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Ⅰ．消費者の安全・安心確保のための地域ネットワークの構築 
 

1．【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構築事業 

 

＜事業概要＞ 

・認知症サポーターでいう「キャラバン・メイト」を育成するカリキュラム作成のため、

地域ネットワーク構築のための実行委員会を立ち上げます。 

・実行委員会の作成したカリキュラムに基づき、消費者庁が作成する教材を活用し、地

域の多様な主体を対象とした研修を実施し、見守りの担い手（消費者見守りサポータ

ー）育成のための講師（消費者見守りメイト）を養成します。 

・実行委員会や研修の対象者としては、行政（消費生活センター、高齢福祉部局）、地

域包括支援センター、介護従事者（ケアマネジャー、介護ヘルパー）、民生児童委員

等です。 

・受講者が講師として活動する際に活用する印刷物（教材）を作成します。 

・受講者に対し、研修後アンケートにより当該研修による意識変化等を調査します。 

・受講者が所属する事業所等に対し、具体的な見守り活動の取組状況等のヒアリングを

実施します。 

・今後類似の取組を行おうとする他の団体が活用するための手引書を作成します。 

・主催は市とするが、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 

【実施方法】 

○形式：委託 

○主催：米沢市（事務局：高齢福祉部局） 

 

【実行委員会の開催】 

○本事業ではまず実行委員会を立ち上げ、第１回は次の事項について協議 

・見守りの担い手を育成するカリキュラムの作成 

・研修対象者（募集範囲）の選定 

・実施スケジュール 

第 2回は後述する研修終了後に開催し、次の事項について協議・報告 

・研修実施状況報告 

・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 
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【実行委員会の構成】 

属性 人数 

介護従事者 １ 

社会福祉協議会（民生児童委員事務局） １ 

地域包括支援センター ４ 

行政（消費生活センター） ２ 

行政（高齢福祉部局） ３ 

委託事業者 ３ 

合計 １４ 

 

 

【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 １回５時間×２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の

展開 

オリエンテーション 

【講義①】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 合計 

１回目 ２回目 

介護従事者 １２ １４ ２６ 

地域包括 ４ ２ ６ 

社協・老人クラブ １ １ ２ 

行政 ３ １ ４ 

一般 ２ ０ ２ 

合計 ２２ １８ ４０ 
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・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」及び冊子「高齢

者の消費者トラブル見守りガイドブック」を使用 

 

【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（以下「メイト」）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」（以下「サポーター」）

を養成する講座を開催 

・実施者数（実人数）４０名中３８名 

・開催回数（述べ回数）２８回 

・受講者数（サポーター数）４２２名 

・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 

・サポーターには教材として冊子「高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」を配布

（その他メイトが各自準備する資料もあり） 

・講座終了後、メイトと同様にシリコンバンド（みどリング）を贈呈 

 

【アンケート及びヒアリングの実施】 

・メイトに対し、サポーター養成講座実施後アンケートを実施 

・メイトの所属する事業所に対し、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 

 

【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 

についてとりまとめた報告書を作成 

（２）事業効果 

①アウトプット 

実行委員会 

・開催回数 ２回 

・構成人数 １４名 

消費者見守りメイト養成講座 

・開催回数 ２回 

・受講者数 ４０名 

消費者見守りサポーター養成講座 

・開催回数（述べ回数） ２８回 

・実施者数（実人数）  ３８名 
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・受講者数（実人数） ４２２名 

教材等製作数 

・メイト講座テキスト一式 ６０部 

・ＤＶＤ教材「高めよう！見守り力」 ６０枚 

・冊子教材「見守りガイドブック」 １，０００部 

・認定シリコンバンド「みどリング」 １，０００個 

・アンケート 回答数 ３６名 

・ヒアリング 実施事業所数 １団体 

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 

・手引書作成による類似団体への普及促進 

・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 

 

＜今後に向けた課題＞ 

【消費者見守りメイト養成講座について】 

・事業の目的、役割分担、伝えるべきポイントの明示（「見守り」「つなぐ」ことの重要性よ

りも、その使命感から消費者被害の現状を「伝える」ための準備に多くの時間を要してし

まい、サポーター養成講座を負担に感じるメイトが多かったです） 

・消費者見守りサポーター養成講座を一度も開催できていないメイトの原因調査と対策 

・メイトに対し継続的に消費者トラブル等に関する最新情報を提供していく環境づくり 

・メイト向けのフォローアップ研修会の開催（多くのメイトが事業継続の意思表示をしてい

るが、サポーター養成講座を一度開催してみて課題を抱える者が多かったです） 

・メイト同士の横のネットワーク作り（他のメイトはどのような講座を開催しているか参考

にしたいとの意見がありました） 

・研修対象者の拡大（福祉関係だけでなく宅配事業者等地域で日ごろから見守り活動を行っ

ている団体にも拡大できないか） 

 

【消費者見守りサポーター養成講座について】 

・サポーター養成カリキュラムのモデルプラン・手引書の作成（カリキュラム作成はメイト

に任せているが、何を伝えるべきか迷ったという意見がありました） 

・研修会場・資料・機材等についての情報提供（準備が大変だったという意見がありました） 
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＜事業の収支＞ 

年度に実施する先駆的事業に係る支出額（実績） １，４４８，２８０円 

事業の収支（決算ベース） 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

           1,448,000円 

一般財源  

               280円 

事業経費       1,448,280円 

うち、交付金対象経費 1,448,280円 

 （細目） 

  ・委託料      1,448,280円 

 

＜URL＞ 

（米沢市ＨＰ） 

http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1082.htm 
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/5130.htm 
 

≪米沢市のプロフィール≫ 

① 人口 83,867人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 29.0％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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2．【福島県】なりすまし詐欺被害防止対策推進事業 

 
＜事業概要＞ 

特殊詐欺被害の第１段階は、犯人からの電話であり、その電話の発生を認知した警察が、

発生状況を消費生活センター、金融機関及び市町村等の関係機関に通報し、関係機関の広

報媒体及びネットワークを通じて主に高齢者に対して注意を呼びかけます。 

犯人からの電話の発生を把握するためには、高齢者に対する通報依頼を広く実施する

必要があり、警察官が関係機関・団体と共に高齢者世帯を戸別訪問し、特殊詐欺に関する

マンツーマンの防犯指導を行うとともに、不審電話がかかってきた際の通報を依頼しま

す。 

併せて、個別訪問した際、高齢者の同意を得て、特殊詐欺への注意喚起及び通報を依頼

する内容を記載したポップアップシールを電話機に取り付けることにより、被害の未然

防止、早期発見及び拡大防止を図ります。 

  県内全域の高齢者世帯約 20万世帯に対して実施し、取組を県警察ホームページなどに

より情報発信します。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

   高齢者が電話でだまされ被害に遭うことが多い、なりすまし詐欺（振り込め詐欺等の

特殊詐欺のことであり、福島県では「なりすまし詐欺」の名称で被害防止広報を展開し

ています。）から高齢者を守るため、電話機に貼付してなりすまし詐欺への注意喚起を

促すポップカードを警察本部で 26 万枚作成して県内の 22 警察署に配分し、各警察署

において工夫を凝らした配布と防犯指導を行いました。 
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   主な配布方法は 

   ・警察官が、詐欺グループが犯行に使用していた名簿に掲載されていた高齢者世帯等

へ個別訪問し、防犯指導をしながら配布 

・消費生活センター、市町村、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、防犯ボランティ

ア団体、「なりすまし詐欺防止ふくしまネットワーク」加入団体による配布 

   ・小学生が高齢者宅を訪問して配布 

   ・警察官による自動車運転免許更新時講習、「敬老の日」式典等の高齢者の集会、デ

イサービスセンターなどにおける配布 

   ・警察官と防犯ボランティア団体の合同による金融機関利用高齢者への配布や各種

啓発キャンペーン時における配布 

   ・報道機関、県警ツイッターによる広報 

   であり、警察と関係機関・団体が連携した配布が行えました。 

    貼付した高齢者からは、「電話を使うたびにカードが見え、その都度気をつけよう

と思うようになりました。」との声が寄せられ、また、広報により自らポップカード

を希望する者もいらっしゃいました。 

 

（２）事業効果 

①アウトプット 

 ・ポップカード 26万枚の配布による注意喚起 

  ・高齢者に対する個別の防犯指導 

②アウトカム 

  なりすまし詐欺から高齢者を守る目的から、関係機関・団体からの協力を得ることが

でき、効果的な配布が行われ、地域一体となった高齢者見守りの気運が高まりました。 

  高齢者に対する防犯指導を行うことで、なりすまし詐欺に対する抵抗力の強化と安

心感の醸成を図ることができ、今後の被害防止が期待できます。 

 

＜今後の課題＞ 

  ポップカードの電話機付近貼付により、高齢者が不審電話を受けた際にポップカード

を見て冷静に対応してもらうことが期待できますが、そもそも不審電話に応答すること

がなくなる効果が期待されている警告アナウンス付き通話録音装置の普及を促進したい

です。 

  高齢者のなりすまし詐欺被害防止には、継続した注意喚起の広報による抵抗力の強化

と社会全体で高齢者を守る気運をより高めることが重要であり、そのため、福島県で平成

27 年から発足している、自治体、消費生活センター、金融機関、生命保険会社、交通機

関、医療福祉団体、マスコミ、その他民間企業等約 200団体で構築する「なりすまし詐欺

防止ふくしまネットワーク」の活性化と連携強化を図る必要があります。 
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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 

          2,557,440円 

 

事業経費       2,557,440円 

うち、交付金対象経費 2,557,440円 

 （細目） 

  ・印刷製本費   2,557,440円 

 

≪福島県のプロフィール≫ 

① 人口 1,953,699人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 28.1％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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3．【板野町（徳島県）】相談対応力強化事業 

 
＜事業概要＞ 

先駆的事業を活用して、地域の見守りに関係する機関・団体・一般消費者などを中心に

ネットワークを立ち上げ、ネットワークの構成員の資質向上、相互の関係強化、情報の共

有化を図りました。 

平成２７年１０月３０日、地域の見守りに関係する町内金融機関、警察、民生児童委員、

老人クラブ連合会、消費者協会、一般消費者、役場関係課、消費生活相談所などが出席し、

見守りネットワーク（板野町消費生活地域協議会）を立ち上げました。 

その後、事例に合わせた構成員を招集し、相談対応・連携体制を強化することを目的に、

事例検討会及び研修会を合わせて４回実施しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 ①アウトプット 

 ・板野町消費生活地域協議会発足 

日 時：平成２７年１０月３０日 午前１０時から正午 

主 催：板野町消費生活相談所 

  参加者：町内金融機関、警察、民生児童委員、老人クラブ連合会、消費者協会、一般消

費者、役場関係課、消費生活相談所など消費生活に関係する機関・団体  計２６

名が参加。 

  内 容：出席者全員の承認を得て、板野町消費生活地域協議会を発足。 

その後、徳島県生活安全課長より、特殊詐欺など消費生活トラブルに関する徳島

県の現状を、また、板野町消費生活相談所長より、相談件数が増加傾向にあるこ

となど、板野町の現状を報告。 

      また、研修会として、愛媛県（東温市・松前町・砥部町）の消費生活相談員武

田咲枝氏による講義『消費者の安全・安心確保のための地域の見守り』を実施。 
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Ⅰ．消費者の安全・安心確保のための地域ネットワークの構築 
 

・事例検討会（精神障害者の生活支援・金銭管理について） 

 日 時：平成２７年１１月２５日 午後３時から午後５時 

 主 催：板野町地域包括支援センター 

  参加者：精神保健福祉士、保健師、町福祉保健課、消費生活相談所  計９名が参加。 

  内 容：精神障害者のリフォーム工事契約に関する相談事例をもとに、今後の相談対

応・連携体制に生かすことができるよう助言を得ました。 

 

・事例検討会（身体障害者が交通事故にあったケース） 

  日 時：平成２７年１２月２２日 午前１０時から正午 

 主 催：板野町消費生活相談所 

  参加者：行政書士、交通事故相談員、相談支援専門員、相談支援員、社会福祉士、町福

祉保健課、消費生活相談所  計１０名が参加。 

 内 容：身体障害者が交通事故にあった相談事例をもとに、今後そのような相談があっ

た場合の連携方法、相談対応方法について協議。また、行政や団体の支援体制を

情報共有しました。 

 

