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Ⅰ．風評被害の防止 

１．【白河市（福島県）】風評被害を吹き飛ばせ「しらかわ紅葉まつり」 

 

＜事業概要＞ 

風評被害の影響から、農産物の売り上げや農産物を扱う観光施

設の入り込み数が落ち込んでいることから、９市町村（白河市・西

郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町・塙町・矢祭町・鮫川村）

が連携し、アンテナショップ的な存在である産直施設や温泉施設

を繋ぐスタンプラリーの実施により、地場産品の販売促進を加速

させるとともに、各施設に放射線物質の測定結果を公表して安全

性を訴えました。 

また、多くの観光客が訪れる紅葉の時期に合わせ、県南地方の美

味しい産品を食べながら、食の安全性を訴えるイベント「紅葉まつ

り」を開催しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

スタンプラリーの事前準備として、10 都県（宮城県、福島県、山形県、新潟県、栃木県、

茨城県、千葉県、埼玉県、群馬県、東京都）の道の駅や９市町村の市役所等に台紙 55,000

部を配置していただきました。スタンプラリーは、９市町村 18 施設と２イベント時に設置

されたスタンプのうち３箇所分を集め、応募いただいた参加者に抽選で地場産品の詰め合

わせをプレゼントするという企画で実施し、853 通の応募をいただきました。また、紅葉ま

つりでは２日間で約 2,000 人に参加していただき、一定の風評被害の払拭の貢献できたと

考えています。 

スタンプラリーでは参加者の２割が福島県外からお越しいただいており、イベントにお

いても県外からも多くの方が参加したことで、県南地方の食の美味しさをＰＲできたと考

えています。また、放射性物質の測定結果を多くの方に見ていただいたことで食に対する安

全安心の意識が少しずつではありますが、浸透してきていると感じています。 

野菜の安全性を訴えるパネル            紅葉まつり会場の様子 
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Ⅰ．風評被害の防止 

＜今後の課題＞ 

 風評被害払拭に向けた取り組みは、一過性のものでなく継続した取り組みが必要である

と考えています。今後も食の美味しさや安全性をイベント等と連動して啓発して行きたい

と考えています。 

  

 ＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

4,000 千円

 

事業経費          3,991千円

うち、基金対象経費     3,991 千円

（細目） 

・報償費                    90 千円 

・需用費              2,891 千円 

・需用費（食料費）        19 千円 

・役務費            691 千円 

・使用料及び賃借料       300 千円 

残   額            9 千円 

 

≪白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町・棚倉町・塙町・矢祭町・鮫川村のプロフィー

ル≫ 

①人口（地域計） 63,427（147,964）人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率（地域計） 24.1（24.9）%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅰ．風評被害の防止 

２．【北塩原村（福島県）】「おいしい北塩原村」グルメモニターツアー 

 

＜事業概要＞ 

東日本大震災以降、冬の風物詩とされてきたワカサギの原発事故による放射性物質汚染

が発生しました。基準値を下回った現在も、風評により釣り客が激減しています。特に放射

能に敏感な首都圏ファミリー層の減少が顕著であることから、首都圏発のモニターバスツ

アーを開催（参加者負担：6,000 円）し、実際に釣り体験し、ワカサギの安全性とおいしさ

を直接消費者へ伝えました。そのほかにも、そば打ち体験など、五感を直接刺激する体験を

するなかで放射線量の正確な数字を理解していただくことを目的に実施しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

モニターバスツアーのチラシを作成し、交流のある東京都杉並区、福島県八重洲観光交流

館に設置していただきました。また、東京駅丸の内改札付近の既存広告を利用し、追加で広

告を行いました。さらに、催行者所有の SNS 媒体やイベントの場を活用し参加者を募集し

ました。 

ツアーは、平成 26 年３月１日（土）～２日（日）、８日（土）～９日（日）の２回実施し、

合計 59 名に参加いただきました。首都圏の消費者が実際に当村へ足を運んでいただき、五

感で村の特産品の安心・安全性を体験していただくことができました。また、地元に帰って

からの福島県産品への消費行動を促進することができ、さらなる口コミ効果なども期待で

きると考えています。 

  

 
     そば打ち体験の様子            ワカサギ釣りの様子 

 

＜今後の課題＞ 

子供から年配の方まで幅広い年代の方に参加していただき、アンケートを実施した結果

様々な意見を聞くことができました。その中で、現在、福島県の放射能の線量等に不安を口

にする方は少なく、福島県産品等の消費行動について消極的な人も半数を下回っていまし

た。このことは、震災から３年経過し風化していることも否めませんが、安心・安全が認識
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Ⅰ．風評被害の防止 

されているととってもよいと考えています。しかし、今もなお不安に感じている人もいるこ

とは間違いないため、引き続き地道なＰＲ活動が必要だと思われます。 

また、関東から西の参加者からは、地震そのものに対する不安の声も聞かれました。これ

は、正確な情報が伝達されてないものと考えられ、今後は福島県から離れた場所などへの情

報発信も必要と考えています。 

  

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

2,000 千円

 

事業経費          1,839千円

うち、基金対象経費     1,839 千円

（細目） 

・委託料          1,600 千円

・需用費           113 千円

・役務費           126 千円

・残額              161 千円

 

≪北塩原村のプロフィール≫ 

①人口 3,052 人（平成 26 年 11 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.9%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－１．事業者の商品企画・開発への消費者団体等の参画支援 

３．【東京都】ブラインド等のひもの安全対策 

 

＜事業概要＞ 

乳児の死亡事故が発生している「ブラインド等のひもの安全対策」をテーマに、消費者

団体、事業者団体、有識者で構成する「東京都商品等安全対策協議会」（構成員 17 名）で

検討を行いました。検討に当たっては、海外の事故事例の収集、海外の規制の調査、事故

の実態調査、事故再現実験等を行い、3 回の協議を経て、具体的な対策を盛り込んだ提言

を取りまとめました。東京都は、当協議会からの提言を受け、国や事業者団体に要望を行

うとともに、啓発リーフレットの配布や、広報誌、テレビ等様々なメディアを通じて消費

者への注意喚起を行いました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 （事業実施結果） 

・商品構造・デザイン等の安全対策の推進（製造事業者団体、販売事業者団体へ要望） 

・統一基準等の策定による安全対策の徹底（国、製造事業者団体へ要望） 

・消費者の安全意識の向上（製造事業者団体、販売事業者団体、国、都、関連する団体へ

要望） 

・事故情報等の収集と活用体制の整備（製造事業者団体、国へ要望） 

・消費者向け注意喚起リーフレットを 10 万部作成し、都内の幼稚園、保育園、保健所等

へ配布 

（事業効果） 

・安全性の高い商品の開発及び普及 

・ブラインド等のひもの安全に関する統一基準（ＪＩＳ）の策定 

・消費者による安全対策の実施 

⇒ ブラインド等のひもに起因する事故の減少 

 

＜今後の課題＞ 

安全性の高い商品の開発及び普及には、時間とコストがかかり、さらに、統一基準の策

定にも、相当な時間を要します。また、消費者への注意喚起には、多様なメディアを活用

する必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

7,021 千円

 

 

事業経費        7,021 千円 

うち、基金対象経費   7,021 千円 

 （細目） 

  ・調査分析委託   7,021 千円 
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Ⅱ－１．事業者の商品企画・開発への消費者団体等の参画支援 

 

URL: http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140226kouhyou_2.pdf 

 

≪東京都のプロフィール≫ 

①人口 13,202,037 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 21.5％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－１．事業者の商品企画・開発への消費者団体等の参画支援 

４．【石川県】県産食材を活用した食品被害未然防止商品開発事業 

 

＜事業概要＞ 

石川県産食材である米粉を使用し、小麦アレルギーの消費者事故を未然に防止できる

消費者にとって安全・安心な商品（レシピ）を考案しました。商品の企画・開発過程にお

いては、商品自体の持つ欠陥や消費者ニーズ等の調査・分析を消費者目線で実施し、分析

結果をもとに消費者、行政、栄養士、医師、食品メーカー等が一同に会して検討すること

により、商品開発に多角的な意見を反映しました。 

また、事業の成果は、国を通じ全国に発信し、広く検証することにより、消費者にとっ

てより安全・安心な商品の普及に繋げるとともに、全国に対し石川県産食材をＰＲしまし

た。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 （事業実施結果） 

・消費者ニーズ調査・分析 

商品の安全性確保に向け、必要な事項を把握するため、一般消費者 40 名に対しアン

ケート調査を実施し、消費者が日ごろ感じている商品に対する問題点や意見を集約 

・商品開発 

消費者（御家族に食物アレルギーをお持ちの方など約 40 人）、行政（石川県、消費者

庁）、栄養士、医師、食品メーカーなど多種多様な立場の方が一堂に会する場を２回設

定し、石川県産食材である米粉を用いた消費者にとって安全・安心な調理メニュー（基

本レシピ２品、アレンジレシピ 10 品）を考案 

・消費者、事業者への成果物（レシピ等）の周知 

考案されたレシピは、農林水産省を通じて全国に周知するとともに、1,000 社以上の

事業者にも共有 

（事業効果） 

・消費者事故を未然に防止できる消費者にとってより安全・安心な商品開発の普及 

・商品の企画・開発段階において、行政や消費者等が参画可能なスキームの構築・普及 

・事業成果を全国に発信し広く検証することによる、より安全・安心な商品の普及と、石

川県産食材を使用した商品とすることにより、石川県ブランドの全国展開 

 

＜今後の課題＞ 

商品事故を未然に防ぐ商品の開発において、例えばアレルギー対応食品は、消費者から

のニーズはあるものの、事業者にとって非常に責任が重く、積極的に進出し難い分野です。

しかしながら、被害の発生抑制の観点から、今後も、全国で消費者、事業者及び行政が一

体となった商品開発が実施され、多くの事例を集積し、事業者が当該分野に進出しやすい
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Ⅱ－１．事業者の商品企画・開発への消費者団体等の参画支援 

機運を醸成する必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

 

地方消費者行政活性化交付金 

6,000 千円

自主財源              50千円

 

 

 

 

 

 

 

事業経費           6,050 千円

 

消費者ニーズ調査・分析 

商品開発会議                2,115 千円

試作品アンケート調査・分析 

人件費         1,004 千円 

報償費            78 千円 

旅 費           189 千円 

需用費           586 千円 

原材料費           25 千円 

役務費            92 千円 

使用料・賃借料       141 千円 

 

商品開発試作品          3,935 千円

原材料費          351 千円 

役務費         3,489 千円 

一般管理費          95 千円 

 

URL: http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140625kouhyou_1.pdf 

 

≪石川県のプロフィール≫ 

①人口 1,163,380 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 25.9％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－１．事業者の商品企画・開発への消費者団体等の参画支援 

 

５．【大村市（長崎県）】こどもの事故防止対策事業 

 

＜事業概要＞ 

大村市がＮＰＯ法人 Love & Safety おおむら及び産業技術総合研究所と協力し、子ど

もの自転車事故情報を収集・分析するとともに、自転車操作時のブレーキ機構の動作や操

作特性などについての定量分析を行いました。さらに、事故が起こりにくい商品開発を促

すため、商品の安全性確保に必要な事項のポイントを整理し、その結果をまとめました。 

また、事故予防の啓発動画・パンフレット等を作成し、市民への周知・啓発活動を実施

しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 （事業実施結果） 

・自転車事故事例、怪我には至らなかったがヒヤッとしたこと等、小学生 1,500 名（各学

年 250 名×６学年）にアンケート及びヒアリング調査を実施 

・自転車の動作・操作特性等の計測実験を、小学生約 120 名（各学年 20 名（男女各 10

名）×６学年）を対象に実施し、このデータを基に、年齢別のブレーキ調整、ハンドル

やサドルの形の工夫等の必要性を整理 

・「子どもの成長を考慮した安全性の高い商品の開発を引き続き検討すること」について、

消費者庁を通じて製造事業者団体へ要請 

・「今回作成した親子向け DVD 及びリーフレットを活用し、子どもの自転車事故の危険

性について、消費者への周知を図ること」について、消費者庁を通じて製造事業者団体

及び販売事業者団体へ要請 

・今回作成した親子向け DVD 及びリーフレットを印刷して、市内の学校等へ配布、また、

消費者庁を通じて約 45 万部ものリーフレットを全国約 300 箇所に配布 

（事業効果） 

・調査から得られたデータをもとに、更なる実験を行い、商品の安全性の確保や誤使用を

起こさないためのポイント整理などについて、一地方から発信することは、これまでに

はない画期的な事業であり、大変意義のあるもの 

・本事業にある、子どもの自転車動作・操作特性分析にかかる計測実験に、子どもを被験

者として参加させることにより、事業の認知と一層の理解を得る機会を創出 

・事故予防啓発コンテンツは、大村市のみならず、今後の子どもの自転車事故予防教育に

大きな影響を与える好素材 

・４回の会議の開催は、これまで関係者が一堂に会し議論する場の設定がなかったため、

それぞれの立場で様々な意見交換が想定され、大変意義深いもの 
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Ⅱ－１．事業者の商品企画・開発への消費者団体等の参画支援 

 

＜今後の課題＞ 

事業により作成した、DVD・パンフレットを、今後の事故防止にどのように活用して

いくか、また、行政内部での情報共有を含めた連携強化や地域の協力と理解によるコミュ

ニティ作り（垣根を越えた組織の構築）の取組をどのように展開していくかが課題です。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

 7,481 千円

 

 

 

 

 

 

事業経費          6,768 千円

うち、基金対象経費     6,571 千円

（細目） 

・自転車事故調査啓発委託事業費   

1,554 千円

・自転車事故実証実験委託事業費 

     4,904 千円

・会議出席旅費        311 千円

・残額            713 千円

 

URL：http://www.caa.go.jp/safety/pdf/140425kouhyou_1.pdf 

 

≪長崎県大村市のプロフィール≫ 

①人口 94,002 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 21.3％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

 

６．【札幌市】食品ロスの削減に関する調査・啓発事業 

                    

＜事業概要＞ 

生ごみ組成調査、意識調査や啓発事業 

を実施することにより、都市の課題であ 

る食品ロス削減につなげるとともに、 

消費者市民社会の実現に向け環境等に配 

慮した消費活動を行う自立した消費者を 

育成することを目的としました。 

 

 

 １）生ごみ組成モニター調査 

  調査期間：平成 25 年９月１日～10 月 27 日の８週間 

実施方法：委託（一般社団法人札幌消費者協会） 

  対    象：60 名（20 代～70 代の各世代約 10 名ずつを公募採用） 

  調査方法：モニターが調査事項を実測調査 

 

 ２）啓発広告記事掲載 

    女性向けフリーペーパー「オントナ」に、生ごみ組 

成モニター調査の結果、食品ロスに関する啓発記事、 

シンポジウムの広告、南極料理人 西村淳氏による使 

いきりレシピを平成 26 年２月 12 日～３月 26 日の間 

に４回掲載 

                         

 ３）啓発シンポジウム開催 

実施方法：委託（㈱道新サービスセンター） 

イベント名称：食品ロス削減シンポジウム 

実施時期：平成 26 年３月３日（月）13:10～16:00 

参 加 者：136 名 

内    容：南極料理人・西村淳氏による講演、パネルディスカッション 

  

４）２）と３）のそれぞれの啓発前後の意識調査 

  ２）「オントナ」読者モニター対象に FAX 調査 啓発前後各 160 名 

  ３）シンポジウム来場者調査 119 名 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

  シンポジウムは 200 人を定員として、講 

演者に著名人を起用し、札幌市環境局の協 

力を得て生ごみ水切り器の無料配布を行う 

こととした上で、1か月程度の期間をかけ 

てフリーペーパーへの広告掲載や消費者セ 

ンターウェブサイト、チラシ配布などの方 

法により周知を図った他、新聞でもシンポ 

ジウム開催に関する記事を掲載し、当日の 

参加は 136 名でした。 

当日 19 名の飛び込み参加がありましたが、事前参加申込人数は 150 名であったところ、

当日実際に参加したのは 117 名で、33 名が欠席となりました。アンケート回答結果から、

参加者の多くは主婦・無職の女性であり、会社員等の参加が少なかったことからも伺える

ように、平日開催であったことや義務的動機による参加者が少なかったことから、当日欠

席者が多く出たものと考えられます。 

生ごみ組成モニター調査から、家庭から出る生ごみの組成等の実態のほか、消費者の食

品ロスに関する認識や嗜好性等、食品ロスの現状を把握することができました。 

・生ごみの内訳（調理くず 73.5％、食品外生ごみ 11.7％、食べ残し 7.5％、手付かず

食品 7.2％） 

・生ごみのうち食品ロス 18.7％（調理くず（うち傷んで廃棄）、食べ残し、手付かず食

品の計） 

・一週間一人当たり生ごみ 978.6ｇ、食品ロス 182.5ｇ 

→一年間に札幌市から出る食品ロス 17,277 トンと推計 

  組成調査後のアンケートからは、 

「自分でごみの量を計り、改めて自分の出しているごみの量に気がついた」 

「計量するだけで自然とごみを減らそうという意識が働いた」 

  等の意見が多数見られ、消費者の意識高揚を図る上では消費者自らが参加する取組が

有効であると考えられます。 

また、シンポジウム参加者へのアンケート及び啓発広告掲載前後の読者アンケートか

らは、食品ロスに関する認識の向上が見られたほか、自由記入欄では食品ロス削減のため

の方法として、無駄の出ないレシピや小分け食品等への消費者ニーズがあることが把握

できました。 

（啓発広告掲載前後意識変化）                

  ・食品ロスの認知度 52.5％→86.3％           

  ・消費期限・賞味期限の認知度 89.4％→95％         

  ・食品ロスの量の認知度 0％→10.6％     
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

 

以上のように、食品ロスの現状を把握し、今回の事業参加者の食品ロスに対する意識を

より深いものとすることができたことで、今後の食品ロスに対する取組に繋がると考え

られます。また、参加者から周囲の人達へ、今後の波及効果についても期待されるところ

であり、札幌市にはすでに、今回のシンポジウムを受けて（一社）日本ライフオーガナイ

ザー協会の講座と調理実習を併せたセミナー（「冷蔵庫の整理術」）、消費者団体による親

子で参加できる食品ロス削減のイベントのそれぞれの企画が進み、協力依頼が来ていま

す。 

 

＜今後の課題＞ 

シンポジウムについては、事業実施スケジュール上、市の広報誌による周知ができなか

ったなど、幅広い対象に訴求できる手段での広報ができなかったことから、参加者は定員

を下回りました。 

また、モニター調査、シンポジウムのいずれも、そもそも参加できる人数が限られてい

ます。波及効果に期待するところもありますが、モニター調査やシンポジウムへ参加する

人はもともと食品ロスへの意識がある程度高い人であると考えられます。他方、読者アン

ケートからもわかるように、一般的に食品ロスの意識は高いとは言い難い状況にありま

す。 

このため、今後は、今回得られた知見を活かして、例えばシンポジウム開催前に食品ロ

ス削減への意識高揚を図る仕掛けを設けたり、消費者関連以外の団体や機関と連携した

参加型の事業展開等食品ロスの意識の低い人たちへの訴求効果の高い啓発方法を検討、

実施していく必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

10,000 千円 

 

 

 

 

 

事業経費             8,420 千円 

うち、基金対象経費      8,420 千円 

 （細目） 

  ・委託費         7,712 千円 

  ・報酬                  614 千円 

  ・需用費                 30 千円 

  ・役務費                 12 千円 

  ・利用料                 52 千円 

残額           1,580 千円 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

 

