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資料編 

資料５ 消費者教育・啓発・広報事業等 

（都道府県及び政令指定都市）（平成 28年度） 

 



８．消費者教育・啓発・広報事業等
（１）消費者教育・啓発・広報事業（都道府県、政令指定都市）

自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

1 北海道 その他 本課 消費者被害防止情報「消費者ほっとメール」
多様化する消費者トラブルの予防、早期発見、拡大防止を図

る。
直営 0

1 北海道 講習会等 本課 食の安全・安心セミナー
メニュー・料理等の食品表示への意識の向上と景品表示法の
課徴金制度の概要の周知

直営 1,098

1 北海道 その他 本課 多重債務問題啓発新聞広告掲載 多重債務の危険性や相談窓口の情報を広く周知 委託・請負 566

1 北海道 その他 本課 多重債務問題啓発ラジオスポットＣＭ放送 多重債務の危険性や相談窓口の情報を広く周知 委託・請負 603

1 北海道 講習会等 本課 金融講習会 若年者に対する基礎的な金融知識の普及を図る 直営 9

1 北海道 その他 センター 消費者教育啓発セミナー開催事業
一般消費者や高齢者等を対象としたセミナーを開催すること
により、消費者被害の未然防止を図るとともに、地域におけ
る消費者問題への意識向上を図る

委託・請負 6,715

1 北海道 その他 センター 消費者被害防止地域ネットワーク設置促進事業
高齢者等の消費者被害の未然防止や早期発見するための取組
をより一層推進するため、「消費者被害防止地域ネットワー
ク」の設置を促進する。

委託・請負 2,333

1 北海道 その他 センター 消費者教育推進事業
消費者教育推進法に基づく市町村の努力義務を果たすように
働きかけるとともに、消費者教育普及啓発資料を作成するな
ど、消費者教育の推進に努める。

委託・請負 2,014

1 北海道 講習会等 センター 公開講座「くらしのセミナー」
タイムリーな消費者問題をテーマに公開講座を開催し、消費
者の自立を支援する。

直営 45

1 北海道 その他 センター カルチャーナイト
「カルチャーナイト2016」に参加し、消費生活に関する情報
を幅広く提供し、道民の消費者行政に対する関心を高めると
ともに、消費者活動の健全な発展に努める

直営 0

1 北海道 その他 センター 北海道消費者被害防止ネットワーク定例会議
構成団体を参集し、最新の消費者被害の現状報告や、各団体
の取り組み状況等について情報交換を図り、消費者被害の未
然防止、早期救済に努める

直営 0

2 青森県 講習会等 センター 消費生活サポーター研修会の開催
消費者被害にあいそうな方又は既に被害にあった方を消費者
相談につなぐ役割を担う人材の拡充を図る。

直営 153

2 青森県 講習会等 センター 消費大学講座

消費生活に関する問題を把握するとともに、多様な社会生活

に自主的・合理的に対応し行動するために必要な知識を継続
的に学習する場として、連続講座を開催する。

直営 575

2 青森県 出前講座 センター 移動消費生活講座
各市町村、学校、消費者団体等からの依頼により講師を派遣
し、消費生活に関する講座を開催する。

直営 130

2 青森県 出前講座 センター 寸劇による消費者教育推進事業
幅広い年代層の県民が消費者問題について理解し、必要な知
識を身に付け、消費者トラブルの未然防止を図る。

直営 1,890

2 青森県 展示会 センター 展示事業 消費生活情報提供コーナーの設置 直営 79

2 青森県 講習会等 センター 消費者教育セミナー
消費者教育の進行役としての役割が期待される学校の教職員
等の指導力向上を図る。

直営 308

2 青森県 その他 センター
大学･高等学校における消費者教育実践モデル事
業

大学１，高校２校が消費者教育の授業をモデル的に実践し、
高校での指導内容等を県内高等学校家庭課教員等が共有する
ことで消費者教育の充実を図る。

委託・請負 401

2 青森県 その他 センター 消費者ブロックフォーラムの開催
地域において消費者問題に携わる消費者団体や地方自治体を
はじめとする主体が実行委員会を行い、交流･連携する場と

して情報共有や意見交換を行う。

委託・請負 980

3 岩手県 その他 センター 消費者教育推進事業（学校訪問） 多様な主体との連携による消費者教育の推進を図る 直営 81

3 岩手県 その他 センター
消費者教育推進事業（知的障がい者等金銭管理
支援事業）

多様な主体との連携による消費者教育の推進を図る 直営 16

3 岩手県 講習会等 センター 消費生活セミナー

若年層における消費者トラブルを未然に防止するため、有用
な情報や教育機会を提供することにより、消費者力の向上を
図り、もって消費者被害のない地域づくりを目指すことを目
的とする。

直営 18

3 岩手県 講習会等 センター 金融掲載セミナー

多重債務や悪質商法等の消費者トラブルの未然防止を図るた
め、高校生等を対象にした金融経済セミナーを開催し、商取

引・金融等に関する基礎知識、悪質商法への対処方法等の啓
発を行う

直営 0

3 岩手県 出前講座 本課 食の安全安心出前講座 県民の食品に対する理解の増進を図る 直営 48

3 岩手県 その他 本課 食の安全安心リスクコミュニケーション 県民の食品に対する理解の増進を図る 直営 522

3 岩手県 出前講座 センター 消費生活出前講座

悪質商法等による消費者被害の未然防止を図るため、各市町
村の自治会、老人クラブ及び各種団体等からの要請を受け、
消費生活出前講座を実施することにより、消費者被害のない
地域づくりを進め、県民の消費生活の安定と向上に資するこ
とを目的とする。