・事例検討会（相続と遺言、遺産分割の手続きについて） 

日 時：平成２８年１月２８日 午後１０時から正午 

主 催：板野町消費生活相談所 

参加者:行政書士、民生児童委員、町税務課、社会福祉士、板野町消費生活相談所、計

９名が参加。 

内 容：独居の高齢女性の相続トラブル（成年後見制度を含む）に関する相談事例をも

とに、検討会を実施。相続、遺言、遺産分割などの手続きについて確認。 

 

 ・事例研修会（統合失調症と認知症について） 

  日 時：平成２８年２月１６日 午後１時３０分から午後３時３０分 

  主 催：板野町消費生活相談所 

  参加者：町内障害福祉サービス施設、民生児童委員、老人会、地域包括支援センター、

消費生活相談所  計２８名が参加。 

 

 内 容：高齢者や障害者の消費生活に関する相談が増加している中で、好ましい対応方

法や判断能力の不十分な方を支援する成年後見制度について、研修会を行いま

した。 
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Ⅰ．消費者の安全・安心確保のための地域ネットワークの構築 
 

 

②アウトカム 

  板野町消費生活地域協議会の設置によって、消費生活問題について徳島県内や町内の

状況を共有しました。 

また、事例検討会において、構成員それぞれの団体や行政にできること、役割について

情報を共有することにより、他機関の支援内容について把握することができ、新たな連携

体制を得るきっかけとなりました。 

 

＜今後の課題＞ 

  事例検討会を通して、現段階での担当者の連携はある程度確立することができたが、担

当者が変わった場合に引き継ぎをどう進めていくのかが課題として残りました。 

  また、板野町消費生活地域協議会の今後のあり方についてが、当面の課題です。 

 

＜事業の収支＞ 

事業の収支（決算ベース） 

歳入 歳出 

平成２７年度消費者行政推進交付金 

            372,000円 

その他                      692円 

 

 

事業経費         372,692円 

うち、交付金対象経費  372,692円 

 （細目） 

  ・講師謝礼     100,000円 

  ・研修資料代     26,692円 

  ・マニュアル印刷代 250,000円 

 

≪板野町のプロフィール≫ 

① 人口 13,648人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 29.7％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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4．【熊本県】市消費生活センターと警察署との連携推進支援事業 

 
＜事業概要＞ 

(1) 連携調整支援員の配置（熊本県消費生活課） 

消費者行政と警察双方の業務を把握した上で、両機関の連携調整を行うことができる

支援員（県警ＯＢ）を県センターに配置しました。業務内容は、 

① 市消費生活センターと警察署との連携推進支援 

② 警察と行政との意見交換会の実施 

③ 警察とセンター間における相談の繋ぎ 

④ 県消費生活センター相談員に対する助言、指導 

⑤ 各警察署への訪問（定期・臨時） としました。 

同支援員を配置したことにより、下記のモデル的取組を行う２市と管轄警察署との企

画会議・共同啓発事業、各市と警察署との意見交換、警察とセンター間の個別相談の繋ぎ、

警察との連携調整等、連携推進事業の推進に繋がりました。 

(2) 管轄警察署との連携を行うモデル的取組を行う２市（阿蘇市、人吉市）に対する支援事

業 

住民に身近な基礎自治体の消費者行政と警察署との連携がスムーズに進む方法を検証す

るため、モデル的取組を行う２市として人吉市と阿蘇市を選定し、連携推進事業の支援を

実施しました。 

人吉市では、管轄警察署との連携を図りながら、投資詐欺や振り込め詐欺の勧誘電話を

受けたり、実際に振り込め詐欺や訪問販売等で消費者被害に遭ったハイリスク消費者（高

齢消費者）等に対して電話録音機を貸与するとともに、消費者被害の未然防止に向けた取

り組みを共同で実施しました。 

なお、同市は、周辺町村との広域連携（人吉球磨地域１０市町村）による消費生活相談

対応を行っており、同広域連携による取り組みとして本事業を推進しました。 

阿蘇市では、管轄警察署とで共同で消費者被害の未然防止に向けた住民に対する啓発

等を積極的に行うことで、相談状況の変化を探りました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①アウトプット 

ア） 市消費生活センターと警察署との連携推進支援会議 

   ・ 平成 27年 8月 4日  人吉市、人吉署、多良木署 

   ・ 平成 27年 10月 16日 阿蘇市、阿蘇署 

イ） 共同啓発の実施 

・ 平成 27年 8月 14日、10月 15日、12月 15日 計 3回 人吉市、人吉警察署 

・ 平成 27年 4月 8日～2月 15日までの間 計 22回 阿蘇市、阿蘇警察署 
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ウ） 県消費生活相談員に対する助言 

    県消費生活センターで受ける相談に対して、地元自治体と警察署が連携をした方

がスムーズに事案処理できる事案について、その旨を助言しました。（30件）    

  例）・ パンフレット送付後に社債購入等を持ちかける劇場型勧誘の不審電話を受け

ていた独居の高齢女性からの相談対応に関し、地元自治体職員と相談者との繋

ぎ、地元警察署への情報提供を助言。 

    ・ 医療費還付金名目の不審電話を受け、地元自治体の相談窓口を訪問した 

高齢女性（夫と 2人暮らし）の相談対応に関し、地元警察署へ情報提供を助言。 

    ＊ 県警では振り込め詐欺被害防止を目的として被害の恐れが高い高齢者等に自

動通話録音警告機を無償貸与する事業を行っています。上記の連携による情報

提供をもとに、地元警察署が計 9人のハイリスク消費者方に同機を設置し、継続

した被害防止活動を実施しました。 

②アウトカム 

ア） 市消費生活センターと警察署が連携をしている在り方について、県内市町村に対

して情報提供を行い、その在り方を県内に啓発します。 

イ） 県消費生活センター相談員が、警察と連携すべき事案についての理解を深め、そ

の理解が、県から指導する市町村相談員に普及啓発されています。 

 

＜今後の課題＞ 

   フェイストウフェイスの関係を構築し、連携につなげることができたが、その関係性

をどのようにシステマティックなものにしていくのかが課題です。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

交付金  5,352,069円 

 

 

 

 

事業経費       5,352,069円 

うち、交付金対象経費 5,352,069円 

 （細目） 

  ・報酬           1,606,113円 

  ・一般共済費        236,140円 

  ・旅費               68,772円 

  ・一般需用費       152,604円 

・使用料         22,440円 

・市補助金  

人吉市補助    2,276,000円 

阿蘇市補助    990,000円 
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≪熊本県のプロフィール≫ 

① 人口 1,810,343人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 28.5％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－１地域での推進体制強化及び事業者等のコンプライアンス意識の確立等 

5．【山形県】大学と地域の協働による“高齢者を守るプロジェクト”による消費者教育 

～地域高齢者を大学・学生・地域みんなで見守り、詐欺的被害を減らすために～ 

 
＜事業概要＞ 

このプロジェクトでは、大学や学生、地域住民による消費者教育ネットワークを構築し、

消費者教育の担い手を育成する一方、大学と地域の協働により、広く消費者問題の現状を

知らせ、高齢者自らの被害防止啓発を図ることを目的としています。 

とりわけ、一人暮らしの高齢者、認知症的症状にある高齢者などが詐欺的行為によって

現金をだましとられる現状について、周囲の人々が問題意識を高めるために、主に高齢者

を対象とした消費者教育を計画的・定期的・継続的に行い、同年代の身近な高齢者の見守

りにつなげる必要があります。 

そこで、大学、ＮＰＯ法人、県、市町、地域住民との協働で企画実行委員会を立ち上げ、

プロジェクトを実施することとしました。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

まず、企画実行委員会を立ち上げました。事務局は東北公益文科大学の佐藤隆也研究室に

置き、メンバーとして、酒田市市民相談室長、酒田市及び鶴岡市社会福祉協議会地域福祉担

当者、酒田市中通り及び酒田市中町中和会商店街両理事長、鶴岡市消費生活専門相談員、庄

内消費生活センター消費者教育推進員、消費生活アドバイザー2名、東北公益文科大学学生

2 名の計 12 名で構成しました。このほか、アドバイザーとして弁護士１名、協力者として

近隣町役場の担当者や鶴岡警察署の生活安全課長も参画しています。 

 

このプロジェクトの主たる事業である学習会、すなわち学生の発案による「消費者レッス

ン」は、東北公益文科大学酒田キャンパス及び大学院鶴岡キャンパスにおいて、各 3回計 6

回開催しました。 

  参加者：酒田会場 64名（男性 30名、女性 34名 60代以上が 5割強） 

     鶴岡会場 96名（男性 56名、女性 40名 60代以上が約 8割） 
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Ⅱ－１地域での推進体制強化及び事業者等のコンプライアンス意識の確立等 

次に、商店街との連携事業も進めました。商店街の個店に啓発ポスターの掲示や啓発パン

フレットの掲出・配布を依頼、酒田市中通り商店街及び酒田市中町中和会商店街で計 109店

舗、3種類のパンフレットを計 2,370枚配布しました。また、啓発パネルを「酒田まちなか

キャンパス」で 10日間、酒田市交流ひろばで 6日間展示しました。 

 

さらに、消費者啓発イベントを酒田市内で実施しました。「酒田どんしゃん祭り」に合わ

せて店舗を借り、事務局代表の佐藤氏が担当の実践型授業とのコラボレーションによるパ

ネル展示を行ったほか、学生が街頭で啓発パンフレット等の配布を行いました。 

なお、実行委員の中で関連知識のない学生２名及び佐藤氏を国民生活センターの研修に

派遣し、地域で消費教育を推進するために必要な基礎的・実務的知識を学び、実践に活かせ

るスキルの取得とともに意欲の向上を図りました。 

 

学習会開催を周知するポスターの原案は、実行委員の学生が主導的に作成し、実行委員会

で検討しました。また、アドバイザーである弁護士の尾形稔氏から第１回の消費者レッスン

の講師をしていただくなど、実行委員とアドバイザーとの連携も図られたといえます。 

酒田市中通り及び酒田市中町中和会商店街の個店からは、ポスターの掲示や来店客にパ

ンフレット等を配布していただくなどの協力を得て、特に高齢者に対し注意喚起が図られ

たと感じています。 

今回、初めて大学機関が消費者教育に関わる啓発活動を実施できたことはとても意義が

あったと思います。地域における大学の役割はますます増えて、重要になってくることは明

らかです。大学内に設置した事務局が中心となり、地域の諸機関と連携した協力関係を築け

たことで、今後益々増えるであろう消費者被害に少しでもブレーキをかけることができれ

ばと思います。地域の人々が主体性を持って、「高齢者を見守る、そして見守られる」とい

う協働のファーストステップが構築できたといえます。 

  

＜今後の課題＞ 

まずは、参加者の人数確保であり、そのためには会場に来ていただけるための周知方法を

より一層工夫する必要があります。また、会場に来られない高齢者に対しての啓発活動とい

う観点も必要と思われます。さらには、被害を防ぐために地域の関係諸機関との連携体制つ

くりも大切であると考えます。 
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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 949,112円 事業経費           949,112円 

うち、交付金対象経費     949,112円 

（内訳） 

 １ 実行委員会経費         179,310円 

アドバイザー謝金・旅費     42,000円 

実行委員賃金・旅費    35,400円 

会場使用料            4,560円 

国セン研修参加旅費     97,350円 

 ２ 学習会経費             703,920円 

   講師等謝金・旅費      183,000円 

会場使用料         64,120円 

実行委員賃金・旅費    66,800円 

啓発資材作成費       390,000円 

 ３ 共通経費             65,882円 

   事務費             20,762円 

   資料等作成費         45,120円 

 

≪山形県のプロフィール≫ 

① 人口 1,129,560人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 30.5％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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6．【福島県】小学生の絵手紙を活用した消費者教育推進プロジェクト 

