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独立行政法人国民生活センター自己評価説明資料（第１回有識者懇談会） 

令和３年 7月 

独立行政法人国民生活センター 

一．Ａ評価とした項目 

 

【項目別調書 No.11】頁数 65  

「４．商品テスト事業 （２）国民への情報提供」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

公表件数 

（商品テスト部公表

分） 

 28 件 26 件 
＜評定と根拠＞ 

新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、職員の出勤日数が限られ、それに伴いテス

トに関する作業時間が十分に確保できない中、ＰＩＯ－ＮＥＴ等に蓄積されている危害・危

険、品質等に関する相談情報や医療機関ネットワーク等に登録された事故事例を調査・分析

し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等に関する情報を迅速に分析

してとりまとめ、必要に応じて、消費者庁と連携して情報提供を行った。 

特に、新型コロナウイルス関連では、「除菌や消毒をうたった商品について正しく知ってい

ますか？－新型コロナウイルスに関連して－」を５月 15 日に公表、「液体とジェルタイプの除

菌・消毒・手指洗浄用アルコールのエタノール濃度」を９月 17 日に公表、「物のウイルス対策

等をうたう『次亜塩素酸水』」を 12 月 24 日に公表した。また、自然災害関連では、前年度ま

での台風や大雨による被害を踏まえ、「自動車用緊急脱出ハンマーによるガラスの破砕－万が

一の水没事故に備えましょう－」を８月 20 日に公表し、東日本大震災から 10 年という節目を

迎えることも踏まえ、「災害に備えた食品の備蓄に関する実態調査－いざというとき、困らな

いために－」を３月４日に公表し、消費者への周知に努めた。 

国民への情報提供に当たっては、製品事故などによる消費者被害の発生や拡大を防ぐ観点か

ら、事業者名を含めた公表に取り組んだ。特に、「除菌・消毒・手指洗浄用アルコールのエタ

ノール濃度」の公表では 30 社、「眼鏡型の拡大鏡」の公表では 20 社、「自動車用緊急脱出ハ

ンマー」の公表及び「次亜塩素酸水」の公表では共に 19 社など（７件の公表案件で 93 社）、

評価Ａとなった令和元年度（110 社）と同様に多数の事業者名を含めた公表を行った。（基準年

では 53 社） 

各報道機関等から寄せられた取材数は減少したものの、迅速に対応した。 

ウェブサイト、出版物等を通じて国民生活に関する諸問題に係る情報を適時適切に提供し

た。 

「くらしの危険」については、公表情報を積極的に活用し、事故防止に必要な情報をより分

かりやすく提供し、平成 28 年度よりも約 12 万件多いアクセス数となった。これは評価Ａとな

事業者名を含めた公

表件数 

（商品テスト部公表

分） 

 ７件 ７件 

取材対応件数  250 件 132 件 

ウェブサイト又は 

ＦＡＸ公表回数 
 28 件 26 件 

「くらしの危険」 

発行回数 
 ６回 ６回 

「くらしの危険」 

アクセス件数 
 239,551 件 357,325 件 

    

EC128
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った令和元年度（345,459 件）を上回っている。 

 

これらを踏まえ、年度計画を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

令和３年度も引き続き、報道機関等を通じた情報提供及びウェブサイト、出版物等による情

報提供を実施する。 
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二．Ｃ評価とした項目 

【項目別調書 No.31】頁数 137 

「５．保有資産の有効活用」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｃ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

宿泊室稼働率 

（計画値） 
－ 40％ 46％ 

＜評定と根拠＞ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、神奈川県を対象とした「緊急事態宣言」が、令

和２年４月７日～５月 25 日、及び令和３年 1月８日～３月 21 日の間に発出されたことを踏ま

え、当施設は、４月８日～８月 31 日、及び１月 12 日～３月 21 日の合計 215 日間、施設の利用

を中止する措置を講じた（一部の外部利用、研修については、感染防止対策を実施のうえ、施

設を利用した）。 

  このため、宿泊室および研修室の稼働率を確保するために想定していた取組の実施が困難と

なった。また、施設の利用再開後は、感染防止対策を 優先させる必要が生じた。 

 