直営 65

4 宮城県 出前講座 双方 講師派遣（消費生活センター）
消費生活相談員等を講師として派遣し，消費生活講座を実施
することにより，消費者被害の未然防止を図る。

直営 0 0 0

4 宮城県 出前講座 双方 講師派遣（サブセンター）
消費生活相談員等を講師として派遣し，消費生活講座を実施

することにより，消費者被害の未然防止を図る。
直営 0 0 0

4 宮城県 出前講座 本課 弁護士による消費生活法律授業
弁護士を講師として派遣し，法律家の観点から消費生活授業
を実施することにより，消費者被害の未然防止を図る

委託・請負 0 49 0

4 宮城県 展示会 双方 消費生活パネル展（消費生活センター）
人が多く集まる場所で消費生活に関するパネル展示を行い，
消費者啓発を図る。

直営 0 0 0

4 宮城県 展示会 双方 消費生活パネル展（サブセンター）
人が多く集まる場所で消費生活に関するパネル展示を行い，
消費社啓発を図る。

直営 0 0 0

4 宮城県 講習会等 本課 高等学校消費者教育担当教員等消費生活講座 高校の教員を対象として，消費生活に関する知識の向上 直営 0 0 0

4 宮城県 その他 双方 情報誌による広報事業
本県地方紙に折込で発行される情報誌に消費生活に関する情
報を載せることで，消費者被害の未然防止を図る

委託・請負 0 2,315 0

4 宮城県 展示会 本課 消費生活展
人が多く集まる場所で消費生活に関するパネル展示や消費生
活講座等を行い，消費者啓発を図る。

直営 38 0 0

4 宮城県 講習会等 本課 教員向け消費者教育研修
小・中・高校教員の初任者研修で消費者教育に関する講義を
実施。

直営 0 0 0

都道
府県

コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用
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(平成28年度)

テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施
回数

参加
人数

消費者被害にあわないために 消費者被害防止や悪質事業者等の情報を提供 一般消費者 月２回発行 24 23,976 無

メニュー表示における景品表示法の考
え方と事業者の責務

メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法
上の考え方、事業者が講ずべき景品類の提供及
び表示の管理上の措置について(指針)、課徴金
制度等について