 
＜事業概要＞ 

喫緊の課題となっているなりすまし詐欺防止のため、小学生の絵手紙を活用した消費

者教育推進プロジェクトを、多様な主体の協力を得て開催しました。これは、なりすまし

詐欺被害者のほとんどが高齢者であることから、身近な存在（孫等）からの注意喚起が有

効であるとの考えから発案したものです。 

具体的には、地元小学校の協力を得て、夏休みの宿題（任意）などとして絵手紙を作成

し、そのコンクールを開催（募集は学校を通して実施）しました。ハガキの表面には身近

な高齢者の宛名を記載、裏面に絵手紙を作成してもらい、審査後に担当課が郵送しました。

この審査を経て入賞した作品は、なりすまし詐欺防止の共通イメージとして、ポスター等

に利用し、市町村、学校、金融機関や公共交通機関等の事業者の協力を得て各所に掲示・

配布し、なりすまし詐欺防止の周知・啓発を図りました。 

審査においては、低学年の部、高学年の部それぞれ特選、金賞、銀賞各 3名を選考。学

校として積極的に取り組んでもらうため、入賞者（特選）の在籍校には学校賞を用意しま

した。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

地元小学校の協力を得て、夏休みの宿題などとして児童に絵手紙を作成してもらいコ

ンクールを開催。県内 37校から 1,185件（低学年 545件、高学年 640件）の応募があり

ました。上記の審査の後、最優秀作品のポスターを作成し、市町村役場やバスの車内、JR

駅、公民館、地域包括支援センターなどに掲示。なりすまし詐欺の注意喚起に務めました。 
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この取組では、多くの小学生に参加してもらうことが出来、身近な消費者問題に関心を

持ってもらうことができました。特に低学年児童には、難解なテーマであったにも関わら

ず多くの申込みがあったことから、夏休みに親子で取り組んだことが伺え、結果的に親世

代への啓発にも繋がったと考えられます。また、出来上がった絵手紙は、大切な祖父母等

へ送られ、注意喚起になったことと思われます。最優秀作品の絵手紙がポスターとなり広

く活用されたばかりでなく、コンクール自体が新聞にも取り上げられ、広く波及効果があ

ったと考えています。 

 

＜今後の課題＞ 

より多くの小学校に参加してもらい、児童・保護者・祖父母など、家族の絆を深めても

らうとともに、家族のみんながこれまで以上に消費者問題に関心を持ってもらえるよう

にすることが重要です。 

 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 745,472円 

 

事業経費         745,472円 

うち、交付金対象経費   745,472円 

 （細目） 

  ・絵手紙コンクール  745,472円 

 

・入賞者・学校賞報償費 351,472円 

・審査員報償費      35,200円 

・参加賞需用費      280,800円 

・通信運搬費       78,000円 

 

≪福島県のプロフィール≫ 

① 人口 1,953,699人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 28.1％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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7．【富山県】元気な高齢者への情報提供モデル事業 

 
＜事業概要＞ 

地域の見守りネットワークを活用した消費者被害の未然防止等の取組みが行われる一

方、見守りの対象にならない「元気な高齢者」は、知力・体力ともに自信があることから、

様々な消費者啓発に触れても、自分自身の問題として捉えることができなかったり、ある

いは、年齢に伴う衰えによって知識が身に付きにくい状況にあり、結果として、消費者被

害にあったり、被害救済が遅れることが懸念されています。このため、①元気な高齢者に

対する効果的で確実な情報提供を行う新たな方法についてアンケート調査を行い、②そ

れを踏まえたモデル事業を実施することとしました。また、③上記アンケート調査で募っ

た元気な高齢者を対象として、消費生活に関する最近のトラブル事例等を配信するとと

もに、メールの受信に対する意識を窺うため、追加のメール調査を実施しました。 

 

① アンケート調査 

元気な高齢者を対象として、消費者被害等に対する意識や情報の記憶持続性等に関す

るアンケート調査を行い、元気な高齢者への効果的で確実な情報提供方法等について分

析を行いました。 

・調査対象者：県内の元気な高齢者 約 1,600人（高齢者が多く集う講座等への参加者） 

・調査方法  ：消費生活出前講座や地域での活動時等に調査票を配布・回収 

・調査期間  ：平成 27年５月～８月 

・調査項目（抜粋）：自分は消費者被害に遭うと思うか。 

          よく出かける場所はどこか。 

          どの情報源からの情報が記憶に残りやすいか。 

 

② モデル事業 

アンケート調査結果（上記①）の分析をもとに、元気な高齢者が多く集う施設等におい

て、消費者被害（悪質商法等）を効果的・確実に未然防止するための注意喚起を実施。ま

た、当該施設等を運営する事業者に対して、県消費生活センターの「くらしの安心情報」

をメルマガとして配信することとしました。 

・実施期間  ：平成 27年 11月～平成 28年３月 

・実施方法： 

・元気な高齢者が多く集う大型ショッピングセンター等における啓発チラシ等の 

配布や会員へのメール転送等による悪質商法未然防止等の注意喚起 

・当該施設等を運営する事業者に対し、「くらしの安心情報」をメルマガとして配 

信するなど、事業者等への定期的な情報提供 
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③ 追加のメール調査 

アンケート調査等（上記①）で募った元気な高齢者を対象として、消費生活に関する最

近のトラブル事例等を配信するとともに、メールの受信に対する意識を調べるため、追加

のメール調査を実施しました。 

     ・対 象 者：アンケート調査等で募った元気な高齢者 86名 

     ・配信回数：平成 27年 12月～平成 28年２月の毎月 10日頃（計３回） 

     ・配信方法：メール調査専用メールアドレスから BCCにて一斉送信 

     ・回答方法：本文の後に回答様式を設け、メールにで回答 

     ・質 問 数：毎回共通のものを含め毎回７問 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① アンケート調査 

元気な高齢者を対象に、消費生活出前講座や地域での活動時等に、調査票を 1,600枚配布

したところ、1,388名から回答を得ました（回答率 86.8％）。 

調査結果から、５割を超える高齢者が「（自分は）消費者トラブルの被害に遭わない」と

思っていることが判明。また、元気な高齢者のよく出かける場所の第１位が「大型ショッピ

ングセンター」（39.3％）、第２位が「田・畑」（37.5％）、記憶に残りやすい情報媒体の第１

位が「新聞」（66.3％）、第２位が「テレビ」（66.2％）という結果になりました。 

 

このアンケート調査結果の内容をもとに啓発チラシを作成して、②のモデル事業などで

配布することにより、消費生活トラブルに関する知識を常に身につけておくことの大切さ

を効果的に伝えることができ、高齢者の消費者トラブル未然防止の意識の高揚につながっ

たと考えられます。 

また、アンケート調査票の作成段階から、富山県くらしのアドバイザー（県委嘱）や関係

団体等と作業を共にしたことにより、くらしのアドバイザー等の高齢者への啓発意識が高

まり、結果としてアンケート調査票の配布やその後の啓発活動がスムーズに行われるとい

う効果もありました。 
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② モデル事業 

アンケート調査結果に基づき、元気な高齢者が多く集う場所を特定できたことから、消費

生活トラブルに関する情報を、効率的かつ確実に届けることができました。（詳細は下記の

とおり）。 

・地域の商店街において啓発チラシ等の配布（11月 29日） 

・大型ショッピングセンターにおいて街頭キャンペーンの実施（2月 15日） 

・JAの高齢者を対象とする講演会における啓発（3月 19日） 

・農業機械のフェア等において啓発チラシ等の配布（随時） 

・富山県くらしのアドバイザーによる消費者啓発講座における啓発（随時） 

加えて、悪質商法未然防止等の注意喚起を行った施設等の運営事業者に対して、県消費生

活センターの「くらしの安心情報」をメルマガとして配信することにより、事業者等への情

報提供や啓発にもつながりました。 

 

③ 追加のメール調査 

アンケート調査で募った元気な高齢者 86名に追加のメール調査を配信したところ、第１

回目は 29 名、第２回目は５名、第３回目は２名から回答を得るにとどまりました。また、

そもそも、この 86名もアンケート調査の回答者（1,388名）の 6.2％に過ぎないことも勘案

すると、本県の高齢者のインターネット利用はそれほど活発でないことが分かりました。  

このため、元気な高齢者に対して効果的かつ確実に情報を届けるためには、インターネッ

トによる情報提供もさることながら、当面は新聞やテレビなどを活用することが効果的で

あるとの結論を得ました。 

 

＜今後の課題＞ 

 アンケート調査結果から、人からの情報で記憶に残りやすいのは、家族であることが分か

ったため（第１位「子供・孫」（67.8％）、第２位「配偶者」（67.5％））、家族を通じた効果

的かつ確実な情報伝達方法を検証する必要があります。 

加えて、新しい悪質商法の手口が次々と出てきており、高齢者に消費生活トラブルに関す

る知識を常に身につけてもらうため、継続して新たな情報を届けていくことが必要です。 
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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 

           1,572,540円 

事業経費           1,572,540円 

うち、交付金対象経費    1,572,540円 

（委託費）        1,572,540円 

＜内訳＞ 

○アンケート・メール調査 

・アンケート作成費     48,600円 
・パソコンレンタル料     45,792円 
・アンケート設計分析謝礼等 60,000円 

○モデル事業  

 ・啓発物品作成費     792,954円 
 ・啓発実施謝礼       9,000円 

○賃金                     430,160円 

○消耗品           145,678円 

○事務費           40,356円 

 

＜URL＞ 

（富山県ＨＰ） 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1711/kj00015971.html 
 

 

≪富山県のプロフィール≫ 

① 人口 1,080,160人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 30.0％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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8．【兵庫県】教育委員会等との協働による消費者教育コーディネーター養成事業 

 
＜事業概要＞ 

消費者教育を地域や学校で推進するためには、コーディネーターの役割が重要である

ことから、日々の消費生活相談を活かした啓発活動や出前講座を行う消費生活相談員や

地域で活躍する消費者リーダーを、コーディネーターとして養成することとしました。 

具体的には、①教育委員会等との協働会議の開催、②消費者教育コーディネーター養成

講座の実施、③生活科学総合センターの消費者教育拠点化、といった施策を実施しました。 

 

① 教育委員会等との協働会議の開催 

学校や地域において消費者教育を推進するための方策や、求められるコーディネータ

ーの役割、消費生活センターの機能等を検討する協働会議を実施しました。 

 

≪構成員≫ 

 氏 名 役  職 

学識者 大本  久美子 大阪教育大学准教授 

市町 檜皮   実 西宮市消費生活センター所長 

県教委 西田  健次郎 兵庫県教育委員会事務局義務教育課長 

清瀬 欣之 兵庫県教育委員会事務局高校教育課長 

教員 篠原 隆子 洲本市立安乎小学校校長 

小笹 明子 伊丹市立伊丹西中学校教頭 

門脇 千里 兵庫県立西脇高等学校校長 

相談員 本荘 達子 (公社)全国消費生活相談員協会参与 

(宝塚市消費生活センター消費生活相談員) 

関係団体 馬場 新一 (公社)消費者関連専門家会議(ACAP)執行委員 

(神戸大学准教授) 

藤江 正俊 全国大学生活協同組合連合会 

大阪・兵庫・和歌山ブロック事務局長 

県 武田 成能 兵庫県生活科学総合センター長 

 

≪会議開催結果≫ 

 報 告 及 び 議 題 

第１回  

(27.7.8) 

○消費者トラブルの状況 

○兵庫県消費者教育推進計画「ひょうご“消費者力”アッププラン」 

◎学校や地域における消費者教育の進め方について 
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第２回 

(27.8.18) 

○兵庫県の作成した教材について 

◎消費生活センターの今後の取組について 

◎コーディネーターの役割について 

第３回 

(27.9.29) 

○高校における消費者教育について 

◎コーディネーター養成講座について 

◎本県の消費者教育の進め方について 

      ○報告 ◎議題 

② 消費者教育コーディネーター養成講座の実施 

地域や学校で消費者教育を推進するコーディネーターを養成するプログラムを作成し、

そのプログラムに基づいた県・市町相談員向け講座、消費者リーダー向け講座を実施しま

した。内容については、消費者教育の基礎知識だけでなく、学校、地域で求められる講座

の実施例や、ワークショップ等の手法を実践的に学ぶとともに、コーディネーターとして

の役割、活動方法を学ぶ講座としました。 

 

≪講座開催結果≫ 

 

 

 テーマ 主  な  内  容 講   師 

第 1回 

(27.11.24) 

「消費者教

育」に関する

基礎知識 

・消費者行政の概要 

・消費者問題の現状 

・兵庫県における消

費者教育の状況 

兵庫県消費生活課長 梶本修子 

兵庫県生活科学総合センター 

相談事業部長    武田 博 

同 企画研修課長 益田信行 

第 2回 

(27.12.15) 

消費者教育

について 

 

・消費者教育推進法

について 

・「消費者市民社会」

について 

大阪教育大学准教授 

大本久美子氏 

第 3回 

(28.1.21) 