これらの事情により、研修については、ソーシャルディスタンスを確保するため、受講定員

を引き下げるとともに、通常の研修室は利用せず、稼働率算定の対象ではない講堂での実施に

切り替える措置を講じたこと、集合研修の一定数を中止し、一部オンライン研修に切り替えた

ことなどにより、50 回 3,446 人の受講を予定していた研修の実施は 23 回にとどまり、受講者数

も 725 人と伸び悩んだ（22 回の研修を中止し、５回をオンライン研修に切り替えた）。 

外部利用については、施設の利用を再開したのちも、予約された分も相次いでキャンセルが

なされたこと、「密」を避けるため各研修室の利用者数を大幅に絞ったこと、利用促進活動が

十分に行えなかったことなどにより、需要が一気にしぼむ結果となった。 

 

この結果、宿泊室の稼働率実績については、4.1％（目標達成度 9.0％）、研修室の稼働率実

績については、7.2％（目標達成度 11.7％）となった。（数字は法定点検や工事等利用不可日を

除いて算出） 

ちなみに、ソーシャルディスタンスが十分確保可能な講堂の稼働率については、施設利用再

開後、 も高かった第３四半期の平均は 62.1％、９月以降３月末までの平均は 41.1％に上っ

た。 

 

上記のように合計 215 日間の利用停止を余儀なくされたが、第１回目の「緊急事態宣言」が

５月 25 日終了したことを踏まえ、研修や外部利用の再開に向け、感染防止対策の検討・準備を

行った。具体的には、飛沫飛散防止のためのビニールカーテンの設置、換気の確保のための網

戸設置などを進めるとともに、施設利用がない時でないと実施しにくい宿泊室のエアコンやユ

宿泊室稼働率 

（実績値） 
－ 39.5％ 4.1% 

達成度 － 98.8％ 9.0% 

研修室稼働率 

（計画値） 
－ 57％ 60％ 

研修室稼働率 

（実績値） 
－ 55.8％ 7.2% 

達成度 － 97.9％ 11.7% 
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ニットバスの排水溝の掃除等を念入りに行うなど、建物管理等についても着実に実施した。 

９月１日に施設の利用を再開させたのちは、入館時の検温や手指消毒の徹底、健康チェック

シートの提出による体調不良者の利用制限、利用した部屋の消毒の徹底などを通じて、感染者

を出さない対策を徹底した。 

これらの取組により、利用者アンケートにおける満足度は、研修施設 97.7％、宿泊施設

94.0％と、極めて高い数値を確保できた。 

 

なお、相模原市の要請に基づいて、令和３年５月から 12 月末（予定）の間に、同市が実施す

る新型コロナウイルスワクチン接種の集団接種会場に貸し出しを行う等、時宜に合わせた保有

資産の有効活用を図っている。 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響が甚大であったなか、利用者の安全安心を 大限優

先し、その時々にでき得る限りの措置を行った点も斟酌し、これらの結果を総合的に踏まえ、

Ｃと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、研修の中止やオンライン研修へ

の切り替え、外部利用の予約キャンセルの多発などにより、稼働率の実績は壊滅的な数値とな

った。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響は当面続くことが予想されるなか、ワクチン接種の進展