飲食店関係事業者、食品関
係事業者、関係団体、消費
者、市町村職員等

・随時 ・道内各地 8 285 無

多重債務にならないよう気をつけま
しょう

１利用の必要性 ２相談窓口 一般消費者 北海道新聞（朝刊、半3段） 1 - 無

相談窓口の周知 相談窓口の周知 一般消費者 道内民放３社（STV,HBC,Air-G） 45 - 無

お金のトラブル防止について
道立高等技術専門学院の学生に対して金融トラ
ブル防止の基礎知識について講演（道と(株)日
本政策金融公庫との連携協定事業）

専門学校生 旭川高等技術専門学院 H28.10.28 1 185 無

・高齢者消費者被害防止セミナー ・
消費者教育サポートセミナー　など

・高齢者に接する機会が多い関係者等を対象に
悪質商法対策講座を開催 ・教員の研修会等にお
いて若年者の消費者トラブル被害実態や対策の
提供

・老人クラブ、民生委員、
ケアマネージャー、ヘル
パー等 ・小・中・高・大学
教員　等

・随時 ・県内各地 91 5,115 無

・地域ネットワーク未設置市町村への
訪問 ・関係資料の作成

地域の実情や課題等を聴取したうえで、地域
ネットワークの構築に向けたアドバイスや情報
提供を行い、設置を働きかける

・地域ネットワーク未設置
市町村

・随時 ・道内各地 12 - 無

・市町村における消費者教育の推進
・消費者教育普及啓発資料の作成

消費者教育PRキャラクターを活用した資料を作
成のうえ、市町村における消費者教育の推進を
はたらきかける

・啓発資材は道内高校及び
大学に配布 ・リーフレット
等は各種セミナーで配布

・随時 ・道内各地 - - 無

消費者に身近なテーマでの公開講座の
開催

テーマに関する講座 ・家計簿のつけ方 ・広告

から学ぶトラブル ・エゾシカと共存する社会の
姿　　など

一般消費者 ・道立消費生活センター 8 374 無

商品テスト室特別開放
テーマに関する内容を体験 ・-30℃の世界 ・ミ
クロの世界 ・エックス線の世界 ・簡易実験 ・
プチ実験

一般消費者 ・道立消費生活センター 1 170
アンケー

ト

・最新の消費者被害の現状報告 ・各
構成団体からの取り組み状況報告など

・テーマに関する内容
北海道消費者被害防止ネッ
トワーク構成団体

・道立消費生活センター 1 30 無

悪質商法被害の多い若年層や高齢者に

接する機会の多い者を対象にした研修
会

･消費者の自立と法律 ・消費者トラブルの現状
・地域の見守りに活動について

悪質商法被害の多い若年層

や高齢者に接する機会の多
い者

・10月～12月 ・県内5地域にて各1
回

5 46
アンケー

ト

消費生活に関する問題、多様な社会生

活に自主的・合理的に対応し行動する
ために必要な知識を学習する連続講座

同左 消費者 ・5月～10月 ・県民福祉プラザ 6 1,368
アンケー

ト

依頼団体の年齢構成・ニーズ等に応じ
テーマを設定

同左 学校、消費者団体等 ・4月～3月 ・県内各地 43 2,599 その他

依頼団体の年齢構成・ニーズ等に応じ
テーマを設定

同左 学校、消費者団体等 ・4月～3月 ・県内各地 55 2,840 その他

消費生活情報の提供
・情報検索コーナー ・ビデオライブラリー ・
図書閲覧コーナー ・パネル、ビデオ貸出

一般県民 ・随時 ・県民福祉プラザ - - 無

学校における消費者教育の推進
消費者教育に関する講演及び先進校の実践発
表、ワークショップ

教職員等 藤崎町 ふれあいずーむ館 1 75
アンケー

ト

学校における消費者教育の推進

・大学における消費者教育の実践　・高校にお
ける消費者教育の実践　　・運営検討委員会の
開催　　　　　・県立高校における消費者教育
推進検討会議

教職員･学生等 ・4月～3月 ・県内各地 4 445 その他

消費者市民社会活性化ブロックフォー

ラム

地域において消費者問題に携わる消費者団体や
地方自治体をはじめとする主体が実行委員会を

行い、交流･連携する場として情報共有や意見交
換を行う。

地方自治体、消費者団体等 10月　・平川市、三沢市 2 308
アンケー

ト

消費者教育実践に係る情報提供
消費者被害の未然防止、消費者教育教材の紹介
等、消費者教育に関連する情報提供。

学校、社会教育機関等担当
者

・随時 ・県内各地 103 103 無 県民生活センター

消費者教育実践に係る情報提供
知的障がい者等金銭管理支援に係る情報提供及
び啓発

障がい者福祉事業所等、知
的障がい者等支援者

久慈市12/16、県社会福祉事業団
12/22、県知的障害者福祉協会
2/14、大船渡保健福祉環境セン
ター2/24、県手をつなぐ育成会
3/25

5 153
アンケー

ト
県民生活センター

親子で学ぶ金銭教育 お金の大切さを学ぶ 一般県民
・平成28年7月29日 ①9時半～11時
半 ②13時半～15時半 ・平成29年1
月12日10時～12時 ・盛岡市

2 146
アンケー

ト
県民生活センター

生活に必要な基礎知識全般、クレジッ

トカードや悪質商法によるトラブル等
左記テーマに基づく講義 高校生等 ・随時 ・県内各地 52 5,092

アンケー

ト

岩手県金融広報委員会、県

教育委員会との共催

食品表示、食中毒、放射性物質等 講演、パネルディスカッション、意見交換 一般県民等 ・随時 ・県内各地 32 2,493
アンケー

ト
県民くらしの安全課

食品表示、ノロウイルス、残留農薬 講演、パネルディスカッション、意見交換 一般県民等 ・随時 ・県内各地 4 735
アンケー

ト
県民くらしの安全課

消費者被害の未然防止 左記テーマに基づく講義 一般県民等 ・随時 ・県内各地 22 898
アンケー

ト
県民生活センター

・消費者トラブルに遭わないために
など

若年層，高齢者，福祉関係者，一般を対象とし
た消費生活出前講座を実施

若年層，高齢者，福祉関係
者，一般，事業者

県内各地 43 2,256
アンケー

ト

・消費者被害に遭わないために など
若年層，高齢者，福祉関係者，一般を対象とし

た消費生活出前講座を実施

若年層，高齢者，福祉関係

者，一般，事業者
県内各地 60 1,829 無

契約全般，悪質商法，インターネッ
ト・携帯電話のトラブル，振込め詐
欺，ヤミ金・多重債務，クレジットト

ラブル

消費者被害の具体的事例を中心に，その背景，
構造，法律上の問題点，訴訟上の争点，被害回
復の方法等を専門的な視点から分かりやすく解

説する。

高校生，大学生，専門学校
生

県内各地 4 357
アンケー

ト

・賢い消費者になるために ・消費者
被害にあわないために　など

消費生活に関するパネル展示を実施 一般
・県行政庁舎内 ・県図書館 ・仙
台市内地下通路

5 - 無

・賢い消費者になるために ・消費者
被害にあわないために など

消費生活に関するパネル展示を実施 一般 県内各地 35 - 無

・消費者トラブル事例と消費者教育
事例の紹介、消費者被害防止のための知識や，

消費者教育のあり方について
高等学校教諭 仙台市内 1 38

アンケー

ト

・消費者被害に遭わないために ・多
重債務無料相談会のお知らせ など

問題商法，契約トラブル，多重債務問題等に関
する情報提供　など

一般 県内各地 4 - 無

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に県民総活躍～

・消費生活に関するパネル展示 ・消費生活講座
・クイズラリー ・消費生活相談

一般 仙台市内 1 982
アンケー

ト
４日間開催

消費者教育について
生徒が消費者被害に遭わないための知識や事
例，消費者教育の意義について

小・中・高等学校教諭
・総合教育支援センター ・東北歴
史博物館

3 404 無

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

197



自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

4 宮城県 その他 本課 消費生活セミナー

未成年から成年への変化，学生から社会人へとライフスタイ
ルの変化が伴う若者が直面するトラブルについて取り上げ，
消費者市民社会における若者への消費者教育について考え
る。