消費者教育

実践例に学

ぶ 

・岡山県での実践事

例 

岡山県 

消費者教育コーディネーター   

矢吹香月氏 

第 4回 

(28.2.18) 

学校・地域に

おける消費

者教育 

・小学生等を対象と

した消費者講座 

・高齢者等を対象と

した消費者講座 

兵庫県消費者教育推進員 

柴田慶子 

平賀真理 

第 5回 

(28.3.4) 

 

消費者教育

の進め方 

 

・消費者教育の目標

と方法・教材 

(公財)消費者教育支援センター 

総括主任研究員 

  柿野成美氏 
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③ 生活科学総合センターの消費者教育拠点化 

コーディネーターが地域や学校において消費者教育を広めたり、実施を働きかけたり

するために必要な魅力的な講座の企画・立案等に必要な教材・資材等を、「県生活科学総

合センター」に集めることにより、消費者教育の拠点化を進めました。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

上記のように、教育委員会等との協働会議は３回、コーディネーター養成講座は５回開催

しました。 

教育委員会、消費者団体等多様な機関の参画による協働会議は計３回開催し、県が一体と

なって消費者教育推進にかかる気運が醸成されました。また、消費者教育コーディネーター

の養成講座については、プログラムの作成段階から、教育委員会や学校現場の教員に参画を

求めたことにより、教員研修で消費者教育が取り上げられるなど、学校での消費者教育推進

が活発化するという効果がありました。 

このように、消費者教育コーディネーターの着実な養成により、地域、学校における消費

者教育がより一層推進されていくことが期待されます。 

 

＜今後の課題＞ 

 人材育成に関しては、単年度の取組ではなく、息の長い活動が必要であり、国からの支援

が必要であると考えられます。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 2,000,000円 

一般財源            919円 

 

消費者教育コーディネーター養成事業 2,000,919円 

【内訳】 

① 協働会議の開催（３回）        466,230円 

＜参加者＞ 

教育委員会、消費者団体等  延 28名 

＜経費＞ 

委員謝金              102,000円 

委員旅費               47,693円 

職員旅費                9,190円 

リーフレット作成 

（消費者教育・高齢者向け）          260,280円 

資料作成                  47,067円 

コピー用紙               12,004 
コピー使用料（モノクロ）       6,207 
プリンタートナー等（カラー）        28,856 
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② コーディネーター養成講座（５回）  983,747円 

＜参加者＞ 

消費生活相談員、行政職員、消費者リーダー等  延

217名 

＜経費＞ 

講師謝金                        84,800円 

講師旅費                        45,400円 

職員旅費                        97,660円 

受講料                                 2,900円 

計画書増刷                       275,400円 

資料作成                 467,493円 

コピー用紙                        26,352 
コピー使用料（モノクロ）        13,664 
プリンタートナー等（カラー）        427,477 

消耗品（文房具等）                    10,094円 

③ 県生活科学総合センターの消費者教育拠 

点化                    550,942円 

＜経費＞ 

職員旅費                     23,230円 

啓発グッズ作成                        76,140円 

教材購入                       213,122円 

資料作成                 238,450円 

コピー用紙                        27,914 
コピー使用料（モノクロ）        14,474 
プリンタートナー等（カラー）        196,062 

 

≪兵庫県のプロフィール≫ 

① 人口 5,621,087人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 26.4％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－１地域での推進体制強化及び事業者等のコンプライアンス意識の確立等 

9．【徳島県】消費生活コーディネーターによる企画・提案型プロジェクト事業 

 
＜事業概要＞ 

消費生活コーディネーターが自ら企画・提案した、若者の地域の見守りや新たな担い手

育成等の事業を実施することにより、「消費者教育の担い手向けナビゲーション」を踏ま

えつつ、地域と地域リーダーの力を高めるとともに、消費生活コーディネーターを核とし

た担い手の輪を広げる活動を推進しました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

３つの地域の消費生活コーディネーターがそれぞれグループ（鳴門市・北島町・藍住町

５人、阿南市４人、小松島市３人）を作り、県が示す３分野からテーマ※を選択し、地域

の特性に応じた啓発を企画・提案。県が選定した企画を実行委員会（消費生活コーディネ

ーター、くらしのサポーター、行政職員）で話し合いながら関係機関、市町等の協力を得

て実施しました。 

※テーマ 

○若者の消費生活への関心喚起と地域の見守りや消費者活動への参加促進 

○プレ黄金期世代(６４歳までの退職を控えた層)への地域活動への誘導（退職後

のライフプランを考え始める世代を対象に、今後の生きがいとして動機づける方

策の検討） 

○高齢者等の消費者被害防止のための地域の実情に即した啓発 

 

【実施プロジェクトと参加者】 

① 鳴門市・北島町・藍住町グループ ３企画（高齢者対象） 

・高齢者のための消費生活無料相談会：北島町社会福祉大会参加者約 300名 

 ・癒しのふくろう手作り小物教室：くらしのサポーター友人 20名 

 ・高齢者消費者トラブル防止セミナー:福祉関係者 23名 

 

② 阿南市グループ ２企画（高齢者対象） 

・消費者被害を防ぐための敬老会での啓発プロジェクト： 

12会場で実施。敬老会参加者延べ 1,800名 

・伊島での消費者被害を防ぐための高齢者サロンでの啓発プロジェクト： 

お世話センター主催サロン参加者 17名 

 

③ 小松島市グループ １企画（若者･リタイアメント世代･高齢者対象） 

・みんなで守ろう安心な地域づくり啓発プロジェクト 

   幼稚園 ３ヵ所 延べ 245名 
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   シルバー大学校 OB会 ３ヵ所 延べ 68名 

   農協女性部役員会 １ヵ所 21名 

   消費生活講座   ４ヵ所 延べ 123名 

 

消費生活コーディネーターとくらしのサポーターが協働で事業を実施することで、コ

ーディネーター同士、また、コーディネーターとサポーターとのつながりが顕著に深まっ

ており、今後も継続できる可能性が見えたと感じています。 

また、地域の消費者行政担当課、社会福祉協議会、地域包括支援センター、消費者協会、

福祉施設、消費生活センター、婦人会、公民館、警察署、民生委員等の連携機関からも積

極的な協力を得ることができ、連携・協働が促進しました。 

さらに、啓発講座参加者が消費者問題に関心を持ち、講座で学んだことを地域の現場で

消費者を対象に実践したり、知人友人に伝えたりしている例も見られています。 

なお、阿南市グループが離島で初めて啓発を実施したことは成果であり、離島や山間地

など僻地での啓発の必要性も認識されました。また、小松島市で「消費生活相談 110番」

の看板が市内各所に設置されていることは、相談窓口が目に見える形で周知され、草の根

的に広がっている証と言えるでしょう。  

 

＜今後の課題＞ 

さらに多くのくらしのサポーターとの関係をどう深め活動を共にしていくか、また、リタ

イアメント世代等新たな地域リーダーの発掘・育成については、別途工夫が必要と感じます。

また、今回協力を得ることができた関係機関と、継続して日常的に連携を保つことができれ

ば、地域のネットワークが一層強固になると思われます。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

９７２，０００円 

 

 

 

 

 

事業経費     ９７２，０００円 
うち、交付金対象経費  

９７２，０００円 
 （細目） 
  委託料 
  内訳  
  ・講師謝金   ２８，８００円 
  ・消費生活コーディネーター謝金 

４６８，０００円 
・講師旅費      ６７０円 

  ・消費生活コーディネーター旅費 
          ２３，３０６円 
  ・需用費   ３０９，６４０円 
  ・会場借料    ３，０７０円 
  ・事務費   １３８，５１４円 
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＜URL＞ 

（徳島県ＨＰ） 

http://www.pref.tokushima.jp/shohi/coordinatehp/H27.html 

 

≪徳島県のプロフィール≫ 

① 人口 770,057人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 30.3％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

10．【宮城県石巻市】地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業 

 

＜事業概要＞ 

この事業は、生産地における収穫から出荷までの過程の紹介や、生産・収穫された物が

どのように調理・提供されているか、職人の技術等を含め、消費者に ICT技術を活用して

疑似体験してもらうことにより、食に関する正確な知識を醸成し、ひいては震災による風

評被害の払拭を図ることを目的としています。 

 

具体的には、プロジェクション・マッピングを活用し、世界三大漁場・金華山沖から獲

れる新鮮で豊富な魚介類を「寿司」という食べ方で魚介類の安全性・味の魅力を視覚的に

再現することで、収穫から調理に至るまでを体験する仕組みを構築しました。 

また、スマートフォン上で、魚介類の成育環境からさばき方、寿司として提供されるま

での過程を見ることができる食育 Web サイトを開設し、寿司ネタから元の魚が連想でき

ない子どもや、食育についておさらいをしたい親に利用してもらえるようにしました。な

お、同 Webサイトは英語版も作成し、日本を訪れた外国人観光客にも利用していただいて

います。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

まず、生産から料理の提供までの一連の流れをプロジェクション・マッピングにて提供す

るプログラムを３種類（金華さば・金華ぎん（鮭）・ヤリイカ）制作しました。続いて、同

プログラムを利用し、実際に消費者が疑似体験する食育体験イベントを、下記東京・大阪の

2会場で開催しました。 

 

 大阪会場：あべのハルカス近鉄百貨店本店 参加者 142名   

 東京会場：代々木ヴィレッジ       参加者 135名 

 

また、最終的に寿司として提供される魚介類の、生育環境から流通・加工過程までを見る

ことができるスマートフォン用食育 Webサイト（日本語版及び英語版）も構築しました。 
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

当該事業を通じた各種イベントの開催やコンテンツの活用によって、生産地の正しい情

報発信が可能となり、引いては生産現場から消費される家庭に至るまでの多様な担い手自

身の食の安全・安心に対する意識の向上が図られたと考えています。また、消費者への啓蒙・

周知が図れたことで、風評被害の防止と正しい消費者教育の定着にも貢献したと評価して

います。 

さらには、家族連れを中心とした食育体験プログラム参加によりもたらされる交流人口

の増加、街の賑わい創出、生産者の販路回復・産業復興にも寄与したものと考えております。 

なお、今回開発したプログラムや食育 Web サイトについては次年度以降も食育や観光に

係る市内イベント等において有効活用することが可能になっています。 

 

＜今後の課題＞ 

イベントへの参加者の反応等から非常に好評だったことが窺えましたが、今後更なる事

業の展開･継続には事業費の捻出が課題となることから、今回構築したコンテンツの有効活

用手法について改めて検討する予定です。 

 

＜事業の収支＞ 

 

＜URL＞ 

（石巻市ＨＰ） 

http://bonipin.com/theswimmingsushi/ 
 

≪石巻市のプロフィール≫ 

① 人口 148,798人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 30.1（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

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 

【内訳】 

・人件費        707,400円 

・機材関連費      2,369,520円 

・コンテンツ製作費   6,048,000円 

・イベント実施費    2,743,200円 

・広報関連費         2,160,000円 

・管理費               875,880円 
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

11．【岐阜県岐阜市】子どものための消費者教育講座（中学校対象） 

 
＜事業概要＞ 

岐阜市では、消費者教育推進法の制定前である平成 22年度から、岐阜市消費生活セン

ターと現場教員の協働により、中学校の家庭科において消費者教育を実践してきました。

そして、実践に必要な指導案と教材を市内中学校に提供してきました。しかしながら、こ

うした取組が岐阜市以外の地域にまで広く波及するという効果を生み出すまでは至って

いないのが現状です。 

そこで、中学校を対象とした行政機関、教育機関、研究機関、地域団体といった多様な

主体の協働を通じ、実践的消費者教育を容易に取り組むことができる教材を新たに作成

することにより、多様な主体の協働による実践的消費者教育が広く普及することを目指

しました。 

 

具体的には、岐阜大学教育学部教授の協力のもと、岐阜市消費生活センターと岐阜市教

育委員会が協働して、生活設計とそれに伴うお金の動きを考えることを通して、お金の大

切さや支出を計画的に行うことの必要性を理解し、今後の技術・家庭科における消費者教

育や自分の消費生活への関心を高めるための教材「わたしのライフ＆マネープラン」を作

成しました。また、出来上がった教材を使って、後述の中学校において、家庭科教諭と消

費者教育の担い手（消費生活相談員、岐阜大学教育学部教授、岐阜大学大学院生等）が協

働授業を実施しました。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

上記の「わたしのライフ＆マネープラン」を作成した後、下記市立中学において協働授

業を実施しました。授業は１回 50分～60分程度、各校の１年生及び２年生、762名の生

徒を対象としました。 

岐阜市立加納中学校 1年生  6学級 178名 

 岐阜市立長良中学校 2年生  4学級 124名 

 岐阜市立東長良中学校 1年生 5学級 173名 

 岐阜市立陽南中学校 1年生  6学級 197名 

 岐阜市立藍川東中学校 1年生 3学級 90名   
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

   

