
地方消費者行政強化作戦2020

 第４期消費者基本計画（令和２年３月31日閣議決定）を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安
心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充することを目指し策定（対象期間は、令和２～６年度）

 地方の自主性・自立性が十分発揮されることに留意しつつ、地方消費者行政の充実・強化のための交付金等を通じて、地方における
計画的・安定的な取組を支援

 毎年度、進捗状況の検証・評価を行うなど、PDCAによる進捗管理を徹底

＜政策目標１＞消費生活相談体制の強化

【消費生活センターの設置促進】

１－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－１ 配置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

２－２ 相談員資格保有率75％以上

２－３ 相談員の研修参加率100％（各年度）

２－４ 指定消費生活相談員を配置（全都道府県）

＜政策目標３＞消費者教育の推進等

【若年者の消費者教育の推進】

３－１ 消費者教育教材「社会への扉」等を活用した全国での

実践的な消費者教育の実施

３－２ 若年者の消費者ホットライン188の認知度30％以上（全国）

３－３ 若年者の消費生活センターの認知度 75％以上（全国）

【地域における消費者教育推進体制の確保】

３－４ 消費者教育コーディネーターの配置の推進（全都道府県、

政令市）

３－５ 消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計

画の策定（都道府県内の政令市及び中核市の対応済みの

割合50％以上）

趣旨

政策目標

令和２年４月
消費者庁

都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援

３－６ 講習等 （出前講座を含む）の実施市区町村割合75％以上

【SDGsへの取組】

３－７ エシカル消費の推進 （全都道府県、政令市）

３－８ 消費者志向経営の普及・推進 （全都道府県）

３－９ 食品ロス削減の取組の推進（全都道府県、政令市）

＜政策目標４＞高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動

の充実

【消費者安全確保地域協議会の設置】

４－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

【地域の見守り活動の充実】

４－２ 地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用

する市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

４－３ 見守り活動を通じた消費者被害の未然防止、拡大防止

＜政策目標５＞特定適格消費者団体、適格消費者団体、消費者団

体の活動の充実

＜政策目標６＞法執行体制の充実（全都道府県）

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

【地方版消費者基本計画】

７－１ 地方版消費者基本計画の策定（全都道府県、政令市）

【消費者行政職員】

７－２ 消費者行政職員の研修参加率80％以上（各年度）
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地方消費者行政の充実・強化に向けた重層的な対策
【32.5億円（22.4億円）】

○地域の特性に応じた
・重要消費者施策への取組
・基礎的な相談体制整備

○全国共通の課題への対応
○情報ネットワークの強化

○地域のトップランナーの創出

地域の相談員が
力を発揮できる
環境づくり

ぜい弱な
消費者への
対応

消費者・事業者
協働の推進

新型コロナ
ウイルス感染症
への対応

モデル事業として、民間事業者等
と地方公共団体が連携して実施

国が直接事業を実施

地方消費者行政強化交付金による支援
24.5億円（20.0億円）
（うち、第3次補正6.0億円）

先進的モデル事業
1.1億円（1.0億円）

地方消費者行政人材育成等
1.8億円（1.4億円）

消費生活相談のデジタル化(国民生活センター)
5.2億円（新規）（第３次補正）

・相談員育成事業の強化

・高齢者等の見守り体制の強化

・国民生活センターにおける研修の充実
（オンライン研修、地方開催等の拡充）

・PIO-NETのデジタル改革
（相談者のアクセス向上、相談員の負担軽減）

等

・SNS相談の受付等、消費生活相談のデジタ
ル化
・自治体広域連携の推進
・相談員のメンタルケアの取組支援
・指定消費生活相談員の活動支援 等

・相談員の業務のPRなどを通じた相談員
のプレゼンス向上
等の事業を全国で実施

地方公共団体の自主財源による取組
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（１）受講者（821人）の構成
【性別】男性 199人（24.2％） 女性 622人（75.8％）
※（公社）全国消費生活相談員協会における会員の男性比率は3.5％。

（２）試験結果（受講者へのアンケート（450人から回答）等より）

【１次試験合格者】国民生活センター試験 128人、日本産業協会試験 23人
【最終合格者】 国民生活センター試験 115人、日本産業協会試験 13人
⇒就職支援サポートには34人が希望。2021年2月26日現在、消費生活センターに６名の就職が決定。
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【受託者】公益社団法人 全国消費生活相談員協会
【内容】e-ラーニングによる講座（全19回）、模擬面接・フォローアップスクーリング、就職支援サポート

令和２年度 消費生活相談員担い手確保事業の結果について

事業概要

事業結果

【年齢別】
・10代から70代まで幅広く受講。
・45～59歳が多く、この世代で半数以上
を占める。（52.7％）

・男性では55～64歳が多い。
（退職後の仕事として検討している方が多いと推察）

【相談員経験】有 236人（28.7％） 無 585人（71.3％）

• 受講者は、男性が２割以上を占める、相談員経験なしの者が多数など、潜在的な担い手候補の裾野を広
げる意味で一定の成果。

• 最終合格者を120名以上輩出し、現役相談員の資格取得（46人）も含め、資格保有者の拡大にも寄与。

まとめ
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対応困難者への相談対応標準マニュアルの作成について