などをにらみつつ、外部利用を促進するために、利用者ニーズを細かく分析した周知活動を積

極的に行っていく必要がある。 

また、令和３年度の 12 月末（予定）まで、講堂を含む研修棟は相模原市が実施するワクチン

接種会場となることから、利用希望の多い夏休み期間などについては緻密な調整を行い稼働率

を高めてくこととなる。 

利用促進のため、リピート利用の働きかけを強化するとともに、施設の空き状況をセンター

のウェブサイト上で確認できるよう利便性を高めるなど、さらなる利用確保に努める。今後も

稼働率の向上のために、研修テーマの工夫や受講者ニーズを十分に把握した研修を実施すると

ともに、「国が指定する研修（指定講座）」については、引き続きすべての研修を対象とする

など、地方公共団体が研修に参加しやすくなるようなさまざま工夫を行う。 

なお、「市場化テスト」により施設管理業務を委託している民間事業者による周知活動を併用

するとともに、快適な施設環境を提供できるよう、民間事業者のノウハウを活用する。 
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三．新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響下において機動的に対応した項目 

【項目別調書 No.１】頁数５ 

「１．広報事業 （１）国民への情報提供」 

主要な経年データ（※抜粋） 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

災害等関連情報の 

提供件数 
－ － 56 件 

＜評定と根拠＞（※抜粋） 

④ 災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等における情報提供 

・ 新型コロナウイルス感染症に関連した情報、豪雨・台風・地震・大雪等の災害発生時、ま

た、東日本大震災から 10 年の節目等、関連した情報等を、ウェブサイトの特設コーナーで適

宜迅速に提供するとともに、Facebook や Twitter、LINE でも発信を行うなど、年間 56 回の情

報提供を行った。 

 

 

    

＜課題と対応＞（※抜粋） 

「国民生活」や「くらしの豆知識」について、読者の高評価を今後も維持するよう努める。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した効果的な広報の在り方や、緊急事態宣言

等発令時の発行物の編集スケジュール等、突発的な事態を想定した業務の継続計画を検討して

おく必要がある。 

 

 

※補足説明 

ホームページの「テーマ別特集」に「新型コロナウイルス感染症関連」のコーナーを設け、新

型コロナウイルスのワクチン接種を口実にした消費者トラブルの事例や消費者へのアドバイスな

どを迅速に情報提供した。 
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【項目別調書 No.３】頁数 21 

「２．情報収集・分析事業 （１）ＰＩＯ－ＮＥＴ等の刷新、利用承認等」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

全国の消費生活セン

ターにおける 

登録日数 

７日以内 7.0 日 6.5 日 
＜評定と根拠＞（※抜粋） 

① ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新 

・刷新に向けた取組み 

刷新時期の延期については、新型コロナウイルスの感染拡大及びそれに伴う緊急事態宣言の

発出（令和２年４月７日～５月６日）の影響により、当センター及びシステム構築事業者の作

業環境に大きな制約が生じたこと、及び、システム刷新に必要な機器等の計画どおりの調達も

困難な状況となったことが理由である。 

刷新時期の延期後の令和２年５月以降は、速やかにシステム構築等に係る計画の見直しや調

達スケジュール・手続の変更等を行ったうえで、令和３年９月の刷新に向けた作業を計画どお

り実施した。 

 

国民生活センター受

付相談の登録日数 
４日以内 4.3 日 3.9 日 

ＰＩＯ－ＮＥＴ 

利用承認件数 
－ 39 ６ 

    ＜課題と対応＞（※抜粋） 

①ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新 

・刷新に向けた取組み 

令和３年９月のＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に向け、システム構築や必要な調達等の実施、ＰＩＯ－

ＮＥＴ利用機関関係者との調整等を行う。 
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【項目別調書 No.５】頁数 35 