≪札幌市のプロフィール≫ 

①人口 1,930,496 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 22.7％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

７．【青森県】生ごみ減量と資源化を考えるシンポジウムと出前講座（体験学習）事業 

 

＜事業概要＞ 

一般廃棄物の中で紙ごみに次いで多いと言われる食品残さ（生ごみ）の排出抑制を進め

るため、一般県民を対象に生ごみ減量と資源化への意識を高めるための啓発事業を行い

ました。具体的には食品ロスの現状や先進取組事例等の紹介、食材の使いきり術、食品廃

棄物を堆肥化するための段ボールコンポス 

 トの使い方など「家庭でもできる食品ロス 

の削減」の講座を実施しました。 

  １）シンポジウム 

実施方法：委託（株式会社協同） 

参 加 者：シンポジウム 230 名 

（併催イベント約 50 名） 

  実施時期： 

平成 26 年３月 1日（土）  

13:00～16:00   「食品ロスを減らそう！シンポジウムｉｎあおもり」

（併催イベント 11:00～16:30）   パネルディスカッションの様子 

内  容：料理研究家森崎友紀氏による講演、先進地取組事例発表、パネルディスカ

ッション 

併  催：エコ・クッキングによる 

料理教室等 

 

２）出前講座（体験学習） 

実施方法：委託 

（NPO 法人もったいないつがるの会） 

参 加 者：県内 13 団体 

（小学校１校、幼稚園・保育園 10 園 

、一般団体２団体）を訪問。   「食品ロスを減らそう！シンポジウムｉｎあおもり」併催 

参加人数述べ 760 名         イベントエコ・クッキングによる料理教室の様子 

実施時期：平成 25 年 12 月～平成 26 年２月 

内   容：・食べ残しは「もったいない」と思う心を育むため、食べ物の大切さと、

どうしても食べ残しが出た場合のために、段ボールコンポストによる

リサイクル（堆肥化）経験、廃食油を利用したローソクづくり等の体験

学習。 

     ・食品ごとの好き嫌いを確認し、食べ残しをすると、それをごみとして燃

やすためにエネルギーが余計に使われ、発生した二酸化炭素は地球温

15



Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

暖化の原因になることを教えました。 

また、食べものは残さない、

食べ残しが出た場合は堆

肥化し、ごみとして燃やさ

ないことが地球環境を守

ることにつながることを

認識させ、食べ残しのムダ

を教えることにより、食べ

ものの大切さを教えまし

た。 

青森市久栗坂小学校での出前講座の様子 

（段ボールコンポストを囲んでいる様子） 

＜事業実施結果及び事業効果＞          

・シンポジウムに関しては、事前に食品ロス削減啓発を兼ねた TV コマーシャルを全 48 回

放映するとともに、県内主要３紙に新聞広告を掲載しました。また、当日のシンポジウ

ムの様子は、NHK 青森放送局や地元紙に報道され県の取組を県民に広く周知することが

できました｡ 

 

・参加者は生ごみ組成調査事業（別事業）を委託した食生活改善推進員会の出席者も多く、

アンケートの結果でも、食品ロス削減に関しての意識が高まったなどの相乗効果が見

られました。 

 

 ・出前講座（体験学習）に関しては、募集数よりもやや少なかったものの、県内 13 団体、

延べ 760 名が参加し、第１回目の講座には地元 TV 局（民放２社）の取材がありました。 

   保護者によるアンケートでは、体験学習をした児童には次のような効果が見られ、児

童のみならず家庭で食品ロスについて考えるきっかけとなりました。 

  ・食事を食べ残さなくなった。 

  ・兄弟と食べ残しをしないよう話し合っている。 

  ・物を大事にするようになった。 

  ・野菜の皮剝きを手伝い、もっと薄く剝くことができないか工夫するようになった。 

 

 

＜今後の課題＞ 

平成 26 年度は、本事業の実績を踏まえつつ、食品ロス・生ごみ削減の一層の推進のため、

県の単独事業により、生ごみ減量パンフレット・エコ料理レシピ集を作成し、広く県民に普

及啓発を図っていくこととしています。 

16



Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

 

＜事業の収支＞ 

 

≪青森県のプロフィール≫ 

①人口 1,367,858 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 27.5％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

      5,686 千円 

県一般財源         1 千円 

合 計             5,687 千円 

 

 

 

事業経費         5,687 千円 

うち、基金対象経費    5,686 千円 

（細目） 

需用費            23 千円 

委託料           5,465 千円 

・シンポジウム等業務委託  4,752 千円 

・出前講座業務委託      712 千円  

旅費             199 千円 

 

17



Ⅱ－２．食品ロスの削減 

８．【青森県】青森県内主要自治体生ごみ組成調査事業 

 

＜事業概要＞ 

 本県の一人一日あたりのごみ排出量やリサイクル率は全国下位に低迷し、県内の市

町村間でもごみ削減等の取組に格差があります。可燃ごみの組成調査は県内の一部の

市町村で実施しているものの、全県的に統一的基準を定めて調査した例はなく、生ごみ

の組成調査も実施したことはありませんでした。 

 そのため、県内でごみ排出量が多くリサイクル率が低い市町村５ヶ所、ごみ排出量が

少なくリサイクル率が高い市町村５ヶ所を選定し、生ごみなどの組成を分析すること

にしました。これにより、今後どの分野のごみ減量を進めていくべきかの基礎データを

得ることができました。 

  実施方法：委託（青森県食生活改善推進員連絡協議会） 

対    象：各 20 世帯×10 市町村 計 200 世帯 

     単身者・夫婦のみ・核家族（夫婦＋子ども）・三世代家族の各５世帯を対象 

調査期間：平成 25 年 11 月～12 月 

週２回（または３回）×４週 計８回調査 

調査方法：モニターが調査事項を実測調査 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

  組成調査を行った 200 世帯の実績から、可燃ごみの中における生ごみの割合と生ごみ

の組成を分析し、ごみ排出の傾向を把握することができました。 

・家庭系可燃ごみのうち半分が生ごみ。そのうち 72％が調理くず、21％が食品ロス（手

付かず食品と食べ残しの計（過剰除去を含めると食品ロスは 26.7％））。    

・手つかず食品ごみは、期限なし食品（野菜類等）のごみが 60％を占めた。 

・世帯構造別に見ると、単身者の生ごみの割合が 41％と比較的低い。その他の世帯間

の組成に大きな違いはない。等 

これらの点はリサイクル率の高低に関わらず、全県的に共通していました。 

  また、モニターにおいては本調査を通じて、普段排出している生ごみや購入している食

品等について改めて見つめ直すこととなったほか、調査と同時に食品ロス等についての

意識調査を実施したことで、食品ロス削減のための意識付けができました。 

   

＜今後の課題＞ 

アンケートによると、「消費期限・賞味期限」のそれぞれの意味を知っている割合は９

割、「食品ロス」を知っている割合も６割近くに及んでおり、調査協力世帯は比較的意識

が高いと思われ、一般世帯ではこれほど高率とならないかもしれません。 
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平成 26 年度は食品ロス・生ごみ削減の一層の推進のため、県の単独事業により、生ご

み減量パンフレット・エコ料理レシピ集を作成し、広く県民に普及啓発を図っていくこと

としています。 

 

＜事業の収支＞ 

 

≪青森県のプロフィール≫ 

①人口 1,367,858 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 27.5％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

            3,499 千円 

県一般財源         1 千円 

 

 

 

 

事業経費         3,500 千円 

うち、基金対象経費    3,499 千円 

（細目） 

需用費            31 千円 

委託料          3,468 千円 

・県食生活改善推進員連絡協議会委託料 

              3,468 千円  

旅費             1 千円 
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９．【鶴田町（青森県）】鶴田町家庭系食品ロス実情調査事業 

 

＜事業概要＞ 

本事業は、一般家庭から排出される生ごみの組成を調査し、食品ロスの実情を把握する

とともに、さらにその調査結果を活用した周知・啓発を実施し、その前後で消費者の認識

や行動がどのように変化したか等を調査しました。 

 １）一般家庭における食品ロスの実情調査 

実施方法：下記２団体に委託して実施 

（町食生活改善推進協議会）協力者の選定・配布・説明・回収 

（青森県立保健大学）調査票作成、調査結果の集計及び分析 

  対    象：200 世帯（２回とも全世帯より回収） 

  調査期間：９月と２月の２回実施（実情調査、意識調査とも） 

周知啓発内容：12 月に一回目の調査結果を町内全世帯に広報等に掲載し、加えて１月

に１回目の調査結果を報告するシンポジウムを開催し啓発活動を実施

した後、２月に２回目調査を実施（下記②参照） 

  調査方法：モニターが調査事項（生ごみの分別・生ごみ処理の記録、手付かず食品の分 

別・記入・測定等）を実測調査 

 

 ２）消費者等に対する周知・啓発の実施と、それによる消費者の認識・行動の変化の調査 

  実施方法：（青森県立保健大学）アンケート調査票作成から調査結果の集計及び分析 

  対    象：全世帯の約 10％の 500 世帯 

調査期間：９月と２月の計２回実施 

内    容：９月 上記１）の１回目の調査を実施（回答数 164） 

11 月 町民文化祭で食品ロスに関する展示を実施 

12 月 上記１）の１回目調査結果を広報等に掲載 

１月 上記１）の１回目調査結果を報告するシンポジウムを開催 

２月 食材を無駄にしないためのレシピなどを盛り込んだ周知啓発冊子を 

  配布 

      11 月～２月に行ったこれらの周知啓発の取組後、どのように効果があった 

かを把握するため、２月に２回目の調査を実施     

 

①町民文化祭（食生活改善推進協議会のブース展示） 

町のごみ処理の現状、生ゴミ実態調査の結果概要、食品ロスの概要など

の展示。 

   ②シンポジウム 

・基調講演：青森県立保健大学 吉池信男教授 
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・パネルディスカッション：ＡＴＶ青森テレビの川口浩一氏 

ナギサカフェオーナーシェフ なぎさなおこ氏 

        ・参 加 者：273 名 

③周知啓発冊子 

         町のごみ処理の現状と生ゴミ実態調査の結果、食材を無駄にしないた

めのレシピ、シンポジウムの概要が掲載。 

２月下旬に町内全世帯約 4,600 世帯に配布。 

   ④アンケート調査 

・回 収 数 １回目：164 通（回収率 32.8％） 

２回目：155 通（回収率 31％） 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

・生ゴミ実態調査の結果から、町単独の可燃ゴミに占める生ゴミの割合と生ゴミの組成

が明らかになり、町の廃棄物施策検討の基礎資料が得られました。 

・食品ロス量、食べ残し量が国の調査結果よりも多い等 

  また、シンポジウムの開催は、食品ロスに対する町民の意識改善と町が今後生ゴミの減

量化を進めていくきっかけづくりとなり、シンポジウム開催前後の実態調査を比較する

と全体的に啓発効果が見られました。 

  ・「食品ロス」の認知度 38％→59％ 

  ・調理くず 553ｇ→398ｇ、食べ残し 152ｇ→131ｇ、期限表示なし 217ｇ→116ｇ（１人

３日間当たり） 

さらに、生ゴミ実態調査から得られた基礎資料を広報等で継続して周知することによ 

り、食品ロスに対する町民の意識改善と生ゴミ減量化が期待されます。 

 

＜今後の課題＞ 

実情調査に協力した 200 世帯、シンポジウムに参加した方の意識は、少しではあるが改

善され啓発効果が出ていると考えられます。しかし、町全体の意識改善を図るために以下

の取組みが今後の課題と考えています。 

・町の食育推進に食品ロス削減と生ゴミ減量化を推進していくために、健康部局の食生

活改善の活動に環境部局も連携。 

・未就学児や小学校低学年を対象に食品ロスを中心とした食育を食生活改善推進協議会

が中心に啓発、町民に対する食品ロスと生ゴミ減量化の啓発を環境部局が中心に行い、

継続した周知啓発を行う。 

・町指定ゴミ袋が有料のため、生ゴミ減量化と食品ロスを結びつけた啓発が改善効果を

期待できる。 

・生ゴミ減量化対策のひとつとして生ゴミの堆肥化があるが、堆肥化施設の受け皿の整
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備や生ゴミ分別回収に伴う収集運搬経費増の対策。 

 

  また、環境部局が継続して生ゴミの実態調査を実施する際には、「調理くずのうち、不

可食部分を除去する際に過剰に除去した可食部分の重量」について定義を詳細にする必

要があります。その理由として、今回の生ゴミ実態調査の調査票を作成する段階で、「調

理くずのうち、不可食部分を除去する際に過剰に除去した可食部分の重量」について、青

森県立保健大学と町食生活改善推進協議会と協議した結果、この部分は調査協力者が判

別することは難しいことから、調理くずとして重量を測定しており、今後、町で調査する

場合には、「野菜や果物の皮は全て食べられるものとしてこの部分の重量を測定してもら

う」など、定義を詳細にしないと調査協力者が判別できないためです。 

 

＜事業の収支＞ 

≪鶴田町のプロフィール≫ 

①人口 13,990 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 30.6％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

5,359 千円 

 

 

 

 

 

①食品ロスの実情把握事業 

報償費（2,078 千円） 

旅費（10 千円） 

需用費（67 千円） 

委託料（800 千円） 

 

①小計 2,955 千円 

 

②消費者等に対する周知・啓発等事業 

報償費（497 千円） 

旅費（16 千円） 

需用費（1,555 千円） 

役務費（10 千 7 円） 

委託料（50 千円） 

使用料及び賃借料（180 千円） 

 

②小計 2,405 千円 

 合計 5,359 千円 
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10．【仙台市】食品ロス削減等の周知啓発事業 

 

＜事業概要＞ 

市民に認知度の高い、当市ごみ減量・リサイクルキャンペーンのキャラクターである

「ワケルくんファミリー」を活用し、本市が平成 21 年度に調査した市内における食品ロ

スの状況を紹介した内容を盛り込んだレシピ集や啓発用 DVD を㈱電通東日本への委託に

より作成しました。 

 

１）「ワケルファミリーのエコレシピ帳」の作成 

生ごみ減量のコツである３つのきる「食材は使いきる、料理は食べきる、ごみに出す

ときは水気をきる」をレシピ帳のコンセプトとし、市広報紙や市 HP、フリーペーパー

等により市民に「食材を使いきるエコ料理」「食べきるためのリメイク料理」のレシピ

を募集し、優秀作品をエコレシピ帳へ掲載、市民利用施設等へ配布しました。 

  募集期間：平成 25 年８月 19 日～10 月 15 日 

募集の広報：市政だよりやフリーペーパー、仙台市ホームページ 

（ワケルネット）への掲載、チラシ配布等 

応募方法：材料や分量、作り方、使いきり・食べきりの工夫等を 

記載の上、完成写真を添付し、専用の用紙やワケル 

ネット等から提出。 

応 募 数：17 件（うち 12 件を採用） 

配布期間：平成 25 年 12 月～平成 26 年 3 月 

配 布 先：小中大学専門学校、環境事業所、消費生活センター等 

 

２）啓発用 DVD「レッツトライ！「３つの「きる」」で生ごみ減量！」の作成 

３つのきる「食材は使いきる、料理は食べきる、ごみに出すときは水気をきる」の

具体的な取組みを紹介する DVD を作成して市民利用施設等へ配布しました。また、ご

み処理施設やリサイクル施設の施設見学会で上映したり、DVD の貸し出しを行う等有

効に活用しました。 

   内  容：①食材は使いきる（10 分 38 秒）、 

②料理は食べきる（２分 46 秒）、 

③ごみに出すときは水気をきる（１分 27 秒） 

合計 16 分 30 秒 

配布期間：平成 25 年 12 月～平成 26 年 3 月 

配 布 先：小中大学専門学校、環境事業所、消費生活センター等 
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３）市ウェブサイト「ワケルネット」の充実 

市のウェブサイト「ワケルネット」に、１）及び２）で作成したエコレシピ帳や DVD

を掲載し、自由に閲覧・視聴できるようにしました。 

   ワケルネット；http://www.gomi100.com/ 

ワケルファミリーのエコレシピ帳； 

http://www.gomi100.com/3r/garbage/000545.php 

DVD「動画で見る３つの「きる」で生ごみ減量」； 

http://www.gomi100.com/3r/garbage/000544.php 

 

４）「食品ロス削減に関する消費者の認識・行動の変化の調査」 

１）～３）を見る前後の消費者の認識・行動の変化の調査を施設見学会やワケル

ネットの専用フォームにより実施しました。  

64 人が回答（施設見学会 49 人、ワケルネット 15 人）   

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

・ワケルファミリーのエコレシピ帳 ２万部 

・啓発用 DVD「レッツトライ！「３つの「きる」」で生ごみ減量！」 300 枚 

・市ウェブサイト「ワケルネット」 

エコレシピ帳や DVD 掲載後のアクセス数が、掲載前月比、約 1.3 倍に伸びました。 

 

《４）の「食品ロス削減に関する消費者の認識・行動の変化の調査」の調査結果による 

レシピ帳や DVD を見た後の変化》 

・消費期限や賞味期限に関する理解の深化 72％→100％ 

・食品ロスに関する理解の深化 36％→98％ 

  ・消費期限や賞味期限を考慮した購入行動への変化 

食べる日時を考えて購入 16％→48％ 

少しでも期限の長いものを購入 45％→20％ 

食品の種類によっては期限まで長いものを購入していた 31％→16％ 

  ・食品ロス削減のために取組む内容が多様化 

食品ロス削減のために取り組んでいる内容（選択肢より複数選択可） 

126 選択→155 選択（選択数約 23％増加） 

   

 本事業を実施したことにより、上記のように市民の食品ロスの削減をはじめとした

生ごみ減量等に対する意識の高揚や、日常的な取組の促進による生ごみ減量への契機

づけに効果がありました。 

 また、幅広い方々に食品ロス問題に関して関心を持ち、日常的な取組にしていただく
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ため、認知度の高い「ワケルくんファミリー」を活用しウェブサイト、フリーペーパー

及びパンフレットにより取組内容の周知を図ったところ、 

・デザインが見やすくてよい 

・リメイクが参考になる 

・野菜の皮まで使えるよう心がけたい 

等の市民からの意見や問い合わせ、レシピ帳等の配布施設からの追加配布依頼があり

概ね好評をいただいたと考えております。 

 

＜今後の課題＞ 

４）の「食品ロス削減に関する消費者の認識・行動の変化の調査」によると、レシピ

帳や DVD を見る前は、消費期限や賞味期限、特に食品ロスの理解度が低いため、今後も

食品ロスの削減をはじめとした生ごみ減量等に対する意識の高揚や日常的な取組の促

進を本市主催の市民向け講座等で継続して啓発を行う必要があると考えております。 

 

＜事業の収支＞ 

 

≪仙台市のプロフィール≫ 

①人口 1,049,578 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 20.4％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

7,998 千円 

 

 

 

 

事業経費         7,998 千円 

うち、基金対象経費    7,998 千円 

（細目） 

・委託費         7,998 千円 

  レシピ帳作成     2,826 千円 

    DVD 作成       2,945 千円  

ホームページコンテンツ作成     

714 千円 

消費者の認識・行動の変化の調査 

           1,513 千円 
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11．【富山県】食品ロスに関する消費行動改善事業 

 