 相談員が一人の対応困難者に掛かりきりになるこ
とにより、他の相談者の相談機会（時間）が失わ
れる

 消費生活相談員の精神的な疲弊

 消費生活センター等の消費生活相談において、
・丁寧な説明を繰り返しているにもかかわらず、
・社会通念から逸脱する主張・要求を止めようと
しない

相談者（対応困難者）への対応が課題。
（※）無理な対応を強要、執拗な電話、言葉（大声、罵詈雑言な

ど）、圧力（「ネットに書き込む」など）、暴力 など

 消費生活相談の現場からは、コロナ禍において、
こうした相談者が増えているとの声もある。

 地域の現場における対応困難者への対応につ
いて、実践的な対処法、行政サービスとして
の判断のよりどころとして、標準的な方向性
を示したもの。

・（公社）全国消費生活相談員協会へ作成を委託。

・有識者検討会、試用版を活用した実証実験、地方自

治体（名古屋市）からのヒアリング等を基に作成。

社会への負の影響

近藤 修 株式会社リンクマインド取締役専務

澤木 佐重子 （公社）全国消費生活相談員協会消費生活相談員

新明 一星 臨床心理士公認心理師 TCBTカウンセリングオフィス代表

橘 恵美 名古屋市スポーツ市民局市民生活部消費生活課長

（名古屋市消費生活センター所長）

百瀬 篤 東京都消費生活総合センター相談課長

横山 雅文 弁護士

（オブザーバー）

保木口 知子 （独）国民生活センター相談情報部長

＜参考＞検討会委員

標準マニュアル現状

しつよう ばりぞうごん
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対応困難者への相談対応標準マニュアル ポイント

対応困難者をできるだけ少なくすることが対策の一つ。

・先入観を持たず、平常心で対応

・丁寧に聞く姿勢

・対応できないことは「できない」と率直に伝える

・相談者に応じた分かりやすい説明・説得

相談者を説得できず、主張の繰り返し、罵詈雑言等
消費生活相談とは言えない状況になったら、「傾聴」か
ら「相談終了」へと対応を切り替える。

〇一定時間*、相談者の主張を聞き取り、説明。

→更に一定時間*説明を尽くしても、主張の繰り返

し、大声を出すなど話が進展しないときは、相談

終了の旨を伝え電話を終了。

〇罵詈雑言が始まったら、相談者の言動を制止し、そ

れでも止まなければ相談を終了。

（＊）一定時間としては、例えば目安として概ね30分程度が考えられる

が、相談内容、相談者によって異なる。

２．相談終了への流れ

〇相談員・職員のメンタルケア

・相談員、相談 担当職員全員の課題として共有

（１人で抱え込まない）

・臨床心理士など専門家の活用

〇研修（意見交換、ロールプレイなど）の実施

１．初期対応の重要性
〇二次対応者（職員）への引継ぎ

電話を切ることができない場合、相談員に対する非
難等の場合、二次対応者（職員）へと対応者を交替

〇複数の職員、庁内関係者との連携した対応

来所相談の場合には、複数の職員で対応、時間を区
切って組織的に対応することが考えられる。

（例）

相談員から引き継いだ職員が相談終了を告げ、退去を促す

→庁舎管理規則に基づく退去要請（警備員へ通報）

→従わない場合、警察に通報

３．組織での対応

４．日常の取組

ばりぞうごん

ばりぞうごん



事 務 連 絡  

令和３年４月１日 

都道府県消費者行政担当課長 殿 

消費者庁地方協力課長 

（公印省略） 

令和３年度地方消費者行政強化交付金の更なる活用の検討について（依頼） 

平素より、消費者行政の推進に多大なる御尽力をいただき、ありがとうございます。 

本日、令和３年度地方消費者行政強化交付金の交付決定を通知いたします。お忙しい中、

交付金の適正な執行に向けて御協力をいただきありがとうございました。 

令和３年度地方消費者行政強化交付金については、予算に余りがあることから、追加の

交付申請が可能です。追加の交付申請に係る〆切等の具体のスケジュールについては、調

整次第、別途お知らせいたしますが（計画書の〆切は５～６月頃を想定）、地方議会等のス

ケジュールを踏まえ、可能な限り早めに検討の着手をしていただけますと幸いです。

特に、令和３年度地方消費者行政強化交付金において対象としている 

（１）情報化の推進（テレビ会議システム、メール等を活用したオンライン相談受付、タ

ブレット端末等を用いた見守りの導入など） 

（２）自治体間連携の促進による相談体制の維持・充実（指定消費生活相談員の活用、都

道府県による市町村支援、広域連携の立ち上げなど） 

については、引き続き、積極的な活用を御検討いただきたく存じます。 

また、交付金の活用検討に当たっては、別途消費者教育推進課から通知される「地域の

高齢者等へのデジタル化に対応した消費者教育推進のための令和３年度の地方消費者行政

強化交付金の活用について」も御覧ください。 

なお、追加の交付申請は強化事業、推進事業ともに対象とする予定です。 

各都道府県におかれては、本内容を御確認いただくとともに、管内市区町村への周知方、

よろしくお取り計らい願います。 

（添付資料） 

・令和３年度地方消費者行政強化交付金の概要

・令和３年度地方消費者行政強化交付金強化事業実施メニュー
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（１）情報化の推進（テレビ会議システム、メール等を活用したオンライン相談受付、タブレット端末等を用いた見守りの導入など）
（２）自治体間連携の促進による相談体制の維持・充実（指定消費生活相談員の活用、都道府県による市町村支援、広域連携の立ち上げなど）

＜補助対象＞
消費者行政に関わる
・消費生活相談員
・行政職員
・教員

地方消費者行政強化交付金

○ 国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体を支援

○ 消費生活相談員、消費者行政職員等のレベルアップのため、消費者トラブル等に関する研修の参

加に必要な経費を支援

○ 引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援

令和３年度予算 １８．５億円
令和２年度補正予算 １３．８億円

２ 重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化

３ 国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業

（１）社会のデジタル化の進展・電子商取引の拡大への対応
（２）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）への相談対応
（３）消費者教育・消費者政策の普及啓発（新型コロナウイルス感染症に関する消費者問題を含む）
（４）消費者政策に関連する法改正等への対応
（５）ＰＩＯ－ＮＥＴ2020 刷新に係る研修