直営 0 46 33

5 秋田県 講習会等 本課 食品表示セミナー
新しい食品表示制度について、事業者及び消費者に対する周
知徹底を図る

直営 56

5 秋田県 講習会等 センター 消費生活セーフティ講座
「主体のある消費者」を育成するため、身近な消費者問題を
テーマに専門講師による講座を開催

直営 281

5 秋田県 講習会等 センター 消費者問題講演会
秋田県金融広報委員会や、各地域の消費者団体等と連携し、
消費者問題に関する１回完結型の講演会を開催

直営 609

5 秋田県 講習会等 センター 出前講座
各団体からの依頼に応じ、消費者トラブル・悪質商法・食品
表示に関する出前講座を実施

直営 35 607

6 山形県 出前講座 双方 消費生活講座 消費生活に必要な知識や悪質商法等について周知 直営 65

6 山形県 講習会等 双方 消費生活サポーター研修 サポーターのレベルアップのため 直営 17 54

6 山形県 講習会等 双方 消費生活リーダー研修会 消費生活リーダーのレベルアップとネットワーク化のため 直営 16

6 山形県 その他 双方 新聞への原稿提供 消費生活に必要な知識や悪質商法等について周知 直営 0

6 山形県 展示会 双方 消費者月間パネル等展示 消費生活に必要な知識や悪質商法等について周知 直営 0

6 山形県 講習会等 双方 消費者教育推進担当職員研修会
県と市町村の消費者教育担当職員とのネットワーク化と情報
交換

直営 88

7 福島県 出前講座 本課 消費者啓発出前講座
高齢者等に悪質商法の手口や対策を身に付けてもらい、高齢
者等の悪質商法被害防止を図る

直営 43

7 福島県 出前講座 本課 見守りサポート事業
福祉関係者等に悪質商法の手口や対策を身に付けてもらい、
高齢者の悪質商法被害防止を図る

直営 6

7 福島県 その他 本課
ふくしまから　はじめよう。首都圏等消費者交

流事業

主要消費地の消費者を対象に、生産者との交流等を通じて、

食と放射能に関する正確な情報・知識を普及する
委託・請負 33,443

7 福島県 講習会等 本課
ふくしまから　はじめよう。「ふくしまの今を
語る人」県外派遣事業

主要消費地の消費者を対象に、生産者との交流等を通じて、
食と放射能に関する正確な情報・知識を普及する

委託・請負 26,158

7 福島県 講習会等 本課 食と放射能に関する説明会
一般消費者を対象に、食と放射能に関する正確な情報・知識
を普及する

委託・請負 30,973

7 福島県 講習会等 本課 食の安全・安心アカデミー
一般消費者を対象に、食と放射能に関する正確な情報・知識
を普及する

委託・請負 8,640

7 福島県 講習会等 本課 消費者力養成講座
参加者が身近な高齢者やそれぞれのネットワークを活かした
啓発など地域において自発的な活動ができる消費者教育の担
い手を育成する。

委託・請負 3,776

7 福島県 出前講座 本課 教員向け出前講座
学校における消費者教育を支援する。教育現場での消費者教
育の担い手を育成する。

直営 52

8 茨城県 出前講座 双方 高齢者見守り事業
見守り協力者（福祉関係者等）に高齢者の被害の特徴等を情
報提供し，日常的に見守ってもらうことによって消費者被害
の防止や早期発見を図る。

直営 0 558 0

8 茨城県 出前講座 センター 大好きいばらき安全・安心くらしのセミナー
各種団体やグループ，学校，事業者等が主催する講座等に消
費生活の専門家を無料で派遣し，消費生活知識の普及や消費
者トラブルの未然防止を図る。

直営 0 3,918 0

8 茨城県 講習会等 センター 消費者教育啓発講座
消費者教育の担い手に対する研修会を実施し，消費者教育に

必要な知識や実務能力を習得を図る。
委託・請負 0 2,794 0

8 茨城県 講習会等 センター 夏休み親子生活教室
小学生と保護者等を対象に簡易な実験や工作等の体験学習を
通じて消費生活への関心を高める。

直営 44 0 0

8 茨城県 その他 センター
高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止
キャンペーン

高齢者の消費者被害や詐欺被害の未然防止を図る。 直営 0 654 0

8 茨城県 その他 センター 若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン 若者の消費者被害の未然防止を図る。 直営 431 0 0

8 茨城県 その他 センター 大学等向け消費者教育副教材作成業務

大学等における消費者教育講座の企画・運営を通じた消費者

教育副教材の作成により，大学生等に対する消費者教育の充
実を図る。

委託・請負 0 1,450 0

8 茨城県 その他 本課 ラジオ広報 消費者トラブルの未然防止 委託・請負 0 1,167 0

9 栃木県 講習会等 双方 消費者教育教員向けセミナー
専門家を講師に招き、消費者教育の理念及び手法等のセミ
ナーを実施。

直営 187

9 栃木県 講習会等 双方 くらしの安心サポーター研修
国や県が行う消費者行政の最新情報等の提供を行い、サポー
ターのレベルアップを図る。

直営 38

9 栃木県 講習会等 双方 消費生活リーダー養成講座
地域において消費生活の安定、向上のために活躍できる消費
生活リーダーを要請する。

直営 185

9 栃木県 出前講座 双方
くらしのセミナー（県消費生活センター実施
分）

消費者一人ひとりが主体的かつ合理的に行動できるよう、消
費生活の基礎知識に関する講話など行う。

直営 0

9 栃木県 出前講座 双方 くらしのセミナー（消費者団体タイアップ分）
消費者一人ひとりが主体的かつ合理的に行動できるよう、消
費生活の基礎知識に関する講話など行う。