  

これらの協働授業の結果、どの地域においても多様な主体の協働による実践的消費者教

育を取り組むことができるよう、岐阜市 HP 及び消費者庁のポータルサイト等に指導案と、

生活設計ゲームを掲載する予定です。 

他方、生徒に対する教育効果についてみると、「実施後の意識調査」において、「家族に対

する見方・考え方」の項目以外、「よくできた、すごく変わった」「できたと思う、大体分か

った」といった肯定的評価が 90％以上を超えました。特に、②「支出には、どのような種類

があるか、分かったか」、⑥「将来のお金の使い方について、考えることはできたか」の項

目については、60％の生徒が「よく分かった、よくできた」と回答しており、一定の効果が

あったと評価しています。 

中学校家庭科の「身近な消費生活と環境」の分野の２時間目として実施した加納中学校で

は、その後の授業の中で、「購入方法や支払い方法の選択の視点」や「商品の必要性」、「ニ

ーズや生活様式を大切にした商品選択」等に当該事業の学びが生きた意見が増え、意欲的に

学習に取り組む生徒の姿が見られた旨、家庭科担当教諭より報告を受けています。 

また、長良中学校では、住宅の購入等で分割払いの手法を取り入れるなど、既習事項を活

用する姿が見られるとともに、それまでの学習の効果を再確認する姿も見られ、実践力の向

上が窺われます。 

 

＜今後の課題＞ 

この教材については、家庭科だけでなく特別活動や総合的な学習の時間等での活用も考

えられます。学習活動や時期に合わせて狙いをさらに具体化し、展開や意見交流の方法等を

工夫したいと考えています。 

また、今回は研修校において試験的に実施していただくことが多かったので、先行きはど

の学校でも実施でき、同じような効果が得られるか検証を重ねるとともに、多様な主体との

連携についても、よりよい実施方法を検討していきたいと考えています。 
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

１３３，７４４円 

 

 

事業経費      １３３，７４４円 

（細目） 

・消耗品費     ９３，７４４円 

・報償費      ４０，０００円 

 

＜URL＞ 

（岐阜市ＨＰ） 

http://www.city.gifu.lg.jp/22101.htm 

 

≪岐阜市のプロフィール≫ 

① 人口 413,995人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 27.1％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

12．【静岡県】ふじのくに災害時に備える消費者教育推進事業 

 
＜事業概要＞ 

静岡県では、消費者教育推進法を受けて、静岡県消費者教育推進計画のイメージマップ

の重点領域の教育目標の一つに「危機管理に関する情報を収集、理解し、災害時において、

また災害に備えて適切な消費行動をとれる力」を盛り込んでいます。 

この目標を達成するため、地域における防災教育・減災教育の推進や非常時に必要な情

報の整理を行うことを目的とし、非常時における合理的行動のための消費者教育につい

て、検討を行いました。 

 

具体的には、①「ふじのくに災害時に備える消費者教育推進 研究会 」の開催、②「災

害時に備える消費者教育推進モデル講座」の実施、③「ふじのくに災害時に備える消費者

教育推進 講演会 」の開催、④「災害復興相談センター（仮称）」の設置・運営指針にかか

る取りまとめ、などに取り組みました。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① 「ふじのくに災害時に備える消費者教育推進研究会」の開催 

「静岡県版イメージマップ」の重点領域の教育目標のうち「災害時、また災害に備えて適

切な消費行動をとれる力」を養うことを目的に、平常時及び災害その他非常の事態において

も消費者が合理的に行動できるために必要な消費者教育について、上記研究会を開催し検

討を行いました（計３回）。 

研究会は、常葉大学富士キャンパス社会環境学部、静岡県弁護士会、県司法書士会、県消

費者団体連盟、県社会福祉協議会、県ボランティア協会、ＮＡＣＳ中部支部静岡分科会、県

多文化共生課、危機情報課、教育総務課、県民生活課を構成員とし、災害を意識した適切な

消費行動をとれる力を養うための消費者教育の推進や、災害時における消費者からの相談

等への対応について検討しました。 

 

当研究会の開催により、災害時における消費行動、災害復興相談に対する構成員の理解が

深まるとともに、課題を明らかにすることにより災害を意識した消費行動のあるべき姿や

モデル講座の企画及び災害復興相談センター（仮称）の設置・運営の骨子について検討をす

ることができました。 

特に消費者に求められる消費行動については、平常時、発災時、復旧・復興時ごとの行動

内容をまとめ、その消費行動を養うために必要な講座企画案を作成することができたので、

次年度以降の事業実施につなげていきたいと考えています。 
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② 「災害時に備える消費者教育推進モデル講座」の実施 

県東部・中部・西部地域にて学校及び地域におけるモデル講座を実施しました。 

   

 

学校におけるモデル講座は、３つの小学校の４～６年生、計 156人の参加者を対象に実

施しました。一方地域におけるモデル講座は、住宅購入予定者や外国人を対象に４会場、

計 94 人の参加者に対して行いました。これに合わせて、「消費者教育から始める防災力 

防災・減災復興のためのヒント集」を作成し、学校講座へ 2,000部、地域講座へ 2,000部

（別にポルトガル語版 500部）配布してモデル講座等で活用しました。 

このほか、地元紙である静岡新聞（夕刊）に消費者の視点から防災力を高めるための「備

えて安心“もしも”のときのワンポイント講座」を全５回掲載しました。 

 

小学生に対する講座により、命を守る大切さを伝えるとともに、発災後の生活について

消費の視点で考え、備蓄（ローリングストック法）を実践するための意識付けを行うこと

ができたと評価しています。また、住宅購入予定者および県内在住のブラジル人に対する

講座により、耐震対策の重要性を伝えるとともに、発災後の生活について考え、備蓄（ロ

ーリングストック法）を実践するための意識付けを行うことができました。 

併せて、発災後に寄せられた消費者トラブルを紹介することで、悪質商法の手口を知り、

今後に備える重要性を伝えるとともに、困った時には消費者相談窓口へ相談するよう周

知することもできました。 

 

③ 「ふじのくに災害時に備える消費者教育推進講演会」の開催 

東日本大震災後、現地で活動をした弁護士・司法書士を講師に招き、災害発生後の相談

状況を伺い、相談窓口として必要な心構え、相談対応について、また、災害時に備える消

費者教育の推進について考える契機とするため講演会（参加者 75 人）を実施しました。 

 

④ 「災害復興相談センター（仮称）」の設置・運営指針にかかる取りまとめ 

上記、災害時に備える消費者教育推進研究会にて、災害復興相談センター（仮称）の  

役割について検討を行い、設置・運営指針骨子を取りまとめました。また、消費者からの

相談等に円滑に対応するため関係機関の連絡先を精査し更新作業を行いました。 

 

講師より災害時の様子の動画を紹介 だんご虫のポーズで身を守ろう！ アルミ缶を使ったコンロ作りに挑戦！ 
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被災後に不安を抱えた場合、相談が重要であるものの、相談することへのハードルを高

く感じている消費者が多いため、普段から相談する習慣をつける消費者教育が大切とい

う点が再認識できました。また、行政として、災害時の消費生活相談に対する相談窓口の

役割や体制についての骨子が整理できました。事前に想定される相談について、災害時の

相談窓口一覧の精査・更新ができ、利便性が高まりました。 

 

＜今後の課題＞ 

研究会にて検討したモデル講座の実施に向け、学校・地域等の関係機関と連携していく必

要があります。また、日常生活に溶け込んだ災害を意識した適切な消費行動を養うためには、

防災教育、消費者教育を行っている関係機関と連携し、講座等を行うなど働きかけをしてい

くことも必要です。 

一方、災害復興相談センター（仮称）設置・運営指針の骨子を基に、関係所属、機関と調

整し、今後、設置・運営指針を作成し相談体制を整備していく予定です。 
 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

交付金        4,909,927千円 

 

事業経費       4,909,927千円 

うち交付金対象経費  4,909,927千円 

 （細目） 

・報償費 

・旅費（委員） 

・旅費（職員） 

・食糧費 

・会場借料 

・委託料（モデル講座） 

・委託料 

（災害復興相談センター） 

242,500円 

25,309円 

97,270円 

2,200円 

42,650円 

3,760,000円 

 

739,998円 

 

 

 

≪静岡県のプロフィール≫ 

① 人口 3,770,619人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 27.3％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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13．【静岡県浜松市】消費者教育教員支援プログラムの開発 

 

＜事業概要＞ 

中学生期における消費者教育の充実を図るため、中学校技術・家庭科（家庭分野）の教

員を対象として、中学生が身近な消費者問題を考え、その解決や消費者の行動が環境や経

済、社会に与えることの重要性を理解するなど、消費者市民社会を意識した消費者として

の行動を育むことができる、教員用教材及び消費者教育指導ガイドを、モデル授業による

検証を踏まえ開発しました。 

  

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

中学生が身近な消費者問題を考え、その解決や消費者の行動が環境や経済、社会に与え

ることの重要性を理解するなど、消費者市民社会を意識した消費者としての行動を育む

ことができるよう、教員が授業で活用する教材及び指導ガイドを作成しました。 

なお、事業が円滑に行われるよう、教育委員会、学校及び教員との連絡・調整について

は、市が消費生活センターに新規配属した消費者教育コーディネーター（教員 OB）が支

援しました。 

 

（学校で必要とされる教材の調査） 

主な利用者となる家庭科教員計 11人にヒアリングを実施しました。また、中学校家庭

科研究部研修会における意見交換も 3回実施しました。 

 

（各種調査） 

他都市で行われている類似の事例調査を行ったほか、消費生活に関連する教育および

学校に派遣可能な出前講座について、情報収集と整理を行いました。 

 

（教員用教材の作成と配布） 

教材は「食育」をテーマとし（「よりよい現在と未来を考える食の選択－消費者市民に

なろう！－」）、昼食弁当の選択に環境への配慮、地産地消、フェアトレード等の視点も組

み入れたものを作成しました。この教材は浜松市内の国公私立全中学校 58校に計 120セ

ット配布しました。教材の作成にあたり、試作教材と指導案をもとにした模擬授業を市内

中学校 3校にて実施しました。 

 

（消費者教育指導ガイドの作成と配布） 

教材内容と活用方法及び授業実践例、他の教科との関連性や他の関連教育との連携、関

係課等の取組と保護者との連携等について、まとめた消費者教育指導ガイドを作成し、上

記教員用教材と合わせて 120部を配布しました。 
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関係するすべてのデータを収めた CDも配布し、改訂を加えられるようにしました。 

これらの取組により、教員は学校の状況に応じ、複数教材の組み合わせと指導ガイドの

活用によって消費者教育を実施していくことができるようになりました。 

また、模擬授業は消費者教育推進地域協議会委員、環境教育所管課の職員も参観し、教

材作成には事業者から写真の提供を受けるなど、関係者、関係機関等との交流、連携も促

進されました。 

加えて、全体として消費者教育コーディネーターと教育関係者との連携により事業を

円滑に実施することができ、市が当年から新規に配属していたコーディネーターの有用

性も確認することができました。 

 

＜今後の課題＞ 

家庭科教員が配属されていない学校でも有効活用されるよう、利用状況を定期的に把握

し、研修を行うなど利用促進を働きかけていくことが必要です。 

また、学校を中心とした地域での消費者教育の実践等更なる消費者教育推進につなげる

ためには、地域の生産者やフェアトレード製品販売店などの情報を、消費生活センターと関

係教育機関が連携して学校に提供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    5,000,000 円 

 
委託料               5,000,000円 
《費用内訳》 
ｱ.ヒアリング等調査        280,000 円 
  旅費など 
ｲ.教育研究会資料作成等       140,000 円 

通信運搬費など 
ｳ.関係機関資料収集等        161,500 円 
  通信運搬費、消耗品費など 
ｴ.教員用教材作成        2,406,060 円 

制作費、旅費、消耗品費など 
ｵ.指導ガイド作成           1,307,000 円 
  謝金、制作費など 
一般管理費            335,070 円 