地方消費者行政強化事業（補助率 : １/２※）

事業メニュー

研修メニュー

概 要

（１）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）に対する相談・見守り体制の整備・運用
（２）消費者教育・啓発への取組
（３）ＳＤＧｓへの取組（エシカル消費、消費者志向経営、食品ロス削減等）
（４）法執行体制の強化、事業者のコンプライアンス確保への取組

※自主財源化の充実への取組が不十分な地方公共団体に対し、一部３分の１の補助率を導入。

１ 地方消費者行政の情報化・自治体間連携の促進に向けた支援
事業メニュー

○平成２９年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備等の事業について引き続き支援

地方消費者行政推進事業（旧地方消費者行政推進交付金）（補助率 : 定額）
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1 

（別紙） 

令和３年度地方消費者行政強化交付金強化事業実施メニュー 

１．地方消費者行政の情報化・自治体間連携の促進に向けた支援 

（１）情報化の推進

①ＳＮＳを活用した相談受付を行うための体制整備

②相談員の業務のテレワーク化に向けた体制整備

③非対面型来所相談対応の強化

④消費生活協力員等の見守り活動の支援

（２）自治体間連携の促進による相談体制の維持・充実

①指定消費生活相談員による市町村支援

②広域連携の立上げ

２．重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化 

（１）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）に対する相談・見守 

り体制の整備・運用 

①配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）への対応力強化

②消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）の構築

（２）消費者教育・啓発への取組

①新型コロナウイルス感染症に関する消費者問題の啓発、相談員等のメンタ

ルケア等

②消費者教育の推進

③風評被害の払拭のための取組

④新たな食品表示制度の普及･啓発

⑤適格消費者団体及び特定適格消費者団体設立に向けた支援
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（３）ＳＤＧｓへの取組（エシカル消費、消費者志向経営、食品ロス削減等） 

①エシカル消費の普及・促進 

②消費者志向経営 

③食品ロス削減の取組 

 

（４）法執行体制の強化、事業者のコンプライアンス確保への取組 

①価格監視・悪質事業者等への対応強化 

②公益通報者保護制度の推進 

 

３．国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業 （国が指定する研

修への参加等） 
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１．地方消費者行政の情報化・自治体間連携の促進に向けた支援 

（目的） 

消費生活センターの相談員等が一時的に出勤できないなどの事態が発生し

た際にも相談業務を継続できるよう、職場外から全国消費生活情報ネットワ

ークシステム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）に接続し相談業務が継続できる環境を整備

するとともに、地方公共団体におけるＳＮＳ等を活用したオンライン相談や

テレビ会議システムの構築等の取組を支援する。 

また、非常時においても消費生活相談体制を維持できるよう、平時より、指

定消費生活相談員の活用による市町村支援や広域連携の活用による市町村間

連携を通じた相談体制の強化に取り組む地方公共団体を支援する。 

なお、地方公共団体により、これまで自主財源、地方消費者行政活性化事業

及び地方消費者行政推進事業により実施してきた事業と同様の目的・内容の

事業は交付対象外とする。ただし、これらのうち、実施してきた事業内容を踏

まえ、強化・拡充した事業については、この限りではない。 

 

（１）情報化の推進 

①ＳＮＳを活用した相談受付を行うための体制整備 

〇事業内容 

電話だけによらない相談受付の多様化により、消費者からのアクセスを改善

し（24 時間の受付も可能）、相談者の被害防止、新たなトラブルへの情報収集

機能の強化を支援する。 

〇対象経費の例 

・ＳＮＳを活用した相談受付の実施を周知するための経費（チラシ、バナー

広告等） 

・ＳＮＳを活用した相談受付の体制整備に係る費用（情報端末、ＳＮＳアカ

ウント使用料、人件費等） 

・相談情報の分析機能強化に係る費用（チラシ、専門家への謝金、人件費等） 

 

②相談員の業務のテレワーク化に向けた体制整備 

〇事業内容 
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消費生活相談員のテレワーク用端末を整備し、災害時やコロナ禍における

「職員の半数は自宅待機」といった状況においても業務の機能低下や職員の密

を避けるために情報化を進める。 

〇対象経費の例 

・テレワーク導入のための経費（パソコン、タブレット、周辺機器等） 

・テレワーク浸透のための経費（マニュアル作成費、専門家への謝金等） 

 

③非対面型来所相談対応の強化 

〇事業内容 

  コロナ禍において感染防止のための接触の回避が求められるところ、障害

者や高齢者の相談、あっせん等の込み入った段階では、契約書等の書面の確

認など、「対面」による相談も必要となることから、庁舎内の別室や、出張

所等にモニターを置き、接触を避けつつ、「対面」相談に近い環境の整備を

支援する。 

〇対象経費の例 

・非対面型来所相談のための経費（モニター、カメラ、ヘッドセット、パソコ

ン、周辺機器等） 

・非対面型来所相談周知のための経費（チラシ、広告、案内紙作成等） 

 

④消費生活協力員等の見守り活動の支援 

〇事業内容 

消費者団体、ボランティアの見守りサポーター等の消費生活協力員や消費者

安全確保地域協議会（見守りネットワーク）構成員にタブレット等を配備し、

見守り体制を強化（対面会議を補う）するとともに、高齢者等への直接訪問の

代替として活用することで、トラブルの早期発見を支援する。 

〇対象経費の例 

・消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）の情報化のための経費

（パソコン、タブレット、周辺機器等） 
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（２）自治体間連携の促進による相談体制の維持・充実 