委託・請負 800

9 栃木県 出前講座 双方 高齢者支援講座（消費者団体タイアップ事業）
高齢者の支援者に対し、消費者被害の未然防止及び普及啓発

の知識を有する人材の育成を図る。
委託・請負 300

9 栃木県 講習会等 双方 高齢者トラブル防止キャンペーン
悪質商法などの被害に遭わないための知識や消費者トラブル
で困った時の相談先などを周知し、高齢者の消費者被害の未
然防止を図る。

委託・請負 676

9 栃木県 その他 双方 消費者被害防止啓発劇の上演
演劇を活用し、分かりやすく消費者問題に関する普及啓発を
実施する。

委託・請負 3,591

9 栃木県 講習会等 双方 とちぎ消費者カレッジ
若者の消費者教育・啓発を重点的に行い、消費者トラブルの
未然防止及び消費者問題解決力を身に付ける。

委託・請負 1,606

9 栃木県 講習会等 双方 消費者月間記念イベント「消費者のつどい」
消費者月間において記念イベントを開催し、県民に消費者問

題に関する普及啓発を行う。
直営 119

9 栃木県 その他 双方 ラジオCM放送
ラジオCMの放送を行い、消費者問題に関する情報の提供や消
費者被害防止のための啓発を行う。

委託・請負 3,174

9 栃木県 その他 双方 新聞広告の掲載 新聞を活用し、広く消費者問題に関する情報を提供する。 委託・請負 1,917

9 栃木県 その他 双方 テレビCM放送
テレビCMの放送を行い、高齢者の消費者問題に関する情報の
提供や消費者被害防止のための啓発を行う。

委託・請負 2,599
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

若者をとりまく消費者問題と消費者教
育の重要性

・若者をとりまく消費者問題と消費者教育の重
要性 ・弁護士によるリレートーク ・学生と取
り組む地域での消費者被害防止教育活動

高等学校,大学，高等専門学
校，専修学校，各種学校等
の学校関係者，学生，大学
生協， 企業，消費者団体，
消費者，行政，教育委員
会，ＰＴＡ，宮城県消費生
活サポーター

宮城県庁 1 136
アンケー

ト

・栄養成分表示の設定方法と表示方法

について ・機能性表示食品を含む健
康食品について

・「栄養成分表示」に関する理解と経過措置期
間中の必要な対応荷関する講義（事業者向け）
・健康食品についての注意点（一般消費者向

け）

・食品関係事業者 ・一般消
費者

○事業者向け ・秋田市 （１１月
１１日） ・横手市 （８月２９日)