「３．相談事業 （１）苦情相談」 

主要な経年データ（※抜粋） 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

ホットライン 

相談件数 
－ 

875 件*1 

95 件*2 

*1:熊本地震消

費者トラブル

110 番（平成

28 年４月 28

日～７月 14

日） 

*2:60歳以上の

消費者トラブ

ル 110 番（平成

28年９月 15日

～16 日） 

731 件*1 

６件*2 

15 件*3（うち

ワクチン詐欺

関連は 10 件） 

*1：新型コロ

ナウイルス給

付金関連消費

者ホットライ

ン（令和２年

５月１日～９

月 15 日なお、

７月 21 日より

「給付金・豪

雨関連消費者

ホットライ

ン」に改称し

て実施） 

*2：給付金・豪

雨関連消費者

ホットライン

のうち、豪雨関

連の相談件数 

*3：新型コロナ

ワクチン詐欺 

＜評定と根拠＞（※抜粋） 

⑤災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等における特設電話相談対応 

  新型コロナウイルス感染症に係る特別定額給付金、ワクチン接種等に関連した悪質商法等の

トラブルに対応するため、迅速にホットラインを開設し、相談対応を行った（開設日数は過去

長の延べ 183 日）。また、相談対応で得られた情報をもとに、迅速に注意喚起を行った（速

報４回、まとめ公表７回）。 

また、令和２年７月に発生した豪雨についても、運営中のコロナ関連ホットラインに併設す

る形でホットラインを開設し、相談を受け付けた。 

 

＜課題と対応＞（※抜粋） 

・ 災害時、消費者事故発生時その他緊急時においては、被災地域の消費生活センター等の意向

を踏まえ、ホットラインを設置する等迅速に支援を図る。 

 

 

※補足説明 

 ホットラインの設置に際しては、専用回線の確保や対応する相談員の確保を迅速に行った他、土

日を含めて相談対応を行った。また、「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」では、

相談時間を２時間延長し対応した。 
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【項目別調書 No.14】頁数 81 

「５．教育研修事業 （１）実務能力向上のための研修」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

受講者等アンケート結果に

おける満足度 

５段階評価中 

平均４以上 
4.8 4.7 

＜評定と根拠＞ 

「消費者行政職員研修」、「消費生活相談員研修」、「消費者教育推進のための研修」、

「消費生活サポーター研修」、「企業職員研修」等の研修を実施した。実施にあたっては、研

修の対象となる関係機関等に幅広く周知し、研修への参加を促し、受講者の確保に努めた。な

お、相模原、徳島で実施した研修については、新型コロナウイルス感染対策を実施したうえで

事例検討・参加体験型研修を取り入れ、受講効果を高める工夫をした。 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、開催を中止せざるを得ない研修が生じたもの

の、受講者の研修機会を確保する観点から、一部の講座を集合研修からリアルタイム配信やオ

ンデマンド配信による研修に変更し、実施した。 

遠隔研修については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により在宅勤務となった際に受講

してもらえるよう、令和２年度の新作コンテンツとは別に、平成 30 年度及び令和元年度のコン

テンツを緊急配信した。 

＜指標＞である「受講者等アンケート結果における満足度 ５段階評価中平均４以上」につい

て、実績は平均４以上を大きく上回り（4.7 と 4.8）、さらにアンケートで得た情報を研修内容

の充実に活用することができた。 

また、令和３年度においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響が当面継続することを想

定し、オンライン研修と地方開催研修を充実させることとし、実施に向けた準備を行った。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

 

受講者所属先自治体アンケ

ート結果における満足度 

５段階評価中 

平均４以上 
4.9 4.8 

消費者行政職員研修、消費

生活相談員研修実施回数 
－ 83 回 61 回 

 

うち相模原事務

所研修施設及び

徳島県内で実施

する研修実施回

数 

－ 60 回 26 回 

うち地方都市に

おける研修実施

回数：専門講座

地域コース 

－ 10 回 10 回 

（うち地方都市

における研修実

施回数：相談関

連業務支援コー

ス） 

－ 13 回 13 回 
＜課題と対応＞ 

引き続き、アンケート調査により研修対象者のニーズを把握するととともに、事例検討型・

参加体験型研修など受講効果の高く得られる研修を実施する。 

また、関係機関等に幅広く周知し、研修への参加を促し、より一層、受講者を確保する。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響が当面継続することを想定し、次年度は相模原事務