①指定消費生活相談員による市町村支援 

〇事業内容 

指定消費生活相談員等を活用した日常的な指導により、小規模自治体を中

心に、コロナ禍での相談対応、見守り対応の強化を行うとともに、市町村間の

連携強化について支援する。 

〇対象経費の例 

・市町村訪問に係る旅費 

・指定消費生活相談員の報酬の増額分 

 

②広域連携の立上げ 

〇事業内容 

消費生活センターがなく相談窓口のみ設置している自治体を中心に、ウェ

ブ会議システム等による連携を構築し、広域連携での消費生活センター設置

を促進する。広域連携の中心となる自治体と他自治体との間でウェブ会議シ

ステム等の遠隔相談を活用することにより、地域の消費生活相談受付体制の

強化を支援する。 

〇対象経費の例 

・コーディネーター業務の委託費、謝金 

・相談員のパソコン、什器、備品、参考図書等 

・広域連携の実施を周知するための経費（チラシ、広告等） 

・広域連携に係る消費生活相談員の派遣に係る旅費（消費生活センター設置

自治体が、周辺自治体へ相談員を派遣する場合等） 
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２．重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化 

（目的） 

国として取り組むべき重要消費者政策として、持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）がある。地方公共団体においては、「関係府省の施策等も通じ、ＳＤＧ

ｓ達成に向けた取組を促進する」とされており、取組を促進する必要がある。

さらに、経済社会情勢の変化によって生ずる新たな消費生活に関連する課題

や国による新たな政策の推進・制度の変更に伴う課題について、広域的・分野

横断的な連携に対応できるよう地方消費者行政の充実・強化を図ることが必

要である。これらの重要な消費者政策の推進に資する地方公共団体の取組に

対して、交付金を通じて支援を行う。 

なお、地方公共団体において、これまで自主財源、地方消費者行政活性化事

業及び地方消費者行政推進事業により実施してきた事業と同様の目的・内容

の事業は交付対象外とする。ただし、これらのうち、実施してきた事業内容を

踏まえ、強化・拡充した事業については、この限りではない。 

 

（１）配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）に対する相談・見守り 

体制の整備・運用 

①配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）への対応力強化 

〇事業内容 

配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）の消費者被害の未然防止、

早期発見及び拡大防止を図るための消費生活センターにおける相談体制の整

備、教育機関等との連携による配慮を要する消費者及び配慮を要する消費者を

見守る人への適切な消費者教育、配慮を要する消費者及び配慮を要する消費者

を見守る人への消費生活相談窓口周知に係る事業を支援する。 

○対象経費の例 

・消費生活相談を受けるための体制（自動翻訳機、テレビ電話通訳、外国語通 

訳、手話通訳等）整備に係る費用 

・配慮を要する消費者を見守る人へ消費生活相談窓口を周知するための経費 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 
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・講師謝礼・教材作成費 

・実態調査（アンケート）費 

・消費者教育コーディネーター委託費 

・人件費 

 

②消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）の構築 

〇事業内容 

高齢者等の消費者被害の未然防止、早期発見及び拡大防止を図るため、地方

公共団体と地域の多様な主体が連携し見守り等の活動を行う地域ネットワー

クを構築する事業、又は当該ネットワーク構築のための地域における見守り活

動の担い手を育成する事業を支援する。 

○対象経費の例 

・消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）構築のための協議会委

員謝礼 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 

・業務委託費 

・実態調査（アンケート）費 

・通話録音装置に係る費用 

・会場使用料 

 

（２）消費者教育・啓発への取組 

①新型コロナウイルス感染症に関する消費者問題の啓発、相談員等のメンタル 

ケア等 

〇事業内容 

  新型コロナウイルスに関連する消費者問題（宿泊・結婚式場等のキャンセル

問題や給付金詐欺等の悪質商法など）や相談事例について、消費生活協力団体、

消費生活協力員への研修等の事業実施を支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 
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・広報・啓発経費 

・シンポジウム開催経費 

・講師謝礼・教材作成費 

・相談員等のメンタルケアに必要な経費（専門家派遣に必要な謝金・旅費等） 

 

②消費者教育の推進 

〇事業内容 

  消費者教育推進のための教材等の作成・配布、出前講座等を支援する。特に

成年年齢の引下げに伴う消費者トラブルの未然防止に向けた消費者教育を強

化する事業を支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 

・講師謝礼・教材作成費 

・消費者教育コーディネーター委託費・人件費 

・実態調査（アンケート）費 

 

③風評被害の払拭のための取組 

〇事業内容 

原発事故に端を発した食の安全・安心への不安は続いており、食品の購入

をためらう消費者が見られることから、食品の安全性に係る正確な情報提供

やＰＲ活動等を行うことを支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 

・マルシェ開催経費 

・シンポジウム開催経費 

・講師謝礼・教材作成費 
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④新たな食品表示制度の普及･啓発 

〇事業内容 

新たな食品表示制度（加工食品の原料原産地表示制度、栄養成分表示制度、

遺伝子組換え表示制度等）の円滑な実施のため、消費生活センターの機能を充

実・強化し、消費者等への普及・啓発を図ることが必要であり、増加が見込ま

れる輸入食品などの安全性に対する不安の払拭が進み、安全・安心な消費生活

を促すための事業を支援する。 

○対象経費の例 

・消費者等を対象とした普及・啓発に係る費用 

・研修開催経費 

 

⑤適格消費者団体及び特定適格消費者団体設立に向けた支援 

〇事業内容 

消費者団体訴訟制度の実効性を向上させるため、制度の担い手となる特定

適格消費者団体の設立に向けた活動を支援する。また、適格消費者団体の立

ち上げを見据えた消費者団体等の活動を支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 

・シンポジウム開催経費 

・電話相談・相談会開催に係る費用 

 