・大館市 （９月２日） ・由利本
荘市 （９月１５日） ○消費者向
け ・秋田市 （５月１９日）

5 262
アンケー

ト

・賢い家計管理　　～電力小売り自由
化を理解する～ ・健康食品を正しく
理解する　等

消費者トラブルに遭わないための講座（連続講
座）

一般消費者 随時 センター（３カ所） 19 499
アンケー

ト

・家計を破壊する悪質商法 ・笑顔で
始める賢い消費者　等

消費者トラブルに遭わないための講演（１回完
結型）

一般消費者 随時 県内各地 18 2,841 無

・消費・契約トラブル、消費者被害防
止等について ・販売されている食品
の表示について　など

消費生活、消費者教育及び食品表示に関する出
前講座

一般消費者 随時 県内各地 119 6,302
アンケー

ト

消費生活全般 講話、ＤＶＤ、ロールプレイング等
幼児・小・中・高・大学
生、勤労者、一般消費者、
高齢者、地域指導者

・随時 ・県内各地 154 5,271 無

消費生活全般 講話・意見交換 消費生活サポーター 村山総合支庁H28.7.14 1 46 無

消費生活全般 講話・意見交換

消費生活サポーター、消費
者団体、市町村行政職員、
社会福祉協議会、包括支援

センター

・随時 ・県内各地 4 174
アンケー

ト

消費生活全般 読売、山形新聞への原稿提供 県民 毎月隔週 18 0 無

消費生活全般
消費生活センターの広報　悪質商法の手口と対
処法

県民
・５月　　・県内各消費生活セン
ター

4 0 無

消費生活全般 ・講話・ワークショップ・グループ別発表会
県と市町村の消費者教育担
当職員

山形県職員育成センター２階 1 22
アンケー

ト

・悪質商法の手口と対策についてなど ・悪質商法の手口と対策についてなど 高齢者など ・随時 ・県内各地 19 779
アンケー

ト

・悪質商法の手口と対策について
など

・悪質商法の手口と対策について　　　　など
福祉関係者、民生児童委
員、ホームヘルパー等

・随時 ・県内各地 3 42
アンケー

ト

・食と放射能 本県への招聘ツアー 首都圏の消費者 ・随時 ・県内各地（東京発着） 9 302
アンケー

ト

・食と放射能 本県の生産者等を講師として派遣 全国の消費者 ・随時 ・全国各地 44 4,164
アンケー

ト

・食と放射能 リスクコミュニケーション 一般消費者 ・随時 ・県内各地 76 3,437
アンケー

ト

・食と放射能 シンポジウム形式での開催 一般消費者 ・H28.11.5及び11.12 ・県内各地 2 659
アンケー

ト

・消費者市民社会って　　など ・消費行動が社会に与える影響　など 消費者 ・10/3～2/21 ・県内３会場 30 617
アンケー

ト
参加人数は延べ人数

・消費者トラブルへの対策について
・消費者教育について　など

・消費者トラブルへの対策について ・消費者教
育について　など

教員、学生 ・随時 ・県内各地 4 469 無

高齢者の消費者被害防止のための見守
りについて

高齢者の消費者被害の特徴について
民生委員，訪問介護関係者
等

・随時 ・県内各地 10 238 無

高齢者を狙う悪質商法と対処法 若者
を狙う悪質商法と対処法 子供の携帯
トラブル　など

高齢者を狙う悪質商法と対処法 若者を狙う悪質
商法と対処法 子供の携帯トラブル　など

一般県民 ・随時 ・県内各地 130 10,338 その他

消費者教育を行うための専門知識 地

域で取り組む消費者教育　など

消費者教育を行うための専門知識 地域で取り組

む消費者教育　など

県・市町村消費生活相談員

民生委員，介護職員　など

相談員向け　水戸12月　土浦11,12
月 民生員等向け　県内各地　　12
～1月

13 271
アンケー

ト

食品の原材料，食品表示や節電の大切
さについて　など

スナック菓子の表示調べやLEDランプの作成　な
ど

小学生及びその保護者等
・8月2日，3日（2回） ・県消費生
活センター

3 98 無

関東甲信越ブロック都県政令市，県警
察本部及び県内市町村との共同実施に

よる高齢者被害の未然防止

共同リーフレット・ポスターやミニのぼりの作
成・配布及びラジオ・新聞による啓発

一般県民 ・9月 ・県内 - - 無

公民館，社会福祉協議会，

銀行等へリーフレット等設
置 スーパー敷地内での街頭
ＰＲなど

関東甲信越ブロック都県政令市，県警
察本部及び県内市町村との共同実施に
よる若者を中心とした被害の未然防止

共同リーフレットの作成・配布及びラジオ・新

聞による啓発
一般県民 ・1～3月 ・県内 - - 無

高等学校，特別支援学校，

大学等へリーフレット配布

若者の消費者被害を防ぐために　など 副教材作成 消費者教育講座 大学生など ・10～11月 ・県内 15 15 無 講座15回実施

消費者トラブルの未然防止 相談窓口の周知，相談事例の紹介等 一般県民 ・随時 ・県内 96 - 無

消費者教育のススメ～学校現場で効果
的に進めるために～など

講演 ・教員 ・市町職員
・平成28年7月28日(木)・平成28年
7月29日(金) ・栃木県庁

5 140
アンケー

ト

「食生活を考えよう～食品選択のポイ
ント～」

講義・討議

県が主催する消費生活リー
ダー養成講座の修了生又は
これと同等の知識を有する
と認められる者

・平成28年10月11日(火)・平成28
年10月13日(木)・平成28年10月19
日(水)・平成29年3月3日(金) ・栃
木県庁ほか

4 126
アンケー

ト

・くらしの中の契約 ・クーリング・
オフと最近の相談事例など

講義・討議
市町長の推薦を受けた一般
県民

・平成28年5月17日～11月22日 ・
栃木県庁

12 20
アンケー

ト

悪質商法から高齢者を守るためになど 講義 一般県民 ・随時 ・県内各地 29 2,154
アンケー

ト

悪質商法被害防止についてなど 講義、寸劇など 一般県民 ・随時 ・県内各地 179 7,585 無

高齢社会における消費者問題など 講義 自治会役員、介護職員など ・随時 ・県内各地 7 193
アンケー

ト

高齢者のトラブル防止 講演 高齢者
平成28年11月9日・12月7日・平成
29年3月10日 とちぎ福祉プラザほ
か

3 460 無

「タヌキとキツネがだまされた？」な
ど

啓発劇の上演 一般県民 ・随時 ・学校、障害者施設など 33 6,597 その他

若者と消費者問題を考えてみましょう 講演 学生
・平成28年7月7日～平成29年1月8
日 ・県内大学など

10 1,101
アンケー

ト

みんなの強みを活かせ　～安全・安心

な社会に一億総活躍～

消費者支援功労者等表彰、講演、消費者団体発

表
一般県民

・平成28年5月20日 ・栃木県総合

文化センター
1 321

アンケー

ト

高齢者の被害防止　など 広報及び情報提供 一般県民 ・30秒CM×５種類 248 - 無

消費者月間、高齢者向け悪質商法被害
防止　など

広報及び情報提供 一般県民
・３紙に５月、９月、11月、１月
掲載

4 - 無

高齢者の被害防止 広報及び情報提供 一般県民 ・30秒CM×２種類 45 - 無
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

9 栃木県 その他 双方 若者の消費者被害防止啓発事業
県内プロスポーツチームの本拠地試合会場においてチラシの
配布、大型スクリーンでの啓発ＣＭの放映、啓発アナウンス
を実施し、若者の消費者被害防止を図る。