所研修施設を基幹的な研修の拠点として活用するとともに、オンライン研修と地方開催研修を充

実させるなどし、消費生活相談員等の研修受講の機会を確保する。集合研修だけでなく、リアル

タイム配信やオンデマンド配信による研修への変更がスムーズに実施できるよう体制整備を行

消費者行政職員研修、消費

生活相談員研修人員数 
－ 4,924 人 2,877 人 

 

うち相模原事務

所研修施設及び

徳島県内で実施

する研修人員数 

－ 3,673 人 1,634 人 
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相談員資格の有資格者向け

「専門知識アップデート講

座」実施回数 

－ １回 ０回 
い、今後の状況を踏まえつつ、臨機応変に対応する。 

相談員資格の有資格者向け

「専門知識アップデート講

座」人員数 

－ 66 人 ０人 

事業者を対象とした研修 

実施回数 
－ ７回 ２回 

事業者を対象とした研修 

人員数 
－ 229 人 97 人 

遠隔研修の登録箇所数 － 844 箇所 959 箇所 

遠隔研修の 

コンテンツ本数 
－ 10 本 15 本 

消費生活相談員向け研修へ

の国家公務員の受入数 
－ 35 人 19 人 
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【項目別調書 No.16】頁数 95 

「５．教育研修事業 （３）試験業務」 

主要な経年データ（※抜粋） 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

試験実施箇所数 

20 箇所 

５箇所（地域偏

在解消会場） 

20 箇所 

20 箇所 

５箇所（地域

偏在解消会

場） 

＜評定と根拠＞ 

①消費生活相談員資格試験 

・ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、検温、消毒の徹底や換気、座席間

隔を広げる等の感染症対策を施したうえで試験を実施した。また、第２次試験の時期が、全国

的にウイルス流行の第３波が懸念されている時期と重なったことから、特に高齢者や遠方から

の受験者に配慮し、業務規程第 17 条第２項及び細則に基づき、希望する受験者は次年度の第２

次試験を受験することができる措置を執った結果、７名の受験者が特例措置の対象となった。 

合否については、合否判定基準にのっとり適切に採点、評価を実施し、消費生活相談員資格

試験合格者として 242 人に合格証を発行した。 

また、受験者の利便性の向上と資格制度の周知拡大のため、ホームページ上に受験申込書を

ダウンロードできるページを設けたほか、ポスター、リーフレット等を作成し、新たな層の開

拓、資格保有者数が少ない地域へのアプローチを行い、広く周知した。 

・ 令和２年度は、目標の 20 箇所で資格試験を実施した。受験者の利便性が低下しないよう 15

箇所の試験地を選定し、さらに、受験申込者数が少ない地域での受験者を増やすため、５箇所

については、地方公共団体に試験会場設置に関する意向調査を実施し、地域偏在解消を図る観

点から設置した。 

・ 更新制導入の要否について検討がなされる際にすぐに情報を提供できるよう、消費生活相談

員資格の制度に係る運用状況等のデータを整備した。 

 