（３）ＳＤＧｓへの取組（エシカル消費、消費者志向経営、食品ロス削減等） 

①エシカル消費の普及・促進 

〇事業内容 

エシカル消費の概念について普及するための広報・啓発事業等を支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 

・シンポジウム開催経費 
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・講師謝礼・教材作成費 

・実態調査（アンケート）費 

②消費者志向経営 

〇事業内容 

  事業者が消費者を重視した事業活動、すなわち消費者志向経営を行うこと

が健全な市場の実現につながるものである。こうしたことから消費者志向経

営を促進する必要があるため、普及・啓発事業等を支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 

・シンポジウム開催経費 

・講師謝礼・教材作成費 

・実態調査（アンケート）費 

 

③食品ロス削減の取組 

〇事業内容 

消費者の食品ロスに対する認識を高め、その削減に向けて消費行動が改善

されるような取組を支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 

・広報・啓発経費 

・シンポジウム開催経費 

・講師謝礼・教材作成費 

・実態調査（アンケート）費 

・食品ロス削減推進計画の策定に係る費用 

 

（４）法執行体制の強化、事業者のコンプライアンス確保への取組 

①価格監視・悪質事業者等への対応強化 

〇事業内容 

地方公共団体による消費者保護に係る法執行権限の適切な行使に向けて、
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①適正な規模の法執行担当職員の確保（警察職員であった者等の法執行に従

事した経験を有する者等）、②弁護士、公認会計士、建築士その他の外部専門

家の活用及び③国、他の地方公共団体又は警察当局等の関係機関との連携強

化などの地方公共団体の法執行体制の強化を図る事業を支援する。 

○対象経費の例 

・事業委託費 

・人件費 

・執務参考資料の整備に係る費用 

・専門家の執務スペースの整備に係る費用 

・職員旅費、業務委託先である外部専門家の旅費 

○留意点 

  当メニューについては、２．（目的）に記載しているなお書き部分の適用を

除外する。 

 

②公益通報者保護制度の推進 

〇事業内容 

公益通報者保護制度の実効性を向上させるためには、特に中小企業及び地

方公共団体における取組を促進することが重要な課題であることから、事業

者及び地方公共団体における通報窓口の整備促進及び周知啓発に係る活動を

支援する。 

○対象経費の例 

・研修開催経費 

・シンポジウム開催経費 

・執務参考資料の整備に係る費用 

・講師謝礼・教材作成費 

・通報窓口の整備に係る費用 

・広報・啓発経費 



 
 

12 

 

３．国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業 （国が指定する研

修への参加等） 

（目的） 

消費生活センターは、国が推進する政策による制度変更や、多様化・複雑化

する経済社会問題について、正確かつ分かりやすい情報を消費者へ提供し、ま

た消費者からの相談情報を国や地方公共団体内の他の部局へつなぐという重

要な役割を担っている。このような重要な役割に鑑み、国が指定する研修の開

催・参加を支援することで、消費生活センターの相談員等のレベルアップを図

る。 

 

○事業内容 

ア 研修への参加 

  国民生活センターが開催する研修で別途消費者庁が指定する研修又は国

民生活センター以外の機関が開催する研修で消費者庁が個別に認めた研修

に、消費者行政（広義）に関わる職員、消費生活相談員、教員が参加する

ための事業 

イ 研修の開催 

   消費者行政（広義）に関わる職員、消費生活相談員、教員を対象として

研修を開催するための事業及び当該研修に参加するための事業 

○対象とする研修 

  以下に掲げる事項に関する消費者トラブル・契約トラブル防止に係る研修 

・社会のデジタル化の進展・電子商取引の拡大への対応 

・配慮を要する消費者（高齢者、障害者、外国人等）への相談対応 

・消費者教育・消費者政策の普及啓発 

・消費者政策に関連する法改正等への対応 

・ＰＩＯ－ＮＥＴ2020 刷新に係る研修 

○対象経費の例 

・研修参加のための旅費・負担金 

・研修開催経費 



「地方消費者フォーラム」について

＜イメージ図＞

⇒第１部
地域有識者、開催県、消費者庁との意見交換

⇒第２部
一般向け公開セミナー

○地域の消費者問題に携わる団体・グループの「交流の場」、地域の多様な主体の連携・協働
のきっかけの場として、平成22年度より開始し、各都道府県での開催が一巡したところ。
消費者団体間の「交流の場」というきっかけづくりとしては一定の成果が出ている。

○一方で、現在消費者行政の重要課題として、消費者安全確保地域協議会の設置促進、若
年者への消費者教育の推進、SDGs（持続可能な開発目標）の達成等に向けて、消費者団体
のみならず、幅広い分野における関係者との更なる連携・協働が重要となっている。

○昨年度延期となった、岡山県（消費者教育）及び福岡県（高齢者の見守りネットワーク）に
おいて開催予定。

４．2021年度の取組

２．アウトプット（目指す姿）

消費者団体“地域”の多様な主体の連携・協働のきっかけの場にとどまらず、当面の重要課題の解決を
見据えた、その場限りではない継続性のあるつながりの場とする。

開催県消費者庁

セミナー 交流の場

消費者庁、開催県、
消費者行政に関する地域有識者、一般消費者

学識経験者
事業者関係

医療・福祉関係者

教育関係者

１．開催趣旨

○2019年度は、兵庫県（エシカル※エシカル・ラボと共催）、鳥取県（SDGs ）、徳島県（消費者

教育）の３県で開催。

○2020年度は、岡山県（消費者教育）及び福岡県（高齢者の見守りネットワーク）において開催
予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、延期することとなった。