委託・請負 2,171

9 栃木県 その他 双方 食品表示自由研究
小学生及びその保護者に食品表示に対する興味関心をもって
もらう。

直営 231

10 群馬県 講習会等 本課 科学教室
生活の中の様々な事象を科学的に考察することにより、自主
的かつ合理的な消費生活行動をとれるよう、消費者の自立を
支援する

直営 0 0 0

10 群馬県 出前講座 双方 消費者被害防止出前講座
若者～高齢者まで幅広い県民の方に対し、県内消費生活セン
ターで受付けた相談事例などを紹介し啓発を図る

直営 17 0 0

10 群馬県 講習会等 本課 消費者月間講演会

消費者月間（５月）において効果的に啓発活動を行うため、

消費者被害防止等を目的とした一般県民向けの講演会を実施
する。

直営 0 0 646

10 群馬県 講習会等 本課 公開講座
大学生及び大学関係者を中心とした一般県民に対し、消費者
啓発の機会とする。

直営 0 57 0

10 群馬県 講習会等 本課 家庭科教員研修講座
家庭科教員に向けて家庭科における消費者教育にかかる題材
構成や指導方法の工夫等について研修会を実施し、実践的指
導力の向上を図る。

直営 0 30 0

11 埼玉県 出前講座 本課 県政出前講座（あなたを狙う悪質商法）
自治会や老人クラブ等に出向き、悪質商法の事例等を説明す
ることにより、消費者被害の防止を図る。

直営 - - -

11 埼玉県 講習会等 本課 高齢者の消費者被害防止フォーラム
高齢者の消費者被害を防止するため、市町村における福祉部
門と消費生活部門との連携を促進する。

直営 5

11 埼玉県 その他 本課 多重債務無料相談会
国が行う「多重債務者相談強化キャンペーン」の一環とし
て、多重債務者向けの無料相談会を開催する。

直営 2,197

11 埼玉県 講習会等 センター 消費生活講座
消費者トラブルから身を守る食の安全・安心契約に関する基

礎知識　他
直営 1,556 600

11 埼玉県 講習会等 センター 講演会 私たちのくらしと金融、食の安全性等 直営 438 600

11 埼玉県 その他 センター キャンペーン 悪質商法などの消費者トラブル防止 直営 380

11 埼玉県 講習会等 センター 生活科学センターを活用した消費者講座
高齢者の被害防止を目的に高齢者を見守る人に生活科学セン
ターを使用した消費者体験講座を実施

委託・請負 1,468

11 埼玉県 出前講座 センター 県政出前講座
県政の説明による県民の理解促進、対話による県民に開かれ
た県政の推進

直営 - - -

11 埼玉県 その他 センター シニアドリームフェスタ（出展） シニア世代の消費者トラブル防止のための啓発 直営 - - -

12 千葉県 講習会等 本課 消費者フォーラムin千葉
消費者団体の活動成果の発表及び交流の場として、消費者団
体などで構成する実行委員会方式により開催

直営 411

12 千葉県 講習会等 本課 消費生活講座 〔教養コース〕 〔法令コース〕
地域の消費生活を担う中核的な人材育成と消費生活相談員を
目指す人材の養成を図る

委託・請負 6,492

12 千葉県 出前講座 本課 若者向け消費者教育普及事業

県が発行している若者向け消費者教育のための冊子「オトナ
社会へのパスポート　知っておきたいこれだけは」及びこれ

に付随する教材を活用した授業や講座を実践するとともに、

教員や消費生活相談員等を講師として養成する。

委託・請負 1,700

12 千葉県 講習会等 本課 教員対象公開講座 学校における消費者教育の推進を図る 直営 0

12 千葉県 講習会等 本課 消費者教育担い手育成事業

県内消費者を取り巻く消費者問題の現状と地域ぐるみでの消
費者教育の必要性についての理解の促進を図るとともに、地
域における普及啓発活動に必要な知識の習得を図ることで、
実践活動を目指す人材の育成を図る。また育成人材の地域に
おける消費者教育活動の取り組みにより県内市町村における
消費者教育の促進を図る。

委託・請負 375

12 千葉県 その他 本課 多重債務問題対策街頭啓発キャンペーン 多重債務相談窓口等の周知を図る 直営 137

12 千葉県 講習会等 センター 消費者自立支援講座
消費生活の安定、主体的な消費者の育成、情報支援等消費者
啓発の推進

直営 1,464

12 千葉県 講習会等 センター 消費生活サポーター養成講座
地域の中で消費生活のサポート役として活動できる人材の育
成

直営 344

12 千葉県 講習会等 センター 消費者セミナー
制度の改正等により相談が増加しているもの、今後相談の増
加が予想されるものについて啓発

直営 30

13 東京都 講習会等 本課 セーフティグッズフェア
保護者及び子供に対して安全に配慮した商品の情報、商品・
サービスに関する危害・危険情報等を発信するとともに、中
小企業の商品開発を促進する。

直営 7,650 7,000 0

13 東京都 講習会等 センター 啓発講座
身近で話題性のあるテーマを取り上げ、参加者が講義や実験
を通じて消費者問題についての知識を得て、消費者意識を向

上させ消費者の権利を自覚することを目的とした講座

直営 785 0 0

13 東京都 講習会等 センター 消費者問題マスター講座
消費者問題について体系的に学ぶことにより、地域や職場な
どでの消費者教育等の推進について中心的な役割を果たすこ
とができる人材の育成を目的とした連続講座

直営 819 0 0

13 東京都 講習会等 センター 消費者問題教員講座
学校における消費者教育に必要な知識を提供することを目的
とした講座

直営 1,022 0 0

13 東京都 講習会等 センター 市町村共催講座
消費者教育の一環として、都と市町村が共催で講義や実験を
実施することで消費生活問題について考える契機とすること
を目的とした講座