＜事業概要＞ 

食品ロスの削減につながる買い物や料理等に関する啓発講座の開催や食材使いきりレ

シピ集を使った啓発の実施により、食品ロスに関する消費者の意識向上を図った。また、

事業実施の前後で消費者の認識や行動がどのように変化したか等を調査し、今後の効果

的な周知啓発で参考とするデータを得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

１）食品ロス削減講座による啓発 

   ① 講座 

    ・開催日時等：平成 26 年１月 18 日（土）富山県民会館 

午前の部 29 組（親子参加）、午後の部 57 名 

           平成 26 年１月 19 日（日）学びの森天神山交流館 20 名 

           平成 26 年１月 26 日（日）大門総合会館 40 名 

    ・開催内容：食品ロス削減に向けた買い物・料理の基礎知識に関する講義 

          食材の使い切り術等を紹介する料理教室 

   ② 調査内容： 

・講座受講の前後で受講者がどのように認識・行動を変化させたか等を、アンケ

ート調査により把握 

・調査は、講座受講時とその１ヵ月後の計２回実施 
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 ２）レシピ集作成による啓発 

   ① 食材使い切りレシピ集の作成、配布 

    ・作成部数：10,000 部 

    ・配布先：県内スーパー、大学、テレビ局等 

    ・内容：ア 食品ロスはどのくらいあるの？ 

イ ３つのポイントでスマートクッキング 

ウ レシピ（15 品） 

うち、公募レシピについては、募集期間平成 25 年 12 月９日(月)～12 月

20 日(金)、応募総数 92 品のうち２品を掲載 

・配布：平成 26 年２月４日（火）記者発表、配布開始 

   ② 調査内容 

    ・レシピ集を見る前後で消費者がどのように認識・行動を変化させたか等を、アン

ケート調査により把握 

 

・調査は、配布時（レシピ集を見る前後の状態をまとめて調査）、配布１か月後（配 

布時調査の回答者を対象として調査）の計２回実施 
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＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 ・食品ロス削減講座 ３回実施（参加者約 180 名） 

・レシピ集の作成 

・上記２事業により、消費者の認識・行動変化調査結果における消費者の食品ロス削減に

対する意識の向上がみられた。（全アンケート合計） 

  食品ロスの認知度 44.9％→67％ 

  消費期限・賞味期限の認知度 86.3％→92.2％ 

  食品ロスの量の認知度 18.6％→37.2％ 

・また、本事業の講座出席をきっかけに、消費者団体やグループの中には食品ロス削減に

ついて関心を持ち、自主的に学ぼうという意識の向上が見られるようになりました。 

  住民に対する一定の普及効果が得られているのではないかと考えています。 

 

＜今後の課題＞ 

・「講座受講の前後」及び「レシピ集を見る前後」で受講者がどのように認識・行動を変化

させたか等を調べるアンケート調査を行ったが、「講座の受講前・受講直後」の回答数が

150 名であったのに対し、「その１ヵ月後」の回答数は 40 名と極端に少なくなり（２回と

も回答した人の割合は 26％）、回答数にあまりにも差がありすぎるため、円グラフにした

回答の構成比の比較に統計的な信頼性が薄れてしまい、回答率をあげることが課題とし

て残りました。 

・もう一方の「レシピ集を見る前後」のアンケート調査についてみてみると、「レシピ集の

配布時」の回答数が 324 名であったのに対し、「配布１ヶ月後」は 269 人と少なくはなっ

ているものの（２回とも回答した人の割合は 83％）、「講座受講の前後」の場合よりも回

答率が高くなっていました。このため、１ヶ月後の調査の要件を比較したところ、講座受

講者の場合は、紙媒体での提出であるが、レシピ集配布者の場合はＷＥＢへの入力による

回答であり、回答者としても比較的負担にならない簡単な作業に思われたため回答数が

伸びたのでないかと考えられます。さらに、レシピ集配布者の場合は、意識調査に２回と

も回答していただいた方の中から、抽選で 10 名にギフトカードをプレゼントとすること

としたことにより、回答により一層意欲が湧いたものと考えられます。以上のことを参考

に今後の調査の方法を考えていこうと思います。 

・本事業で実施した「講座」と「レシピ集の配布」は、食品ロス削減に関心のない者への働

きかけが困難でした。 

・レシピ集を単に店頭に設置するだけでなく、キャンペーンを行い、直接配布等すると更に

周知の効果が上がるのではないかと思いました。 
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＜事業の収支＞ 

 

≪富山県のプロフィール≫ 

①人口 1,091,612 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.3％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

5,878 千円 

 

 

 

 

事業経費          5,878 千円 

うち、基金対象経費     5,878 千円 

 （細目） 

  ・委託料        5,878 千円 
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12．【白山市（石川県）】消費者教育啓発事業 

 

＜事業概要＞ 

白山市では、食品ロスの削減をテーマに、食育などの活動に取り組む白山市食生活改善

推進協議会の会員とともに、以下の事業を行い、これらの事業を通じて、参加者の日頃の

食生活を見直すきっかけとするほか、参加者を介し、広く市民に食品ロスの削減を波及さ

せることを目的としました。 

１）シンポジウムの開催 

    名 称：消費生活センター講演会・シンポジウム 

        テーマ「もったいないよ！食品ロス」 

日 時：平成 26 年２月 15 日（土）白山市学習センター 

    参加者：320 名 

    内 容：第１部 講演会「もったいないよ！食品ロス」 

講 師 森野熊八氏 

第２部 シンポジウム「もったいないについて語ろう」 

パネリスト 森野熊八氏ほか４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

  講演会「もったいないよ！食品ロス」 シンポジウム「もったいないについて語ろう」 

 

    アンケート調査（２種類配布）： 

①シンポジウム終了後、すぐに窓口にて回収（回収率 72.2％） 

②シンポジウム終了後、1ヵ月を目途に郵送にて回収（回収率 21.9％） 

 

 ２）料理教室の開催 

   ３回開催、参加者数延べ 66 名 

    ①夏野菜を使ってのクッキング教室 

平成 25 年８月 28 日（水） 健康センター松任 参加者 24 人 

    ②旬の食材でクッキング～だいこん編～ 

平成 25 年 10 月 11 日（金） 健康センター松任 参加者 21 人 
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    ③旬の食材でクッキング～白菜編～ 

平成 25 年 12 月 13 日（金） 健康センター松任 参加者 21 人 

 

 

 

 

 

 

 

料理教室（12 月 13 日）       「白菜一個使い切り料理」 

 

アンケート調査（２種類配布） 

     ①料理教室終了後、すぐに窓口にて回収（回収率 100％） 

     ②料理教室終了後、1ヵ月を目途に郵送にて回収（回収率 80.3％） 

 

３）レシピ集の作成・配布  

    名 称  ：はくさんもったいないレシピ 

作成部数 ：3,000 部（A4 版 42 頁 フルカラー） 

主な配布先：シンポジウム参加者、料理教室参加者、

白山市食生活改善推進協議会会員、消

費生活センター講演会・市民講座参加

者など 

配布方法 ：各イベント参加者のほか、希望する市

民に対して配布 

アンケート調査（２種類配布）： 

①配布後、すぐに窓口にて回収（回収率 19.7％） 

     ②配布後、1ヵ月を目途に郵送にて回収（回収率 

      9.1％） 

    

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 １）シンポジウムの開催 

  ２）料理教室の開催 

  ３）レシピ集の作成・配布 

１）～３）の事業ごとに、消費者庁のチラシを利用し、食品ロスの削減のための事

業であることの趣旨説明を行い、事前アンケートを実施。おおよそ１か月後を目安に

事後アンケートを実施しました。 
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食品ロス削減に向けたシンポジウム、料理教室の開催、レシピ集作成を行い市民の

一部ではありますが、食品ロスについて考え、関心をもってもらい、参考になったと

の意見を数多くいただくことができました。 

  （全アンケート合計）・食品ロスの認知度 57％→73％ 

            ・食品ロスの量の認知度 50％→55％ 

            ・消費期限、賞味期限の認知度 82％→88％ 

 

＜今後の課題＞ 

食品ロスの削減を目的に、シンポジウム、料理教室を実施しましたが、参加者の多くが、

60 代、70 代の市民の方々でした。今後は、幅広い世代、特に 40 代以下の世代への啓発が

必要だと考えています。 

また、単年度の事業の開催では、なかなか知識の浸透が難しいため、まちかど市民講座

等により継続して事業を実施することが必要であると考えています。 

 

＜事業の収支＞ 

 

≪白山市のプロフィール≫ 

①人口 113,010 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 23.4％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

2,000 千円 

 

 

 

 

 

事業経費          2,000 千円 

うち、基金対象経費    2,000 千円 

諸謝金             157 千円  

委託料               701 千円

役務費               5 千円

消耗品費           255 千円

印刷製本費          857 千円

通信運搬費             25 千円
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13．【穴水町（石川県）】食品ロス削減対策事業 

 

＜事業概要＞ 

穴水町では、食品ロスの削減のため、レシピ集を作成・配布したほか、料理教室やフォ

ーラムを開催し、これらの事業を通じて、参加者が食材を使いきる料理方法等を直に体

験・聴講し、食品ロスの実態や削減方法を学び、普段の生活の中で食品ロスの削減を実践・

意識付けることを目的としました。 

 

 １）レシピ集の作成・配布 

   名  称：もったいない！食べものを大切にする本 

内  容：地元食材のフクラギ（ぶりの幼魚）やイカ、

タコをまるごと使用したレシピの紹介や

残った野菜を利用したレシピの紹介、お

かずのリメイク等を掲載し、加えて穴水

町の食品ロスの実態や消費期限と賞味期

限の違い、更に普段の生活で実施できる

食品ロス削減の取組を紹介 

作成部数：4,500 部 

（A4 サイズ 16 ページ フルカラー） 

配 布 先：①町内全戸配布（4,104 世帯） 

         町の広報（毎月１回発行）と一緒に配布 

        ②「食品ロス削減対策フォーラム」来場者（142 名） 

        ③「もったいないクッキング」参加者（49 名） 

監  修：堀江ひろ子先生 

   作成方法：・堀江ひろ子先生に食品ロス削減のためのレシピの考案を依頼し、レシピ

集の作成を委託 

        ・レシピ考案のために穴水町の地元食材のフクラギやイカ、タコを使用す

るレシピとした。 

   アンケート調査：①レシピ集を配布した全戸対象 

レシピ集配布後一ヶ月を目途に郵送にて回収（回収率 10.5%） 

②２）参照 

           ③３）参照 
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 ２）料理教室の開催 

   名  称：もったいないクッキング 

内  容：・食品ロスの実態や食材を使い切る料理方法等を学ぶ料理教室の開催 

・外食時、食べ残しを持ち帰るために使用するドギーバックの配布 

   開催日時等： 

開催日 開催地区 会 場 講師 参加人数

12 月 1 日(日) 住吉 住吉公民館 新澤 祥恵 10 名 

12 月 7 日(土) 穴水 のとふれあい文化センター 青海万里子 17 名 

12 月 8 日(日) 諸橋 諸橋公民館 青海万里子 9 名 

12 月 14 日(土) 兜 兜公民館 新澤 祥恵 13 名 

    計 49 名 

   

実施方法：・社団法人いしかわ環境パートナシップ県民会議から講師の派遣を受け、レ

シピ集に記載されている料理を取り入れながら、食材を使い切る料理教

室を開催 

        ・レシピ集を利用しながら、穴水町の食品ロスの実態の紹介や講師独自の食

品ロス削減についての講義を行った 

        ・料理教室の周知（広報やチラシによる宣伝）、参加受付、司会進行、会場

準備は役場職員が実施 

・料理教室の模様は３）のフォーラムの模様とあわせて地元ケーブルテレビ

で収録・放送し、広く食品ロス削減対策の内容を周知（町の行事ニュース、

2時間番組として放送） 

 

 

 

 

 

 

 

      もったいないクッキング（12 月 7 日）  調理した料理 

（手前：昆布と大根茎の当座煮、 

                         右：柚子塩、上：食べるラー油） 

                          

  アンケート調査：当日用アンケートと１ヵ月後用アンケートの 2種類配布 

        ①調理前又は調理前を想定して記入し、当日回収（回収率 79.6％） 

        ②料理教室開催後、1ヵ月を目途に郵送にて回収（回収率 26.5％） 
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３）フォーラムの開催 

名  称：食品ロス削減対策フォーラム 

日  時：平成 25 年 11 月 30 日（土）10:00～12:00 

場  所：キャッスル真名井 コンベンションホール 

参加人数：142 名 

内  容：・食品ロスの実態や食品ロス削減の講演（パワーポイントを使用） 

       ・食品ロス削減料理の実演 

・レシピ集の配布 

講  師：堀江ひろ子先生 

主  催：穴水町 

展  示：ドギーバックや食材の保存方法、平成 21 年度食品ロス統計調査の調査結果

（食品を使用せずに破棄した理由）等の紹介パネルを会場後方に展示 

実施方法：・フォーラムの司会進行・音響機材等の設営はイベント運営会社への委託 

       ・フォーラムの周知（広報あなみず 11 月号への掲載やチラシ、近隣市町道

の駅及び町内商業施設におけるポスターによる宣伝）や当日の受付等は

役場職員が実施 

       ・はがき又は電話連絡で参加申込みをしてもらい、整理券用のはがきを郵送

し、当日回収し、受付代わりとした。なお、当日受付も実施 

       ・レシピ集に掲載した料理 1 品と講演時に紹介した料理 1 品の計 2 品を来

場者へ試食として配布 

・地元ケーブルテレビで収録・放送し、広く食品ロス削減について周知 

        （町の行事ニュース、2時間番組として放送） 

 

 

 

 

 

 

 

                            食品ロス削減対策フォーラム 

アンケート調査：2種類配布 

      ①フォーラム終了後、すぐに窓口にて回収（回収率 91.6％） 

      ②フォーラム終了後、1ヵ月を目途に郵送にて回収（回収率 25.4％） 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 １）レシピ集の作成・配布 
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   ・町内全戸配布（4,104 世帯） ・料理教室にて配布（49 名）  

・フォーラムにて配布（142 名） 

 ２）料理教室の開催 

   ・実施回数：4回 ・参加人数：49 名 

 ３）食品ロス削減フォーラムの開催 

   ・実施回数：１回 ・参加人数：142 名 

 ４）ケーブルテレビによるイベント内容の放送 

   ・1 週間 2 時間番組を 1日 3回放送 

 

・穴水、住吉、兜、諸橋の 4地区でもったいないクッキングを開催することで、広い地域

で食品ロス削減についての普及啓発が実施できました。 

・料理教室では、講師から教わる料理方法のほかに、参加者独自の余った食材の利用方法

等の情報交換も行われていました。 

・レシピ集を全戸配布して、回答を得られた人のうち、約 3割の人が料理教室やフォーラ

ムへの参加、ケーブルテレビでの視聴を行っており、約 2割の人はケーブルテレビによ

る視聴でした。このことから、ケーブルテレビでイベントの内容を放送することにより、

広く食品ロスの削減や食品ロスを削減するための調理方法等について啓発ができたと

考えられます。 

・アンケート結果から、レシピ集を読んで、これまで食品ロスの削減に取り組んだことの

ない人でも、65.7%の人が食品ロスの削減の取組を始めましたことが分かりました。 

・市民からは料理教室の開催やレシピ本の発行により、「改めて食べものを大切にするこ

とを意識するいい機会となった」と好評でした。また、冷凍等による保存方法のレクチ

ャーを望む声が目立ちました。 

 

＜今後の課題＞ 

・今回は、日頃から食品のムダについて意識している主婦が多く出席する結果となった。

町全体として事業の効果を上げるため、男性や子ども（学生）を含めた幅広い対象の参

加が望ましかったが、今回の事業内容では難しかったと思われます。 

・食品ロス削減の対策は、1回限りではなく、定期的に実施しなければ元の生活スタイル

に戻ると考えられることから、定期的に栄養士による食品ロスクッキング教室等を所

管課と協議し計画していくことが必要です。 

 ・アンケートより、スーパー等での惣菜の１パックの量が多く、少量の惣菜等の販売を望

むコメントがありました。穴水町では、高齢化が進み、高齢夫婦の世帯や一人暮らしの

高齢者が増加していることから、販売店と連携し、小分けや量り売りの販売ができない

か検討する必要があります。 
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＜事業の収支＞ 

 

≪穴水町のプロフィール≫ 

①人口 9,407 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率  40.7％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

3,000 千円 

 

自主財源              6 千円 

 

 

 

事業経費           2,753 千円

うち、基金対象経費       2,747 千円

（細目） 

印刷製本費            679 千円

  諸謝金           1,015 千円

 消耗品費           286 千円

 施設利用料           76 千円

 委託料            467 千円

 役務費            224 千円

 

残額               253 千円
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14．【福井県】「おいしいふくい食べきり運動」推進強化事業 

 

＜事業概要＞ 

県民が参加しやすい食べきり運動を飲食店や食のイベント等とタイアップして展開す

ることにより、消費者の食品ロス削減に関する意識を向上させ、食べきり意識の全県的な

定着を図りました。 

 １）飲食店とタイアップした食べきり運動のＰＲ（直轄） 

  実施期間： 平成 25 年 11 月 10 日～17 日（ふくい味の週間） 

  実施内容：  

県内飲食店の取り組める範囲で「ふくい味の週間」を中心に期間を設定してもらい、

「おいしいふくい食べきり運動」の周知を図るキャンペーンを行いました。 

キャンペーン参加店舗数：飲食店 52 店舗 

・小盛りメニュー、女性向けメニュー、持ち帰りできるメニュー等の食品ロスを削

減するメニュー設定 

・店舗利用者に対する、チラシの配布やポスター掲示等を通した食品ロス削減に関

する普及啓発 

・料理を食べきった利用者に対し、県食べきり運動のキャラクター「のっこさん」

が入った啓発グッズ配布（配布を希望する 33 店舗のみ） 

・下記２）及び３）の開催の周知 

 

 ２）食べきり運動を楽しく学ぶ催しを実施（委託） 

実施期間： 平成 25 年 11 月 16 日～17 日 

実施内容： 

    福井のおいしい食材の紹介や地産地消の推進を図る食のイベント「ふくい味の祭

典」における、おいしいふくい食べきり運動の啓発ブース出展 

来場者数：「ふくい味の祭典」約 33,000 名、食べきり運動ブース 1,144 名 

ブースの活動：・アンケートやクイズによる食べきり運動の取組紹介 

・食品ロス発生実態や食品の期限表示の正しい理解等に関するパネル

展示やチラシ、「のっこさん」が入った啓発グッズ配布を通じた周知、

家庭や外食時における食べきり実践を呼びかけ 

・下記３）の周知、参加者募集 

 

 

 

 

 

38



Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

 ３）食材使い切り料理講習会の開催（委託） 

実施回数： ７回（参加者合計 152 名） 

実施内容： 

   ・県民を対象に、食材を無駄なく使い切る方法や、食品の上手な保存方法について学

ぶ料理講習会を県内各地で７回開催し、20 代から 80 代の 152 名が参加 

   ・講師にはおいしいふくい食べきり運動協力店（飲食店）のシェフを招き、家庭でも

簡単にできる食材使い切りレシピや食材を長持ちさせる方法についての知恵を伝

授 

   ・参加者感想：「シェフから直接教えてもらう機会がなかったので、大変参考になっ

た」「また開催してほしい」「学んだことを家族にも伝えたい」等。 

 

 

 

 

 

 

 