※第１部では、有識者や関係団体等との意見交換、第２部では、有識者による基調講演や教
育関係者による授業実践報告、有識者や行政機関、関係団体、事業者等の代表者による
パネルディスカッションなど、開催県の意向を踏まえたプログラムにより実施。

３．2019年度、2020年度の取組

資料１－８



消費者ホットライン「１８８」
 消費者ホットラインは、全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内。

平成27年７月１日より、３桁番号化。

資料１－９－１



 「消費者ホットライン」１８８（いやや！）について、番号を知っていた人は9.1％、名前・番号・内容のい
ずれかを知っていた人は29.6％、名前・番号・内容の全てを知っていた人は6.1％。

 年齢層別にみると、50 歳代以下は60 歳代以上と比べて番号を知っていた人の割合が低い。

消費者ホットラインの認知度

29.6 6.1

26.1 3.4

22.9 3.2

23.7 3.3

26.3 3.8

30.9 4.5

35.1 8.7

35.0 10.9

番号「１８８」の認知度
名前・番号・内容の
いずれかを知っていた

名前・番号・内容の
全てを知っていた

出典：令和２年７月２日公表
「令和元年消費者意識基本調査」

9.1 

7.2 

5.6 

5.1 

5.8 

6.5 

12.1 

15.5 

89.9 

92.8 

94.4 

94.4 

93.9 

92.3 

86.5 

82.4 

1.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.4 

1.1 

1.4 

2.2 

0 20 40 60 80 100

総数

15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上（計）

知っていた 知らなかった 無回答

（％）



消費者ホットライン「１８８」の周知について

○消費者ホットライン「１８８」番の主な周知活動の実績

・検索サイトYahoo!との提携

・政府広報（政府インターネットテレビ、新聞記事下、ＨＰ等）

・各都道府県に広報チラシ・ポスターを配布

・イメージキャラクター「イヤヤン」の発表（平成30年７月）

・徳島阿波踊りにてＰＲ（平成30年８月）

・沖縄国際映画祭・京都国際映画祭にてＰＲ（令和元年４月、10月）

・ＳＮＳ（YouTube、Twitter等）を活用した広報

・５月18日を「消費者ホットライン188の日」に制定し、ＰＲイベントを開催（令和元年５月）

・東京メトロ、JR西日本等で交通広告を実施（令和元年10月）

・コンビニ（ローソン）POSレジ画面広告を実施（令和元年10月）

・若者が集まる商業施設での広告掲示（令和２年１月）

・都営バスで車両ラッピング・車内ポスター広告を実施（令和２年３月）

・地方都市（全国10地域）の路線バスで車内ポスター広告を実施（令和２年５月）

以上のほか、地方消費者行政推進交付金及び地方消費者行政強化交付金の活用等により、

各地方公共団体においても周知活動を実施

〇Youtubeでの動画広告

〇銀座線車両での交通広告

〇都営バスでの車両ラッピング広告

〇コンビニPOSレジ広告

〇若者が集まる商業施設での広告掲示



 平成30年７月４日に、「消費者ホットライン１８８」を、より親しみやすく、消費者の皆様へ広め
るために、イメージキャラクターを製作し、発表。

 キャラクターは一般公募。応募作品の中から、庁内投票を経て決定。

NHK「ニュース７」（H30.7.21放送)

＜コンセプト＞
イヤヤンは「泣き寝入りは超いやや！」が口癖の蝶々で

す。全国を旅して危険な製品でケガをした人や強引な勧誘
に困っている人を見かけると、消費者ホットライン１８８
を教えています。１８８にダイヤルし、問題を解決出来た
人が、蝶のように羽ばたく姿を見るのが大好きです。

読売新聞（H30.7.20朝刊)周知啓発ポスター

消費者ホットライン１８８イメージキャラクター イヤヤン

着ぐるみ



「消費者ホットライン１８８の日」について

●令和元年に、消費者月間の「５」月に、１８８の
頭二桁「１８」を合わせて、５月１８日を「消費
者ホットライン１８８の日」に制定。
※一般社団法人日本記念日協会に登録

●１人でも多くの方の消費者トラブルの未然防
止・解決に向けて、「消費者ホットライン１８８」
の普及・啓発を促進。



事 務 連 絡 

令和３年４月 14日 

各都道府県・市町村 

消費者行政担当部局 各位 

消費者庁地方協力課 

「消費者ホットライン１８８」、「消費生活センター」及び「消費生活相談員」 

の広報に係るご協力依頼 

平素より、消費者行政の推進にあたり格別のご高配を賜り、誠にありがとうご

ざいます。

さて、消費者庁では、消費者トラブルに遭った際に、身近な消費生活相談窓口

を案内する全国共通の３桁の電話番号「消費者ホットライン１８８」の普及啓発

に努めておりますが、未だ認知度が十分に上がっているとは言えない状況です。 

また、消費者の安全・安心を確保するためには「消費者ホットライン１８８」

と合わせて、その接続先である「消費生活センター」の役割についても理解の促

進を図ることが必要と考えております。

加えて、「消費生活相談員」についても、高齢化等による担い手不足を背景と

して、このところ減少傾向にあり、また、資格試験の受験者数も減少傾向にある

ことから、認知度向上と有資格者の増加を図り、「消費生活相談員」の担い手を

増やすことが必要な状況です。

以上を踏まえ、「消費者ホットライン１８８」、「消費生活センター」及び「消

費生活相談員」について、更なる普及啓発に努めてまいりたいと存じますので、

消費者月間であり、「消費者ホットライン１８８の日」（５月 18日）※を含む

５月から７月にかけて、集中的な広報を行いたいと考えております。 

つきましては、以下に啓発ツールをご紹介させていただきますので、ご活用い

ただければ幸いです。また、ご参考までに各地方公共団体等における啓発ツール

の活用事例についてもご紹介させていただきます。（別添３参照）なお、広報に

ご協力いただいた際にはその旨下記のアドレスまで共有いただけると幸いです。 

記 

１．ご協力いただきたい事項 

以下の啓発ツールを活用し、「消費者ホットライン１８８」、「消費生活セン

ター」及び「消費生活相談員」の普及啓発及び認知度向上へのご協力をお願い

いたします。なお、集中広報にご協力いただく際の「イヤヤンイラスト」の利

用につきましては、７月末までの利用に限り、利用申請を不要といたします。 

資料１－９－２



 

