知的障害者相談員等を対象に研修会を開催し、啓発を図りました。 

    ・研修会１ 

【開催日】平成 30年２月 14日（水）  

     【場 所】徳島県立障がい者交流プラザ ３階 研修室 

     【対 象】知的障害者相談員等 

    ・研修会２ 

【開催日】平成 30年２月 27日（火）  

     【場 所】徳島県立障がい者交流プラザ ３階 研修室 

     【対 象】身体・知的・精神障害者相談員、障がい者福祉関係事業所 

 

（２）事業実施効果 

①アウトプット 

・研修会１参加者   49人 

・研修会２参加者 約 101人 

・障がい者が消費行動を行うに当たっての困難についてのアンケート結果を分析した

冊子の作成・配布 1,000 部 
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②アウトカム 

 障がいのある人が、買物をするなどお金を扱う上で、どのようなことで困ったり、

失敗したことがあるかなど、障がいのある本人、家族からの意見を聴くことで、現状を

把握し、トラブルを未然に防止するための工夫・対応について周知を図ることができま

した。  

 

＜今後の課題＞ 

障がい者の消費者トラブルを防ぐために、本人や周囲の人が普段から注意できるよう、一

層の啓発を図る必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

      700,000 円 

 

 

 

 

 

事業                   700,000 円 

うち、交付金対象経費  700,000 円 

 （細目） 

  ・委託料      700,000 円 

 

   （内訳）  

    謝金      10,000円 

    印刷製本費   600,000 円 

    通信費・消耗品  90,000 円 

 

 

≪徳島県のプロフィール≫ 

① 人口 757,377人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 31.6％（平成 30 年１月１日現在） 
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【徳島県】食の安全安心リスクコミュニケーション実証フィールド事業 

 

＜事業概要＞ 

ア 健康食品に関するリスクコミュニケーションの開催 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、参加人数：113名） 

大学等研究機関、消費者団体、事業者団体等と連携し、健康食品の安全性と機能性に係

るリスクコミュニケーションを実施します。 

（ア） 基調講演 

（イ） 大学等研究機関における取組事例発表 

（ウ） パネルディスカッション 

（エ） 参加者へのアンケートを実施 

 

イ 事業者発信型リスクコミュニケーションの開催支援 

食品関連事業者自らによる情報発信を推進することにより、食品関係事業者と消費者等

による食の安全・安心に関する相互理解の促進と信頼関係の構築を図ります。 

（ア） リスコミを開催する事業者向けの手引書の作成 

（イ） リスコミへの講師派遣 

（ウ） 開催支援研修会の開催（実施方法：直轄、主催：徳島県） 

 

ウ 学校教育と連携したリスクコミュニケーションの実施 

① ジュニア食品安全ゼミナールの実施 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、対象：小・中学生） 

食品安全に関する副読本やクイズ等を通じて、小・中学生が食品の安全性について

興味を持ち、冷静に判断する目を育みます。 
 

② 食品表示ゼミナールの実施 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、対象：高校生） 

高校生等が表示に関する法令等の講義を通じ、食品表示が持つ本来の意味や、これ

により伝達される情報の重要性について理解するとともに、自らが食に関する正確な

情報を食品の表示により得ることができるよう知識の向上を図り、日常の商品選択や

消費活動において、冷静に判断する目を育みます。 

 

エ 食の安全安心ミーティングの実施 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、対象：子育て世代） 

子育て世代が集まる場において、食品に関する日頃の疑問・不安などを伺いながら、意

見交換や情報提供を行います。 
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オ 体験型リスクコミュニケーション等の実施（体験型・講習会型） 

（実施方法：直轄、主催：徳島県） 

消費者が直接、生産・製造現場等を訪問し、見学や意見交換を行うことにより、自分の

目で食の安全安心を確認することで、消費者と事業者との相互理解や信頼関係を深めます。 

 

カ 関係団体事業と連携した意見交換会等の実施 

① 一般社団法人徳島県薬剤師会との連携事業 

（実施方法：委託、主催：徳島県） 

「くすりと健康フェア」の中で、健康食品と医薬品との飲み合わせ等をテーマとした

意見交換会を実施。 

 

② 一般社団法人日本食品安全協会四国支部徳島県部会と連携事業 

（実施方法：委託、主催：一般社団法人日本食品安全協会四国支部 

徳島県部会、徳島県） 

一般社団法人日本食品安全協会四国支部徳島県部会が開催する「市民講座」の中で、

リスクコミュニケーションを実施。 

 

キ 関係団体事業と連携した消費者への啓発・周知活動の実施 

（実施方法：委託、主催：一般社団法人徳島県薬剤師会） 

一般社団法人徳島県薬剤師会が開催する「まちのお薬相談室」と連携し、健康食品等に

ついての普及啓発を実施。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

ア 健康食品に関するリスクコミュニケーションの開催 

（実施方法：直轄、主催：徳島県・消費者庁・国立大学法人徳島大学、 

参加者数：113名） 

大学、消費者団体、事業者団体等と連携し、健康食品の正しい利用に関するシン

ポジウム形式のリスクコニュニケーションを開催し、参加者にアンケートを実施し

ました。 

【イベント名】「健康食品の正しい利用」シンポジウム 

【日時】平成 29 年 12 月 17 日(日) 午後１時 30分～午後４時 

    【場所】ＪＲホテルクレメント徳島 ４階 クレメントホール 

        （徳島市寺島本町西１丁目 61 番地） 

（ア） 基調講演「健康食品の正しい利用」 
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   徳島大学 名誉教授（甲南女子大学 教授） 寺尾純二 氏 

（イ） 講演「食品の機能性に関する最近の研究動向について」 

徳島大学医学部 教授 河合慶親 氏 

（ウ） パネルディスカッション 

＜パネリスト＞ 

  ・徳島大学 名誉教授（甲南女子大学 教授）  寺尾純二 氏 

  ・特定非営利活動法人 徳島県消費者協会 会長 安田孝子 氏 

  ・四国化工機株式会社 食品事業生産本部 

          品質保証部 品質保証課 課長 村本桂久 氏 

  ・消費者庁 消費者安全課 課長補佐      横田久美 氏 

  ・徳島県 危機管理部消費者くらし安全局安全衛生課 

              食の安全安心担当室長 久米明徳 氏 

 ＜コーディネーター＞ 

  ・徳島大学医学部 教授 河合慶親 氏 

（エ） 消費者庁消費者行政新未来創造オフィスや客員主任研究官と連携して作

成したアンケート調査票を用いて参加者アンケートを実施 

 

イ 事業者発信型リスクコミュニケーションの開催支援 

食品関連事業者自らによる情報発信を推進することにより、食品関係事業者と消

費者等による食の安全に関する相互理解の促進と信頼関係の構築を図った。 

（ア）  リスコミを開催する事業者向けの手引書の作成 

食品の生産・製造等の現場を見学する体験型リスクコミュニケーションや、

講演会型のリスクコミュニケーションを開催するために必要なノウハウ（①リ

スクコミュニケーションの意義、②リスクコミュニケーションの開催手法やス

キーム、③県としてのフォローアップ体制等）の情報を中心とした手引き書を

作成・配布することにより、事業者自らによる情報発信を促進した。 

 

（イ） リスコミへの講師派遣 

 安全衛生課職員がリスコミに参加し、事業者と県が連携して鳴門わかめの安

全安心の確保のため取り組んでいる状況を説明し、意見交換を行った。 

 【イベント名】鳴門わかめの生産現場を見にいこう！ 

        （事業者発信型リスクコミュニケーション） 

 【主催】鳴門わかめ認定業者連絡会議 

 【開催日時】平成 30年２月 16日（金） 

 【開催場所】(有)うずしお食品（鳴門市里浦町） 

 【参加者数】17名 
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(ｳ)  開催支援研修会の開催 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、参加者数：193名） 

  作成した事業者発信型リスコミの手引書により、事業者を対象に研修を行っ

た。 

 

ウ 学校教育と連携したリスクコミュニケーションの実施 

①  ジュニア食品安全ゼミナールの実施 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、対象：小・中学生） 

食品安全に関する副読本やクイズ等を通じて、小・中学生が食品の安全性に

ついて興味を持ち、冷静に判断する目を育むため実施した。 
 小・中学校名 開催日 人数(人) 内  容 

１ 上板町立高志小学校 H29.６.9 23 科学の目で見る食品安全 

２ 上板町立高志小学校 H29.６.9 21 科学の目で見る食品安全 

３ 吉野川市立種野小学校 H29.６.21 7 科学の目で見る食品安全 

４ 徳島市立川内南小学校 H29.６.22 39 科学の目で見る食品安全 

５ 徳島市立川内南小学校 H29.６.22 40 科学の目で見る食品安全 

６ 阿南市立吉井小学校 H29.６.26 33 科学の目で見る食品安全 

７ ひのみね支援学校 H29.７.３ 12 科学の目で見る食品安全 

８ 石井町高川原小学校 H29.９.12 21 科学の目で見る食品安全 

９ 石井町立高川原小学校 H29.９.12 22 科学の目で見る食品安全 

10 阿南市立桑野小学校 H29.９.14 18 科学の目で見る食品安全 

11 阿南市立今津小学校 H29.９.22 33 科学の目で見る食品安全 

12 北島町立北島南小学校 H29.10.７ 79 科学の目で見る食品安全 

13 阿南支援学校ひわさ分校  H30.１.22 16 科学の目で見る食品安全 

     計 364   

 
②  食品表示ゼミナールの実施 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、対象：高校生） 

高校生等が食品表示に関する法令等の講義を通じ、食品表示が持つ本来の意

味や、これにより伝達される情報の重要性について理解するとともに、自らが

食に関する正確な情報を食品の表示により得ることができるよう知識の向上

を図り、日常の商品選択や消費活動において、冷静に判断する目を育むため実

施した。 

 高校名 開催日 人数(人) 内  容 

１ 徳島県立那賀高校 H29.６.14 32 食品の表示制度について 
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２ 徳島県立つるぎ高校 H29.６.28 15 食品の表示制度について 