４）子どもたちへの食育と合わせた啓発（委託） 

実施期間：平成 25 年 11 月～平成 26 年２月 

実施内容： 

・県内保育園において、食品ロスの現状を周知し、食べ物を無駄にしない生活の大

切さを訴える食べきり運動学習会や、食べ物の大切さに触れ、残さず食べる意識

をもつ給食食べきり運動を実施 

・学習会：13 の保育園で実施（子ども 1,140 名、保護者 336 名参加） 

・給食食べきり運動：30 保育園で実施（子ども 1,955 名参加） 

・子ども向けの寸劇やクイズを通して、食育を交えた『おいしいふくい食べきり運

動』を学習会で紹介（福井県連合婦人会と連携） 

・子ども向けに「食べきり運動のうた」を制作し、そのＣＤを給食食べきり運動参

加保育園（30 園）に配布 

・啓発の前後でアンケートを実施（1,349 名回収） 

・保育園感想：「食べ物の大切さやもったいない気持ちを再認識することができた」 

「うたなどを通して、楽しく運動を説明することができた」 

・保護者感想：「家でも頑張って残さず食べようとする意識が芽生えてきた」など

の活動を評価する意見   

 

 

39



Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

・飲食店とタイアップした食べきり運動  参加飲食店 52 店 

 ・「ふくい味の祭典」における食べきり運動ブース来場者 1,144 名 

 ・食材使い切り料理講習会 ７回 （参加者 152 名） 

 ・保育園での食べきり運動学習会 13 園  

（参加者 子ども 1,140 人 保護者 366 名） 

 ・給食食べきり運動実施 30 園 （参加者 子ども 1,955 名） 

 ・食品ロス知識（１年間に発生する食品ロスの量を知っているか） 

  料理講習会参加者 38％→82％ 

  保育園啓発活動参加者 24％→70％ 

 ・食品ロス削減に向けて取り組む人の増加 

  料理講習会参加者 70％→96％ 

            （取組内容項目数も増加 56％アップ） 

  保育園啓発活動参加者 61％→77％ 

            （取組内容項目数も増加 41％アップ） 

 ・啓発活動後の子どもの意識行動の変化 

  変化あり 42％  変化なし 52％  無回答 ６％ 

・おいしいふくい食べきり運動の認知度の上昇 

  料理講習会参加者 61％→96％ 

  保育園啓発活動参加者 42％→92％ 

 

＜今後の課題＞ 

食のイベントでの啓発や料理講習会でのアンケート調査では、参加者が今後取り組みた

いこととして、「食べ残しをしないように気を付ける」「食材の買物を工夫する」「各家庭で

意識を広めていく」など、具体的な取組が挙げられ、食品ロス削減の意識付けができたと考

えられます。 

学習会や給食食べきり運動実施をきっかけとした、子どもの意識行動の変化については、

約４割の子どもたちには、食べきり等に対する意識の芽生えが見られました。また、学習会

をきっかけとして保護者の食品ロス削減を意識した認識行動の変化が見られました。 

「おいしいふくい食べきり運動」の認知度向上には時間がかかり、飲食店の食べきり運動

の啓発、県民向けの周知のための取組の意識付けを継続させることは難しいため、一時的な

啓発ではなく食べきり運動が習慣として根付いていくための方策を講じなければなりませ

ん。 

そのためには、料理講習会や保育園の啓発活動など、対象を絞って啓発を行うことで効果

的に周知し、子ども向けの啓発活動を保護者も含めて継続的に行うことで食べきりの意識

を定着させることが有効です。 
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また、さまざまな機会を利用して、幅広い啓発活動を継続して行っていくことが必要です。 

 

＜事業の収支＞ 

 

≪福井県のプロフィール≫ 

①人口 808,229 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 26.2％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

3,584 千円（平成 25 年度当初予算） 

179 千円（平成 24 年度補正予算） 

合計  3,763 千円 

事業経費           3,763 千円

うち、基金対象経費      3,763 千円

（細目） 

・消耗品費          1,139 千円

・印刷製本費          199 千円

・通信運搬費            50 千円

・手数料              19 千円

・委託料           2,356 千円
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15．【兵庫県】野菜まるごとプロジェクト 

（食材の買い過ぎ、料理の作り過ぎを減らし、献立や調理の工夫で無駄なく

食べきることによる家庭における食品ロスの削減） 

 

＜事業概要＞ 

野菜は、家庭ごみの組成調査で「食べ残し」や「調理くず」として高い割合で排出され

ています。そのため、 

①食品ロスの現状についての理解を深め、適切な食事量や内容を知って作り過ぎを減

らす、野菜の皮を厚くむくなど過剰な除去を減らし献立の工夫で無駄なく食べきるため

の方法、鮮度低下などによる廃棄をなくすための保存方法などを学べるレシピ集を作成

し、県民へ普及。 

②料理教室を開催することにより実践方法の習得を促す。 

これらの取組により、家庭における食品ロスの削減をはじめとした環境負荷の軽減、並

びに野菜の摂取増による県民の健康づくりを支援することを目的とします。 

 

 １）検討会議の開催【直轄】 

   日  時：（第１回）平成25年８月30日（金） 14:00～15:30 

        （第２回）平成25年９月17日（火） 14:00～16:00 

場  所：ひょうご女性交流館 

構 成 員：（公社）兵庫県食生活改善協会、兵庫県いずみ会、兵庫県健康増進課   

計６名 

内  容：・事業概要の説明（食品ロス・県民の野菜摂取の現状等） 

        ・レシピ集（テキスト）及び料理教室、アンケートの内容・実施方法につ 

いて検討 

※ 上記の検討会議の他、下記のとおり、事業実施に係る助言をいただいた。 

   日  時：（第１回）平成25年９月９日（月） 10:00～12:00 

        （第２回）平成25年９月11日（水） 16:00～17:00 

   場  所：（第１回）神戸女子短期大学、（第２回）兵庫県民会館 

   助 言 者：（第１回）神戸女子短期大学食物栄養学科教授 西川 貴子 氏 

（第２回）県健康福祉事務所・保健所設置市 栄養士 19名 

 

 ２）レシピ集（テキスト）の作成 

  県民が食品ロスの現状を理解し、単身世帯や小規模世帯でも、野菜を無駄なく食べ

きることができる実践的な内容の「野菜まるごとレシピ」を作成しました。 

 ①レシピ集の原稿作成【委託先：（公社）兵庫県食生活改善協会】 

    内  容： 家庭における食品ロスの現状、野菜の選び方・保存の仕方、野菜の使 
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い切りレシピ、備蓄食品の活用術・レシピ 

   ②レシピ集の印刷【直轄】 

    作 成 数：30,000部 

   ③レシピ集の普及啓発【直轄】 

    配 布 先：料理教室参加者、県健康福祉事務所、市町、関

係団体等による健康・食育関連イベント等 

    配布開始時期：11月初旬頃～ 

 

３）料理教室の開催【委託】 

    レシピ集を活用して、家庭における食品ロスの現状を知り、野菜を無駄なく食べき

るための献立や調理の工夫を習得することにより、家庭において、食品ロスを減らす

ための実践につながるよう料理教室を開催しました。 

    委 託 先：（公社）兵庫県食生活改善協会、兵庫県いずみ会 

    内  容：家庭における食品ロスの現状、食品ロスを減らすための買い物の工夫、 

野菜を無駄なく食べきるための献立や調理の工夫 

    開 催 数：135会場 2,905名 

（内訳：（公社）食生活改善協会55会場 1,267名、兵庫県いずみ会80会場 1,638名） 

 

４）アンケートの実施 

料理教室の開催による参加者の認識・行動の変化を把握するため、教室の受講前後

にアンケートを実施しました。 

内  容：必須項目に加え、食事づくりの実践度や野菜の摂取方法等を把握するため 

の項目を追加 

   回 収 数：（受講前）2,792名 （受講後）2,409名 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 ・料理教室の開催による啓発  135会場  2,905名 

 ・その他、健康・食育関連イベント等による啓発  846回 34,885名 

  （地域の健康づくり・食育フェアにおけるパネル展示や調理実演、試食や、保育園・学 

校等への出前講座における講話等） 

  アンケート結果より、「消費期限・賞味期限」及び「食品ロス」、「１年間に発生する食 

品ロスの量」の認知度は、男女ともに、料理教室受講後に増加し、レシピ集を活用した知 

識の普及により、参加者の食品ロスに対する意識醸成につながりました。 

 ・消費期限・賞味期限認知度（男性）77.8％ → 80.0％ （女性）90.8％ → 93.4％ 

 ・食品ロスの認知度（男性）49.5％ → 67.5％ （女性）65.6％ → 80.1％ 

 ・食品ロスの量の認知度（男性）25.1％ → 47.6％ （女性）39.4％ → 54.4％ 
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   アンケート結果より、食品ロスの削減に取り組む人は男女ともに料理教室受講後に増 

加しており、その取組内容もほとんどの項目で増加しました。また、野菜や料理を捨てて 

しまうことがない人も増加しました。日常生活においてもすぐに取り組むことができる 

具体的な内容の料理教室の開催により、参加者の食品ロスを意識した食生活の実践につ 

ながりました。 

 ・食品ロス削減の取組をしている（男性）57.6％ → 73.6％ （女性）86.4％ →91.4％ 

 ・食品ロス削減のための取組内容（一部抜粋）（料理を作りすぎない）56.9％ → 63.7％ 

                           （飲食店等で注文し過ぎない） 27.5％ → 32.6％ 

                           （日頃から消費期限を把握する）41.2％ → 44.9％ 

 ・野菜や料理を捨ててしまうことがほとんどない人（一部抜粋） 

                                         （かぼちゃ）  67.8％ → 71.7％ 

                                         （家庭料理）  57.5％ → 62.9％ 

                                          （弁当・そう菜）  65.4％ → 68.5％ 

料理教室だけでなく、地域の健康・食育関連イベント、大学・学校の文化祭等様々な啓 

発の機会を活用して、レシピ集の配布や講話を行ったことで、中学生や高校生など若い世

代から高齢者まで幅広い世代へ啓発することができました。 

  関係団体等とも連携しながら、地域に密着した活動を展開している２団体に料理教室 

を委託したことで、当該団体が関わるイベント（地域の健康づくり・食育フェアにおける 

パネル展示や調理実演、試食や、保育園・学校等への出前講座における講話等）など、料 

理教室以外の機会においても普及啓発に努めてもらうことができたため、教室参加者以 

外の県民に対しても、広く啓発ができました。 

 

＜今後の課題＞ 

アンケート結果より、料理教室の受講が参加者の食品ロスに対する意識醸成や食品ロ 

スを意識した食生活の実践につながったと考えらますが、一方で、野菜を買い控える人が 

微増しており、その理由が「量やサイズが大きく食べきれない」「調理方法・食べ方がわ 

からない」人も微増するなど、県民の野菜摂取量の増加には直接つながらなかったと考え 

られ、今後の課題として残りました。 

このことから、県民の食品ロスに対する知識・意識の向上だけでなく、日常生活での実 

践につながるよう、引き続き、啓発に取り組んでいく必要があります。 

 ・野菜を購入する際、買い控えることがある人 

（男性）49.3％ → 52.3％ （女性）66.8％ → 72.2％ 

 ・野菜を買い控える理由（一部抜粋）（量やサイズが大きく食べきれない）36.4％ → 40.5％ 
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＜事業の収支＞ 

 

≪兵庫県のプロフィール≫ 

①人口 5,655,361 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 24.8%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

4,519 千円 

事業経費          4,519 千円 

うち、基金対象経費      4,519 千円 

（細目） 

賃 金             90千円 

   報償費             12千円 

   旅 費            191千円 

   需用費            918千円 

   役務費            298千円 

   使用料            193千円 

   委託料           2,817千円 
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16．【洲本市（兵庫県）】消費者等に対する食品ロス削減の周知・啓発事業 

（食材の使い切り術を取り込んだ「レシピ集」の作成） 

 

＜事業概要＞ 

兵庫県内外から注目されている淡路島（洲本市）の食材は、「新鮮な食材」「おいしい食

材」として広く知られており、市内においても、その地産池消を進める動きが盛んで、洲

本市食材を使用した料理レシピ集のニーズも大きくなっています。本事業は、食品の無駄

や残飯などを少なくするための工夫やレシピなどを、ニーズの高い淡路島レシピ集に併

せて取り組むことで、多くの市内消費者への食品ロスの削減に向けた啓発につなげたも

のです。 

 

１） 兵庫県内外から注目されている淡路島（洲本市）の食材を題材にした『食 

材の使い切り術を取り込んだ「レシピ集」』を作成、配布するとともに、食品ロスの 

削減に関する周知・啓発を実施しました。さらに、アンケート調査を実施することに

より、消費者の認識・行動の変化等、効果の測定を行いました。 

 ① レシピ集の作成等 

     委託により、レシピ集の作成、食品ロス削減の周知・ 

啓発、保護者によるアンケートの実施及び効果を測定 

しました。（委託先：NPO法人淡路島アートセンター） 

 ② 食育活動と合わせたレシピ集の配布、アンケートの実 

  施 

 ・ 授業で食育を取り上げている洲本市内の全小学校

（13校）の全学年対象にレシピ集を配布しました。 

・ 市内で最も生徒数が多く、食育授業に活発に取り

組んでいる１校をモデル校として選定し、レシピ

集配布１か月後に保護者向けにアンケートを実

施、回収しました。 

③ イベントにおけるレシピ集の配布等 

  市内で開催した「菜の花まつり※」来場者に対し、レシピ集を配布、任 

意のアンケートを実施しました。 

    

    ※ 毎年３月の最終日曜日に開催されている洲本市のイベントで、地元 

の特産品の団体が出店し、農産物・加工品の販売を行っています。 

 

 

 

46



Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

市内全小学校にレシピ集を配布し、食育と合せて児童及び保護者への啓発を図りまし 

た。また 1 か月後、モデル校（１校）において保護者向けのアンケート調査を行い、啓発 

効果を測定しました。 

洲本市におけるイベントにおいて、本レシピ集を配布することにより、洲本市民に向け 

た食品ロス削減の PR を行いました。 

・レシピ集配布先(5,000部作成) 市内小学校（13校） 2,270部配布 

                  イベント来場者   約500部配布 

                   特産品関連団体等  約500部配布 

・アンケート実施結果      242枚回答／410枚配布(ﾓﾃﾞﾙ小学校) 

                    25枚回答／イベント来場者 

小学校での食育活動と合わせて、本レシピ集を各家庭に配布することにより、食品ロス 

に対する家庭内での見直しを促すことができました。 

「子どもたちに食の大切さを伝えていきたい」「子どもたちにももっと知ってもらいた 

い」など、大人の意識の変化ももたらすことができました。 

小学生の子どもをもつ親世代に PR することで、食品ロスに関する啓発の高い効果が見 

られました。 

レシピ集によって、食品ロスに関する情報を知り、料理の作りすぎや、スーパーでの買 

いすぎに気を付けるなど、日頃の意識や行動に変化があった人が多く見受けられました。 

   ・食品ロスの認知度 よく知っている 33.7％、レシピ集により知った 30.0％ 

   ・食品ロス発生量の認知度 よく知っている 1.5％、レシピ集により知った 46.8％ 

   ・レシピ集を見た後の意識や行動の変化（複数回答） 

           料理の作り過ぎを注意するようになった 42 

           スーパーでの買い過ぎを注意するようになった 110 

           冷蔵庫の食材の種類・量を気にするようになった 97 

           食材の期限表示を気にするようになった 42 

            

＜今後の課題＞ 

食品ロスという言葉、実情について本取組以前に知っていた人は全体の 1/3 程度でした。 

今回の取組で得た知識が消える前に、意見にもあったポスターの掲示等、継続的に啓発 

する取組を行政主導でもっと活発に行っていきたいです。また、今は学校での食育授業等 

の効果により、大人より子供の方が食品ロスについて良く学んでいます。大人向けの料理教 

室や講座など幅広く実施し、大人へのさらなる周知を徹底していきたいです。 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

＜事業の収支＞ 

 

≪洲本市のプロフィール≫ 

①人口 47,039 人（平成 26 年１月１日現在） 

②高齢化率 27.5%（平成 26 年１月１日現在） 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

4,000 千円 

事業経費          4,000 千円 

うち、基金対象経費      4,000 千円 

（細目） 

   委託料           3,996千円 

    印刷費           4千円 

（校長会時の資料のコピー代） 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

17．【岡山市】食品ロス削減のための生ごみ組成調査および普及啓発事業 

 

＜事業概要＞ 

本市で家庭から廃棄される食品ごみの実態についてモニター調査を行い、得られたデ

ータをもとに、食品がなぜ廃棄されるのか、食品廃棄を減らすにはどうすればいいか、食

品廃棄を減らすことでどのようなメリットがあるかについて多様な側面から理解できる

汎用性の高い教育プログラムを設計・実施することで、食品ロス削減のために自ら考え・

行動する市民を育成することを目的としました。 

１）一般家庭における食品ロスモニター調査 

    実施方法：委託（㈱廃棄物工学研究所）  

    対  象：53 名 

         市の広報、学童保育、NPO 団体のネットワークを通じ公募 

調査期間：１回目：平成 25 年 10 月５日～30 日の間の連続した７日間 

２回目：平成 25 年 12 月 19 日～25 日      計２回 

調査方法：モニターが調査事項（朝昼夕の献立とその調理くずや食べ残しの量等）

を実測調査 

         なお、モニターは下記２）のワークショップ参加を必須条件としました。 

 

 ２）ワークショップの開催 

    実施方法：委託（㈱廃棄物工学研究所） 

    名  称：岡山市食品ロス削減啓発プログラムワークショップ  

日  時：平成 25 年 12 月 18 日（水）12:30～14:30 

参加者数：56 名 

    内  容：「なぜ食品がごみになるのか」 

「食品ロスを減らすためにはどうすればよいか」 

「食品ロスを減らすことでどのようなメリットがあるのか」 

         講師 開発教育協会 DEAR 八木亜紀子 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

３）食品ロス削減啓発プログラム（ワークショッププログラム）の作成 

食品ロス削減のために自ら考え、行動することにより改善を図ることを目的に、 

ワークショップや市民講座を容易に実施できるよう市民育成プログラム（属性別/高

齢世代向け、若い世代向け）及びワークショップの進行表を作成しました。 

 

４）シンポジウムの開催 

    実施方法：委託（㈱廃棄物工学研究所） 

    名  称：考えよう！食品ロス問題 

日  時：平成 26 年２月 15 日（土）13:00～16:00 

参加者数：77 名 

    内  容：講演 

       ・「考えよう！食品ロス問題」 セカンドハーベスト・ジャパン 井出留美 

       ・「生ごみ計量調査モニターに参加してみて」生ごみ計量調査モニター代表 

       ・「フードバンク岡山の取組について」  フードバンク岡山 糸山智栄 

       ・「大阪外食産業協会の取組について」 

（一社）大阪外食産業協会 大槻安宏 

       ・「ユニーグループホールディングス㈱の取組について」 

 ユニーグループホールディングス㈱ 百瀬則子 

       ・パネルディスカッション コーディネータ 

                     セカンドハーベスト・ジャパン 井出留美 

    

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 １）一般家庭における食品ロスモニター調査 

・調査により本市の一般家庭における食品ロスの実態や食品が廃棄される要因につ

いて定量的に把握をしました。また、ワークショップ前後でモニター調査を実施す

ることで、食品ロス削減啓発プログラムの効果について、意識と行動の両面から把

握しました。 

・調査結果をシンポジウムやそれに係る新聞報道で広く紹介することで、食品ロス問

題に対する市民の関心を喚起し、その削減に向けた機運を高めることができまし

た。 

 

２）ワークショップの開催 

・食品ロス削減啓発プログラムの効果について、１）のモニター調査で意識と行動の

両面から把握することで、どのような意識の変化が実際の行動へと結びつくかと

いった行動モデルや、より効果的な情報発信のあり方について検討することがで

きました。 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

 