 

２．「消費者ホットライン１８８」の啓発ツール（別添２－①、２－②参照） 

（１）広報誌等への掲載 

  ご参考までに掲載案（別添１）をお送りいたしますので、ご活用ください。 

 

（２）動画（パブリックスペース（市役所の待合、公共施設等）） 

  Ａ．チャット風動画 

・種類：縦型と横型それぞれ 60秒動画１種類、15秒動画４種類 

・ファイル形式：MP4，MOV及び WMV 

  Ｂ．弾き語り動画 

   ・種類：15秒動画４種類 

   ・ファイル形式：MP4，MOV及び WMV 

 

（３）ポスター 

・種類：１種類、サイズ：Ａ２ 

 

（４）チラシ 

・種類：２種類、サイズ：Ａ４ 

 

（５）缶バッジ 

 ・利用目的と必要個数をご連絡ください。※個数に限りがあります。 

 

（６）着ぐるみ 

 ・利用申請により、ご活用いただくことが可能です。 

 

（７）イヤヤンバナー 

・種類：９種類 

  ・ファイル形式： PNG 

 

３．「消費生活センター」の啓発ツール（別添２－③参照） 
（１）リーフレット 

 
（２）消費生活センターPR 動画 
   ○消費生活センターの存在や内容を知らない方に対して、具体的な事業

内容を紹介するための動画 
    ・種類：７分 40 秒動画及び 30 秒動画（短縮版） 
    ・ファイル形式：MP4，MOV及び WMV 
 
 



 

 

※消費生活センターコンテンツのリンク先（消費者庁ウェブサイト） 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/
#safety_law 
 

４．「消費生活相談員」の啓発ツール（別添２－④参照） 

（１）消費生活相談員パンフレット 

 

（２）消費生活相談員ＰＲ動画 

○消費生活相談員の存在を知らない方に対して、概要を知っていただく

ためのイメージ動画 

・種類：60秒動画及び 15秒動画（短縮版） 

・ファイル形式：MP4，MOV及び WMV 

 

（３）消費生活相談員インタビュー動画 

○消費生活相談員の仕事に興味を持っていただいた方に、具体的な仕事

内容を紹介するインタビュー形式の動画 

・種類：8分 45秒動画及び 30秒動画（短縮版） 

・ファイル形式：MP4，MOV及び WMV 

 

※消費生活相談員コンテンツのリンク先（消費者庁ウェブサイト） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/
consumer_affairs_consultants.html 
 
 
※ 消費者庁では、「消費者月間」の「５」月に、１８８の頭二桁「１８」を合

わせて、５月 18 日を「消費者ホットライン１８８の日」として、令和元年に制

定いたしました。 
 
 
 
 
 
 

 

【本件のお問い合わせ先】 

消費者庁地方協力課 消費者ホットライン担当 

Tel:03-3507-9190/E-mail：g.hotline188@caa.go.jp 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/#safety_law
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/#safety_law
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_affairs_consultants.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_affairs_consultants.html


（別添１） 

（掲載案） 

消費者ホットライン 188 とは？ 

消費者ホットライン１８８（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の消

費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝い

するものです。 

「悪質商法等による被害にあった」「ある製品を使ってけがをしてしまった」

「お試し購入のはずが定期購入契約になっていた」などの消費者トラブルで困っ

ていませんか？ 

また、「「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので 10 万円

を振り込むように」との不審な電話がかかってきた」などの新型コロナウイルス

に関連したトラブルや、「豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなっ

た」などの災害に関するトラブルで困っていませんか？ 

そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消

費者ホットライン「188（いやや！）」にご相談ください。専門の相談員がトラ

ブル解決を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ご自由にアレンジしてご活用ください。 

〇イラストを利用する場合は、「消費者庁 消費者ホットライン１８８イメージ

キャラクター イヤヤン」の文字を必ず併記してください。 

消費者庁 消費者ホットライン１８８イメージキャラクター 

「イヤヤン」 

一人で悩まず、まずは相談 

大切なのは、すぐに相談することです 

困ったときは、一人で抱え込まないで「消費者ホット

ライン「いやや」（局番なしの 188）」までお電話を 

『泣き寝入りは超いやや（188）！』で覚えてね 

 



〇イヤヤンイラスト（画像形式：AI,JPEG,PNG,PDF）
Ａ．イヤヤン基本形 Ｂ．電話を受けるイヤヤン Ｃ．手をあげるイヤヤン

〇動画（動画形式：MP４,MOV,WMV）

〇チラシ・ポスター

※イヤヤンイラストを利用する際は、イラストの近くに 「消費者庁
消費者ホットラインイメージキャラクター イヤヤン」と記載してください。

Ｂ．チラシ２
（Ａ４サイズ）

Ａ．チラシ１
（Ａ４サイズ）

※当庁ウェブサイトにて動画を確認できます。
https://www.caa.go.jp/notice/pr_movie/

（別添２ー①）

Ｃ．青空ポスター
(A2サイズ)