② 消費生活専門相談員資格認定制度 

・ 令和２年度は、第１次試験を全国 20 箇所で実施し、その合格者に対し第２次試験を実施し

た。合否については、合否判定基準にのっとり適切に採点、評価を実施し、消費生活専門相談

員として 242 人を認定した。 

また、令和２年度における更新対象者 1,019 人のうち、更新講座の受講による更新者は 459

人、実務経験による更新者は 255 人、合計 714 人となった。 

・ 資格更新講座は、受講者のニーズを踏まえ、利便性が高いインターネット配信をメインに実施

し、消費生活相談現場で働く上で必要な法律の改正等の 新情報を提供した。 

・ 消費生活専門相談員資格の更新状況により本制度のニーズを把握するとしていたところ、令

和２年度は、資格更新対象者のうち 70.1%が資格を更新しており、７割台と高い水準を保ってお

り、本制度のニーズは依然として高いことが確認できた。 

・ 消費生活専門相談員資格保有者の登録情報については、従来白紙の様式に各自が手書きで記

入したものを原簿としていたが、利便性を高めるため、印字済みの様式を送付する、申請を一

受験申込者数 － 1,714 人 1,080 人 

合格者数 － 735 人 242 人 

受験申込者数 

／資格認定者 
－ 

1,714 人 

／735 人 

1,080 人 

／242 人 

更新対象者 

／更新者 
－ 

1,194 人 

／960 人 

1,019 人 

714 人 

更新講座実施回数 

／実施箇所数／受講

による更新者数 

－ 

６回／１箇所

及びインター

ネット配信／

520 人 

４回／インタ

ーネット配信

／459 人 

更新対象者 

／更新者 

／更新率 

－ 

1,194 人 

／960 人 

／80.4％ 

1,019 人 

／714 人 

／70.1％ 
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部電子化するといった対応を行った。 

 

  これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

① 消費生活相談員資格試験 

・ 令和３年度においても、登録試験機関として、試験業務規程にのっとり、適切に消費生活相

談員資格試験を運営する。 

・ 天災や新型コロナウイルスの対応など、試験の実施に関する危機管理をいっそう充実させ

る。 

・ 令和３年度も引き続き、資格保有者の地域偏在の解消を図る観点から、都道府県に試験会場

設置に関する意向調査を実施し、資格保有者数や地域バランス等を考慮した上で、全国 20 箇所

以上で試験を行う。なお、その内５箇所以上を、より地域偏在解消を図る観点から設置する会

場数とする。 

・ 資格試験の受験者を増やし、相談現場への安定的な人材提供を図るため、更に新たな層の開

拓、資格保有者数が少ない地域へのアプローチを図り、広報を行う。 

・ 更新制導入の要否について検討がなされる際に、より精度の高いデータを提供できるよう、

準備する。 

 

② 消費生活専門相談員資格認定制度 

・ 令和３年度においても、消費生活専門相談員資格認定試験及び資格更新を適正に実施し、消

費生活相談員の能力・資質の向上に努める。 

・ 令和３年度も引き続き、資格保有者の資質・能力の維持・向上を図るため、消費生活センタ

ー等での実務に就いていない資格保有者が資格の更新を行う際に受講する講座をインターネッ

ト配信にて実施する。 

・ 令和３年度は、第１回「消費生活相談員資格試験」合格者が「消費生活専門相談員資格」の

更新時期を迎えるため、更新手続を行うかについて、その状況及び本制度に対するニーズを把

握することとし、引き続き検討を行う。 
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【項目別調書 No.19】頁数 105 

「６．裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）事業 （１）ＡＤＲの適切な実施及び利用しやすいＡＤＲへの改善」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

申請日から手続終

了までの日数 

平均 95 日以

内 
86.4 日 93.8 日 

＜評定と根拠＞ 

新型コロナウイルスの影響により、手続を延期等せざるをえない事案が多数発生したため、

申請日から手続終了までの日数が、基準年よりも若干長期化したものの、達成目標はクリアし

た。一方、和解率は 70.2％であり、基準年を大きく上回った。 

新型コロナウイルスの影響を受け、センター東京事務所以外（都内、地方都市等）での期日

開催を縮小せざるを得なくなったが、web 会議を活用し、開催方法について柔軟に対応した。ま

た、開催時間についても、柔軟化を推進した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

和解率 60％以上 60.6％ 70.2% 

事前問合せ対応 

件数 
－ 969 件 1,274 件 

申請件数 － 167 件 166 件 

国民生活センター 

東京事務所以外 

(都内、地方）で

の期日開催回数 

－ 22 回 １回 

勤務時間外の期日

開催回数 
－ ９回 46 回 

    