３）食品ロス削減啓発プログラム（ワークショッププログラム）の作成 

・食品ロス削減啓発プログラムの作成では、食品ロスモニター調査結果、ワークショ

ップ内容等をフィードバックさせ、環境、経済、社会等のそれぞれの側面で食品ロ

スについて学ぶことの出来る資料を作成しました。 

・汎用性の高い食品ロス削減啓発プログラムを作成し、資料とともに誰にでも使える

ように公開することで、食品ロス削減について、本市のみならず、他都市での水平

展開を図ることも期待されます。 

・講義形式やワークショップ形式など、参加者の属性に合わせた内容が選択できるプ

ログラム実施が可能となり、参加者が食品ロス削減について多様な側面から深く

理解することができ、かつ自ら考え、情報発信などの行動につながることが期待さ

れます。 

 

４）シンポジウムの開催 

・シンポジウムは、全体で約 80 名の参加者となりました。また前後のアンケート調

査により、関心や意識の高いと思われる参加者（市民）に情報提供した場合の意識

の変化を把握しました。これにより、本市における食品ロス削減施策と廃棄物処理

計画の検討に役立つことが期待されます。 

・シンポジウムでは多くの市民や NPO 関係者に食品ロス問題について普及啓発を行

い、食品ロス削減啓発プログラムの利用を呼びかけることで、その活用の場を広げ

ることができました。 

 

 （シンポジウム前後の意識調査/対象 58 名） 

・食品ロスの認知度 

知っている 53 名→理解できた 58 名 

    ・食品ロスの量の認知度 

知っている 24 名→理解できた 58 名 

    ・消費期限、賞味期限の認知度 

知っている 53 名→理解できた 57 名 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

                  

＜今後の課題＞ 

・食品ロスの現状を知った参加者は、ほとんどが削減の必要性と実施意欲を示すほか、

モニター募集や事業説明等で食品ロス問題を知った方も削減の必要性を認識し、

本事業実施に関しては好評価を得ており、今後の食品ロス削減の取組継続も期待

されています。しかし、食品ロス問題は多くの市民に認識されているとは言えない

ため、その周知に取り組むとともに、本事業の取組を一過性のものとしないために、

作成した食品ロス削減啓発プログラムを活用し、地域での講座開催などにより広

く市民に浸透させる取組が必要です。 

・小学生への食品ロス削減教育は、将来的にも有効なだけでなく、その家族への影響

も大きいことから、児童に対する取組が必要です。 

・食品ロスモニター調査のモニターやシンポジウム参加者のその後の削減行動・意識

変化を調査すれば、食品ロス削減のためにはどのような働きかけが効果的なのか

を把握することができると思います。 

 

＜事業の収支＞ 

 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

7,482 千円 

 

 

 

 

 

事業経費         7,482 千円 

うち基金対象経費     7,482 千円 

モニター調査         1,709 千円 

 プログラムの作成・改善  1,998 千円 

シンポジウム            1,755 千円 

報告書作成           1,664 千円 

消費税                  356 千円 
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Ⅱ－２．食品ロスの削減 
 

≪岡山市のプロフィール≫ 

① 人口 705,180 人（平成 26 年 9 月 30 日現在） 

② 高齢化率 24.2%（平成 26 年 9 月 30 日現在） 
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Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

18．【青森市（青森県）】若者に対する消費者教育推進モデル事業 

 

＜事業概要＞ 

「消費者教育の体系イメージマップ」に基づいた若者向けのカリキュラムを作成し、青森

市内の高校・大学・短期大生及び企業等に勤める一般社会人 4階層の若者 30～40 名程度を

対象に講座を 24 回（延べ受講者 456 名）開催するとともに、アンケート等の調査を行い、

イメージマップに基づいたカリキュラムの有用性を検証し、消費者教育の推進に役立てる

ことを目的として実施しました。 

事業実施に当たっては、消費者教育・啓発に取り組み、教材選定や講師の選任等でネット

ワークを持っているＮＰＯ法人青森県消費者協会に委託しました。 

 また、学識経験者と消費生活アドバイザーで構成された企画運営委員会（６名）を設置し、

企画・運営についての助言と講座の講師及び事業に関する評価などを依嘱しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①県立青森第二高等養護学校（３年生、33 名） 

 ・【生活の管理と契約】悪質商法の被害にあわないために・被害にあったときの対処法 

・【生活の管理と契約】悪質商法の被害にあわないために・被害にあったときの対処 

（寸劇、ＳＳＴ） 

・【生活の管理と契約】ライフサイクルゲームを活用した生活管理 

・【情報とメディア】インターネットの落とし穴 

②青森山田高等学校（１年生、23 名） 

 ・【情報とメディア】ネットトラブルにどう対処するか 

・【消費者市民社会の構築】ワークショップ「モノの履歴書づくり」 

・【生活の管理と契約】「ライフサイクルゲームⅡ」を使って 

・【商品等の安全】製品等の安全 

③青森大学（１年生、14～16 名） 

 ・【生活の管理と契約】消費生活に伴う若者の契約トラブル（寸劇、ＳＳＴ） 

 ・【情報とメディア】消費生活情報に関するメディアとＳＮＳ 

 ・【生活の管理と契約】ライフサイクルゲームⅡを活用した生活管理 

 ・【消費者市民社会の構築】消費者問題とマクロ経済政策 

④青森中央学院大学（１～４年生、10～15 名） 

 ・【生活の管理と契約】消費生活に伴う若者の契約トラブル、知っておきたいクレジッ

トカードの基本Ⅰ 

 ・【生活の管理と契約】ライフサイクルゲームⅡを使った生活管理 

 ・【生活の管理と契約】知っておきたいクレジットカードの基本Ⅱ、学生の消費生活に

ついて意見交換 
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Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

 ・【生活の管理と契約】金融の仕組みと日本銀行、学生の消費生活について意見交換 

⑤一般社会人（13～17 名） 

 ・【消費者市民社会の構築】データで読む、今年の景気 

 ・【生活の管理と契約】消費者として知っておきたい契約の基礎Ⅰ 

 ・【生活の管理と契約】消費者として知っておきたい契約の基礎Ⅱ 

 ・【消費者市民社会の構築】消費者市民社会の理論と実践 

⑥障害福祉サービス自立訓練事業所クッキー（障害者、15～17 人） 

 ・【生活の管理と契約】悪徳商法の被害にあわないために・被害にあった時の対処法Ⅰ 

（寸劇、ＳＳＴ） 

 ・【情報とメディア】インターネットの落とし穴 

 ・【生活の管理と契約】ライフサイクルゲームを活用した生活管理、生涯設計 

 ・【生活の管理と契約】悪徳商法の被害にあわないために・被害にあった時の対処法Ⅱ 

（障害者のための金銭管理モジュール） 

この事業の実施により、受講生が消費生活について興味を覚え、自らの消費生活を省みる

姿勢が見られるなど、一定の効果が認められました。 

 人間の発達段階に応じて様々な能力を段階的に取得し、主体性を形成し、自立した消費者

になるという「消費者教育の体系イメージマップ」の有用性が認められました。 

また、講座を受け入れた学校や事業所等を含めたネットワークの構築など、新たな消費者

教育推進に繋がる動きが見られました。 

 

＜今後の課題＞ 

① 「商品等の安全」のテーマが１講座など、テーマ選定が偏ってしまいました。 

② 「生活の管理と契約」は教材が多いのですが、それ以外は「情報とメディア」のＤＶＤ

教材の活用に止まってしまいました。 

③ 従来型の講義形式に依存することが多くなってしまいました。 

④ 障害福祉サービス自立訓練事業所クッキーでは、テーマ・講座内容とも、精神障害者を

対象としたものとして適切でしたが、今後は、知的障害者、発達障害者等を対象とした場

合のテーマ・内容を検討する必要があると思いました。また、講座は主にグループワーク

による方法で行いましたが、講義形式の講座では、その場から退席する者もおり、講義形

式以外の対応を検討する必要があると感じました。 

 

 

 

 

 

 

55



Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

2,475 千円

事業経費         2,475 千円 

うち、基金対象経費    2,475 千円 

（細目） 

・教材購入費        451 千円 

・講座開催費        921 千円 

・教材の効果測定及び 

イメージマップ有用 

性に関する調査費     189 千円 

・先進地調査        484 千円 

・事務局経費        332 千円 

・銀行振込手数料       30 千円 

・消費税           68 千円 

 

 

≪青森市のプロフィール≫ 

①人口 296,099 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 25.7%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

19．【岐阜県】金融教育展開モデル事業 

 

＜事業概要＞ 

岐阜大学教育学部に委託して、金融教育の教材及び授業案（小・中学校、高等学校、大学

用の４種類）を作成し、県内の学校の授業等で実践しました。 

実施結果については、報告書を作成し、教員等を対象とした結果報告会を開催し、報告

しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

岐阜大学教育学部に委託して、金融教育の教材及び授業案（小・中学校、高等学校、大

学用の４種類）を作成し、県内16校、34クラス（参加者計979名）の授業等において実践

しました。 

授業実践前後のアンケート結果から、消費者教育体系イメージマップの「生活の管理と

契約」領域の各ライフステージ（(小学校期、中学校期、高校生期、成人期（特に若者）)

の学習目標についての検証を行い、イメージマップに付け加えるべき新たな視点等を明ら

かにしました。 

実施結果については、報告書を作成し、教員等を対象とした結果報告会を開催し、報告し

ました。 

（２）事業効果 

①アウトプット 

金融教育の教材「人生設計ゲーム」及び教材を使用した授業案（小・中学校、高等学

校、大学用の４種類）の作成し、実践報告書を発行しました。 

②アウトカム 

イメージマップの各ライフステージの学習目標について検証を行い、「生活の管理と

契約」領域に必要な内容を明らかにしました。 

「人生設計ゲーム」を使用した授業実践により得られた教育効果から、各ライフステ

ージに有効な情報活動（収集と活用）を明らかにすることで、効果的な授業方法につい

ての提案を行うことができました。 

 

＜今後の課題＞ 

今後は、ゲームの中の情報の収集と活用についての活動も含む授業案を作成する等、

各ライフステージの教育をより効果的に行うための具体的方法を検討していく必要があ

ると思いました。 
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Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

2,600 千円

事業経費          2,600 千円 

うち、基金対象経費     2,600 千円 

(岐阜大学への委託費計  2,600 千円)

 

（細目） 

・授業案企画経費       28 千円

・交通費            9 千円 

・ソフト購入費        335 千円

・機材購入費          319 千円

・報告書作成費        372 千円

・役務費           231 千円

・教材作成費        1,240 千円 

・郵送料            2 千円 

・事務用品           64 千円

 

 

≪岐阜県のプロフィール≫ 

①人口 2,041,387 人（平成 26 年 11 月 1 日現在） 

②高齢化率 25.9%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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20．【兵庫県】大学生等若者向け消費者教育推進事業 

 

＜事業概要＞ 

 生活協同組合連合会大学生協阪神事業連合に委託して、①大学生によるワークショップ

の開催（三ケ所）、②消費者教育教材の作成・配布、③大学生向けモデル講座の開催、④イ

メージマップの検証 を実施しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

(1) 事業結果 

①大学生によるワークショップの開催（参加者数は大学生のみを記載） 

・平成 25 年９月４日 14：00～17:30（６大学 37 名参加） 

 めざせ!スマホマスター スマホ社会に生きる大学生のためのワークショップ 

・平成 25 年 10 月７日 16:30～18:30（２大学 44 名参加） 

 健康食品から学ぶ消費者 科学の視点から考えるワークショップ 

・平成 25 年 11 月 17 日 13:30～17:00（６大学 21 名参加） 

 知って学ぼう!理想的な携帯電話 LIFE ワークショップ 

 ②消費者教育教材の作成・配布 

「お金を貯める、育てる、生かすチカラ養成 HandBook」、「スマコンになるためのチカラ

養成 HandBook」を各 500 部作成。 

 ③大学生向けモデル講座の開催 

  平成 25 年 12 月 21 日 17:00～19:15（7 大学 43 名参加） 

  金融編モデル講座ワークショップ  

・大学生による実行委員会が主体となり、「お金を貯める、育てる、生かすチカラ養成

HandBook」をテキストとして実施。 

  ・兵庫県金融広報アドバイザーの基調講演「人生設計・・・お金ってどのくらい必要?

知らないことのリスクを考えてみよう｣を受けて、ワークショップ（グループごとに

ディスカッション、発表）を行い、最後に講師が講評。 

  ④イメージマップの検証 

 一連の事業に参加した大学生に対するアンケートにより、大学生の関心の高い消費

者問題からみた検証(イメージマップのどの分野に関心が高いかを検証)、情報社会の

ルールや情報モラルに関する検証、生活を設計・管理する能力に関する検証(どの時期

からそれらの内容を学ぶべきと考えるかを検証)を行った。 

 

(２)事業効果  

 ワークショップやモデル講座に参加した大学生にアンケートをした結果、「関心が深

まった、意識が変わった」と答えた学生が 98％となりました。学校の授業で学ぶ消費者
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教育とは異なる手法（ワークショップ等）により、身近な問題をテーマとすることで大

学生の意識を変えることができました。 

 また、学生による実行委員会が企画・運営をすることで、学生自身の消費者市民社会

に対する意識が高まり、大学生の消費者リーダーの養成にも繋がりました。 

 

＜今後の課題＞ 

講座内容について従来から興味・関心はあったか？という問いに対し、「関心はあっ

たが学習する機会はなかった」と答えた学生が 61％となり、大学生にとって身近な金

融等の問題に関心はあるものの、消費者教育を受ける機会が少ないと考えている学生が

多いことが分かりました。 

また、主体的に意見を出し合うワークショップ形式により、より関心が深まったとの

意見が多くみられました。 

これらのことから、消費者行政の取組だけでなく、大学による自主的な取組として、

学生の意識を高める手法で消費者教育を進める必要があると考えられます。 

 （大学での消費者教育取組例） 

・大学の教養講義内にワークショップ等含めた消費者教育を取り入れる 

・行政の取組である消費者教育講座に参加することで単位取得できるような仕組み

をつくる 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

 4,000 千円 

 

 

 

 

 

 

事業経費        4,000 千円 

うち、基金対象経費   4,000 千円 

(細目） 

・報償費         260 千円 

・旅費         248 千円 

・教材製作、印刷費  2,680 千円 

・教材電子版製作    300 千円 

・資料、消耗品     292 千円 

・送料等役務費      70 千円 

・会議費        150 千円 

  

 

≪兵庫県のプロフィール≫ 

①人口 5,655,361 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 24.8%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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21．【柳井市（山口県）】金融教育における、汎用教材と地域向けオリジナル教材を活用した

消費生活講座の有用性の比較 

 

＜事業概要＞ 

 イメージマップに準拠した消費生活講座（金融分野、特に悪質商法の予防）を実施し、①

市販もしくは広域的に配布されている汎用的な消費者啓発教材、②地域の実情を考慮して

作成したオリジナル消費者啓発教材、それぞれを用いた消費者向けの講座の効果及び費用

対効果を比較し、それぞれの有用性と改善点についての検討を行うことを目的として実施

しました。 

 実施にあたっては、消費者団体、自治会、いきいきサロン、公民館などが役割分担し、高

齢者を対象とした講座を３回実施（合計 73 名）しました。 

 オリジナル教材は、振り込め詐欺の被害予防に関する論文や、市センターに寄せられた相

談事例を分析した上で製作しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

イメージマップに準拠した消費生活講座（金融分野、特に悪質商法の予防に役立つ内

容）を実施。 

 Ａ講座 Ｂ講座 Ｃ講座 

主催 市センター 

（直轄） 

伊陸公民館 

（老人大学） 

阿月公民館 

（防災講座） 

受講者数 41名 25名 ７名 

分類 オリジナル教材講座 オリジナル教材講座 市販教材講座 

参加者属性 主に高齢者 

（平均64.47歳） 

主に高齢者 

（平均77.83歳） 

主に高齢者 

内 容 経済・金融・投資

などの基本的に概念

についての解説。 

最近の金融犯罪

（詐欺）及び悪質商

法の手口の解説 

グループ発表。具

体的な被害防止行動

の共有と行動喚起。 

最近の金融犯罪

（詐欺）及び悪質商

法の手口の解説 

 グループワーク＋

討議による、予防対

策の検討 

 グループ発表。具

体的な被害防止行動

の共有と行動喚起。 

最近の金融犯罪

（詐欺）及び悪質商

法の手口の解説 

 グループワーク＋

討議による、予防対

策の検討 

 グループ発表。具

体的な被害防止行動

の共有と行動喚起。 

イメージマップ 特に高齢者 

契約トラブルに遭遇

しない暮らしの知恵

特に高齢者 

契約トラブルに遭遇

しない暮らしの知恵

特に高齢者 

契約トラブルに遭遇

しない暮らしの知恵
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を伝え合おう ほか を伝え合おう を伝え合おう 

教 材 オリジナル教材１、

２ 

オリジナル資料３ 市販教材 

講 師 消費生活相談員 消費生活相談員 消費生活相談員 

 柳井市の地域事情を考慮した内容のオリジナル消費者啓発教材３冊（テキスト１冊とワ

ークブック２冊）を作成したほか、今後も継続的に（自前で）教材作成を行うための素材

とノウハウの蓄積ができました。 

 オリジナル消費者啓発教材を用いた消費者向けの講座については、受講者は講座受講後

に金融詐欺および悪質商法の被害防止に資する行動を受講前より頻繁に行っているとの結

果が得られました。 

 また、相当数の受講者は、受講をきっかけに新たに予防対策を講じているとの結果も得

られました。 

以上のことから、金融分野における消費者啓発は、消費者に対して具体的な被害予防行

動を促すなど、講座内容やテキストを工夫するなら、被害予防効果を期待できると推測で

きました。 

 

＜今後の課題＞ 

当初想定していたサンプル数を実際のサンプル数が下回ったために、市販教材との比較

対照を行うことができませんでした。 

 熟達した消費生活分野の講師および消費者行政専任の職員―が恒常的に不足していま

す。消費者教育基本法の施行により、消費者行政担当部署及び消費生活センターも「消費

者教育の主体」と位置付けられることとなりましたが、人員体制や処遇の面で、消費者教

育分野に熟達した人材を、消費者行政担当部署に（長期間）配置することが、現行制度で

は困難であると考えます。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

804 千円

事業経費          680 千円 

うち、基金対象経費     680 千円 

（細目） 

・需用費           26 千円

（参考図書購入） 

・備品購入費        174 千円 

・委託費          480 千円 

・残額           124 千円 
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≪柳井市のプロフィール≫ 

①人口 34,254 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 34.2%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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22．【徳島県】消費者力向上事業 

 

＜事業概要＞ 

ＮＰＯ法人徳島県消費者協会に委託し、金融分野を中心に知識や取るべき行動について

身近に学習できる講座（寸劇・ロールプレイ等を含む。）を、県内３圏域（県央部、県南部、

県西部）で高齢者を主な対象として各１回開催し、イメージマップの効果的な活用を図る一

方、有効性を検証しました。併せて、事業実施担当者（消費生活コンサルタントや消費生活

アドバイザー資格取得者）及び徳島県消費者大学校大学院（実践教育コース）卒業生など消

費者教育・啓発の担い手となる地域のリーダー的人材が、教材の選定や作成も含めた講座の

企画・運営等に参加することにより、消費者活動の実践力の向上、消費者教育・啓発の担い

手の育成を行うとともに、イメージマップの普及に取り組みました。 

また、講座の実施前、実施後にそれぞれ受講者にアンケート調査を行い、意識の変化を分

析することによって講座の効果を測定するとともに、イメージマップを検証しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 イメージマップの目標から次の具体的なテーマを設定し、講座を開催しました。 