計   4,629,630 円 
     消費税   370,370 円 
     合計   5,000,000 円 

 

 

≪浜松市のプロフィール≫ 

① 人口 809,027人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 25.8％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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14．【愛知県名古屋市】消費者市民社会普及事業 

 
＜事業概要＞ 

本事業は、消費者ひとりひとりの行動が、社会全体の改善や発展に大きく影響すること

を理解し、消費者である市民が主役となり、より良い社会を目指す「消費者市民社会」を

普及させることを目的としています。 

 

消費者市民社会に向けた消費者教育施策を検討するため、名古屋市では平成 26年度に

椙山女学園大学の東教授を中心に、フェアトレード・環境・防災・コミュニティを手がけ

る NPOなど市民活動団体、学識経験者、行政による意見交換会を開催しました。また「名

古屋市消費生活フェア」においてこの意見交換会のメンバーによるステージ発表や高校

生によるフェアトレード商品の販売などを行いました。 

こうした取組の過程で、「特に子育て世代をターゲットに行動を起こすきっかけづくり

が必要」との結論を得たことから、平成 27 年度「消費者市民社会研究会」を立ち上げ、

より具体的な議論を進めながら、平成 28年度に策定を予定している消費者教育推進計画

への反映を視野に、モデル事業を実施することとしました。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① 多様な主体の参加による共感的消費の普及促進 

企画コンペを実施し、「カンパイチャリティキャンペーン」の手法により寄付付き商品

の選択が地域課題（子どもの貧困など）の解決につながる仕組みを採用することとしまし

た。キャンペーンに先立ち、共感的消費の理念を広く普及啓発するためのキックオフイベ

ントとして「解決すべき子どもの問題」について考える市民参加による円卓会議を開催し

ました。 

※「カンパイチャリティキャンペーン」の概要 

参加店舗において生ビールを注文すると、1リットルにつき 1円が「あいち・なごや子

どもと作る募金」に寄付され、子どもの貧困などの問題解決につながる仕組み。参加店舗

数は 1,981店舗、集まった寄付金は 4,203,852円。 

 

事業検証として、カンパイチャリティキャンペーンの仕組みが消費者に共感を持って

選択してもらえたか否か、消費者市民の概念が普及したか否かのアンケート調査などを

実施しました。また、採択事業が自立的なモデルとして活用できるかについても検証しま

した。 

 

これらの取組の結果、消費者市民社会の普及・啓発の担い手となる団体等との連携及び

協働により、「カンパイチャリティキャンペーン」の手法を活用することで、共感的消費
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について広く周知・啓発することができました。「カンパイチャリティキャンペーン」に

ついては、平成 28年度も受託事業者が独自に取り組みを継続しています。 

 

 

② 消費者市民社会の普及・教育のための研究及び事業実施 

学識経験者や市民活動団体（フェアトレード、環境、防災、子育てなど）で構成する研

究会（消費者市民社会研究会）を計５回開催し、消費者市民社会の普及のための研究や事

業を実施しました。 

また、子どもやその親世代を対象に、消費者市民社会について理解を深めてもらうため、

契約や環境、フェアトレード、食、防災などをテーマにブースやステージイベントにより

学習してもらい、学習することで貯まるポイントを使って、フェアトレードなどの社会貢

献型商品の買い物も体験してもらう参加体験型イベント「なごや HAPPY タウン～こども

のまち～」を実施しました。 

 

これらの取組の結果、子どもやその親世代に向けた消費者市民社会の普及啓発につい

て、参加体験型による大規模イベントの手法を創出することができました。 

 

＜今後の課題＞ 

消費者市民社会の普及・啓発の担い手となる団体等との連携及び協働を踏まえ、今後もそ

のパートナーシップを活用していくことが重要です。 

なごや HAPPY タウンでは、今まで啓発による情報が届きにくかった子どもやその親世代

に対して、消費者市民社会の体験・学習の場を提供することができましたが、次の段階とし

て消費者市民社会の形成に向けた具体的な実践を含めた消費者教育の推進が必要です。 
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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 

            13,699,698円 

 

その他収入（イベント出展料等） 

          225,441円 

事業経費       13,925,139円 

うち、 

交付金対象経費    13,699,698円 

  

（細目）  

・報償費          46,600円 

・旅 費         49,060円 

・需用費          140,400円 

・委託料         8,267,548円 

・負担金         5,196,090円 

 

 

＜URL＞ 

（名古屋市ＨＰ） 

https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/kouza/event/index.html 
 

≪名古屋市のプロフィール≫ 

① 人口 2,269,444人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 24.0％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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15．【兵庫県】特別支援学校における消費者教育の推進 

 

＜事業概要＞ 

兵庫県では特別支援学校の学校数、生徒数が増加傾向にある中、現場の教諭から消費者教

育をどのように進めたら良いのかわからないという困惑の声が聞かれていました。そこで、

平成 24年度から消費者行政活性化基金を活用し特別支援学校における消費者教育に取り組

んでおり、平成 24年度には金銭教育プログラム「楽しいやりくり」の作成、平成 25年、26

年度にはそのプログラムを活用して、東播磨・北播磨地域の特別支援学校において先行的に

出前講座を実施し、平成 28 年度からは範囲を広げて全県的に開催することとしています。 

 そのため、障害者の消費者被害の実態、特別支援学校での消費者教育の実施状況、教育現

場での消費者教育のニーズなどを改めて把握するとともに、それをベースに新たなプログ

ラム開発・改良、教材作成を行い、そのプログラムを活用してモデル講座を開催することに

より、特別支援学校での消費者教育の推進に役立てたいと考えています。 

 

＜実施項目＞ 

①障害者の消費者被害の実態調査 

②兵庫県内の特別支援学校における消費者教育の実施状況の分析・考察 

③消費者教育のニーズ調査 

④特別支援学校向け消費者教育プログラム・教材の作成 

⑤消費者教育プログラムの実験講座の開催  

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① 障害者の消費者被害の実態調査 

県下の特別支援学校高等部の生徒の保護者及び教諭に対してアンケート調査を行い、

261名からの回答を得ました。 

 

② 兵庫県内の特別支援学校における消費者教育の実施状況の分析・考察 

平成 26年度に兵庫県消費生活課が実施した兵庫県内の特別支援学校における「消費者

教育の実態調査」を詳細に分析し、今後の課題等を検討しました（対象学校数 41校）。 

 

③ 消費者教育のニーズ調査 

特別支援学校での消費者教育事業を実施するにあたり、特別支援学校教諭や企業担当

者計 19名にヒアリングによりニーズ調査を行いました。 

 

 

 

45



Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

④ 特別支援学校向け消費者教育プログラム・教材の作成 

上記①～③の各調査結果を踏まえ、特別支援学校における消費者教育プログラム・教材

の作成、改良を行いました。 

 

（作成プログラム一覧） 

・楽しいやりくり 

・悪質業者にまけんぞう！スゴロク若者編（新規作成） 

・賢く使おう！ネットとスマホ 

・どんなおやつ食べてるの？ 

・リサイクル deシンプルライフ（新規作成） 

・ＴＰＯってな～に？  

 

また、全国消費者フォーラム等において、特別支援学校における消費者教育の取組を紹

介し、全国に向けて情報発信も行いました。 

 

⑤ 消費者教育プログラムの実験講座の開催 

本事業で作成したプログラム・教材を活用して、今後の出前講座開催の参考とするため、

実際に特別支援学校で出前講座を実施しました（開催回数：10講座）。 

 

これらの取組の結果、障害者の消費者被害の実態、特別支援学校での消費者教育の実施

状況、特別支援学校における消費者教育のニーズ等を的確に把握でき、教育現場で必要と

している消費者教育プログラム・教材を作成することができました。 

また、平成 24年度から平成 26年度まで、兵庫県（特に東播磨・北播磨地域）で実施し

てきた特別支援学校における先行的消費者教育を総合的かつ体系的に見直すことにも繋

がり、より充実した展開が可能となりました。 

 

＜今後の課題＞ 

特別支援学校での消費者教育をより一層推進するためには、学校における消費者教育の

時間を増やすことが重要です。カリキュラムの合間やオリエンテーションなど隙間の時間

に、教員自身が講師となって、今回の事業で作成した教材等を活用し消費者教育プログラム

を実施することが考えられます。そのためには、教員を対象とした研修や講座などを実施し、

教員自身の消費者力向上を図ることが必要です。また、情報リテラシーなど専門的な分野に

ついては、外部講師の力も活用できるよう経費面などの支援も必要です。 
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 

  3,000,000円 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校における消費者教育推進事業費 
                   3,000,000円 
【内訳】 
①障害者の消費者被害の実態調査      370,124円        
＜対象者＞ 
障害者の保護者、教諭等 261人 

＜経費＞ 
 調査にかかる人件費          322,650円 
 調査旅費                2,200円 
 需用費（調査票・封筒印刷）       22,485円 
 役務費（切手代・郵送代）        22,789円 
②特別支援学校での消費者教育の分析・考察 33,375円 
＜対象＞ 
 特別支援学校 41校 
＜経費＞ 
 分析にかかる人件費           33,375円 
③消費者教育ニーズ調査（ヒアリング）  168,063円 
＜対象者＞  
特別支援学校教諭、企業・作業所等 19人 

＜経費＞ 
 調査にかかる人件費           82,200円 
 調査旅費                24,530円 
 雑費・消耗品              61,333円 
④プログラム、教材作成        2,056,715円 
食材、衣料、契約等 ６プログラム 
教材作成数 ４セット作成 

＜経費＞ 
 作成にかかる人件費         1,230,900円 
 依頼旅費               196,660円 
 職員旅費                41,160円 
 教材作成費              288,347円 
  役務費                 18,444円 
 使用料                 15,394円 
 需用費（資料印刷）          240,214円 
 雑費・消耗品（プリンタートナー等）   25,596円 
⑤モデル講座の開催           269,423 円    
＜開催校＞ 
県内の特別支援学校  10講座 

＜経費＞ 
 調査にかかる人件費          109,000円 
 依頼旅費                43,250円 
 職員旅費                18,506円 
 雑費・消耗品              98,667円 
⑥報告書の作成             102,300円 
＜経費＞ 
 人件費                 81,500円 
 旅費                    19,800円 
 雑費・消耗品              1,000円 

≪兵庫県のプロフィール≫ 

① 人口 5,621,087人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
② 高齢化率 26.4％ （平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅱ－２体系立った消費者教育の展開 

16．【鳥取県】「エシカル消費」普及啓発事業 

 
＜事業概要＞ 

日本エシカル推進協議会が提唱する「倫理的消費（エシカル消費）」は環境や社会に配慮

した生産・消費行動を表す新たな概念ということもあって、鳥取県ではさほど広く浸透して

いない。そこで、本事業により県民の認知度を高めるとともに理解を深め、県内におけるエ

シカルな消費行動やライフスタイルの普及を促進することとしました。 

 

具体的には、①啓発シンポジウム「21世紀の新しい消費のあり方を考えるシンポジウム」

の開催、②「エシカル で いきましょ！～思いやりでつながる地域と世界、今と未来～」を

テーマとする地区別研修会の開催、③テレビ、ラジオ、新聞等による広報などです。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① 「21世紀の新しい消費のあり方を考えるシンポジウム」 

平成 27年 10月 30日に鳥取市民会館で標記のシンポジウムを開催、一般県民、消費者

団体、生産者、事業者、行政等から 214名が参加しました。同シンポジウムでは、エシカ

ル消費をめぐる様々な論点について、講演や懇話会を行っています。 

 

  
 

 

② 地区別研修会 

９月下旬に東部（鳥取市）、中部（倉吉市）、西部（米子市）において、「エシカル で い

きましょ！～思いやりでつながる地域と世界、今と未来～」をテーマに研修会を開催しま

した。外部講師による講演とグループワークによる内容で、市町村消費者行政等担当職員、

消費者団体、教育関係者等計 91名の参加がありました。 
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③ テレビ、ラジオ、新聞等による広報など 

テレビ、ラジオ、新聞によるメディアミックス広報を広く展開しました。30 秒のテレ

ビスポットは 1 日 8 本を 3 局で 10 日間連続放送、20 秒のラジオスポットは 1 日 15 回本

を 2局で 10日間連続放送。新聞広告も、地元新聞に全５段を用いて掲載しました 

 