３ 徳島県立鳴門渦潮高校 H29.９.19 25 食品の表示制度について 

４ 徳島県立鳴門渦潮高校 H29.９.19 57 食品の表示制度について 

５ 徳島県立鳴門高校 H29.９.25 ５ 食品の表示制度について 

６ 徳島県立吉野川高校 H29.10.24 26 食品の表示制度について 

７ 徳島県立德島商業高校 H29.11.７ 32 食品の表示制度について 

８ 徳島県立城西高校 H29.11.16 15 食品の表示制度について 

    計 207   

 

エ 食の安全安心ミーティングの実施 

（実施方法：直轄、主催：徳島県、対象：子育て世代） 

子育て世代が集まる場において、食品に関する日頃の疑問・不安などを伺 

いながら、小規模の集会を開催し、意見交換や情報提供を行った。 

 組織名 開催日 人数(人) 内  容 

１ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H29.４.27 ５ アレルギー表示について 

２ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H29.５.25 ３ 食品の誇大広告について 

３ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H29.６.29 ７ 加工食品の表示について 

４ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H29.７.27 ２ 

栄養成分表示と健康食品に

ついて 

５ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H29.８.24 １ 食中毒について 

６ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H29.９.22 ５ 食品表示について 

７ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H29.10.20 ６ 食品表示について 

８ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H30.11.14 ７ 食品表示について 

９ 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H30.１.18 11 食中毒について 

10 
子育て支援ネットワーク

とくしま（すきっぷ） 
H30.２.19  ６ アレルギー表示について 

11 子育て支援ネットワーク H30.３.６  ４ 健康食品について 
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とくしま（すきっぷ） 

     計 57   

 

 

オ 体験型リスクコミュニケーション等の実施 

（実施方法：直轄、主催：徳島県） 

     消費者が直接、生産・製造現場等を訪問し、見学や意見交換を行うことにより、

自分の目で食の安全安心を確認することで、消費者と事業者との相互理解や信頼

関係を深めるため、また、当該形式によるリスクコミュニケーションを実施する

ために必要な知見を収集した。 

①  焼き海苔の製造現場を見に行こう！ 

    【日時】平成 30年２月 22日（水）午前 10時から午前 11時 30分まで 

    【場所】徳島県漁業協同組合連合会（徳島市） 

    【参加者】９名 

 

②  焼き菓子の製造現場を見に行こう！ 

    【日時】平成 30年３月 16日（金） 午前 10時から 

    【場所】大塚製薬株式会社 板野工場（徳島県板野郡板野町） 

    【参加者】１８名 

 

 

カ 関係団体事業と連携した意見交換会等の実施 

①  一般社団法人徳島県薬剤師会との連携事業 

（実施方法：委託、主催：徳島県薬剤師会・徳島県・消費者庁、 

参加者数：１８８名） 

徳島県が毎年開催している「くすりと健康フェア」の協賛イベントとして、

健康食品と医薬品との飲み合わせをテーマにシンポジウム形式のリスクコミ

ュニケーションを開催し、参加者にアンケートを実施した。 

【イベント名】健康食品に関するリスクコミュニケーション 

「健康食品と薬の飲み合わせって知ってますか」 

【日時】平成 29 年 11 月５日(日) 午後１時 30 分～午後３時 30分 

    【場所】ＪＲホテルクレメント徳島 ４階 クレメントホール 

       （徳島市寺島本町西１丁目６１番地） 

【内容】 

（ア） 基調講演「健康食品と薬 ～賢い付き合い方～」 

     講師 昭和大学薬学部 教授 川添和義 氏 
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（イ） パネルディスカッション 

＜パネリスト＞ 

  ・特定非営利活動法人 徳島県消費者協会 会長 安田 孝子 氏 

  ・大塚製薬株式会社 総務部お客様相談室 室長 坪井 悦子 氏 

  ・加地薬局（徳島市薬剤師会 常務理事）    木村 宣成 氏 

  ・消費者行政新未来創造オフィス 消費者安全課 

   政策企画専門官               石川 一  氏 

  ・徳島県保健福祉部 薬務課 課長補佐     相原 文枝 氏 

  ＜コーディネーター＞ 

  ・昭和大学薬学部 教授 川添 和義 氏 

(ウ) 消費者庁消費者行政新未来創造オフィスや客員主任研究官と連携して 

作成したアンケート調査票を用いて参加者アンケートを実施 

 

②  一般社団法人日本食品安全協会四国支部徳島県部会と連携事業 

（実施方法：委託、主催：一般社団法人日本食品安全協会・消費者庁・  

徳島県、参加者数：146名） 

一般社団法人日本食品安全協会が開催する「市民講座」の一つとして、健

康食品に関するリスクコミュニケーションを開催し、参加者にアンケートを

実施する。 

【イベント名】 健康食品に関するリスクコミュニケーション 

「健康食品との賢い付き合い方～健康食品と健康食品管理士の役割～」 

    【日時】平成 30年３月３日（土） 午後１時 30分～午後４時 

【場所】徳島大学長井記念ホール（徳島市） 

【内容】 

（ア） 講演 1「最近の健康食品をめぐる問題について」 

講師：日本食品安全協会 理事長・ 

鈴鹿医療科学大学副学長 長村 洋一 氏 

     （イ） 講演 2「健康食品の表示や広告の見方について」 

講師：消費者庁 表示対策課 食品表示対策室長 阿部 洋介 氏 

     （ウ） 講演 3「健康食品管理士としての私の活動」 

           講師：常葉大学健康プロデュース学部健康栄養学科  

非常勤講師 渡辺 数由 氏 

（エ） 消費者庁消費者行政新未来創造オフィスや客員主任研究官と連携して 

作成したアンケート調査票を用いて参加者アンケートを実施 

 

キ 関係団体事業と連携した消費者への啓発・周知活動の実施 
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（実施方法：委託、主催：一般社団法人徳島県薬剤師会） 

① 一般社団法人徳島県薬剤師会が開催する「まちのお薬相談室」と連携し、

健康食品等についてのパンフレットを作成し、普及啓発を実施しました。 

【開催回数】１８回 

（平成２９年１１月～平成３０年３月の毎月第２、第４土曜日） 

  【場所】徳島県立図書館（徳島市）及びショッピングセンターアピカ 

（阿南市）（各回とも） 

  【実施内容】 

・作成したパンフレット「薬と健康食品」の配付と相談受付

② 県下の調剤薬局と連携し、健康食品と医薬品の飲み合わせ等に関する相談

事業を実施しました。 

  また、相談事業を実施する調剤薬局である旨を周知するためにのぼりを作成

し、県下３５調剤薬局において、のぼりを設置しました。 

（２）事業効果 

① アウトプット

ア 健康食品に関するリスクコミュニケーションの開催（１回）

イ 事業者発信型リスクコミュニケーションの開催支援

・手引き書作成

・リスコミ開催支援研修会の開催（１回）

ウ 学校教育と連携したリスクコミュニケーションの実施（２１回）

・ジュニア食品安全ゼミナール【対象：小・中学生】

・食品表示ゼミナール【対象：高校生】

エ 食の安全安心ミーティングの実施【対象：子育て世代】（１１回）

オ 体験型リスクコミュニケーション等の実施（２回）

カ 関係団体と連携した意見交換会等の実施（２回）

キ 薬剤師会と連携した消費者への普及啓発の実施（６回）

② アウトカム

・大学等研究機関、消費者団体、事業者団体等との連携による相互理解の促進がで

きました。

・消費者と食品関連事業者等との信頼関係の構築ができました。

・機能性表示食品をはじめとする健康食品の活用能力(リテラシー)が向上しました。 

・消費者自ら情報を集め、正しい知識を身につけ、判断する力を向上できました。

・未来を担う次世代において、食の安全安心に関心が高い人材の育成ができました。 

・各種形式によるリスクコミュニケーションの実施及びアンケート等による効果測
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定により、その効果を測定するための情報が収集できました。 

 

＜今後の課題＞ 

・関係団体事業との連携において、新たな事業主体との連携を図り、更に多様な主

体にアプローチをする必要があります。 

・当事業で消費者庁消費者行政新未来創造オフィスと連携して検証したリスクコミ

ュニケーションの効果測定結果を反映させ、更に効果的なリスクコミュニケーショ

ンの推進につなげる必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

2,455,836円 

 

 

 

 

 

 

事業経費         2,455,836円 

うち、交付金対象経費 

     2,455,836円 

（細目） 

・講師謝金       156,450円 

・旅費       

講師旅費       11,318円 

・需用費 

  資料印刷費     52,488 円 

    需用費      211,488円        

・会場借上料      324,092円 

・委託費      1,700,000 円 

 

≪徳島県のプロフィール≫ 

① 人口 757,377 人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 31.6％（平成 30 年１月１日現在） 
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【札幌市（北海道）】安全グッズから学ぶ子どもの事故防止普及事業 

 

＜事業概要＞ 

① 親子向け消費者教育イベント（委託） 

キッズデザイン賞受賞製品など、子どもの安全に配慮したグッズをテーマとし、本市の消

費者教育イメージキャラクターで、消費者教育推進大使でもある「しろうくま」が参加者と

一緒になって、子どもの事故について学ぶことのできるイベントを実施します。 

また併せて子どもの事故に関するアンケートを参加者に実施し、ヒヤリ・ハットの傾向や

内容を分析します。 

イベントの主目的は、子どもの安全・安心について知識や理解を深めてもらうことですが、

それに付随する形で、グッズを通して子どもの想像力を養うことにも資するような内容と

します。 

 