 ・消費者トラブルの手口を紹介し、その対処法を学ぶこと。 

 ・契約とそのルールについて理解を深めること。 

 ・消費者情報センターや身近な周りの人に相談したり、身近な人に啓発ができること。 

①県西部（東みよし町） 

場所：東山公民館 

協力：東山長生会（老人会）、東みよし町社会福祉協議会 

主な内容：ロールプレイング、講演 

受講者数：18 名 

徳島県消費者大学校大学院卒業生：７人 

②県南部（牟岐町） 

場所：海の総合文化センター大集会室 

協力：牟岐町消費者協会、美波町消費者協会、海陽町消費者協会、牟岐町総務課 

主な内容：ロールプレイング、講演 

受講者数：29 名 

徳島県消費者大学校大学院卒業生：９人 

③県央部（北島町） 

場所：北島町役場研修室 

協力：北島町消費者協会、北島町生活産業課 

主な内容：紙芝居、講演 

受講者数：33 名 

徳島県消費者大学校大学院卒業生：12 人 
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アンケートの結果から、講座の受講を通して自身の消費者問題に関する知識の習得及び

消費者トラブルに巻き込まれた時の対処方法の理解等、講座の目的はほぼ達成されたと思

います。 

講座のテーマを明確にすることが、テーマを意識した講座の構成、テーマ及び受講者の

特性に合わせた教材の選択（開発）に繋がり、受講者にとってより効果的な講座が実施さ

れることとなることがわかりました。今までは個々の知識の習得・問題対処能力の向上に

止まり、個人が連携し、組織的な形での啓発活動を実践するまでには至っていませんでし

たが、今回の事業の参加により、消費者教育・啓発の担い手同士の連携が強まるととも

に、実践に対する意欲がさらに高まる一方、消費者教育・啓発におけるノウハウの習熟が

図られ、地域における啓発活動に繋がったと思います。 

 

＜今後の課題＞ 

イメージマップのコンセプトはとても魅力的ですが、啓発活動を積極的に行っている個

人・団体において、イメージマップの存在自体が十分に認知されていないと思います。ま

ずはイメージマップが作成された趣旨・活用方法等、イメージマップの普及が必要である

と感じました。 

学習目標としての検証を行うには、消費者教育・啓発の担い手の意見や受講者からの感

想といった情報をさらに収集することが重要であり、引き続きイメージマップを踏まえた

講座を開催する必要があると感じました。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

1,306 千円

事業経費         1,306 千円 

うち、基金対象経費    1,306 千円 

（細目） 

・謝金            57 千円 

・報酬           632 千円 

・交通費          203 千円 

・需用費          330 千円 

（教材作成費、チラシ等） 

・役務費（切手代等）     16 千円 

・会場借上料         6 千円 

・消費税           62 千円 

≪徳島県のプロフィール≫ 

①人口 782,342 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.5%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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23．【長洲町（熊本県）】家庭で育む消費者教育事業 

 

＜事業概要＞ 

 消費者教育の体系的イメージマップの重点領域「生活の管理と契約」を踏まえ、お金を使

う前の子ども世代とその保護者を対象とした消費者教育を実施し、金銭管理ができる家庭

を育てるとともに、消費者トラブルや多重債務の未然防止に繋げることを目的として実施

しました。 

① 学校向け 

 重点領域「生活の管理と契約」について、町内小学校の清里小学校４年生、腹赤小学

校５年生とその保護者を対象に実施しました。 

 小学生には、消費者として素地が形成される時期に、お小遣いの使い方を通した講座

を実施することにより金銭感覚を身に付けるきっかけとしました。 

 保護者には、当該講座における子どもたちの学ぶ姿を通じて、保護者自身の金銭感覚

を改めて見直すきっかけとしました。 

 総合的には家庭内における金銭管理能力、家計管理能力の向上を図り、多重債務、消

費生活トラブルの未然防止を目的としました。 

 また、講座実施前、実施後及び３ヵ月後に受講者にアンケート調査等を行うことによ

り、意識の変化分析を行いました。 

② 保護者向けセミナー 

 重点領域「情報収集・処理・発信能力」について、長洲町の４小学校（５、６年

生）、２中学校（全学年）の保護者を対象に、町の実情に応じた教材の選定を行った上

で、ワークショップなどを取り入れた体験型の消費者教育セミナーを開催しました。

「生活の管理と契約」や「情報とメディア」について考えていただき、消費生活トラブ

ルの未然防止を図ることを目的に実施しました。 

セミナーは２回開催し、家庭内でも情報共有できるよう工夫を行い、その効果の拡大

を図りました。また、事業実施前にアンケートを行い、セミナー実施時には、そのアン

ケート結果を踏まえたワークショップなどで携帯電話などを保有、活用する上での必要

な知識、技能などの意見交換を行い、グループワークにより意見の集約を図りました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

今回のゲーム体験等により、児童や保護者に対して「お金に関する知識を身に付け、家

族などとお金について話をすることが大事である」という意識付けができたと思います。 

 アンケート結果を見ても初等教育における金銭管理教育は重要であると考えますが、学

校で行うためには適切な教材の選定の必要性を感じました。 

 今回のゲーム体験は、４年生と５年生では「お金の使い方と結果についての判断」、「交

渉・説得力」、「貸し借りのルール・契約」、「金利・利息」の項目で意識の違いが見られ、
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５年生の方がより効果的なデータを得ることができました。 

 この他、学校間の保護者の意識にも違いが見られ、夫婦間や家族全体としての関心の違

いを感じました。 

 

＜今後の課題＞ 

消費者教育の実施には関係機関との連携体制は必要不可欠であるため、今後そのネット

ワークの構築が課題であると考えます。 

 初等教育における消費者教育の実施を行っていくためには、適切な教材と併せて教育カ

リキュラム、教育者の能力の向上といったものの必要性も改めて感じました。 

 家庭における子どもの金銭管理の実態に触れる機会があることは、金銭管理の教育上重

要であり、消費者教育として大変有効であることが認められました。 

 多様化する消費生活トラブルに巻き込まれないための情報の収集や処理能力、消費生活

トラブルに対処できるスキル習得など、その時代に見合った消費者教育の在り方を随時見

直していく体制作りも新たな課題として見えてきました。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

1,948 千円

事業経費         1,948 千円 

うち、基金対象経費    1,948 千円 

（細目） 

・報償費          440 千円 

・旅費            48 千円 

・需用費（印刷、消耗品）  470 千円 

・役務費（通信・郵送代）   20 千円 

・人件費（賃金）      970 千円 

 

≪長洲町のプロフィール≫ 

①人口 16,575 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.7%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

24．【玉東町（熊本県）】消費者教育活性化事業 

 

＜事業概要＞ 

生活困窮者の要因として非常に多い多重債務状態の未然防止と、お金を計画的に使うこと

が出来る消費者の育成を目的として、町内２校の小学校５、６年児童とその保護者を対象に

ワークショップ形式の消費者教育事業を実施しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

(1) 事業結果 

＜イメージマップにおける位置づけ＞ 

  重点領域：生活の管理と契約（生活を設計・管理する能力） 

  小学生期：物や金銭の大切さに気づき、計画的な使い方を考えよう 

       お小遣いを考えて使おう 

  成 人 期：経済社会の変化に対応し、生涯を見通した計画的なくらしを 

       しよう 

 

ア）実施方法 → 委託 

業者名《消費者教育ＮＰＯ法人お金の学校くまもと》 

 イ）参加者数 → 木葉小学校 ６年生児童34人、保護者34人 

          実施日：平成25年12月１日(日) 場所：図書室 

         山北小学校 ５、６年生児童42人、保護者60人 

          実施日：平成25年12月６日(金) 場所：多目的ホール 

(2) 事業効果 

 ①アウトプット 

  ワークショップ実施前、実施後及び３ヶ月後に参加者へのアンケート調査を行い、ど

のような点で意識の変容があったか分析を行いました。 

 

 ②アウトカム 

  今回のやりくりについてのゲーム体験を通して、児童、保護者ともに「お金を計画的

に使うこと、家計のやりくりについて家族みんなで話をする事の重要性」について考え

る事ができたと思われます。 

  またアンケートの結果から、農業地域である山北小学校は家計の管理に父親もかかわ

っている、という回答が多いのに対し、住宅・商業施設が中心の木葉小学校では家計の

管理はほとんど母親が中心で、子どもも比較的自由に買い物や外食を楽しんでいるとい

う興味深いデータも得ることができました。 
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Ⅲ．体系立った消費者教育の展開 

＜今後の課題＞ 

多重債務を大きな要因とする生活困窮者の相談が現在も増え続けている中、早い時期か

ら金銭管理の重要性について考える事は、将来の安定した生活につながる有効な手段であ

ると思われます。 

 学校、家庭、地域でお金の大切さについて考える場、環境をいかに整えていくかが今後

の大きな課題であると感じました。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

2,750 千円

委託料                2,750 千円 

（内訳） 

・報償費           780 千円 

  ・監修謝礼 

  ・執筆謝礼 

  ・コンサルティング代 

・旅費            100 千円 

  ・講座実施等打合せ 

・需用費           830 千円 

  ・印刷代 

  ・消耗品（用紙、インク等） 

・役務費            20 千円 

  ・通信代 

  ・郵送代 

・人件費          1,020 千円 

  ・教材作成賃金 

  ・アンケート作成賃金 

  ・アンケート集計賃金 

  ・コンサルティング代 

  ・講座実施賃金 

  ・データ分析賃金 

  ・報告書作成執筆賃金 

  ・精査・校正・事務スタッフ賃金 

 

≪玉東町のプロフィール≫ 

①人口 5,554 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 31.2%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

25．【遠野市（岩手県）】電話・訪問による高齢消費者被害防止対策事業 

 

＜事業概要＞ 

遠野健康福祉の里、消費生活相談窓口、市民団体など関係機関・団体が連携し、高齢者

等要援護者に対し、電話や訪問等により定期的な見守りや注意喚起を行うことで、悪質な

勧誘や消費者被害を未然に防ぐ体制を整備しました。 

 

 ①定期的な電話による見守りと注意喚起 

電話により消費者被害の状況把握や被害を未然に防ぐための情報提供・注意喚起を

行い、また、消費者相談窓口を紹介しました。 

業務は公益社団法人遠野市シルバー人材センターに委託し、センター職員や本事業

に従事する会員に対して、消費者問題や電話対応についての研修を実施しました。 

 

 ②訪問による安否確認と注意喚起 

  ア）配食サービス宅配ボランティアによるパンフレット配布と注意喚起 

市の配食サービス事業に協力を頂いているボランティアグループに依頼し、昼食

弁当配達に併せて行いました。 

イ）在宅介護支援センター相談員による安否確認と注意喚起 

在宅介護支援センター（市内６ヶ所設置）相談員が、日常業務である高齢者等実態

把握訪問に併せて注意喚起を行いました。 

 

 ③関係機関との連携 

   高齢福祉部門である長寿課が中心となり、消費者担当の市民協働課、地域包括支援セ

ンター、福祉課等と、連絡会議や研修会、定期的な情報交換会を開催しました。 

また、シルバー人材センターをはじめ在宅介護支援センターなど 10 団体と連携しま

した。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 ①定期的な電話による見守りと注意喚起 

平成 25 年 12 月 20 日～平成 26 年３月 20 日に、75 才以上の独居高齢者 1,027 名のう

ち同意が得られた 584 名に対し、月２回程度、延べ 2,412 回の電話による見守りを行

い、その結果、消費生活相談が 199 件、その他の相談が 326 件ありました。 

消費生活相談に関して、２月には勧誘の電話や訪問販売など 62 件の相談があり、こ

のうち、はっきりと断ったものが 58 件、クーリングオフが１件、支払ってしまったも

のは３件でした。３月には 54 件の相談があり、すべて断っていました。 

また、送りつけ商法の被害相談があり、市消費生活相談窓口と連携して対応しました。 
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

このように注意事項を繰り返し伝えることで、消費者被害に対する意識の向上につ

ながりました。電話の際、警察からの注意事項を守るようにしている、訳が分からない

電話は切る等、電話で注意喚起した内容が伝わっていることがうかがえました。 

シルバー人材センターから電話がかかってくることを楽しみにしている高齢者も多

く、対象者の楽しみや安心感につながったと考えられます。消費生活以外の体調や健康

に関する相談件数も 326 件と多数ありました。 

業務をシルバー人材センターに委託したことで、シルバー人材センターの会員に対

しても消費者被害防止をＰＲする機会となりました。 

 

 ②訪問による安否確認と注意喚起 

ア）配食サービス宅配ボランティアによるパンフレット配布と注意喚起 

期間：平成 26 年２月中旬から下旬 

対象：配食サービス利用者約 120 名 

イ）在宅介護支援センター相談員による安否確認と注意喚起 

期間：平成 25 年 12 月下旬～平成 26 年３月 31 日 

対象：在宅介護支援センター相談員による訪問延べ 1,000 世帯 

※パンフレット等（悪質商法対策セット 480 部）及びステッカー（300 枚）を配布

訪問の際にパンフレットやステッカーを配布することで、以前に被害にあった

ことなどが話題になり、一層の注意喚起の機会となりました。 

 

 ③関係機関との連携 

   庁内の高齢福祉部門と消費生活部門との連携強化の機会となりました。今回の事業

の相談実績の内容を共有するとともに、高齢者の集まる機会等を利用し、消費者被害防

止に取り組んでいくことにしました。 

 

＜今後の課題＞ 

庁内の担当課と関係課の連携、ボランティア等協力者・庁外機関との連携による一体的

な取組により、各機関からの情報入手、情報提供等の流れが細かに調整され、より効果的

な事業になると考えられます。 
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

＜事業の収支＞ 

 

 

 

 

 

≪遠野市のプロフィール≫ 

①人口 29,132 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 35.7%（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

3,000 千円 

 

市単独費           30 千円 

 

 

 

事業経費         3,030 千円 

うち、基金対象経費    3,000 千円 

（細目） 

・報償費 

  講師謝礼         20 千円 

・需用費  

消耗品         251 千円 

・役務費  

通信運搬費       160 千円 

・委託料  

電話見守り相談業務  2,599 千円 

平成 25 年 12 月 12 日 

事業周知と協力依頼 

（民生児童委員を対象に実施）

平成 26 年１月～３月 

高齢消費者電話見守り業務 

場所：地域交流スペース 
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

26．【杉並区（東京都）】自動着信拒否装置を用いた民間事業者との協働事業 

 

＜事業概要＞ 

地域の高齢化が急速に進む中、高齢者がターゲットになっている迷惑電話を防止する

ため、振り込め詐欺犯等の迷惑電話をブロックする自動着信拒否装置を、取扱事業者の協

力も得ながら、高齢者宅にモニター設置しました。 

自動着信拒否装置とは、悪質商法等の犯行使用電話番号をデータベース化し、装置が自

動判別して着信の通知を変えることで、利用者が知らない迷惑電話番号も含め、着信を拒

否できるという民間事業者が提供するサービスを利用することができる機器です。 

募集は８月１日から９月末日と 10 月 11 日から 12 月 27 日までの２回行いました。対

象者は当初は 70 歳以上としていましたが、申込み状況を踏まえて、２回目の募集から 60

歳以上に変更しました。 

実施期間は装置を設置してから３月末日まで。このうち 10 月末日までの費用は事業者

負担により実施しました。 

募集・周知は、区の広報への掲載、町会・自治会へのポスターやチラシの配布、区立窓

口職場（出先施設含む）での周知、杉並区医師会・歯科医師会・薬剤師会に依頼しての各

病院・医院・薬局での周知、商店街連合会に依頼しての周知、高齢者施設でのチラシ配付、

高齢者部門の会議での説明、敬老会（９月３日、４日）での周知、区役所１階ロビーでの

周知によって行いました。 

なお、事業の周知のためのポスター2,000 部、チラシ 80,000 部は事業者負担により作

成しました。さらに周知活動を拡大するために追加で作成した分は杉並区から支出しま

した。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

申込みは 189 世帯ありましたが、返却により、最終的には 145 世帯に設置しました。 

装置の稼働状況から、拒否・警告の件数は延べ 3,109 回で、１台あたり１ヶ月に平均４

回は拒否・警告したという効果が示され、自動着信拒否装置が振り込め詐欺等の被害防止

に効果的であることが認められました。 

また、申込者 189 名に対してアンケート調査を実施し、163 名から回答を得ました。調

査結果の概要としては、 

①設置した方の３分の１は設置が簡単であると感じているが、３分の１は設置が難し

いと感じていること 

②４割程度の方が設置したことによって迷惑電話が減少したと感じていること 

③６割近くの方が継続して設置することを希望していること 

などが挙げられます。 

このように、申込件数は多くなかったものの、設置した方には一定の満足感や安心感を
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

持っていただけたと考えられます。また、このアンケート調査では、迷惑電話を受けてい

る実態が多いことも把握できました。 

結果として、当事業の実施により、電話による詐欺被害から高齢者を守り、より安全で

安心な暮らしを確保することにつながったものと考えます。 

 

＜今後の課題＞ 

高齢者にとっては、装置の取扱いが難しいため、申込みの件数が伸びず、返品も多くあ

りました。事業開始当初、事業者は申込者宅への装置の設置までは行わず、必要に応じて

区職員が申込者宅に出向いて設置した例が数十件ありました。しかし、12 月後半になり、

事業者が申込者宅へ訪問して設置するという体制が整いました。杉並区の取組から、事業

者の企業努力が生まれたことになります。そのため、今後、同事業者のサービスを利用す

る場合、設置が難しいという理由での返品は減少すると考えられます。もっとも、そうで

あったとしても、高齢者にとっては取扱いが難しいという意見もあり、機器の改良もしく

は利用者をフォローする体制が必要であると考えます。 

また、他県では、地方公共団体と警察署が協力して自動着信拒否装置を設置する例もあ

り、警察署との連携が重要であると考えます。 

なお、詐欺の電話が架かってきたときに、高齢者の親心のスイッチがオンにならないよ

うにするため、犯人の手口に乗らずに警察署や名乗った本人の携帯電話番号に架けてみ

るといった注意喚起は引き続き実施していく必要があると考えます。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

             5,025 千円 

 

 

 

 

 

 

事業経費          847 千円 

うち、基金対象経費     847 千円 

（細目） 

・印刷経費          91 千円 

・消耗品           75 千円 

・郵送料           155 千円 

・利用料          526 千円 

・残額          4,178 千円 

 

≪杉並区のプロフィール≫ 

①人口 547,334 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 20.6%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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27．【新潟県】電話及びハガキによる高齢消費者の見守り事業 

 

＜事業概要＞ 

新潟県警察本部に「特殊詐欺被害防止コールセンター」を開設し、特殊詐欺の被害に遭

いやすい県内の高齢者等に対して架電とハガキにより注意喚起を行い、安全で安心な生

活が送れるよう見守りを充実させ被害防止を図りました。 

「特殊詐欺被害防止コールセンター」はコールセンター事業者に業務を委託して実施

しました。 

対象者は、捜査により入手した名簿のほか、ＮＴＴ東日本の電子電話帳「ハローページ

（個人名編）｣から名前が平仮名又はカタカナの女性、60 代～80 代の男女の名前ランキン

グ上位に該当する人を抽出して選定しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①電話による高齢消費者の見守り 