 これらの取組により、県民の「倫理的消費（エシカル消費）」に対する認知度・理解度が、

向上したことは間違いありません。啓発シンポジウムの終了後、95％以上の参加者から「理

解できた」、「概ね理解できた」との回答を得ているほか、地区別研修会についても、認知度・

理解度が実施前の 14％から 31％に向上したとの報告が出ています。 

啓発シンポジウム後、「倫理的消費（エシカル消費）」の取組について、「良いもの」とし

ての認識とともに、「自ら実践していきたい」とする積極的な姿勢を持つ参加者が多く見ら

れました。このように、消費生活に関する意識が高い県民の一層の理解深化が図られたと評

価しています。 

 また、メディアミックスによる広報も、「倫理的消費（エシカル消費）」の認知度及び理解

度の向上と消費行動定着に向けた意識向上に少なからず貢献したと考えています。 

 

 

＜今後の課題＞ 

今年度実施した、地区別研修会、啓発シンポジウム及び高等教育機関と連携した啓発講座

においては、倫理的消費（エシカル消費）に関する一定の理解向上を図れたものの、参加者

がもともと消費生活に関して意識が高い層に偏っていたとも考えられます。このため、今後

は、関心度が相対的に低い中間層や若年層など、より幅広い層へ向けた一体的で効果的な啓

発を行っていくこととしています。 
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＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

消費者行政推進交付金 12,726,630円 

 

事業経費              12,726,630円 
うち、交付金対象経費  12,726,630円 
 （細目） 
［啓発シンポジウム］ 
旅 費          68,800円  
需用費            60,991円 
委託料         7,488,396円  
使用料賃借料       133,090円 

［地区別研修］ 
 報償費            150,000円 
 旅 費            119,140円 
 需用費             21,038円 
 使用料賃借料        28,800円 
［広報等］ 
 報償費            175,000円 
 旅 費            147,745円 
 委託料          2,228,580円 
［臨時職員雇用］ 
 賃 金             1,837,353 円          
 共済費                  267,697 円   
    計         12,726,630円 

 

＜URL＞ 

（「21 世紀の新しい消費のあり方を考えるシンポジウム」） 
http://www.pref.tottori.lg.jp/252740.htm 
 
（地区別研修会）  

http://www.pref.tottori.lg.jp/251688.htm 

 

（広報）  

http://www.pref.tottori.lg.jp/255487.htm 

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1019369/ethical5d@cs6.pdf  

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1019369/mimichan.pdf  

 

 

≪鳥取県のプロフィール≫ 

① 人口 579,309人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 29.3％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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17．【岡山県】幼小中高生向け消費者教育プログラム開発事業 

 
＜事業概要＞ 

自立した消費者を育成するために、「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幼児期から高校生期までを対象とした体系的消費者教育教材を開

発、作成しました。 

教材作成にあたり、内容の選定では、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、教育委員会などで構成）を開催し、検討。また、小中高生向

け教材については大学生や消費者教育コーディネーターが、幼児向け教材については消費

者団体が、それぞれモデル授業を実施しながら、改善を重ねて作成しています。 

      

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

① 消費者教育教材研究会の開催 

上述のメンバーで構成される消費者教育教材研究会を、27年 9月～28年 2月にかけて

計 3回開催しました。 

 

② モデル授業実施 

「契約」について教えるために、発達段階に応じたモデル授業を実施しました。 

幼児期では、保育園で紙芝居による消費者教育を行いました。3 歳児から 5 歳児の 47

名を対象に、紙芝居「ももたのおかいもの」を読み聞かせることにより、消費者教育の基

礎としての買い物の意味や約束を守ることの大切さを伝えました。講師役は、消費生活相

談員、消費生活センターの職員、コーディネーターなどです。 

小学校では、コーディネーターによるオンラインゲームの消費者トラブルを題材にし

た消費者教育を行いました。約束を守ることの意義や知識を深めたほか、ルールを決めて

規則正しい生活を送る大切さ等を伝えました。 
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高校では、岡山大学の法学部ゼミ生による消費者教育授業を、県立高校にて開催しまし

た。契約をテーマに現代社会の時間で実施し、未成年者契約について学びました。 

 

 

③ 教材 

上記のモデル事業で使用するため、幼児向けでは紙芝居「ももたのおかいもの」、小学

生向けは冊子とＣＤの授業パック「オンラインゲームについて考えよう」、中高生向けも

同じく授業パック「契約について考えよう」を作成しました。 

   

こうした事業に取り組むことで様々な効果があったと考えています。例えば、教材研究会

では、教育関係者と消費者行政関係者が教材を検討する中で、それぞれの発達段階での教材

内容や指導の注意点、消費者教育と学校教育との関わり方の認識が深まりました。 

また、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各学校等との連携が強化

され、学校教育現場や消費者教育に対する相互理解も深まっています。とりわけ、高校のモ

デル授業では、大学生が主体となって実施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たほか、高校生側でも、親近感を持って授業内容に取り組むことがで

き、効果的だったと評価しています。 

なお、今回作成した教材は、市町村等に配布、貸し出すことにより、今後、幼児期、学校

における消費者教育の充実を支援することができると期待しています。 
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＜今後の課題＞ 

作成した教材を、来年度以降、学校・市町村の出前講座や希望校で活用し、現場の意見を

取り入れながら、教材を改善し教師用指導書を作成することが必要だと感じています。 

２９年度には、体系的な教材を完成し、県内全校へ配付し、指導書に基づき、教材活用のた

めの教員向け研修会を開催する予定です。また、岡山版の消費者教育イメージマップではフ

ォローできていない分野についても教材のラインナップを整えていく必要があります。 

利用促進という観点では、特に学校教育等の現場で、負担感なく活用していただく方法の

検討が重要です。 

教材作成・普及に当たっては、既存の教材等の活用方法や消費者教育に関係する金融広報

委員会等との連携も検討したいと考えています。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金  

             3,944,021円 

委託料           3,944,021円 
 
主な内訳 
教材研究会委員謝金･旅費等   614,490
円 
教材作成 
・幼児期            700,240
円 
（モデル授業 講師料 資料代、各種監修費 
印刷製本費） 
・小学生・中高生向け        1,536,847
円 
（モデル授業 講師料 資料代、各種監修費 
印刷製本費） 
・事務費            800,295
円 
・その他           292,149
円 
  

 

≪岡山県のプロフィール≫ 

① 人口 1,933,781人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 28.3％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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Ⅲ 消費者被害回復制度の運用に向けた活動の支援 

18．【神奈川県】担い手育成支援事業 

 
＜事業概要＞ 

適格消費者団体の設立を目指し活動を開始した消費者団体（特定非営利活動法人消費者

支援かながわ）が行う、消費者被害情報の収集活動（110番の実施及び被害情報収集を目的

とするアンケートの作成・配布）に対する支援、団体の会員や寄付金の増加を図るための普

及啓発活動（特定非営利活動法人消費者支援かながわの会員募集のためのリーフレットの

作成・配布及びホームページの作成）に対する支援、既存の適格消費者団体との情報交換に

対する支援、業務に必要な事務機器及び執務参考資料の整備に対する支援を行いました。 

  
 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①消費者被害情報の収集活動に対する支援 

 神奈川県弁護士会・神奈川県司法書士会の後援で、身近な契約・解約トラブルなんでも 110

番を実施し、1件の相談がありました。特定非営利活動法人消費者支援かながわで取り扱う

被害事例の収集には直接結びつきませんでしたが、トラブル１１０番実施のノウハウを蓄

積することができ、今後、緊急性の高い事案が発生した場合に速やかに１１０番を実施でき

る体制整備につながりました。また、110番の実施について読売新聞が記事として取り上げ

てくれるなど、設立間もない特定非営利活動法人消費者支援かながわの存在を県民に広く

周知する効果も得られました。 

 被害情報収集を目的とするアンケートの作成し、協力生協を通じてアンケート用紙を配

布するとともに、WEBアンケートも実施しました（アンケート回答 501件を回収、WEBでは

500 名より回答を得ました）。景品表示法に基づく不当表示に対する是正申し入れ活動を行

うため通信販売における広告表示の問題点を探ることを目的としたアンケートでしたが、

健康食品、エステ、老人ホームなどの商品、サービスに対する問題点が指摘され、疑問を持

つ広告媒体としてはインターネット広告が多く挙げられていました。アンケートの結果に

より、不当な広告表示に関する情報収集を行っていくにあたり注目すべき分野、表記などを

確認することが出来たため、次年度以降、不当表示に関する情報収集活動を効率的に行うこ

とができます。 
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②団体の会員や寄付金の増加を図るための普及啓発活動に対する支援 

 活動紹介・会員募集のためのリーフレットを作成・配布するとともに、ホームページを作

成しました。設立されて間もない特定非営利活動法人消費者支援かながわの周知に役立ち

ました。また、ホームページを通じてアンケートの回答が寄せられました。 
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③既存の適格消費者団体との情報交換に関する支援 

 全国の適格消費者団体、適格消費者団体を目指す団体が集う協議会へ参加して、情報交換

を行いました。神奈川県内にも適格消費者団体を目指す団体が設立されたことを全国にア

ピールすることができ、今後、全国各地の団体と情報交換、交流がしやすくなりました。特

定非営利活動法人消費者支援かながわの本来業務である不当な契約条項、約款に対する是

正申し入れ活動に関し、将来適格消費者団体の認定を受けるためには、どの程度の実績作り

が必要かの目安を把握することが出来ました。また、適格消費者団体の認定を受けるための

組織体制、事務作業、課題などが明確になり、今後の団体運営に反映させることが出来ます。 

④業務に必要な事務機器及び執務参考資料の整備に対する支援 

 プリンター複合機やノートパソコンなどの事務機器や、執務参考資料として消費者契約

法第２版補訂版、コンメンタール消費者契約法第２増補版を購入しました。団体専用の事務

機器がそろったことで業務が遂行しやすくなりました。法令の解説書には適格消費者団体

の認定の要件が詳細に解説されており、今後、これらを参考に組織体制、業務体制、規定等

を整備していくことで、無駄のない組織運営が出来ます。 

 

＜今後の課題＞ 

 適格消費者団体の認定を受けるにあたっては、会員数が 100 名以上必要とされています

が、特定非営利活動法人消費者支援かながわの会員数はまだ 100名に達していません。会員

数増加は、会費に財政基盤を置いている特定非営利活動法人消費者支援かながわの財政基

盤の強化にもつながるため、引き続き、会員数の増加を図る方向での活動を続ける必要があ

ります。 

 また、会員数の増加を図るためには、特定非営利活動法人消費者支援かながわが具体的に

どのような活動を行い、どのような実績を有する団体なのかという点を広く県民に周知す

ることが有用です。そのためには、本来業務である不当な契約条項、約款等に対する是正申
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し入れ活動をより充実したものとすることが必要であるところ、その検討材料となる消費

者被害情報を収集するための実効性ある手段を確保するとともに、団体と県や市町村との

さらなる連携について引き続き検討していく必要があります。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

計 1,521,532円 

神奈川県消費者行政推進事業費補助金 

（地方消費者行政推進交付金） 

1,500,000円 

会費等 

21,532円 

計 1,521,532円 

① 消費者被害情報収集活動に対する支援 

679,168円 
ア  １１０番の実施   135,118円 
（細目） 
・電話回線開設（3 回線）   19,738円 
・広報                   105,840円 
・会場費                    8,340 円 
・担当者マニュアル聴取表印刷代 1,200円 
イ  アンケートの実施   544,050円 
（細目） 
・アンケート用紙印刷代   311,850円 
・ＷＥＢアンケート委託代  232,200円 
②団体の会員や寄付金の増加を図るための 
普及啓発活動に対する支援     351,864円 
ア  リーフレットの作成・配布 
（細目） 
・印刷代           107,784円 
イ  ホームページの作成 
（細目） 
・作成委託           244,080円 
③既存の適格消費者団体との情報交換に対 
する支援                     180,150
円 
（細目） 
・交通費・宿泊費          180,150円 
④業務に必要な事務機器及び執務参考資料 
の整備                       310,350
円 
（細目） 
・ノートパソコンの事務機器 260,000円 
・書庫                     38,880円 
・書籍代            11,470円 

＜URL＞ 

（特定非営利活動法人 消費者支援かながわＨＰ） 

http://www.ss-kanagawa.org/index.html 

 

≪神奈川県のプロフィール≫ 

① 人口 9,136,151人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 23.7％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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19．【京都府】消費者被害回復制度の運用に向けた活動の支援（消費者被害救済制度に関す