ア 子どもの安全に配慮した製品の展示 

子どもの安全に配慮しているグッズの中でも、昨年度本市が実施した、子どもの事故

に関するアンケート結果に基づき、件数が多かったヒヤリ・ハットに対して有効だと思

われるような、また、デザインや発想が優良なものを独自に選定し、展示します。 

展示の際には、前回のアンケート結果や、実際に回答してもらったヒヤリ・ハットの体

験等も添え、参加者により注意喚起してもらえるような構成とします。 

 

イ 体験コーナー  

参加者がグッズに触れて、使い方や、そのグッズの利点を直接感じることのできるコ

ーナーを設けます。体験コーナーは常時開放し、いつでも参加できる体制にします。 

 

ウ 子どもの事故防止講座（一般向け・事業者向け） 

昨年度実施したアンケートにおいて、件数が多かったヒヤリ・ハットを中心に、子ども

が事故に遭いやすい事例やその防止策について、講座を開催します。 

 

エ しろうくまと学ぶ身近な危険について 

家を模した仮設の部屋をセットし、その中に事故につながりやすいポイント（子ども

の手の届く範囲に危険なものが置いてある等）をいくつか設定し、参加者へ身近にある

危険について説明します。 

 

また、イベント中に実施する各種コンテンツにおいて、しろうくまの着ぐるみを登場

させ、参加者と触れ合える場面を作ります。 
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オ アンケート（随時） 

参加者に子どもの事故に関するアンケートを実施し、協力していただいた方へ、安全

グッズを啓発品として進呈します。 

 

② 安全グッズから学ぶ子どもの事故防止セミナー（委託） 

保育所や幼稚園、児童会館など、地域に身近な場において、キッズデザイン等、子どもの

安全に配慮した製品の紹介を通じた、子どもの事故の現状や、その防止策についてのセミナ

ーを実施します。 

 

子どもの保護者向けのセミナーとして、保育所や幼稚園等に講師を派遣し、計 20回開催

します。 

また、セミナーの参加者に対して、子どもの事故に関するアンケートを実施し、協力いた

だいた方へ、安全グッズを啓発品として進呈します。 

 

③ 子どもの事故防止講座【事業者向け】（委託） 

 事業者向けセミナーとして、子育て関係事業向けに専門的かつ実践的な内容の講座を開

催し、事前に市内の子育て関係事業者等へ、本講座の実施について通知し、参加を呼び掛け

ます。 

 

④ 親子向けフリーペーパーへの消費者教育記事掲載（委託） 

本市で制作した消費者教育の幼児向けＤＶＤ（計 4話）を、市内の子ども向け無料情報誌

へ織り込み、各家庭や地域の子育て関係機関において活用を促します。 

無料情報誌は頒布の規模がある程度大きいもので設定（50,000 部）。織り込みページに、

ＤＶＤの説明や、子どもの消費者教育（子どもの事故も含め）に関する記事を掲載。また、

消費者ホットラインや、消費者庁の「子ども安全メール」のＵＲＬを併せて紹介します。 

 

⑤ アンケートの集計・分析（直営） 

①と②において実施したアンケート結果を基に、今後の子どもの事故防止における効果

的な手法等を分析。なお、アンケートの回答・分析結果については、本市のホームペー

ジ等へ掲載します。 

 

 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

① 親子向けイベント「しろうくまのやさしいおうち」（委託） 
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札幌コンベンションセンターが主催する「こそだてフェステイバル 2017」という親子

向けのイベントにて、「しろうくまのやさしいおうち」と題した子どもの製品事故に関

するブースを出展。なお、事業の実施に当たっては、公益社団法人札幌消費者協会に業

務委託により行いました。 

 

・開催日時  平成 29年 12月 16日（土曜日） ９：30から 16：30 

・場所    札幌コンベンションセンター（札幌市白石区東札幌６条１丁目） 

・参加者人数 3,200 人（イベント全体） 

・実施内容 

（ア）子どもの製品事故防止に関する展示等 

子ども部屋コーナー、居間コーナー、水回りコーナーに分けて、その部屋で起

こりやすい事故の注意喚起ポスターと関連グッズを展示。 

（イ）キッズデザイン賞受賞作品の展示等 

家庭で使用する製品の中で、活用できるキッズデザイン賞受賞作品の展示。 

例）子どもティッシュボックス「ミミィ」、ベビーミルクローション、ふんわりベ

ビーバス 

（ウ）体験型プログラム 

ⅰ キッズデザイン賞受賞作品の使用体験 

ⅱ 遊びコーナー 

ⅲ ゴミ分別体験 

（エ）子どもの製品事故防止に関する講座 

スタンプラリー形式の講座として実施。来場者が（ア）の３コーナーを回って

それぞれ説明を聞くことでスタンプが押され、３か所のうち２か所分集めると、

誤飲防止ルーラーが進呈されます。 

（オ）しろうくまのキャラクターショー（ブースＰＲ） 

イベントのオープニングショーにて「しろうくまのやさしいおうち」のＰＲを

行い、またブースの各プログラムにおいて登場し、子どもたちと一緒になって、

製品事故等について学びました。 

（カ）消費生活相談ブース 

専用の相談ブースを２タームに分けて設け、簡易消費生活相談を行いました。 

（キ）アンケート 

イベントの随所で、子どもの事故に関するアンケートを実施し、協力してくれ

た方へ、キッズデザイン賞を受賞した曲がる歯ブラシを進呈しました（アンケー

ト回収数は 278 枚）。また、昨年実施した子どもの事故に関するアンケート結果

のうち、ヒヤリ・ハットが起こりやすかった場所をパネル展示したり、今回のア

ンケート結果も速報として、ボードにヒヤリ・ハットした場所ごとに色シールを
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貼っていく形式で公表しました。 

 

② 子どもの事故防止出張セミナー（委託） 

 公益社団法人札幌消費者協会に業務委託し、札幌市内 10区の子育てサロン、及び 10

か所の児童会館において、消費者庁や国民生活センターが公表している注意喚起情報を

基に、説明用リーフレットと併せて、子どもの製品事故等に関する出張セミナーを行い

ました。 

セミナーの最後に、子どもの事故に関するアンケートを実施し、回答していただいた

方へ、消費者ホットライン「188」を名入れした、曲がる歯ブラシ（キッズデザイン賞受

賞製品）を進呈しました。 

 

・実施内容 

（ア）子どもの事故について 

ボタン電池、プラスチックシール誤飲、水で膨らむボール状の高吸水性樹脂製品

の誤飲について、首かけ式浮き輪による事故、歯ブラシによる事故、電気ケトルに

よる火傷、子どもの手の届く範囲について、子どもの視野疑似体験キットを使用し

ての子どもの視野体験、子ども安全メールの紹介。 

（イ）アンケート 

参加者に対して、これまで経験したことのあるヒヤリ・ハットについてや、子ど

もへの啓発ツールとして何が求められているかを調査するアンケートを実施。 

 

③ 子どもの事故防止講座【事業者向け】（委託） 

 幼稚園や保育所等の、子育てに携わる事業者へ、前半は、事故がなぜ繰り返されるの

か、どう防ぐのか、保育の現場の事例を交え、原因と予防策の科学的な考え方を学べる

講座を実施し、後半は参加者で具体的な予防策を考えるワークショップ実施した。講座

の最後には、参加者へアンケートを実施した（業務委託先は公益社団法人札幌消費者協

会）。 

 

  ・開催日時   平成 30年２月 17日（土曜日) 13：00から 15：00  

  ・開催場所   札幌エルプラザ２階 会議室１・２ （札幌市北区北 8条西 3丁目）  

・参加者   子育て関係機関従事者 36名 

・講師    国立研究開発法人 産業技術総合研究所  

人工知能研究センター 大野 美喜子 氏 

・テーマ   科学的に事故を予防しよう！ 

・受講料   無料 
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④ 親子向けフリーペーパーへの消費者教育記事掲載（委託）

 親子向けのフリーペーパー「ママ navi」に、幼児の事故防止についての内容や、消費

者庁の「こども安全メール from 消費者庁」の紹介を含んだ消費者教育記事を掲載し、

併せて札幌市で作成した親子向け消費者教育ＤＶＤ、「親子で知ろう！消費生活」を情

報誌に添付し、市内の幼稚園や保育所等に配布しました。 

・発効日

・配布部数

・配布箇所

平成 30年 2月 28日   

4万部 

361か所（幼稚園、保育園等） 

③ アンケート分析（直轄）

①しろうくまのやさしいおうち、②子どもの事故防止出張セミナー、③子どもの事故防止

講座【事業者向け】にて実施した、子どもの事故に関するアンケート調査について、そ

の結果を分析し報告書にまとめ、札幌市のホームページに掲載しました。また、分析結

果に基づき、今後の事故防止啓発の取組の参考としました。

（２）事業効果 

① アウトプット

・出張セミナーの実施（20 か所、計 224組参加、アンケート 206枚回収）。

・親子向けイベントにおいて、「しろうくまのやさしいおうち」を実施

（イベント全体での参加者は 3,200人、アンケート 298枚回収）。

・子育て関係事業者向けに、子どもの事故防止に係る講座の実施。

・子どもの事故防止を内容に含んだ消費者教育記事を、親子向けフリーペーパーにて

掲載し、消費者教育ＤＶＤも折り込みで併せて配布。

・子どもの事故防止に関するアンケート調査結果のまとめと、その分析。

② アウトカム

・子どもの事故防止に対する保護者の理解が高まり、事故発生の抑止につながりまし

た。 

・子育て関係機関における子どもの事故防止の啓発活動や消費者教育の推進への理

解が高まり、これらの活動に係る各機関での取組件数が増加しました。

・子育て関係機関との連携が深まり、協働による活動が行えるようになりました。

・講座等やアンケート回答を通して消費者教育に係るニーズや課題等が顕在化する

ことで、今後の消費者教育推進の方向性の確立に資することができました。

・事業の実施を通じて、幼児やその保護者等への消費者教育の効果的な手法の確立に
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つながりました。 