・見守り対象者 約 40,000 人 

・架電日数 平成 26 年１月 14 日から同年３月 27 日までの平日 51 日間 

・架電時間 午前９時から午後６時まで 

・架電目標(架電対応件数と架電不可件数の件数) 40,000 件 

・架電終了件数 40,263 件（目標に対し 100.7%、総架電件数 85,929 件） 

内訳 架電対応 37,282 件 

（注意喚起 30,165 件、留守電吹込 3,932 件、拒否・苦情 3,175 件、被害

申告 10 件） 

架電不可（不通・番号違い等） 2,981 件 

・相手方と電話対応（会話）が成立し、注意喚起ができ、さらに相手方から顕著な感謝

の言葉があった件数 12,275 件（架電終了のうちの 30.5％、注意喚起できた者のう

ち 40.7%） 

・対象者からは「特殊詐欺被害の注意喚起の電話とはがきをもらっていたところ、先日、

他人事と思っていたオレオレ詐欺の電話をもらったので、すぐこれが詐欺犯からの

電話だと分かり、対処することができた」、「電話帳から早速名前を削除したい」など

の反響がありました。 

・冬期期間の実施であった影響か、架電に対する在宅率（通話できた率）も高く、感謝

の言葉があるなど好意的な反応が多数ありました。 

・平成 26 年４月末日現在、架電等により注意喚起を行った高齢者等における特殊詐欺

の被害は認められませんでした。また、当初懸念された特殊詐欺被害防止コールセン

ター事業に乗じた詐欺手口の出現や被害なども認められませんでした。 

・平成 26 年１月 21 日に新潟県警察本部において開始式を実施した際には、県内のテ
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レビ局や新聞社が高い関心を示し、コールセンターの開設及び県内の特殊詐欺等の

被害状況等の報道が大きくなされ、県民に広く被害防止意識の醸成を図ることがで

きました。 

 

②ハガキによる高齢消費者の見守り（ダイレクトメール発送） 

・特殊詐欺被害防止用圧着はがきを使用 

・発送日 平成 26 年３月 18 日 

・発送対象 架電対象者 40,263 人 

・宛先不明等で返送されたはがき 1,182 件（2.9%）  

 

＜今後の課題＞ 

対象者を、捜査により入手した名簿のほか、ＮＴＴ東日本の電子電話帳「ハローページ

（個人名編）｣から抽出して選定したところ、架電対象者宅の在宅率は高く、抽出には成

功したものと考えます。しかし、電話帳登載名義の人はすでに亡くなっていることも多く、

ダイレクトメール発送後にその宛名表記に関する問合せ等の電話もあり、高齢者本人に

ターゲットを絞る抽出方法に課題を残しました。 

また、対象者からは、好意的な反応が多かった一方で、普段も電話勧誘などにあまり警

戒心を持たずに応対してしまうのではないかと懸念されました。 

なお、今回の事業期間中に架電等を行った対象者に被害はありませんでしたが、県内で

の詐欺被害等は減少していませんので、被害状況を分析のうえ、引き続きより効果的な防

止策等の検討、取組が必要であると考えます。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

             11,596 千円 

 

事業経費          8,818千円

うち、基金対象経費     8,818 千円

（細目） 

・委託費          8,818 千円

・残額           2,778 千円

 

≪新潟県のプロフィール≫ 

①人口 2,354,872 人（平成 26 年 1 月 1日現在） 

②高齢化率 27.8%（平成 26 年 1 月 1日現在） 
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28．【富山市（富山県）】通話録音装置による高齢消費者の被害防止 

 

＜事業概要＞ 

電話機への着信前に、「通話を録音する」というメッセージが流れる、事前警告機能の

付いた通話録音装置を、設置を希望する高齢者等世帯に無償で貸与し（最大 150 台）、高

齢消費者の被害の未然防止を図りました。 

対象者の募集に当たっては、地域包括支援センターが「特に見守りが必要な方」に対し

て、富山県警察本部が「被害に遭ったことがある方」に対して、それぞれが所有する情報

に基づいて個別に事業周知し、優先的に申請できるよう配慮しました。 

上記の申請状況を踏まえながら、市の広報による一般市民を対象とした幅広い周知活

動のほか、市の広報課経由でのテレビ・ラジオ・新聞を用いた周知、地区センターや富山

県消費生活センター、富山県消費者協会でのポスター掲示やチラシ配布による周知等、周

知対象の範囲を拡大しました。 

通話録音装置（設置費込み）は、消耗品費で予算執行し、入札の結果、家電量販店が落

札しました。 

なお、必要台数の予想が困難であったため、入札は単価契約とし、市で装置を常備する

必要がなく、必要数を柔軟に対応できるようにしました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

平成 26 年１月から３月の期間に通話録音装置を 127 台配置することができました。

様々な広報媒体を用いた周知活動により、多くの申込みを得るに至ったと考えられます。

通話録音装置の設置を必要とする方を募集した結果、「見守りが必要な方」のリストも作

成できました。 

富山県警察本部と協力体制について検討する中で、県警との関係が以前より密接にな

り、日頃の相談業務での情報交換や連携が円滑になるという効果もありました。 

また、テレビやラジオ、新聞等で事業を紹介してもらったこと、地域の様々な主体が周

知活動を行ってくれたこと、県警や地域包括支援センター等の他機関と連携したこと等

により、結果として、消費者被害に関する市民の意識高揚が図れたと考えます。 

なお、録音データは対象者からの連絡により、市職員が回収することにし、回収できた

録音データは、本人の了解のもと、警察等への情報提供や、消費生活センターで実施して

いる出前講座で音声データとして活用することなどを予定していましたが、対象者から

の連絡はなく、実施には至りませんでした。 

 

＜今後の課題＞ 

通話録音装置の設置希望者が何人くらい集まるか予想することが困難でした。機器の必

要台数の算定方法・調達方法等、事業規模の設定に工夫が必要であると考えます。 
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また、利用申請件数が伸び悩む理由として、「通話を録音されることに対する警戒感」を

持つ市民も少なくないと考えられます。富山市では、「通話録音装置の無償貸与」として事

業を展開しましたが、広く事業を展開するには、事前警告機能による抑止効果を重視して、

録音データの活用は限定するなどしたほうが、市民に受け入れやすいのではないかと考え

ます。 

地域包括支援センターから「高齢者を対象とした福祉関係の事業は、利用者や地域包括支

援センター等から口コミで事業が浸透していくことが多い」との意見がありました。今後の

事業の浸透を考慮すると、単年度ではなく、継続的に事業を実施することが望ましいです。 

メーカーの保証期間が１年あるものの、その後の装置の不調や故障にどのように対応す

るかは課題です。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 2,874千円

 

 

 

事業経費          1,987千円

うち、基金対象経費     1,987 千円

（細目） 

・機器購入費（設置含）   1,907 千円

・郵便料            25 千円

・消耗品            55 千円

・残額            887 千円

  

≪富山市のプロフィール≫ 

①人口 420,434 人（平成 26 年 1 月 1日現在） 

②高齢化率 26.5%（平成 26 年 1 月 1日現在） 
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29．【名張市（三重県）】名張市消費者被害防止ネットワーク・プロジェクト事業 

 

＜事業概要＞ 

名張市では、平成 25 年度から「名張市

消費者被害防止ネットワーク・プロジェ

クト事業」を実施。「地域づくり組織」を

はじめとする関係機関のネットワーク

化により、同プロジェクトの一環とし

て、民生委員、「まちの保健室」による見

守り等の消費者被害防止に係る各種取

組を進めました。 

「地域づくり組織」は、条例に基づき市内全 15 地域で組織され、住民提案型の施策に

寄与しています。地域の活性化につながっており、高齢者等への周知のために欠かせない

組織となっています。また、「まちの保健室」は、福祉施策として開始しましたが、今で

は地域づくり全般の中で位置づけられています。公民館に事務所があり、地域づくり組織、

民生委員等と連携した総合相談窓口になっています。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①訪問と電話による見守り（既存のしくみを活用するため基金対象外） 

・民生委員、まちの保健室に常勤する看護師等により 70 歳以上の一人暮らし世帯、75

歳以上の高齢者世帯等の約 3,300 世帯を対象に、日常実施している福祉的側面から

の訪問、電話による見守り支援活動の中で、消費者保護の側面から聞き取りアンケー

ト調査を実施し（回答:1,432 件）、併せて注意喚起を行いました。 

・プロジェクトの協力事業所として、生活協同組合（コープみえ）の参画を得、市内約

5,000 世帯の組合員を対象に、アンケート調査を実施しました（回答:2,012 件）。 

 

②高齢者宅に通話録音装置を設置し、録音データを法執行に活用 

 ・商品販売セールス等の実態調査及び録音データを法執行に活用する目的で、通話録音

装置を高齢者等の協力者宅 77 世帯に約１ヶ月間設置しました。 

・通話録音装置の準備に際しては、設置対象が主に高齢者世帯であることに配慮し、物

品の発注仕様に対象者宅への設置、取扱い説明、回収を盛り込み、一般競争入札（単

価契約）により購入しました。 

・77 世帯中 33 世帯で、延べ 102 件の録音データを回収しました。 

・犯罪被害発見時には、法執行に活用すべく警察との連携を図っていましたが、幸い該

当する事案は確認されませんでした。 

 

名張市消費者被害防止ネットワーク・プロジェ 

クト キックオフ大会（平成 25 年 10 月 21 日） 
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③消費者被害防犯ラジオ、自動着信拒否装置、無線防犯カメラ等の貸出 

・まちの保健室、民生委員等の訪問面接による見守り支援や消費者相談において、悪質

業者の撃退支援等の必要があると判断した消費者に対し、それぞれのケースに応じ

て貸し出すため、防犯ラジオ（電源のオン・オフに関係なく市役所からの緊急放送が

聞けるラジオ。900 台）、自動着信拒否装置（100 台）、無線防犯カメラ（４台）、セン

サーライト（20 台）を用意しました。 

 ※②で設置後に回収した通話録音装置も貸出しに活用 

   

 ④啓発・情報発信 

・地元のＦＭ放送により、消費者被害情報等を 11 月から３月末まで計 12 回定期的（月

曜日正午）に配信し、啓発機会を拡大することができました。 

・市民一人ひとりの意識高揚と被害の抑止効果を期待し、市の広報、ウェブサイトのほ

か、新聞、テレビ、ラジオ等のメディアに積極的に協力を求め、市内外に広く情報発

信しました。 

・ボランティア団体（72 団体）等が、高齢者の集いの場として地域の公民館や集会所

で実施しているサロンの場を活用し、各種のパンフレット等を配布するとともに、サ

ロンの主催団体を対象に講習会を開催しました。 

・事業実施に伴う各機関、団体への参画依頼に際しては、各々の会議会合の機会を活用

し、趣旨説明と併せて研修会を開催しました。 

・これら高齢者の集いの場や、事業に参画してくれた団体において、消費者問題に関す

る研修会等を延べ 20 回実施しました。 

・自動着信拒否装置の設置に名張警察署の警察官が同行するなど警察と連携を図り、三

重県警察本部が本事業を記者発表したことにより、メディアからの取材が増え、情報

発信の機会が増加し、消費者被害の抑止力となりました。 

・日本郵便㈱から、積極的な協力の申出があり、市内各郵便局へのパンフレットの設置、

高齢者等への注意喚起、情報提供等に関する協力関係を構築しました。 

 

このように行政機関相互の連携と地域組織、福祉団体等、市民と一体となった取組を行

った結果、市民の意識高揚が図れ、さらに民間事業者の積極的なプロジェクトへの参画申

出がある等、非常に大きな波及効果が得られました。 

 

＜今後の課題＞ 

アンケート調査により、被害の自覚がない方、体裁を気にする方、少額であるから誰に

も相談をしない方など相談窓口に来られていない潜在的な被害者が多いのではないかと

いう課題が現れました。 

今後は、こうした潜在的な被害も名張市から根絶することを大きな目標として、「ネッ
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トワーク」の結束を一層強固なものとし、高齢者自らが悪質商法だと見抜いて対応できる

力を身に付けていただけるような被害防止対策に取り組んでいきます。 

通話録音装置の活用については、事業者等との通話を伴うことから高齢者等には、非常

にリスクが大きく、また、法執行につなげるためには、本人から録音記録の提供が必要と

なりますが、後々の仕返し、逆恨みなども懸念するとの意見もあり、協力には消極的にな

らざるを得ない心理があるようです。 

一方、自動着信拒否装置については、着信時に容易に判断できるなどの意見が多く、消

費者のリスク回避には有効な機器であると考えられます。しかし、その設置にはナンバー

ディスプレイの契約が必要であり、契約に際しての初期費用、毎月の使用料の増加が高齢

者等には負担となり、設置を断念されたケースも多くありました。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

13,418 千円 

 

 

事業経費         13,418 千円 

うち、基金対象経費    13,418 千円 

（細目） 

①事業費         基金対象外

②事業費         6,019 千円 

・人件費         3,223 千円 

・備品購入費       2,321 千円 

・委託料          475 千円 

③、④事業費       7,399 千円 

・食糧費           3 千円 

・消耗品費        6,772 千円 

・備品購入費        309 千円 

・委託料          315 千円 

 

≪名張市のプロフィール≫ 

①人口 80,991 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.2%（平成 26 年 12 月 1 日現在） 
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30．【山陽小野田市（山口県）】悪質な電話勧誘による被害防止のための定期的な電話による

見守り 

 

＜事業概要＞ 

平成 24 年度に実施した 65 歳以上の単身高齢者世帯や 75 歳以上の高齢者夫婦世帯等を

対象とした「高齢者保健福祉実態調査」の回収世帯の中から、交流機会が少ないと回答し

た世帯を対象者として抽出し、電話による見守りを実施しました。架電は委託せず、市の

担当者や本事業のために雇用した調査員（臨時職員）が行い、定期的に情報収集や注意喚

起等を実施しました。 

対象となる高齢者には、郵送により書面で説明するとともに事業への協力を依頼しま

した。耳が不自由な対象者には、電話ではなく書面による情報収集や注意喚起等を実施す

る旨を説明しました。また、あらかじめ民生委員等に事業内容を説明し、対象者からの本

事業に関する問合せを担当課につないでもらえるようにしました。 

なお、本事業をかたる等の悪質業者による悪用を防ぐため、広報誌や市のウェブサイト

による周知を行いませんでした。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

435 世帯を対象とし、１世帯あたり３回程度（延べ 1,270 回）架電し、情報収集や注意

喚起等を実施しました。その結果、264 世帯において現在及び過去において問題があると

思われる勧誘を受けていたことが分かりました。主な聞き取り内容としては次のものが

挙げられます。 

・苦情の中で多かった商品は、「新聞」「海鮮物」「保険」「光回線」「化粧品」「健康食品」

でした。 

・264 世帯の多くが複数の勧誘を受けており、断っても勧誘を続ける強引な手口が多く

見受けられました。 

・高齢者の不安（健康、物覚え等）に強引につけ込む手口も多数見受けられました。 

・公共団体をかたる悪質な手口が多数確認できました（還付金詐欺等）。 

この 264 世帯のうち、特に悪質性が強いと思われる 72 件の相談については相談員に引

き継ぎ、ＰＩＯ－ＮＥＴに入力する等、情報の活用も図りました。相談員に引き継いだ 72

件の相談のうち、３件はクーリング・オフ等による解約を行いました。 

また、集中的に消費生活センターの電話番号から架電したため、対象者に対して消費生

活センターの周知と新鮮な相談事例の情報提供ができました。その結果、悪質な電話勧誘

等があった場合には、高齢者の方から自発的に連絡してくれるようになりました。 

事業によって収集できた情報は、行政資料として市のウェブサイトに掲載し、今後の消

費者行政の活性化を通じて、悪質事業者による消費者トラブルの情報収集や未然防止、市

民の消費者力の向上を図ります。 
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＜今後の課題＞ 

電話による見守り事業は手軽な反面、悪質事業者と混同されたり、悪用されたりするデ

メリットがあるため、今後、同事業を継続する場合は、改めて対象者に対する事業の説明

が必要であると考えます。その場合、個別に説明を行うことは困難であるため、例えば自

治会単位等に分割して実施することが好ましいと考えています。 

今後は、民生委員や介護支援連絡協議会と連携し、訪問を主体とした見守り事業を展開

し、市民が相談しやすい環境づくりを推進する必要性があると考えます。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

1,524 千円 

事業経費        1,069 千円 

うち、基金対象経費   1,069 千円 

（細目） 

・人件費等       1,030 千円 

調査員人件費等    931 千円 

職員時間外       99 千円 

・役務費          39 千円 

通話料         23 千円 

回線工事手数料     16 千円 

・残額          455 千円 

 

≪山陽小野田市のプロフィール≫ 

①人口 64,626 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 30.4%（平成 26 年 12 月 1 日現在） 
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

31．【福岡県】電話及びはがきによる消費者被害防止注意喚起事業 

 

＜事業概要＞ 

「特殊詐欺被害防止コールセンター」を設置し、特殊詐欺をはじめとする悪質商法へ

の注意喚起を行う架電及び啓発はがきの送付により、県民への注意喚起を図りました。 

業務はコールセンター事業者に委託して実施しました。 

対象者は、押収名簿（捜査の過程で押収された名簿）登載者のほか、ハローページ掲

載者で高齢独居女性と思われる人を抽出して選定しました。ハローページからの抽出

は、名前にカタカナや旧字体を含んでいる人を対象とする方法を採用しました。 

また、架電やはがき送付の結果によって、名簿登載者の転居や電話番号変更等の状況

などの情報収集も併せて行い、対象者への注意喚起と並行して名簿の精度向上ととも

に、啓発対象の分析及び捜査への活用を図れるようにしました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①架電業務 

 ・事 業 期 間 平成 26 年１月 14 日から同年３月 31 日まで（53 日間） 

・対象見込み 押収名簿 約 30,000 件、ハローページ 約 36,000 件、計 66,000 件 

・完 了 数 押収名簿   41,287 件、ハローページ   18,115 件、計 59,402 件 

※押収名簿は、当初計画を超える情報が取得されましたが、委託先の企業努力も

あり、全件に架電できました。また、架電は押収名簿を優先し、ハローページ

は委託期間内にできる範囲で行ったため、当初計画を下回る結果となりまし

た。 

（架電結果内訳） 

つながった

もの 

注意喚起に至った

対象者 

対話による注意喚起 31,376 件

留守電への吹き込み 6,756 件

拒否 1,824 件

つながらな

かったもの 

番号違い、不使用 8,599 件

不応答（３回架電するも応答なし） 10,847 件

合計 59,402 件

 

②はがき送付業務 

当初見込みどおり 30,000 件すべてに送付 

 ③手口公表等による啓発、行政処分・捜査活動への活用 

捜査への支障を考慮し、事業を通じて収集した情報を啓発資料として活用すること

はありませんでした。また、行政処分や捜査活動に結びつく事例はありませんでした。 

 ④事業の成果 
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

九州で初めての試みであったために報道各社から取り上げられたほか、対象者から

の謝辞を多数受理しました。 

  また、本事業により、実際に被害を未然に防止できた事案もありました。 

未然防止（被害阻止）事案４件  阻止金額 1,125 万円 

（うち、架電業務によるもの２件、送付業務によるもの２件） 

【未然防止事例１（架電）】オペレーターが架電先の女性から「今から定期預金を解

約するなどして払おうと思っている」等の内容を聴きだし、直ちに警察に通報す

るなどして被害を未然に防止しました。 

【未然防止事例２（はがき送付）】過去に現金を振り込むなど被害に遭っている女性

が、コールセンターから送付された注意喚起のハガキを見て自分がだまされてい

ることに気づき、警察へ通報して再被害の未然防止が図られました。 

 