る周知・啓発事業） 

 
＜事業概要＞ 

 京都府と府内の市町村及び適格消費者団体が連携し、新制度の周知を図るため、適格消

費者団体に委託して、府内２箇所において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＞ 

適格消費者団体（特非）京都消費者契約ネットワークに企画・

運営を委託し、京都府と地元市町村の共催で「集団的消費者被害

回復制度（以下「同制度」という。）シンポジウム」を平成 27年

12月に舞鶴市内、28年 1月に京都市内で実施しました。 

同制度の内容や、最近の消費者トラ

ブル等について、弁護士がクイズなど

を交えながら一般消費者向けにわかり

やすく解説を行いました。 

２会場で合わせて１１６人が参加し、

アンケートでは、ほぼ全ての参加者か

ら同制度についてよく理解できた、概

ね理解できたとの回答を得ました。 

 

＜今後の課題＞ 

・消費者に向けての更なる制度周知 

・特定適格消費者団体の育成 

・特定適格消費者団体が行う訴訟に係る国の財政的支援 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 700,000円 

 

 

 

事業経費          700,000円 

うち、交付金対象経費   700,000円 

 （細目） 

  ・委託料       699,948円 

  ・旅費             52円 
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＜URL＞ 

（京都府ＨＰ） 

http://www.pref.kyoto.jp/shohise/201512symposum.html 
 
≪京都府のプロフィール≫ 

① 人口 2,574,842人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 27.5％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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20．【岡山県】適格消費者団体設立支援事業 

 
＜事業概要＞ 

 岡山県内に拠点を置く団体であって、適格消費者団体の認定を目的とした次の事業に対

して支援を行います。 

ア 活動のノウハウ等について、既存の消費者団体や適格消費者団体と情報交換を行う

為の事業 

イ 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 適格団体の設立や消費者問題に関するシンポジウムやセミナ一等の開催 

③ 事業者の不当行為への是正申し入れの検討 

④ 団体の会員や寄附金の増加を図るための普及啓発活動 

⑤ 適格消費者団体としての業務に必要な事務機器及び執務参考資料の整備 

⑥ 消費者庁への事前相談及び認定申請 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 適格消費者団体を目指す県内の団体が行う、情報収集活動や事案検討、セミナーの開催や

他の適格消費者団体との情報交換等の事業活動、認定申請に必要な事務機器等の整備等を

支援し、当該団体は平成 27年 12月 8日に適格消費者団体に認定されました。 

 消費者被害なんでも相談会（相談 7件）や事案検討会（5回）を開催したほか、団体の会

員増を図るための普及啓発活動を行い、また、適格消費者団体認定後には認定記念講演会を

開催し、本県での消費者団体訴訟制度の周知及び活用の促進ができました。 
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＜今後の課題＞ 

・適格消費者団体設立後の連携 

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一層の周知、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 2,000,000円 

 

適格消費者団体設立支援補助金 

2,000,000円 

事業経費                  2,010,477 円 

うち、対象経費           2,000,000円 

(補助金の主な使途) 

・事務所機能整備          1,508,410円 

・講演会、広報事業          258,381円 

・認定事前相談、申請活動    147,489円 

・その他           85,720円 

 

≪岡山県のプロフィール≫ 

① 人口 1,933,781人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 28.3％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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21．【福岡県】消費者団体活動活性化事業 

 
＜事業概要＞ 

消費者裁判手続特例法による消費者被害回復制度の周知を目的としたシンポジウム等の

イベントを開催します。また、特例法のほか消費者問題について 、消費者自らが消費生活

にあたり適切に判断・行動できるよう県民に対する啓発資料を作成し配付することにより、

周知を図ります。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

 平成 28年 10月から実施される「集団的消費者被害回復制度」について、広く県民に周知

をするために、シンポジウムを開催しました（県内、県外から 124名が参加）。また、「集団

的消費者被害回復制度」や消費者問題に関するチラシを作成し、県内の消費生活センターに

配布することにより、消費者被害の未然防止と救済を図りました。これらの事業を、県内に

おいて消費者トラブルや悪質商法の被害防止に取り組んでいる消費者団体に委託すること

により、消費者団体の活動を支援するとともに、地域全体での消費者問題への対応力向上を

図りました。 

 地域で活動する消費者団体、生協組合員、消費生活専門相談員等を通じ、周囲の方々に広

く啓発を行うことで、地域社会における消費者問題解決力の強化と消費者団体の活性化を

図りました。 

 

   

 

＜今後の課題＞ 

 法施行前であり、事務等において不透明な点があるため、今後の相談業務対応に向け、行

政職員、消費生活専門相談員の知識向上が必要です。 
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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 1,890,447円 事業経費       1,890,447円 

うち、交付金対象経費 1,890,447円 

       委託料 1,890,447円 

 

≪福岡県のプロフィール≫ 

① 人口 5,122,448人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

②高齢化率 25.4％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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22．【熊本県】消費者被害回復制度の運用に向けた活動支援事業 

 
＜事業概要＞ 

特定適格消費者団体の認定を受けるためには、組織基盤や活動状況をかなり強化しなけ

ればなりませんが、今年度に適格消費者団体の認定を受けた熊本県内の団体（１団体）は、

認定を受けたばかりであり、適格消費者団体としての活動もまだスムーズに進んでいない

状況です。消費者団体訴訟制度の担い手育成をするためには、まずは、適格消費者団体とし

ての活動遂行を支援することが必要なので、適格消費者団体等が行う次の活動に対する支

援を行います。 

ア 消費者被害 110番や無料相談会などの情報収集活動 

イ 消費者問題に関するシンポジウムやセミナー等の開催 

ウ 団体の会員や寄附金の増加を図るための普及啓発活動 

エ 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 

オ その他、適格消費者団体の担い手育成に必要な活動（全国及び地域の適格消費者団体等

との連携を図る事業を含む） 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

①消費者被害 110番や無料相談会などの情報収集活動 

全国適格消費者団体連絡協議会を平成 27年 9月に熊本市で開催しました。全国の適格消

費者団体及び適格を目指す団体等から約 100 名が参加し、全体会及び分科会で意見交換を

行いました。また、九州ブロック適格消費者団体等連絡協議会を翌日に開催しました。約 30

名が参加した全体会及び法律家部会において、各団体が抱える問題の解決策等について意

見交換を行いました。埼玉県で平成 28年 2月に開催された適格消費者団体連絡協議会へ出

席し、特定適格消費者団体等の設立に向けた他団体の活動等について情報収集活動を行い

ました。 

全国適格消費者団体連絡協議会や九州ブロック適格消費者団体等連絡協議会の開催、埼

玉県で開催された適格消費者団体連絡協議会に参加することにより、消費者被害回復制度

の運用に向けた情報を始め、様々な情報を団体が取得し、団体の活動強化に資することがで

きました。 

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 

県弁護士会との共催により、「消費者被害の根絶を目指して～行政と適格消費者団体の協

働のあり方～」シンポジウムを平成 28年 1月に熊本市で開催しました。約 100名が参加し、

基調講演やパネルディスカッションで意見交換を行いました。また、「ケイタイの２年しば

り」をテーマとした勉強会を平成 27年 11月に開催しました。勉強会では、裁判の報告と総

務省有識者会議の報告についての解説を受け、県民の消費者被害回復制度に対する理解を
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深めることができました。 

シンポジウム等の開催を通して、適格消費者団体の存在や抱えている課題を、県内で共有

化することにより、団体の活動強化に資することができました。 

③団体の会員や寄付金の増加を図るための普及啓発活動 

 チラシやパネルを作成し、適格消費者団体の活動についてＰＲを行い、会員募集及び寄付

金の増加を呼びかける等啓発活動を行いました。 

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 

 消費者団体訴訟制度の運用に向けて必要な活動を行うためには会員が関連する規程につ

いて熟知することが必要とし、規定集を作成し会員に配布しました。また、業務に必要な書

籍や事務用品等を整備しました。 

⑤その他、特定適格消費者団体の担い手育成に必要な活動 

 

上記の適格消費者団体への支援の在り方について、他県からの問合せ、資料要求、視察等

があり、全国に普及しているものと思料されます。 

 

＜今後の課題＞ 

適格消費者団体は、行政と両輪で消費者行政を担っており、公益的な活動を行う団体です。 

現在の交付金制度は、消費者被害回復制度の運用に向けた活動に対する支援ができるよう

になっており、大変有効な支援です。しかしながら、活動支援だけでは、今後の持続可能な

制度設計にはつながらないのではないでしょうか。適格消費者団体の公益性にかんがみ、制

度継続を担保する措置を国で検討いただくべきではないかと考えます。 

 

＜事業の収支＞ 

歳入 歳出 

地方消費者行政推進交付金 3,693,731円 

 

事業経費         3,693,731円 

うち、交付金対象経費 3,693,731円 

 （細目） 

  ・団体への補助金 3,597,000円 

  ・県事務費      96,731円   

 

≪熊本県のプロフィール≫ 

① 人口 1,810,343人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 28.5％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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23．【京都府】事業者団体と連携したコンプライアンス講習会の実施 

 
＜事業概要＞ 

食品表示法、景品表示法に基づいた適正表示等、企業内及び業界全体のコンプライア

ンス意識の向上を図るため、各業界団体と連携し、コンプライアンス講習会を実施しま

した。 

 

＜事業実施結果及び事業効果＞ 

（１）事業実施結果 

 平成 27年４月１日に食品表示法が施行されたことから、府食品表示法所管課と連携

して、食品関係事業者を対象とした食品表示法及び景品表示法に基づく適正表示のた

めの講習会を実施しました。 

 

ア 食品事業者のための食品表示セミナー「食品表示法と景品表示法の解説」 

  食品表示法施行に伴う食品表示の変更点及び景品表示法上の留意点を中心に、食

品表示に精通した外部講師（(株)消費経済研究所 食品検査部）を招いて実施しまし

たが、事業者の関心も高く、講演後には熱心な質疑応答が行われました。 

  なお、実施にあたっては、ＪＡ京都中央、府中小企業団体中央会、各商工会議所、

府商工会連合会等の関係団体に御協力をいただきました。 

  日時等：①  平成 27 年 11 月４日（水） 13:30～16:30 （亀岡市） 

② 平成 27 年 11 月６日（金） 13:30～16:30 （福知山市） 

③ 平成 27 年 11 月 10 日（火）13:30～16:30 （京田辺市） 

④  平成 27 年 11 月 12 日（木）13:30～16:30 (与謝野町） 

   主催：京都府 

参加者数：４会場 計 173人 

               
  イ 食品表示法・景品表示法説明会 

    消費者庁から講師を招き、「新しい食品表示制度について」御講演いただくととも

に、府職員より景品表示法上の留意点についての説明を行いました。 

講師：消費者庁・京都府職員 

     主催：京都府・京都市 

     日時等：平成 27年７月 21日（火）13:30～16:00 （京都市） 

参加者数：189人 
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ウ 事業者向け食品表示講習会 

  農産物直販所及び商工会関係者等に対し、食品表示の変更点及び景品表示法上の

留意点についての講習を行いました。 

 講師：京都府職員 

   主催：京都府 

   日時等：平成 27年 9月 15日（火）13:30～16:00 （井手町） 

   参加者数：46人 

 

エ 消費者相談の最近の傾向と知っておくべき法律（景品表示法）講座 

   講師：京都府職員 

   主催：京都府商工会連合会、宇治田原町商工会 

   日時等：平成 28年 1月 20日（水）19:00～21:30 （宇治田原町） 

   参加者数：13人 

 

 

（２）事業効果 

①アウトプット 

講習会を開催することにより、事業者に対し食品表示法の変更点及び景品表示法の

留意点について[安田1]周知が図られるほか、事業者の法令遵守の意識の向上を図る 

②アウトカム 

消費者の食に対する信頼の向上 

 

＜今後の課題＞ 

食品関係事業者以外の事業者に対するコンプライアンス講習の実施 
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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 600,000円 

 

 

 

 

 

 

事業費         600,000円 

（細目） 

資料作成等     113,888円 

講師派遣手数料   194,600円 

資料発送費      1,400円 

旅費         42,780円 

会場使用料他    247,332円 

≪京都府のプロフィール≫ 

① 人口 2,574,842人（平成 28 年 1 月 1 日現在） 

② 高齢化率 27.5％（平成 28 年 1 月 1 日現在） 
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