＜課題と対応＞ 

引き続き、ＡＤＲを適切に実施し、解決水準を確保しつつ、申請日から手続終了までの日数

を平均 95 日以内とし、和解率が 60％以上となるよう努める。 

また、消費者がセンターのＡＤＲを利用しやすいよう、センター東京事務所以外（都内、地

方都市等）での開催や勤労者等が出席しやすい夕刻からの開催といった開催場所や開催時間の

柔軟化についても推進する。 
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四．前回Ａ評価とした項目のうちＢ評価とした項目及び今回評価に加えた項目 

 

【項目別調書 No.15】頁数 89 

「５．研修事業 （２）消費者教育推進のための研修」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

消費者教育推進のた

めの研修実施回数 
 18 回 12 回 

＜評定と根拠＞ 

消費者教育推進のための研修を実施した。実施にあたっては、受講者の参加しやすさを踏ま

え地方においても開催するなどし、受講者の確保に努めた。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、開催を中止せざるを得ない研修が生じ

たものの、受講者の研修機会を確保する観点から、一部の講座をリアルタイム配信等による研

修に変更し、実施した。 

また、研修実施から３か月程度経過後に、受講者が研修で得た知見等をそれぞれの地域にお

いてどのように活用しているかをメールで調査したところ、概ね８割程度の回答を得ることが

でき、「研修で学んだ手法を出前講座で活用した」「（コロナ禍で活用する機会がないもの

の）研修で学んだ手法を活用したい」「見守りネットワークの必要性を説明する際の参考にな

った」といった状況が把握できた。 

 

これらを踏まえ、消費者教育推進の研修については、Ｂと評価する。 

 

消費者教育推進の

ための研修人員数 
 610 人 261 人 

「民生委員等向け消

費者教育に携わる講

師養成講座」 

実施回数 

 ３回 ３回 

具体的な相談事例を

取り上げたり紹介し

たりなどして実施し

た消費者教育関連の

研修実施回数 

 ６回 ２回 

「消費者教育に携わ

る講師養成講座」等

実施回数 

 13 回 ２回 
＜課題と対応＞ 

令和２年度のアンケート調査の結果や、研修の活用状況を踏まえて、研修内容を充実させる

とともに、活用状況の把握の方法についてもさらに検討する。 

また、引き続き「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」に掲げられ

た取組が継続することを踏まえ、適切に対応するとともに、このような取組が、教員免許更新

講習の実施主体である地方の大学と、その地域の消費者トラブルの現状を把握している地元の

消費生活センターとの間での連携により実施できるよう、当センターが得たノウハウ等をさま

ざまな機会をとらえて、周知していく。 

なお、消費者教育推進のための研修の実施においても新型コロナウイルス感染拡大の影響が

懸念されるため、集合研修だけでなく、リアルタイム配信やオンデマンド配信への変更がスム

ーズに実施できるよう体制整備を行い、今後の状況を踏まえつつ、臨機応変に対応する。 

コーディネーター育

成研修実施回数 
 ２回 ２回 

教員向け研修 

実施回数 
 １回 ６回 

「地域の見守りネッ

トワーク推進のため

の講座」実施回数 

 ５回 ４回 

「地域の見守りネッ

トワーク推進のため

の講座」人員数 

 159 人 120 人 
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【項目別調書 No.26】頁数 123 

「７．特定適格消費者団体立担保支援事業 （３）立担保事案の適切な管理、求償」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和２年度 

立担保件数  － １件 
＜評定と根拠＞ 

特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会の立担保援助要請案件について、同会の提起

した共通義務確認訴訟の手続経過を逐一把握した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価とする。 

 

立担保金額 

（合計） 
 － 420 万円 

求償対象件数  － ０件 
＜課題と対応＞ 

左記の案件について、引き続き簡易確定手続の経過を逐一把握し、適切な管理、求償を実施

する。また、新たに担保を立てる事案及び求償が必要な事案が生じた場合にも、同様に適切な

管理、求償を実施する。 求償対象金額 

（合計） 
 － ０件 

 

 