＜今後の課題＞ 

①本事業実施にあたっては慎重に広報したが、このような取組を行う場合には、これを

悪用した「かたり」がないよう注意することが必要であると考えます。 

②業務の委託にあたり、個人情報の取扱いについて、委託業者に対してどのような契約

上の縛りを設けるか、どの程度の保護措置を求めるかは、このような事業を行う上で

は、必ず課題になると考えます。委託業者に対して、個人情報の取扱いを厳格化させ

る必要がある一方、条件にかなう委託業者は限られてしまうことも課題です。 

③継続的にこのような事業を行うには、予算の確保が課題となります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

             11,966 千円 

 

事業経費          8,649千円

うち、基金対象経費     8,649 千円

（細目） 

・委託費          8,252 千円

・印刷費           397 千円

・残額           3,317 千円

 

≪福岡県のプロフィール≫ 

①人口 5,093,885 人（平成 26 年 11 月 1 日現在） 

②高齢化率 23.8%（平成 26 年 1 月 1日現在） 
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

 

32．【臼杵市（大分県）】消費者被害防止防犯カメラ設置事業 

 

＜事業概要＞ 

臼杵市では、悪質な訪問販売による消費者被害防止のためにモデルエリアを選定し、既

存のケーブルテレビ回線を活用して、ケーブルテレビ加入者で希望する対象者の協力を

得て、防犯カメラの貸与・設置を行いました。 

対象者は、区長や民生委員等の協力を得て、ケーブルテレビに加入し、「安心生活お守

りキット」（※）を利用している、主に 70 歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯（消費

者被害に遭ったことがある、または、遭う可能性が高いと考えられる者）を優先的に選定

しました。 

実施に当たり、対象者と市とで個人情報の取扱い等に関して協定書を交わし、それに基

づき防犯カメラの管理を行いました。防犯カメラの映像は常時録画され、市の担当課に転

送される仕組みとなっています。日頃は録画映像を確認せず、悪質な訪問販売の事案が発

生したことを把握した場合に、はじめて市の担当者が録画情報を確認し、必要に応じて関

係機関に連絡・通報などの措置を講じることとしました。 

また、本事業の開始に伴い、市長の平成 26 年２月定例記者会見において、事業内容を

発表したところ、全国紙では朝日新聞（平成 26 年２月７日朝刊）、毎日新聞（平成 26 年

２月８日朝刊）、地方紙では大分合同新聞（平成 26 年３月６日朝刊）に取り上げられまし

た。 

  ※「安心生活お守りキット」 

福祉の取組として、70 歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯などを対象として、

地域の区長、民生委員による見守りを行う事業の一環として配布されているもの。

救急医療活動などに必要な情報を書いたカードなどが含まれる。高齢者など 5,000

人を超える加入者に対して配布されている。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 防犯カメラの設置台数・設置地区は非公表としています。臼杵市内のどの地区に何台設

置されているかを明らかにしないことにより、市全域での犯罪抑止効果が高まることが

期待できます。 

カメラを設置した対象世帯には、状況確認のために月数回程度の見守り電話を実施し

ました。しかし、平成 25 年度においては、防犯カメラでの消費者被害等の確認事案はあ

りませんでした。そのため、通報等の措置を行うには至っていません。 

モデルエリア内の約 2,400 世帯に対し、「防犯カメラ設置地区」と記載されたシールを

配布し、各世帯で玄関先に表示してもらいました。 

  平成 25 年度の消費者トラブルに関する相談件数は 156 件で、平成 24 年度の 134 件を

上回ったものの、防犯カメラ設置期間を含む１～３月に限ってみると、相談件数は 36 件
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Ⅳ．悪質事業者による消費者被害の防止の強化 

 

から 30 件へと減少しました。本事業により、悪質業者が近づきにくい環境整備に向けて

一歩前進したものと考えられます。 

 

＜今後の課題＞ 

市の担当者が、電話により対象者から悪質な訪問販売の事案が発生したことを聞き取

った場合にしか録画映像を確認しないことにしましたが、それでも、プライバシー保護へ

の懸念などから、設置希望者が想定ほどには集まりませんでした。 

平成 25 年度に貸与した防犯カメラについては、設置者の希望もあり、平成 26 年度も

継続して稼働させますが、その場合、カメラを設置した世帯への電話見守りも同様に継続

する必要があると考えます。 

防犯カメラの設置は、被害防止に一定の効果があると考えられますが、平成 25 年度は

実施期間が短かったため、今後、引き続き反響なども踏まえながら事業の効果を分析・検

証していく必要があると考えます。 

また、シールの配布は平成 26 年度以降においても、悪質事業者が近づきにくい環境整

備のために、対象地区の範囲を効果的に拡大していきたいと考えています。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

2,628 千円 

 

 

事業経費         2,628 千円 

うち、基金対象経費    2,628 千円 

（細目） 

・委託料 

消費者被害防止防犯カメラ設置委託料

             2,316 千円 

・印刷製本費 

消費者被害防止シール   312 千円  
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  ※臼杵市協働まちづくり会議 

副市長をトップに市の重要施策を多部局連携で検討するために設置。安心生活

部会では、消費者被害に遭わないための普及啓発等の取組についても議論し、庁内

の他課や庁外のケアマネージャー、社会福祉協議会などと情報の共有を図ってい

ます。 

 

≪臼杵市のプロフィール≫ 

①人口 41,486 人（平成 26 年 1 月 1日現在） 

②高齢化率 34.8%（平成 26 年 1 月 1日現在） 
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33．【青森県】適格消費者団体設立調査研究事業 

 

＜事業概要＞ 

既存の適格消費者団体等と活動のノウハウについて情報交換を行うとともに、広く県民

への普及・啓発を目的に適格消費者団体を考えるシンポジウムを開催しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

青森県消費者協会内に調査研究委員会を設置し、委員会の中で意見交換や情報交換を

行うとともに、適格消費者団体に関するシンポジウム（参加者 30 名）やセミナーの開催

（参加者 80 名）、先進地事例調査、ＮＰＯ法人消費者市民ネットとうほくとの意見交換、

調査研究報告書の作成を実施しました。 

青森県における適格消費者団体設立に関する課題等が整理され、青森県消費者協会が、

シンポジウムやセミナー等を開催するためのノウハウが蓄積されるとともに、既存の適

格消費者団体やＮＰＯ法人消費者市民ネットとうほくとのネットワークが構築されまし

た。 

 

＜今後の課題＞ 

適格消費者団体としての活動をしていくためには、最低非常勤であっても事務局職員

を確保する必要があり、事務局職員を雇用するための安定的な財源を確保することが課

題であります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

2,700 千円

自主財源 

3 千円

事業経費         2,703 千円 

うち、基金対象経費      2,700 千円

(１) 調査研究委員会開催費 

500 千円

(２)適格消費者団体を考えるシンポジウム

開催費  

 ①適格消費者団体に関するシンポジウ

ム開催 

217 千円

 ②適格消費者団体に関するセミナー開

催 

165 千円

 (３)既設置団体等との情報交換会費 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

①既設置団体との情報交換 

543 千円

②設置志向団体との情報交換会(NPO法

人消費者市民ﾈｯﾄとうほく) 

306 千円

(４)事務局経費  

 事務局補助員 1 名  

769 千円

 需用費 報告書作成経費  

166 千円

  事前調査旅費(とうほくﾈｯﾄ)  

17 千円

 セミナー出席旅費  

5 千円

 振込手数料 

 15 千円

 

≪青森県のプロフィール≫ 

①人口 1,354,366 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 27.5%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

34．【岩手県】適格消費者団体設立促進事業 

 

＜事業概要＞ 

適格消費者団体設立促進に向けた意識啓発をねらいとしたシンポジウムを、先進の適

格消費者団体や有識者等を講師やパネリストとして招聘し、県主催により、平成 25 年 11

月 2 日に盛岡市内で開催しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

シンポジウムには県内から約 50 名の参加があり、パネルディスカッションでは、それ

ぞれの立場から適格消費者団体の必要性や課題、今後の期待などについて意見交換が行

われました。パネリストからは、「消費者団体訴訟制度は消費者被害の抑止力となるもの

であり、適格消費者団体は各地域に必要」、「消費者団体訴訟制度ができたことで、消費者

にとっての武器である消費者契約法等の法律を上手く使えるようになった」といった意

見が出されました。 

地元の放送局や新聞に取り上げられるなど、県民に対する一定の周知が図られ、参加者

からは適格消費者団体について理解が進んだとの声があるなど、このシンポジウムの開

催を通して、適格消費者団体設立促進に向けた機運の醸成が図られました。 

 

＜今後の課題＞ 

参加者からは、県民に対して、制度や団体の必要性についてさらなる周知啓発が必要で

はないかとの意見もあり、継続した県民への周知が必要と考えられます。 

シンポジウムは、会場、関係者のスケジュールや県民の参加を考慮し、他のイベントと

重複しないように、開催時期を考慮する必要があります。 

  また、「消費者団体訴訟制度」・「適格消費者団体」という言葉自体が固い印象を受ける

ため、まず言葉を知ってもらうことが必要であり、県民への周知には、メディアを使った

広報を多く実施することが効果的と考えられます。 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

1,170 千円

事業経費           437千円 

うち、基金対象経費      437 千円 

（細目） 

 ・会場使用料        66 千円 

 ・報償費          89 千円 

 ・旅費           31 千円 

 ・需用費          201 千円 

 ・食糧費          11 千円 

 ・役務費          39 千円 

残額             733 千円 

 

≪岩手県のプロフィール≫ 

①人口 1,311,367 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.5%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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35．【仙台市】適格消費者団体育成補助事業 

 

＜事業概要＞ 

適格消費者団体の設立を目指す団体等の活動を助成等により支援 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

  適格消費者団体の設立を目指す「消費者市民ネットとうほく」

に対し、補助金を交付しました。補助金等に基づき以下の事業が

行われ、平成 25 年 3 月には NPO 法人格を取得しました。 

① 団体設立や消費者問題に関するシンポジウム・セミナーの

開催 

② 団体の会員の増加を図るための普及啓発活動 

③ 各地の適格消費者団体視察による情報収集 

④ 事務所開設による活動体制の整備 

 

＜今後の課題＞ 

適格消費者団体の認定を受けるためにさらなる体制整備及び

活動実績の蓄積が必要であり、引き続き支援していく必要があ

ります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

1,200 千円

事業経費          1,200 千円 

うち、基金対象経費      1,200 千円 

 （細目） ・補助金      1,200 千円 

 

≪仙台市のプロフィール≫ 

①人口 1,049,578 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 20.4%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

36．【山形県】適格消費者団体ネットワーク形成事業 

 

＜事業概要＞ 

県内消費者団体主催による学習会の実施 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

主催する消費者団体に補助金を交付し、補助事業として学習会を実施。一般県民、消費者

団体関係者、弁護士、大学関係者、行政等 73 名が参加し、消費者団体や多様な主体間のネ

ットワークの構築及び適格消費者団体にかかる知識の向上が図られたほか、東北で適格消

費者団体設立を目指しているＮＰＯ団体に対し、当日 4 名が正会員申込みを行った。 

 

＜今後の課題＞ 

東北における適格消費者団体設立に向けた活動としては、団体設立から認定までには

概ね 2 年の申請準備活動が必要であるが、その間、認定申請の要件である①正会員 100

名、②専門家の確保、③正味財産の確保を満たすために、さらなる活動の広がりを継続し

ていくことが今後の課題です。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

500 千円

 

 

事業経費           498 千円 

うち、基金対象経費      498 千円 

（細目） 

・負担金補助金         498 千円 

 《使用内訳》 

  講師謝金（謝金、交通費等） 

127 千円 

  会場費用（会場賃料、看板費） 

172 千円 

  印刷費（ﾁﾗｼ、ﾎﾟｽﾀｰ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ） 

199 千円 

残額               2 千円 

 

≪山形県のプロフィール≫ 

①人口 1,129,441 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.7％（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

37．【石川県】適格消費者団体設立促進支援事業 

 

＜事業概要＞ 

石川県では、北陸地域で初の適格消費者団体設立を目的として、県内の消費者団体が主

体となって消費生活や法律の専門家等を構成員としたネットワーク組織を設立し、適格

消費者団体の認定に必要な活動等を実施する消費者団体に対して支援を行い、適格消費

者団体の設立を促進しています。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

適格消費者団体設立に向けた消費者団体の動きに対し、県から補助金を交付し財政面

で支援したことにより、平成 25 年 12 月、県内の消費者団体や消費生活の専門家、法律

の専門家等を構成員とした「特定非営利活動法人 消費者支援ネットワークいしかわ」

が設立されました。 

 

また、同団体は、①消費者被害休日電話相談（月１回 全５回）、②休日無料法律相

談会（月１回 全５回）、③消費者教育プログラム作成研修会（参加者 36 名）及び④適

格消費者団体設立に係る講演会（参加者 50 名）などを実施し、適格消費者団体の認定

を受けるために必要な活動実績を積むことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜消費者教育プログラム作成研修会＞   ＜適格消費者団体設立に係る講演会＞ 

 

＜今後の課題＞ 

今後の課題としては、「消費者支援ネットワークいしかわ」は設立されたばかりである

ため、一定の会員数を確保し、財政面で安定することが必要です。 

また、適格消費者団体の差止請求権の行使に必要な相談業務を通じた情報収集につい

ては、初年度は相談件数が伸び悩み（消費者被害休日電話相談：８件、休日無料法律相談

会：５件）、期待するほど情報が収集できなかったため、今後、消費者に対する周知方法

のほか、県・市町の消費生活センター等との連携についても検討する必要があります。 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

＜事業の収支＞（消費者支援ネットワークいしかわ） 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

          3,000 千円

消費者団体自己資金            21 千円

 

 

事業経費          3,021 千円 

うち、基金対象経費     3,000 千円 

消費者被害休日電話相談    698 千円 

休日無料法律相談会          293 千円 

消費者教育プログラム作成研修会 

 491 千円 

先進事例学習事業              21 千円 

啓発事業                     613 千円 

事務局経費          761 千円 

消費税                       144 千円 

 

≪石川県のプロフィール≫ 

①人口 1,155,436 人（平成 26 年 11 月 1 日現在） 

②高齢化率 25.9%（平成 26 年 1 月 1日現在） 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

38．【岡山県】岡山県適格消費者団体設立支援事業 

 

＜事業概要＞ 

 民間団体との協働により、消費者被害の撲滅を目指すため、適格消費者団体の立ち上げを

目指す県内の団体の活動に対し、補助金を交付しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

  既存の適格消費者団体と情報交換を行うことで、早期の設立が促進できるとともに、先

進県の事例、情報等を本県の消費者団体制度等に活用することで、本県の地方消費者行政

の推進に寄与することができました。 

さらに、一般県民を対象としたシンポジウム（200 人規模）や無料相談会を開催するこ

とで、広く県民に消費者団体制度等を周知することができました。 

 

＜今後の課題＞ 

  当該ＮＰＯ法人が行う消費者問題に対する差止請求の申し入れの件数が少なかったこ

とから、今後はより多くの申し入れ活動が必要となります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

1,500 千円

その他収入       

14千円

 

事業経費          1,514 千円 

うち、基金対象経費    1,500 千円 

（細目） 

・アルバイト人件費     98千円 

・事業費                 1,416千円

① 適格消費者団体連絡協議会参加

適格団体への訪問研修 

② 相談会による情報収集、ホーム

ページ改善による情報提供 

③ 消費者被害防止事業としてセミ

ナー開催 

④ 検討委員会の開催(5回)申入れ、

再申入れの実施 

⑤ ニュースを発行し、会員及び対象

者に送付 

⑥ ﾊﾟｰﾃｲｼｮﾝ及び書籍の購入 

⑦ 申請にむけて活動内容の確認 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

⑧ その他消耗品等 
 

≪岡山県のプロフィール≫ 

①人口 1,945,208 人（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 26.8%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

39．【熊本県】適格消費者団体設立促進事業 

 

＜事業概要＞ 

 熊本県では、「第 2 次熊本県消費者施策の推進に関する基本計画」（平成 25 年度～29 年

度）に基づき、適格消費者団体の設立に向けた活動支援を行っています。 

 その一環として、平成 25 年度消費者行政活性化交付金「先駆的プログラム」を活用して、

「適格消費者団体設立促進事業」を実施しました。 

 当該事業では、県内で適格消費者団体を目指して活動をしている団体が行う次の活動に

対して、活性化基金を活用して支援を行いました。 

 

○適格消費者団体の認定に向け、差止申入れ活動に必要な相談会の開催や消費者に情報提

供を促すための広報啓発活動 

○適格消費者団体の認定に向け、会員及び資産を増加させるための消費者に対する広報啓

発活動 

○適格消費者団体の認定に向け、既に活動を行っている団体から教示を受けるための活動 

○消費者に対する消費者啓発活動及び団体の能力向上のための消費者啓発活動 

○その他、適格消費者団体の認定に向け、必要と認められる活動 

  

＜適格消費者団体を目指している団体の活動＞ 

 平成 25 年度事業では、適格消費者団体認定に至る具体的な工程表や活動実績等を提出し

た「NPO 法人消費者支援ネットくまもと」に対する活動支援を行いました。 

 NPO 法人消費者支援ネットくまもとでは、平成

26 年 1 月に県弁護士会と共催で「適格消費者団体っ

て、なに？～もうすぐできるよ、熊本に！～」を開

催し、大勢の参加がありました。加えて、勉強会や

相談会を開催するとともに、フリーペーパーで団体

の広報を行い、県民の理解促進を図りました。 

 さらに、認定後の活動をスムーズに行うためにも、

既に適格消費者団体として活動している団体から、

活動や訴訟の在り方等に関する教示を受けました。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

今回の事業により、適格消費者団体を目指して活動している団体を支援し、認定に向けた

活動の促進を図ることができました。当該団体に対する県民の認知度が上がり、平成 25 年

度当初会員数が 100 名弱であったのが、平成 25 年度終了時には、約 140 名まで会員を伸ば

すことができました。 

H26、1 月開催のシンポジウムの様子 
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Ⅴ．適格消費者団体設立の促進 

また、当該団体が実施した各種事業（相談会・勉強会・シンポジウム・広報啓発活動）や

それに係る広報啓発活動を通して、適格消費

者団体の制度自体の周知ができました。 

それにより、当該団体は、平成 26 年度中の

適格消費者団体認定を目指し、さらに、活発な

活動を行っています。 

 

＜今後の課題＞ 

 まずは、平成 26 年度に確実に適格消費者団

体認定を受けることができるように、県としても継続した支援を行っていく必要があると

認識をしています。 

 さらに、当該団体が適格消費者団体として認定された後を見据えて、熊本県消費生活条例

第 46 条に基づいた支援についての検討が課題の一つです。特に、当該団体が、消費者全体

の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができるよう、情報提供などの協力

を行う必要があり、そのための情報提供の在り方、情報共有化の在り方について検討を始め

たところです。 

 最後になりましたが、特定適格消費者団体の設立支援についての検討です。特定適格消費

者団体の認定を受けるためには、適格消費者団体としての適切な活動を行うことが必須で

すが、特定適格消費者団体は、被害回復を行うため、さらに認定に向けた高いハードルが想

定されるため、それに対する支援をどのように行っていくのかが課題です。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政活性化交付金 

6,989 千円

事業経費          6,745千円

うち、基金対象経費     6,701 千円

 

≪熊本県のプロフィール≫ 

①人口 1,794,233 人（平成 26 年 12 月 1 日現在） 

②高齢化率 26.9%（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

支援ネットくまもとのチラシを持つ
くまモン（消費者月間事業） 
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