・製品事故の相談先としての消費者センターの認知度が高まりました。

＜今後の課題＞ 

当該事業で実施した子どもの事故防止に関する啓発は、その多くが保護者向けであっ

たため、子どもに直接事故の危険性を訴えかけることができるような工夫も必要だと感

じました。 

今回の事業における子ども向けの取組には、ＤＶＤやイベントといった単発での実施

はあったものの、恒常的に子ども自身が事故について学べる手法を、今後検討する余地

があります。 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

北海道消費者行政推進事業補助金 

（先駆的プログラム）6,861,996円 

事業経費   6,861,996円 

うち、交付金対象経費  6,861,996円 

（細目） 

・３⑴①親子向けイベント

業務委託費 1,912,788円

会場費 151,200円

・３⑴②出張セミナー

業務委託費 1,531,116円

・３⑴③事業者向け講座

業務委託費 296,892円

・３⑴④記事作成等

業務委託費 2,970,000円

≪札幌市のプロフィール≫ 

① 人口 1,952,348人（平成 30年１月１日現在）

② 高齢化率 26.1％（平成 30 年１月１日現在）
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【山形県】地域で回そう！ 子どもたちを不慮の事故から守るＰＤＣＡ 

 

＜事業概要＞ 

① 実施主体：特定非営利活動法人ポポーのひろば 

（山形県村山市楯岡五日町 14-20 理事長 佐藤千津） 

     協力者：村山市、市社会福祉協議会、その他子育て支援団体 等 

② 実施規模：村山市及び近隣市町 

③  実施内容：下記のうち、Ｐについては早急に着手し、Ｄの①～④は遅くとも 12月まで

に多種多様な角度から実施機会を設け、調査資料を収集します。Ｃは 11～1月頃、Ａは

それと並行する形で１～２月中旬頃に取り組みます。 

ⅰ Ｐ（計画）「事故予防に取り組む基礎を知る」 

      ・専門講師による子どもの事故防止の講演会（託児付き） 

・対象：乳幼児保護者、地域の保健委員、民生児童委員、子育て支援施設（学

童保育を含む）の職員 等 

     ⅱ Ｄ（行動・現場検証）「身の回りの危険を知る」 

      ① 乳幼児の成長段階（ねんね期・寝返り期・ハイハイ期、たっち期・あんよ

期）に合わせた「ヒヤリハット」のセッション（必要に応じて託児付き） 

        ・対象：１歳までの赤ちゃんと母親、１歳以上の保護者 

・アドバイザー：母子保健コーディネーター 等 

      ② 野外活動として、「ヒヤリハット」ピクニック（公園や道路、車内、施設

等における危険を知る） 

               ・対象：１歳以上の親子 

      ③ アレルギー反応について知る講座・実習（必要に応じて託児付き） 

        ・対象：親子、保護者、地域住民 

・講師：小児科医、管理栄養士 等 

      ④ 大型イベントに「防災」のブースを設ける（小児救急 等） 

        ・対象：保護者、地域住民、学生 等 

・講師：消防署職員 等 

     ⅲ Ｃ（測定・評価） 

「調査や実習により得た情報から、対策やリスクの減少を導く」 

・ワークショップ形式で、乳幼児保護者や専門職（保健師等）が共に話

しあい、「自分たちができる安全第一」を探ります(託児付き）。 

    ⅳ Ａ（修正・実践） 

・ワークショップ等で分析したことなどを基に周知・啓発のための活動を

委員会の形で行います。 

・乳幼児保護者を対象とした、実用的で、常時意識づけができる啓発資材
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（リーフレット、携行グッズ、掲示物など）を制作し、村山市を中心に近

隣市町に配布します。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

  主催 特定非営利活動法人ポポーのひろば 

  監修 特例非営利活動法人保育の安全研究・育成センター理事 所 真理子氏 

  啓発資料制作業務（デザイン・印刷）委託 東北芸術工科大学 

 

  他、各講座講師・指導・担当者として 

     Ｐ（計画）事業  総合講座講師  所 真理子氏 

     Ｄ（行動）事業  各講座講師として 

              ＪＡＦ山形支部 講師 

              小児アレルギー・エデュケーター ２名 

              森林インストラクター他、野外活動指導者 ３名 

              助産師      １名 

              村山市消防署署員 ４名 

     Ｃ（評価）事業  助言者  所 真理子氏 ／ 荒井 真智子氏 

     Ａ（改善）事業  イラスト 東北芸術工科大学 学生 

  以上の方々から御協力いただきました。 

  また、Ｐ事業とＤ事業において、合計９回の講座を開催した際に受講者より 

ポストイットにて多数の意見や質問を残してもらい、担当講師からそれに対する 

コメントを寄せてもらうという２Ｗａｙコミュニケーションを実施し、それらを 

資料としてＣ事業にて、検討・抽出・精査・評価・表現の作業を繰り返しました。 

Ａ事業において、イラスト担当者と協議を重ね、成果物の形態と表現について 

「保護者をエンパワメント」し「安全行動につながる実用性」を重視した２点の 

啓発グッズを作成しました。 

  

  ・ポストカード型５０枚１セットの『きけんしるカード』（両面カラー） 

  ・掲示型Ａ３版２枚１セット『安全カレンダーと安全ポイント集』 

                            （片面カラー） 

カードと掲示物をセットにして、村山市を中心に子育て家庭に配布するとともに、 

村山地域１４市町の子育て関係担当者、及び主な子育て支援施設へ送付しました。 

２月２７日に開催の平成２９年度全国消費者フォーラム 第４分科 テーマ： 

「地域における多様な主体の連携による消費者教育の取り組み」において 

監修の所氏と共に、発表を行いました。タイトルは「地域のリソース活用した子ども
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のいる御家庭向け消費者安全教育～連続講座の実践と参加型への挑戦」としました。 

（２）事業効果 

 ①アウトプット 及び ②アウトカム は、以下の表のとおり。 

分類 実施日 事業内容 ①output ②outcome 

Ｐ H29.５.29 子どもの安全（総合） 34名受講 ・理解の深化と立案 

Ｄ① H29.６.９ 車内での安全対策 21名受講 ・連続講座（継続受講 

 を促す）で保護者を 

 エンパワメント 

・各分野の講師による 

 講義や実習から危険 

 を認知 

・新たな見解を生み、 

 実践的な能力の育成 

Ｄ② H29.７.９ 食物アレルギーについて 26名受講 

Ｄ③ H29.８.26 アレルギー除去食について 22名受講 

Ｄ④ H29.９.23 自然の中での事故防止 24名受講 

Ｄ⑤ H29.９.27 公園内での事故防止 24名受講 

Ｄ⑥ H29.10.５ 家庭内での事故防止Ⅰ 17名受講 

Ｄ⑦ H29.10.12 家庭内での事故防止Ⅱ 20名受講 

Ｄ⑧ H29.10.26 乳幼児の救命救急法 28名受講 

Ｃ① H29.10.30 ワークショップ（まとめ） 11名参加 ・新たな見解の評価 

Ｃ② H29.11.26 講座記録をイベントで公開 200名 ・事故防止の周知 

Ａ① H30.２.20  啓発資材①カード 1000部 ・日常的な意識づけ 

Ａ② H30.２.20 啓発資材②掲示物 1000部 ・日常的な意識づけ 

 監修者の所氏は、本事業の独自性を３つの視点から評価していただきました。 

  視点１：地域事情に即したテーマを地元講師が担当する連続講座 

  視点２：センターが核となった参加者と講師との２Wayコミュニケーション 

  視点３：保護者をエンパワメントすることを意識した啓発グッズの開発 

本当の事業効果は、この３つの視点がいかされて、家庭における不慮の事故を未然 

に防ぎ、子どもたちの命が守られることだと考えています。 

 

（３）今後に向けた課題 

  ・講座を通して参加者から出た気付きが啓発グッズに記してあるので、これを受け取

った保護者の方々によって、新たな「各自のＰＤＣＡ」を回してもらいたい。 

  ・啓発グッズを受け取った保護者の安全への意識がどう変わったのか、と思います。 

   グループインタビューなどで聞くことができればよいと思います。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

補助金         2,600,000円 

自己負担金        180,265円 

雑収入(預金利息)             2円 

 

 

事業経費        2,780,267円 

うち、交付金対象経費  2,600,000円 

 （細目） 

  ・人件費      1,187,750円 

  ・講師謝金       262,144円 

  ・託児依頼費          141,182 円 

  ・講座資料・材料費      7,289円 

  ・使用料              142,560円 

  ・郵送料               19,446円 

  ・印刷・コピー代       65,460円 

  ・保険料         3,822円 

  ・啓発グッズ制作費   906,896円 

  ・事務消耗品費     43,718円 

 

≪山形県のプロフィール≫ 

① 人口 1,106,984人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 31.900％（平成 30年１月１日現在） 
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【徳島県】「子どもの事故防止」プロジェクト 

 