■消費者ホットライン１８８

提供可能な広報ツール

※当庁ウェブサイトからダウンロードも可能です。

※当庁ウェブサイトにて動画を確認できます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperati
on/local_consumer_administration/hotline/188_movie
_2020/

Ａ．チャット風動画

B．弾き語り動画

https://www.caa.go.jp/notice/pr_movie/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/188_movie_2020/


〇イヤヤンバナー（画像形式：PNG）

（別添２ー②）

■消費者ホットライン１８８

提供可能な広報ツール

Ａ．188バナーピンク

B．188バナー水色

C．188バナー白

D．188番号紹介

〇缶バッジ（全５種）

※個数に制限があります。

E．通信販売編

F．訪問販売編

Ｉ．成年年齢引下げ編

Ｇ．電話勧誘販売編

Ｈ．契約トラブル編



〇リーフレット

〇PR動画 ７分30秒動画,30秒動画（短縮版）
（動画形式：MP４,MOV,WMV）

■消費生活センター

提供可能な広報ツール

※当庁ウェブサイトからダウンロードも可能です。

※当庁ウェブサイトにて動画を確認できます。

（別添２ー③）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/sy
stem_improvement/#safety_law

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_co
operation/system_improvement/movie/

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/#safety_law
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/#safety_law
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/#safety_law
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/movie/


〇パンフレット

〇PR動画 60秒動画,15秒動画（短縮版）
（動画形式：MP４,MOV,WMV）

■消費生活相談員

提供可能な広報ツール

※当庁ウェブサイトからダウンロードも可能です。

〇インタビュー動画 ８分45秒動画,30秒動画（短縮版）
（動画形式：MP４,MOV,WMV）

※当庁ウェブサイトにて動画を確認できます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/s
ystem_improvement/consumer_affairs_consultants.html

（別添２ー④）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_affairs_consultants.html


自治体によるチラシ・ポスター・広報誌作成例

ポスター（愛知県春日井市） とっとり消費者大学案内チラシ（鳥取県） 広報誌（大阪府河南町）

LU0429
テキストボックス
（別添３）



自治体キャラクターとイヤヤンのコラボ

消費生活展（大阪府茨木市）

成人式（松戸市）

クリアファイル
（富山県南砺市）

うちわ（徳島県）

HP・SNSバナー（新潟県）



自治体によるイヤヤン活用事例

スタンプラリー用シール
（茨城県日立市）

市役所内消費生活コーナー
（山梨県富士吉田市）

マグネット・ボールペン
（京都府）

ポケットティッシュ
（福井県あわら市）

職員名刺
（千葉県浦安市）

※その他、カレンダー、エコバッグ、窓口配布用封筒、県民手帳等のグッズを作成

啓発ＣＭ（佐賀県）



１８８啓発動画活用例

消費生活センター展示ホール
（北海道）

市役所・支所待合スペース
（栃木県那須塩原市）

市役所待合スペース
（山形県天童市）

庁舎内電子掲示板
(沖縄県浦添市）

※その他、「マツダスタジアム内大型ビジョン」（広島県）や「琉球朝日放送テレビ番組内ＣＭ」（沖縄県）等で放映



海上保安庁１１８番とのコラボ

福島県いわき市、海上保安庁第二管区による
１１８・１８８啓発イベント

海上保安庁第三管区作成
１１８・１８８啓発画像（＠川崎駅構内ビジョン）

左記イベントで配布された缶バッジ
（いわき市作成）

海上保安庁第三管区による啓発講座
（＠釣りフェスティバル２０２０）



「見守りネットワーク」について

【消費者庁ウェブサイト ⇒ 「見守りネットワーク総合情報サイト】としてリニューアル
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/network/

厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 にて説明
【動画URL】
https://www.youtube.com/watch?v=U-2FbRRMS8M&list=PLMG33RKISnWjQ28eFAbEBMQAAbI_ulwxG&index=10
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消費者行政担当課長会議 お願いのポイント（重点施策） 

2021 年４月 23日 

消費者庁地方協力課 

１．消費生活相談員の確保、十分に力を発揮できる環境整備 

・消費生活相談員の処遇改善（経験・能力に見合った処遇）、研修参加

機会の確保、相談対応困難者への対応マニュアルの作成、メンタルケ

アなどの環境整備。

・消費生活相談員等の広報へのご協力

※Ｒ３年度は、「指定消費生活相談員」の活動（報酬の上積分含む）、

メンタルケアを交付金の対象に

※消費者庁：相談員担い手確保事業養成講座事業の規模を拡大すると

ともに、消費生活相談員の広報を充実

２．デジタル化の推進等による地域の体制の充実 

  消費者の利便性の向上、消費生活相談現場の負担軽減などの課題を

克服するため、消費生活相談等のデジタル化を進める。 

・メール、ウェブフォーム、ＳＮＳ、テレビ会議システムの活用など

消費生活センターにおけるデジタル化

  ・より抜本的な視点でＰＩＯ－ＮＥＴを改革（実証実験等へのご協力

をお願い）。 

また、デジタルや自治体間の連携を活用し、地域の体制や連携の強化

を図る。 

３．地域に根差した見守り・教育の充実 

（１）見守りネットワーク 

①消費者安全確保地域協議会の設置

②地域内の連携の促進（福祉部局・団体、民間事業者・消費者団体等）

（２）消費者教育

・成年年齢引下げを見据えた消費者教育・啓発の充実

４．予算関係 

①自主財源の活用の充実のお願い（「推進事業」の活用期限後を見据え） 

②令和３年度交付金の追加募集

③先進的モデル事業の活用

※ 取組事例や課題などを聞かせていただくため、今後、キャラバンや

簡単なアンケートの実施などを考えております。その際はご協力いた

だければ幸いです。
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