＜事業概要＞ 

平成 29年７月、徳島県に設置する「消費者行政新未来創造オフィス」の開設を契機に、

消費者庁を始めとした、行政、家庭、学校、地域、関係機関等「消費者行政・消費者教育」

に関する関係機関のネットワークを構築・強化し、社会全体が一丸となり、「子どもの事故

防止」対策に取り組み、消費生活の安全･安心を確保します。 

具体的には、これまで、各部署及び各関係機関においてそれぞれ実施している「子ども

の安全・安心」を確保する取組をパッケージ化し、「子どもの事故防止」プロジェクトと

して、共通の啓発資料、安全チェックリスト等を活用しながら、保護者、祖父母、子育て

支援関係者等の多様な対象者に合わせた啓発活動を行います。 

また、子どもの事故防止に関し、小児救急に係るデータ分析及び家庭でのヒヤリハット

事案アンケート調査等を基に年齢別、事例別の分析・検討を行い、より効果的な広報・啓

発活動に反映させます。 

 

① ネットワークの構築 

小児科医会、看護協会、助産師会、子育て支援団体、市町村、県、消費者庁等関

係機関による「ネットワーク会議」を年 2回程度（実務担当者会は月 1回程度）開催

し、子どもの事故防止意識を高めるための取組等について意見交換を行います。 

 

② 周知・啓発活動 

ア ｢子ども安全・安心フェスタ｣の開催（事故発生時の初期対応、救急病院の利用方

法などの講演会等）。 

イ 子育て広場等における啓発・安全チェック、アンケートの実施。 

ウ 子どもの事故防止出前講座の実施。 

エ 市町村における一般県民への周知啓発の実施。 

オ 「孫育て講座」における「子どもの事故防止」に関する講演会の実施。 

カ 子育て支援ポータルサイト「とくしまはぐくみネット」を通じた啓発。 

 

③子育て関係指導者研修 

ア 看護師、市町村保健師、シニア等母子保健関係者を対象とした研修会の開催。 

イ 幼小中高校・特別支援学校の教職員を対象とした「子どもの事故防止」に向けた

「教職員研修講座」を実施。 

ウ 保育士を対象とした研修会の開催。 

  

④子どもの事故防止調査分析 
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周知・啓発イベント、研修会等の参加者、医療機関等から、受診状況、子どもの

事故防止に関するアンケートを実施し、小児救急搬送実績データも加味した地域にお

ける課題分析を行います。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

  ア【啓発活動】 

 ◆おぎゃっと 21における啓発活動 

① 日時：平成 29年５月３日（水）、４日（木）９：00～15：00 

② 場所：アスティとくしま 

③ 実施内容 

      「子どもの事故防止ハンドブック」、啓発グッズの配布 

        子どもの事故防止アンケートの実施 

（回収数 ３日 345 枚、４日 353枚  計 698枚） 

④ 従事者：延 23名 

       (３日：徳島県７名、消費者庁５名 ４日：徳島県６名、消費者庁５名) 

◆子どもの事故防止強化週間における啓発イベント 

       〈ゆめタウン徳島〉 

①  日時：平成 29年５月 24日（水）10：00～11：40 

②  場所：ゆめタウン徳島１Fウエストコート ゼビオ前 

      ③  実施内容   

・「子どもの事故防止ハンドブック」、啓発グッズの配布 

          ・「子どもの事故防止ハンドブック」や御坊保健所の「子どもの 

            周りには危険がいっぱい」のパネルを活用した活用した健康教育 

     ④ 参加者：親子 30組他 70名 

       ⑤  従事者：５名 

 

     〈イオンモール徳島〉   

①  日時：平成 29年５月 28日（日）10：00～13：30 

     ② 場所：イオンモール徳島 4F「阿波ふうど」特設コーナー 

           ③ 実施内容 

・ 「アブナイカモ」と「すだちくん」による「子どもの事故防止プロジェク

ト」結団式 

・ 「子どもの事故防止ハンドブック」、啓発グッズの配布 

（配布数 400） 

・ 「おしえてねアブナイカモ」プロモーションビデオ上映 
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・ パネル展示

④ 従事者 17名 （徳島県 14名、消費者庁３名）

  ＜おぎゃっと 21＞       ＜ゆめタウン徳島＞ 

   ＜イオンモール徳島結団式＞  

◆「いい育児の日（11／19）」イベントにおける啓発

  ① 日時：平成 29年 11月 19日（日）10：00～16：00

 ② 場所：あすたむらんど徳島

 ③ 実施内容

・「子どもの事故防止ハンドブック」、啓発グッズの配布

・「キッズデザイン賞」受賞作品展示

◆啓発グッズの作成

・子どもの急病・事故ハンドブック

 （実施方法：委託（配布の一部は県直轄） 

委託先：一般社団法人徳島県医師会） 

    子どもによくある病気やけがなどの家庭における対処方法や医療機関を受診する
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際のポイントをまとめたハンドブックを作成・配布 

    ①記載事項 

・子どもによくある病気やけがの対処方法や注意点

・医療機関への上手なかかり方

・子どもの発達とともに起こりやすい事故

・こども救急電話相談（＃8,000）の周知 等

    ②仕様 

・Ｂ５、表紙（オモテ・裏）フルカラー，中面２色刷り

    ③作成部数 

３万部 

    ④監修 小児科医監修 

    ⑤配布先 県内市町村，小児医療を行う医療機関，保育所等へ配布 

イ【研修会】

① 7/9  孫育て楽しみ隊講座 （参加者：20名） 

 場所：徳島県立総合教育センター 

内容：祖父母世代を対象に、乳幼児の事故防止についての理解を深め

るため、予防策や応急処置方法について実習 

講師：ＮＰＯ法人子育て支援ネットワークとくしま 

  理事長 松﨑 美穂子 氏 

 (一社)徳島県助産師会 顧問 小島 泰代 氏 

②7/25 教職員研修県民参加講座（参加者：34名）

場所：徳島県立総合教育センター 

演題：「子どもの事故防止について」 

講師：東京工科大学 客員教授 田中 哲郎 氏 

③ 7/25 母子保健関係者研修会 (参加者：49名)

場所：徳島県医師会館 

演題：「子どもの事故防止について」  

講師：東京工科大学 客員教授 田中 哲郎 氏 

④ 8/1 中堅教諭等資質向上研修（参加者：９名）

 場所：徳島県立総合教育センター 

演題：「安心安全な園生活～日々の園生活を通して考える～」 

講師：徳島県保育・幼児教育アドバイザー 美保 みどり 氏 
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⑤ 11/18 看護協会研修会（参加者：89名） 

         場所：徳島グランヴィリオホテル 

演題：「子どもの脳の発達と事故との関連性について」 

講師：大村市出口小児科医院院長 出口 貴美子 氏 

 

⑥ 1/12 保育士研修会（参加者：93名） 

         場所：あわぎんホール 

演題：「保育現場における子どもの安全対策について」 

講師：（株）アイギス 代表取締役 脇  貴志 氏 

 

⑦ 2/9  医師等研修会（参加者：45名） 

         場所：徳島県医師会館 

演題：「子どもの脳の発達と事故との関連性について」 

講師：大村市出口小児科医院院長 出口 貴美子 氏 

 

ウ【モデル市町村事業】 

   ① 実施方法：補助 

   ② 実施主体：市町村 

③ モデル市町村数：４市町村（鳴門市、阿南市、美馬市、藍住町） 

④ 事業内容：乳幼児健診等、保護者に対して最も身近に啓発・指導を行う機会が

ある市町村において、子どもの事故防止に関する取組の充実・強化を図るため、

モデル市町村において、「子ども安全・安心チェックリスト」及び「子どもの事

故防止ハンドブック」を用いた個別指導を行うとともに、各種普及啓発を行い

ました。 

 

エ【会 議】 

 ◆タスクフォース会議（消費者庁とのテレビ会議含む） 

4/7、4/10、5/8、6/1、6/26、7/20、7/26、8/10、9/28、10/18、12/18、1/12 

◆子どもの事故防止ネットワーク会議   

     6/16  ネットワーク会議準備会の開催 

   7/25  ネットワーク会議委員とタスクフォースとの意見交換会 

        事業の効果的な実施を図るため、県内関係者と子どもの事故防止に知見の

深い田中哲郎先生との意見交換を実施 

      8/28、12/4、2/19  ネットワーク会議 
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オ【イベント等】 

 ◆子ども安全・安心フェスタ 

① 日時：平成 29年 11月 12日（日）13：00～15：30 

     ② 場所：アスティとくしま第１・第２特別会議室 

      ③ 実施内容   

・やってみよう！もしもの時の「応急手当」 

 講師：徳島県医師会 

      ・演題１「子どもの事故を減らすためにできること」 

          講師：横浜市緑園こどもクリニック 山中 龍宏 氏 

     ・演題２「小児救急～子どもを守るために知っておこう～」 

          講師：徳島県医師会常任理事 田山 正伸   

④ 参加者：親子 30 組他 70名 

       ⑤  従事者：５名 

   ◆とくしま家庭教育のつどい 

① 日時：平成 30年２月 24日（土）13：00～16：20 

     ② 場所：あわぎんホール 

      ③ 実施内容   

・家庭の中での「ヒヤリハット」 

 講師：鳴門教育大学大学院 准教授 坂本 有芳 氏 

      ・講演 

演題：「叱らなくても子どもは伸びる」 

       講師：親野 智可等 氏 

     ・とくしま親なびワークショップ（５会場に分かれて実施） 

       第１会場：家庭の中での「ヒヤリハット」   

④ 参加者：350 名 

 

  カ【小児救急外来受診状況実態調査】 

     ① 調査依頼機関：徳島赤十字病院 

             徳島県立中央病院 

③  調査内容：受診理由、事故等発生場所等 

④  調査件数：（2,287件） 

 

  キ【委託事業】 

   ◆「子どもの事故防止プロジェクト」推進事業 

    ① 委託期間：平成 29 年７月 18日～平成 30年３月 20日 

   ② 委託先：特定非営利活動法人 子育て支援ネットワークとくしま 
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③ 実施内容 

    ・「チェックリスト」アンケート調査の実施（約 400件） 

    ・啓発活動の実施（平成 29年９月以降 毎月 10回程度） 

  ◆ 子どもの事故防止プロジェクト事業総括 

    ① 委託期間：平成 29 年７月５日～平成 30年３月 31日 

   ② 委託先：徳島県看護協会 

   ③ 実施内容：子どもの事故防止プロジェクト全般に係る総括 

チェックリスト等を活用した各種データ集計・分析・評価 

   ◆ 子どもの事故防止プロジェクト推進事業業務委託 

① 委託期間：平成 29年８月１日～平成 30年３月 31日 

   ② 委託先：徳島県助産師会 

   ③ 実施内容：チェックリストを活用した指導・アンケート調査 

子どもの事故防止ハンドブックによる啓発 

 研修会の開催 

 

（２）事業効果 

① アウトプット  

ア 啓発活動 

 ハンドブック配布数    約 18,000冊 

（イベント、県内幼稚園、子ども園、市町村、子育て支援ネットワーク等） 

  子どもの事故防止アンケート回収 約 700枚 

イ 研修会 

  開催回数   ７回（祖父母対象 １回、専門職員対象 ６回） 

参加者数 294名 

ウ モデル市町村事業 

  モデル市町村 ４市町（鳴門市、阿南市、美馬市、藍住町） 

エ 会議 

  タスクフォース会議 12回 

  ネットワーク会議  ４回   

オ イベント等 

  参加者数 70名 

カ 小児救急外来受診状況実態調査 

  調査件数 2,287 件 

キ 委託事業 

  チェックリストのアンケート調査 約 400件 

  チェックリスト等を活用した各種データ集計・分析・評価   
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② アウトカム 

  これまで、各部局及び各関係機関がそれぞれ実施してしていた「子どもの安全・安

心」を確保する取組をパッケージ化し、 

①ネットワークの構築・強化 

②オール徳島による啓発活動 

③子どもの事故の実態調査 

④事故防止を推進する人材育成 

を取組内容とし、行政、家庭、学校、関係機関等の「消費者行政・消費者教育」に関

する関係機関のネットワークを構築・強化し、地域社会全体が一丸となり、「子どもの

事故防止」対策に取り組むことができました。 

①においては、消費者庁、県、市町村、医師会、看護協会、助産師会、保育関係機

関、教育関係機関、子育てボランティアから成る「関係者ネットワーク会議」を立ち

上げ、多様な関係機関が持つ事故防止のノウハウを集結し、子どもの事故防止につい

ての共通理解やネットワークの強化を図ることができました。 

②においては、子育てイベントやショッピングモールでの啓発活動、子育て講演会

及び「子ども安全・安心フェスタ」における小児救急講演会等を通じ、保護者、祖父

母、子育て支援関係者等の家庭指導力向上を図ることができました。 

③においては、「おぎゃっと２１」でのアンケート調査の実施、乳幼児健診等におけ

る安全チェックや緊急搬送の分析により、今後の取組・対策に役立てることができま

した。 

④においては、母子保健、教育関係者を対象とした研修会の実施により、事故防止

を推進する人材育成を行うことができました。 

 

＜今後の課題＞ 

各種子育てイベントや研修等に参加している保護者の方に対しては、子どもの事故防

止に対する啓発を行っており、周知が進んでいますが、こういった取組に参加しなかっ

た方、できなかった方に対して、どのように幅広く子どもの事故防止を啓発し、対策を

行っていくかが課題です。 

また、啓発を行う対象者である保護者は毎年変わるため、継続した啓発を行っていく

ことが必要であることから、啓発物の作成や啓発を行う人材を確保する予算が今後も必

要です。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

9,873,587円 

 

 

 

 

事業経費         9,873, 587 円 

うち、交付金対象経費   9,873, 587 円 

（細目） 

 ・講師謝金       553,800円 

 ・講師旅費       205,633円 

 ・需用費（資料印刷代等）144,598円 

 ・役務費        201,259円 

・委託費       7,622,475 円 

・会場借上料      179,912 円 

・補助金        965,910 円 

 

   

 

≪徳島県のプロフィール≫ 

① 人口 757,377人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 31,600％（平成 30年１月１日現在） 
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【北海道】特定適格消費者団体認定支援事業 

 

＜事業概要＞ 

特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道（以下「ホクネット」という。）の組織基盤

の強化に資する以下の活動に対し、補助金を支出し支援を行います。 

ア 適格消費者団体連絡協議会開催による情報交換、勉強会の開催等により特定適格消

費者団体の認定を目指す活動 

イ 集団的消費者被害回復制度の周知のための取組 

ウ 特定適格消費者団体の業務に必要な環境の整備 

○各事業の内容 

(１) 適格消費者団体連絡協議会の開催 

・開催時期：平成 29 年 9月 

  ・場所：札幌市内 

  ・内容：差止請求事例の報告及び意見交換 

特定適格消費者団体の認定申請に係る事例報告 など   

 (２) 消費者問題に関するアウトリーチ活動の展開 

  ・開催時期：平成 29年 11月～平成 30年 2月 

  ・場所：釧路市、芽室町、帯広市、北見市、函館市、小樽市、旭川市、苫小牧市 

  ・内容：集団的消費者被害回復制度について 

       

(３) 特定適格消費者団体の業務に必要な環境の整備 

  ・実施時期：平成 29年８月～平成 30年３月 

  ・内容：運営基盤の強化のための会員加入パンフレットの新規作成及びこれを活用した 

会員加入促進活動 

      消費者に適切に情報を伝達するためのウェブサイトの更新 

 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

(1)事業実施方法 

 補助事業（補助事業者：ホクネット） 

(2)実施内容 

① 適格消費者団体連絡協議会の開催 

適格消費者団体は年２回、適格消費者団体間の事例交流や課題の共有・検討のため全国

規模で協議会を実施しており、昨年９月にホクネットが幹事団体となって札幌市で連絡協

議会を実施しました。事務局がなりがちな運営には、団体構成員を実行委員にして多くのメ

ンバーが関わるようにしました。 
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◆開催日時：平成 29 年９月９日（土）、10日（日） 

◆場所：１日目 北海道建設会館 ９階大ホール 

     ２日目 かでる２・７ 820研修室、520研修室 

◆議事次第 

     １日目 全体会 

     ２日目 分科会 

（特定適格消費者団体を目指す団体会議、適格消費者団体を目指す団体

会議） 

 ◆参加団体・人数  

適格消費者団体 16 団体 

適格消費者団体を目指す団体 15団体  

消費者庁・国民生活センター・北海道・札幌市 

総人数 108 名 

◆実施方法 

・実行委員 14 名（大学教授 ２名、弁護士 ８名、司法書士 ２名、消費生活相談

員 １名、事務局 １名）により運営 

・実行委員会開催 

   ⅰ実行委員会前の打合せ（平成 29年５月 11日） 

   ⅱ第１回実行委員会（平成 29年６月 22日） 

   ⅲ第２回実行委員会（平成 29年８月 31日） 

   

② 消費者問題に関するアウトリーチ活動の展開 

集団的消費者被害回復制度の円滑な運営には北海道内の消費生活相談窓口との連携と協

力が不可欠であり、今まで以上に地方公共団体との関わりを強化することが求められてい

ます。特に相談者へのアクセスには消費生活センターの協力が必要となる場面も予想され、

この制度の実効性を高める上では、道内各地の消費生活相談窓口との連携が重要なものと

なります。 

このため、道内の主な消費生活相談窓口に対し、集団的消費者被害回復制度の趣旨説明を

行い、制度の理解促進を図るとともに、顔の見える関係づくりを構築してきました。 

 

 ◎釧路市・釧路消費者協会との意見交換（平成 29年 11月 14日） 

 ◎芽室町・芽室消費者協会との意見交換（平成 29年 11月 28日） 

 ◎帯広市・帯広消費者協会との意見交換（平成 29年 11月 28日） 

◎北見消費者協会との意見交換（平成 29年 12月 15日） 

◎函館消費者協会との意見交換（平成 29年 12月 18日） 

◎小樽市・小樽消費者協会との意見交換（平成 30年２月 19日） 
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 ◎旭川市・旭川消費者協会との意見交換（平成 30年２月 27日） 

 ◎苫小牧市・苫小牧消費者協会との意見交換（平成 30年２月 27日） 

 

③ 特定適格消費者団体の業務に必要な環境の整備 

[1] 団体の会員や寄付金の増加を図る普及啓発 

特定適格消費者団体の認定には、団体運営の体制強化が必須であり、ホクネットでは、財

政基盤や検討体制、事務局体制の整備が必要とされています。 

財政基盤の強化に当たっては、財政基盤強化検討チームを設け、そのメンバーによる団体

賛助会員の加入促進活動を継続して展開しました。 

また、関係機関との連絡調整や各種申請等の円滑な事務処理を進めるため、ホームページ

のリニューアルやパンフレットの作成、パソコンの配備などによる体制強化に向けた環境

づくりを行いました。 

 

◎団体賛助会員加入促進活動（12月～３月） 

（業界団体、企業、地域消費者協会 56団体に対して、訪問活動） 

◎特定適格消費者団体の認定申請に向け、事務所内の事務機器の整備 

（９月～３月） 

◎会員の加入増強のための加入促進パンフレット作成（２月～３月） 

 

[2] 情報発信の強化 

団体の活動基盤の強化に向けた会員増や財務的安定の取組を推進するため、ホームペー

ジを大幅にリニューアルしました。掲載情報容量の制限や情報検索のしにくさを解消させ、

ホームページからの情報発信を強化させるとともに外部からのアクセスをしやすくするな

どの利便性を高め、ホクネットの認知度や取組内容のＰＲの増強を図りました。 

 

◎ホームページの刷新（８月） 

◎消費者向けお役立ち情報ページの新設（２月） 

 

（３）事業効果 

①アウトプット 

 ・第 23回適格消費者団体連絡協議会開催（札幌） 

 ・ホームページ改訂パンフレット作成 

 ・団体賛助会員加入促進 

 ・意見交換議事メモ及び連絡協議会議事録作成 

   

②アウトカム 
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 ・適格消費者団体連絡協議会の運営が円滑に進み、他団体から協議会の運営について高評

価を得ています。 

・ホームページを改訂し、以前一回に掲載するファイルの数は５個と限定されていました

が、10 個まで掲載することや字数の制限もなくすことにより、格段に使用しやすくな

りました。 

・お知らせページのコンテンツを増やし、消費者庁からの注意喚起の情報なども掲載する

ことができるようになり、消費者向けの情報発信を強化することができました。 

・道内の自治体や消費者協会などと意見交換を重ねることで、集団的消費者被害回復制度

の周知と理解の促進につながりました。 

 

＜今後の課題＞ 

・特定適格消費者団体の認定申請には、認定を目指す団体に共通していくつかの課題があ

り、特にホクネットの場合は、財政基盤強化が大きな課題となっています。団体賛助会

員の加入促進においては、有効なメリットが打ち出せないと、企業側は消極的になりま

す。 

・差止請求訴訟を行うことができる消費者団体ゆえに、団体賛助会員の勧誘に当たって

は、その企業・団体を厳選しなければならないといった難しい面があります。 

・地域の消費者協会では会員減や高齢化が進み適格消費者団体を金銭的に支える団体と

なることが難しい状況にあります。 

・ また、消費生活相談情報の利用に当たっては、ホクネットと各自治体とが覚書を締結

することが必要となっており、迅速・適時の情報収集に課題を残しています。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

           6,077,000円 

 

北海道補助金 

            6,077,000円 

（内訳） 

ア 適格消費者団体連絡協議会の開催 

2,262,000円 

（旅費       1,375,000円） 

（会場使用料   159,000円） 

（印刷製本費  228,000円） 

（需用費        33,000円） 

（報償費    267,000円） 

（賃金         200,000円） 
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イ 消費者問題に関するアウトリーチ活

動の展開 

1,205,000円 

（旅費         580,000円） 

（講師謝金     400,000円） 

（需用費      20,000円） 

（賃金         205,000円） 

 

ウ 特定適格消費者団体の実施に必要な

環境の整備 

2,838,000円 

（ホームページ作成費  1,034,000円） 

（ＨＰコンテンツ作成費  613,000円） 

（パンフレット作成費    317,000円） 

（旅費          81,000円） 

（報償費      360,000円） 

（備品費     264,000円） 

（賃金         100,000円） 

（需用費      69,000円） 

 

事業経費        6,305,000円 

うち、交付金対象経費  6,077,000円 

≪北海道のプロフィール≫ 

① 人口 5,339,539人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 30,3％（平成 30 年１月１日現在） 
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【愛知県】消費者団体訴訟制度活用推進事業 

 

＜事業概要＞ 

本事業により、消費者団体訴訟制度の活用について考えるシンポジウムを開催します。 

上記シンポジウムは、主催者が愛知県で、県内の消費者団体等の協力を得ながら企画し、

委託により実施します。委託契約は、中部地区で唯一の適格消費者団体であり、特定適格消

費者団体を目指そうとしている「特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海」と

締結します。参加者は、県内の消費生活相談員や消費生活に関心の高い一般県民を主な対象

としています。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

ア 事業名称 

  消費者団体訴訟制度の活用について考えるシンポジウム 

イ 開催目的 

消費者契約法（平成 12年法律第 61号）に基づき事業者の不当な行為に対して差止

請求を行っている適格消費者団体の活動や、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）に基づき事業

者の不当な行為により生じた被害の回復を行う特定適格消費者団体の活動について

理解を深めることを目的としました。 

ウ 開催日時 

平成 30 年１月 16日（火）午後１時 30分から４時 20分まで 

※約 10 分延長し、終了時間は午後４時 30分でした。 

エ 開催場所 

  愛知県女性総合センター（ウィルあいち）大会議室 

（愛知県名古屋市東区上竪杉町１番地） 

オ 主催 

  愛知県（適格消費者団体「特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海」

に委託） 

カ 後援 

  消費者庁 

キ 開催内容 

  別添次第のとおり 

（２）事業効果 

①アウトプット 

・県内の消費生活相談員や、消費者団体の会員、企業の消費者窓口対応担当、消費生活
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に関心の高い一般県民など約 110人がシンポジウムに参加しました。 

・5,000部のチラシ配布、県や適格消費者団体のホームページ掲載、ＡＣＡＰ及び東海

お客様相談研修会のメーリングリストでの送付依頼、マスコミへの情報提供により

本制度を情報発信しました。 

②アウトカム 

・約 110 人の参加者が、消費者被害の未然防止や拡大防止についてより深く考え、消費

者団体訴訟制度を詳しく理解するとともに、自らの団体などへ持ち帰って制度の概

要を広めることができました。 

・マスコミに対する情報提供や、ホームページやチラシによる情報発信により、広く県

民に対してこの制度の存在を認識してもらうことで、制度理解者のすそ野を広げる

ことができました。 

・制度の担い手である適格消費者団体の知名度や信頼度向上が一層図られました。 

 

＜今後の課題＞ 

・更なる消費者団体訴訟制度の周知を図る必要があります。 

・また、本県における「特定適格消費者団体」の認定に向けた機運を醸成し、認定を目指

す取組を支援する必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

1,053,400円 

 

 

 

 

 

 

事業経費        1,053,400円 

うち、交付金対象経費 1,053,400円 

 （細目） 

・委託料      972,000 円 

・会場使用料      81,400円 

 

 

≪愛知県のプロフィール≫ 

① 人口 7,551,840人（平成 30年１月１日現在） 

② 高齢化率 24.3％（平成 30 年１月１日現在） 
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消費者団体訴訟制度の活用について考える 
シンポジウム 

＜司会＞ 消費者被害防止ネットワーク東海検討委員・弁護士 青山 玲弓 

 （以下 敬称略） 

次 第 
１ 開会（午後１時３０分） 
２ 主催者あいさつ   

愛知県県民生活部県民生活課長  柴田 敏行   
３ 基調講演（午後１時３５分～２時５０分） 

ア 消費者団体訴訟制度の概要について        
消費者庁消費者制度課政策企画専門官（併任）参事官付 小田 典靖 

イ 適格消費者団体からの差止請求事例発表 
京都消費者契約ネットワーク 事務局兼専門委員 伊吹 健人 

～クロレラチラシ、冠婚葬祭互助契約解約金、携帯電話２年縛り～ 

消費者被害防止ネットワーク東海 理事  岩城 善之 

～ファンクラブ会員規約、時間貸駐車場の利用規約、有線放送事業者の利用規約～ 

ウ 特定適格消費者団体による被害回復請求の検討 
消費者機構日本 専務理事  磯辺 浩一 

～被害回復請求の対象事案の検討状況について～ 

消費者支援機構関西 常任理事 二之宮 義人 

～被害回復請求制度の実務上の課題について～ 

-------------------------- 休 憩 ----------------------------- 
４ パネルディスカッション（午後３時０５分～４時１５分） 

「消費者団体訴訟制度を活用するために、これから何をしていくべきか？」 
○ コーディネーター  

消費者被害防止ネットワーク東海 理事 伊藤 陽児 

○ パネリスト 
消費者支援機構関西 常任理事     二之宮 義人 
埼玉消費者被害をなくす会 理事長   池本 誠司 
全国消費生活相談員協会中部支部長   清水 かほる 

消費者庁消費者制度課 政策企画専門官 小田 典靖 

５ まとめ（午後４時１５分～４時２０分）  
  消費者被害防止ネットワーク東海 理事 伊藤 陽児  

６ 開会（午後４時２０分） 
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【岡山県】適格消費者団体支援事業 

 

＜事業概要＞ 

  岡山県内に拠点を置く適格消費者団体が行う次の事業に対して支援を行います。 

ア 活動のノウハウ等について、既存の適格消費者団体等と情報交換を行うための 

事業 

イ 特定適格消費者団体の認定を受けるために必要となる以下の各号の事業 

    ① 消費者被害 110番や無料相談会などの情報収集活動 

    ② 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 団体の会員や寄附金の増加を図るための普及啓発活動 

    ④ 消費者団体訴訟制度（被害回復）に関連する業務に必要な事務機器及び執務参

考資料の整備 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 消費者全体の利益・権利擁護のため、消費者被害の撲滅及び被害回復の担い手となる

県内の適格消費者団体の円滑な運営や、継続的な消費者団体訴訟制度の広報や業務を

支援することで、県民への制度の普及啓発と適格消費者団体の特定適格消費者団体認

定へ向けた活動が進みました。 

 

（２）事業効果 

①アウトプット 
   ア 他の適格消費者団体との情報交換 

        ・適格消費者団体連絡協議会への参加 

平成 29 年９月９日、10日 札幌市で開催  ４名参加 

    ・適格消費者団体連絡協議会の開催 

平成 30 年３月３日、４日  岡山市で開催 

当日運営等で延べ 30名参加 

全国から 31 団体、123名参加 

イ 消費者被害なんでも相談会を開催 

    ・平成 29年５月 13日 岡山県消費生活センター会議室で開催 

    ・相談４件    

   ウ 若者の消費者契約トラブル 110番の実施 

    ・平成 29年 12月９日 （特非）消費者ネットおかやま事務所で実施 

    ・相談３件 

エ 講演会の開催 

 ・平成 29 年６月３日 14時 40分～16時 35分  

会場 おかやま西川原プラザ 

  参加 71 名 

 ・報告：岡山県消費生活センター 所長 

 ・講演：「広告を見る目を養おう！ ～事例でわかる問題表示～」 

121



講師：公益社団法人日本広告審査機構（ＪＡＲＯ） 

   関西事務所 武田 典子 氏 

オ 団体の会員増等を図るための普及啓発活動 

 ・リーフレットの作成、ニュースレターの発行（４回）  

会員４名増 

    ・集団的消費者被害回復訴訟制度のチラシ作成 

カ 消費者団体訴訟制度に関連する業務に必要な参考資料の整備 

    ・参考資料：消費者六法 2017年版、条解 消費者三法 

②アウトカム 

・無料相談会や適格消費者団体や消費者団体訴訟制度の認知度を高めるための講演

会開催や会員や寄付金確保のための広報活動により、本県での消費者団体訴訟制

度の活用を周知・促進することができました。 

・適格消費者団体の運営の安定化、また、適格消費者団体の活動周知により、本県の

消費者の権利擁護の推進に寄与しました。 

 

＜今後の課題＞ 

・適格消費者団体の活動上の連携 
適格消費者団体が、差止請求権を適切に行使するための消費者行政関係機関との情

報提供･共有方法が課題です。 
 ・制度、団体の周知 

団体訴訟制度や適格消費者団体に対する情報提供は進んでいるが、まだ十分とは言

えず、一層認知度を向上し、適格消費者団体に情報が集まることが必要です。 
 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

 1,600,000円 

事業経費       1,600,000円 

うち、交付金対象経費 1,600,000円 

 （細目） 

①  情報交換    1,214,620 円 

（うち適格消費者団体連絡協議会開催費 

1,021,100円） 

②  情報収集      94,282円 

③  講演会開催        109,288 円 

④  普及啓発          154,594 円 

⑤  図書整備        27,216円 

 

≪岡山県のプロフィール≫ 

①  人口 1,920,619人（平成 30年１月１日現在） 

②  高齢化率 29.2％（平成 30 年１月１日現在） 
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【藤井寺市（大阪府）】藤井寺市公益通報者制度研修事業 

 

＜事業概要＞ 

本研修事業は、藤井寺市公益通報窓口の業務を担う職員の習熟を目的としたものです。 

労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不当な取扱いを受けるこ

とがないよう、公益通報者保護法の趣旨を理解し、自治体としての役割、適切な情報の管理、

円滑な事務の流れなど業務に直結する研修を実施しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

１ 事業実施結果 

公益通報者保護法の施行後 10年を経過し、大阪府内の半数以上の自治体が公益通報

窓口を整備している中、藤井寺市においても平成 29年６月１日から「藤井寺市内部公

益通報に関する要綱」及び「藤井寺市外部公益通報に関する要綱」を施行し、通報窓口

の整備・運用を開始し、市民の皆様に広報誌及びホームページを通じて通報窓口の周知

を行っています。 

通報窓口設置に伴い、法の趣旨を踏まえた公益通報の適切な取扱いと円滑な事務遂

行を各部署において確立していくため、一般社団法人日本経営協会から講師を招き、職

員を対象とする研修を実施しました。 

同研修では、公益通報者保護法の趣旨及び今後想定される通報事例等に関する講義、

質疑応答などを通じ、職員の公益通報者保護制度に関する理解と知識を深めることに

重点を置き、公益通報者保護制度の適切な運用の確保を図りました。 

２ 事業効果 

（１）アウトプット 

・実施研修： 地方公共団体（藤井寺市）職員向けの公益通報者制度研修 

・実 施 日： 平成 29年６月 14日（水） 

・講 師： 一般社団法人 日本経営協会 関西支部 漣藤寿氏 

・対 象 者： 管理職・監督職・担当者 

・参 加 数： 115名 

（２）アウトカム 

自治体職員として公益通報者保護制度を学び実際の運用を理解することにより、

適正な公務の執行を促進しました。 

また、職員が公益通報者保護制度に精通することで、市域事業所で働く労働者や市

役所で働く職員からの相談機能が向上し、同制度の適切な運用と実効性の確保につ

ながりました。 
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＜今後の課題＞ 

行政機関における公益通報窓口の更なる有効活用及び職員の法令遵守の徹底。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

163,782 円 

事業経費          163,782円 

うち、交付金対象経費    163,782円 

 

（内訳） 

・公益通報者制度研修講師派遣手数料 

              162,000円 

・公益通報者制度研修消耗品 

 1,782 円 

 

≪藤井寺市のプロフィール≫ 

① 人口 65,311人（平成 30年 1月 1日現在） 

② 高齢化率 27.6％（平成 30 年 1月 1日現在） 
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【徳島県】コンプライアンス経営強化推進事業 

 

＜事業概要＞ 

徳島県内の事業者のコンプライアンス経営の更なる向上を図るため、事業者における通

報制度の活用状況等の実態把握、公益通報者保護制度の認知度を高めるための周知を行う

とともに、労働者や就活生への公益通報者保護法の周知なども併せて行い、公益通報窓口の

設置を推進する事業です。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

１ 事業実施結果 

（１）公益通報者保護制度推進員の設置 

公益通報者保護制度推進員を設置して徳島県内の事業者における通報窓口の設置

を推進するため、公募型プロポーザル方式により委託事業者を募集し、県内３団体に

委託し、次のとおり事業を実施しました。 

ア （一社）徳島県医師会  

・687社の会員に対して実態調査を実施し、241社から回答（回収率 35.0％）。 

・研修会を７回開催 

・未設置事業者に対し、設置に関する必要な支援として、電話による聞き取り、 

訪問実施 

・弁護士との窓口設置に関する協議を行い、会員医療機関からの公益通報者保護制 

度に関する相談を受け付ける窓口である公益通報制度相談窓口を設置 

・先進的な取組を実施している企業の視察を３か所で実施 

・倫理自浄作用活性化委員会を開催し、アンケート内容や設置する内部通報窓口に 

関する検討を実施 

イ 徳島県土地改良事業団体連合会  

・124社の会員に対して実態調査を実施し、99社から回答（回収率 79.8％）。 

・研修会を２回実施 

・未設置事業者に対し、設置に関する必要な支援として、電話による聞き取り、 

訪問を実施 

・先進的な取組を実施している企業の視察を２か所で実施 

ウ 経営者協会  

・167社の会員に対して実態調査を実施し、118社から回答（回収率 70.6％） 

・研修会を２回実施 

・未設置事業者に対し、設置に関する必要な支援として、電話による聞き取り 

や訪問を実施 

・先進的な取組を実施している企業の視察を２か所で実施 
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（２）内部通報制度設置推進パッケージの作成 

内部通報制度設置推進パッケージの作成（外部弁護士に委託） 

内部通報制度の導入・運用に必要と考えられる資料を一式にまとめた「内部通報窓

口設置推進パッケージ」を作成するため、徳島弁護士会から３名の弁護士を推薦して

いただき、資料の作成協力（監修、修正、追記、協力）を依頼し、作成した（ホーム

ページに一部を掲載）。 

 

（３）徳島県内の事業者への研修会の開催 

通報窓口設置のための事業者向け研修会、出前講座を実施 

・２月６日 徳島県建設業協会と共催で研修会を開催（研修講師：消費者庁職員） 

・２月 15日 徳島県土地改良事業団体連合会と共催で研修会を開催 

（研修講師：県職員） 

・３月１日 徳島県土地改良事業団体連合会と共催で研修会を開催予定 

（研修講師：大阪弁護士会山口弁護士、消費者庁職員） 

・３月 13日 徳島県医師会と共催で研修会を開催 

（研修講師：徳島弁護士会田中弁護士、消費者庁職員） 

・３月 26日 川内流通団地と共催で研修会を開催（研修講師：県職員） 

 

（４）徳島県内の就活生への講義の実施 

大学と連携し、就職を目指す大学生等に対し、公益通報者保護法や企業における内

部通報制度を周知 

・１月 30日 四国大学１年生 15名に対して、公益通報者保護制度の授業を実施 

（研修講師：県職員） 

２ 事業効果 

（１）アウトプット 

・公益通報者保護制度推進員の設置 

・企業経営者等への内部通報制度導入の必要性について研修（５回） 

・大学での公益通報者保護法や公益通報者保護制度に関する講義（１回） 

・事業者への窓口設置の設置、設置を支援した事業者からの報告を収集 

（２）アウトカム 

・推進員の設置によって、通報窓口の設置に関する相談等が容易にできるようになり、

通報窓口の設置につながりました。 

・就活生や労働者の公益通報者保護制度に対する認知度の向上と共に、企業経営者の

通報窓口設置に対する理解や意欲の向上を図ることができました。 

・事業者における通報窓口の設置及び促進と共に、設置の支援をした事業者からの報

126



告を収集することで、県の支援や推進員設置の効果の測定ができました。 

 

＜今後の課題＞ 

引き続き、県民に対する公益通報者保護制度の周知や啓発を進める必要があります。 

県内事業者に向けた内部通報制度の導入においては、推進員や内部通報制度設置推進パ

ッケージを活用するなどの支援が重要となり、重点的に取り組む必要があります。 

また、事業者団体に窓口が設置されたことから、早急に会員事業者向けの団体窓口利用に

係る手続を進め、多くの会員事業者の通報を受け付けられるような体制を整備する必要が

あります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

11,151,640円 

 

事業経費       11,151,640円 

うち、交付金対象経費 11,151,640円 

   （委託費） 

 

 

≪徳島県のプロフィール≫ 

① 人口 757,377人（平成 30 年１月１日現在） 

② 高齢化率 31.6％（平成 30 年１月１日現在） 
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