直営 682 0 0

13 東京都 講習会等 センター 多摩センター主催講座
消費者教育の一環として、講義や実験を実施することで消費
生活問題について考える契機とすることを目的とした講座

直営 727 0 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

若者の被害防止 広報及び情報提供 一般県民 （特に若者）
・平成28年6月26日～平成29年3月
12日 ・県内ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂﾁｰﾑの本拠地
会場

1 - 無
・チラシ 107,800部 ・大型
ｽｸﾘｰﾝ 58回 ・場内ｱﾅｳﾝｽ 37
回

親子で学ぶ食品表示　～夏休み自由研
究～

お菓子の箱作りを通した食品表示ラベルの作成 小学生及びその保護者 栃木県庁講堂 2 239 無

・肌の乾燥・かゆみを防いでうるおい
ボディを手に入れる

・睡眠が健康に及びす影響 ・快適な睡眠環境を
整える方法

一般県民
・H29.3.16 ・群馬県庁ビジターセ
ンター

1 34 無

・消費者被害にあわないために ・消
費者市民社会の実現に向けて など

・センターに寄せられた相談事例と対処法 など
若年層（中高校生・大学生
が中心）、高齢者

・随時 ・県内各地 75 5,530 無
一部の出前講座は、防犯担
当及び金融広報委員会と共
同実施

消費者教育の啓発
・消費者月間講演会「うまい話はありません！
消費者トラブルあれこれ」

一般県民 ・H28.5.24 ・群馬県公社総合ビル 1 120 無

消費者教育の啓発
・「持続可能な社会のために消費者ができるこ
と　   　　　　　　～エシカル消費、フェアト
レードを知ろう！～」

大学生、大学関係者、一般
県民

・H29.1.12 ・群馬大学教育学部 1 83 無

消費者教育の啓発
・「学校における消費者教育の在り方　～家庭
科での実践事例や教材の活用法～」

小中高等学校家庭科教員
・H28.8.8 ・群馬県総合教育セン
ター

1 30 無

安心で安全な生活を実現するため、自
主的、合理的に行動する消費者を育成
する。

悪質商法の手口 高齢者　など ・随時 ・県内各地 3 200 無

市町村における福祉部門と消費生活部
門の連携を促進

地域の連携に係る講演、情報交換

地域包括支援センター職
員、社会福祉協議会職員、
民生児童委員、市町村福祉
行政職員、市町村消費者行

政職員　など

・10/4　14:00～16:00 ・10/6
14:00～16:00 ・10/24 14:00～
16:00 ・11/30 14:00～16:00 ・県

内４会場

4 147
アンケー

ト

多重債務者向けの無料相談会の開催 多重債務者向けの無料相談会の開催 多重債務者等 ・11/14～11/29 ・県内１１会場 11 21 無

安心で安全な生活を実現するため、自
主的、合理的に行動する消費者を育成
する。

悪質商法の被害防止などについて、市町村や学

校等と共催で講座を開催

一般消費者、学校教育関係

者
・随時 ・県内各地 195 9,977

アンケー

ト

安心で安全な生活を実現するため、自

主的、合理的に行動する消費者を育成
する。

金融に関するトラブル防止や食の安全について
市町村や県金融広報委員会と共催で開催

一般消費者 ・随時 ・県内各地 6 1,322
アンケー

ト

安心で安全な生活を実現するため、自
主的、合理的に行動する消費者を育成

する。

消費者啓発のためのキャンペーン 一般消費者 駅頭、お祭り本部ほか 14 5,620 無

安心で安全な生活を実現するため、自
主的、合理的に行動する消費者を育成

する。

悪質商法の被害防止などについて、市町村と共
催で講座を開催

民生委員等の高齢者を見守
る人

・埼玉県生活科学センター 5 146
アンケー

ト

くらしの中の商品テスト
全国の製品事故状況、事故防止の取組、事故事
例、商品テスト事例の紹介

住民、地域団体、企業など
の民間団体、学校、市町村
などの公的団体が主催する
集会

H29.1.27 久喜市内民間団体の高齢
者集会

1 18 無

高齢者の消費者被害を減らすために 消費者啓発のためのキャンペーン 一般消費者 11/12　ウェスタ川越 1 10,000 無
県民ふれあいフェスタと同
時開催

高齢社会をどう生きる!!
・講演「私たちが主体の地域づくり」 ・事例発
表、パネル展示

一般県民 H285.25(水) 千葉市文化センター 1 334
アンケー

ト

・消費生活の向上を図るために必要な
基礎知識 ・消費生活相談業務に関す
る基本的な法令の基礎知識

消費者安全法と消費者基本法、金融商品の基礎
知識、消費者契約法の基礎知識等

一般県民（将来相談員業務
に従事することを希望する
方、消費生活に関する知識
の習得を目指す方））

・≪教養コース≫H29.2.1～
29.3.18（5日間)、≪法令コース≫
H29.1.28～29.3.4(3日間) ・千葉
県消費者センター

1 117
アンケー

ト

消費生活に関する基本的な法律知識や

インターネット、マネートラブルにつ
いての対処法

①契約　②インターネット　③マネー　④法律 高校生、教員 ・随時 ・県内各地 10 1,906
アンケー

ト

高校生対象授業・講座：７

校（1,886人） 講師養成講
座：３回（20人）

・次期学習指導要領改訂と金融教育に
ついて ・正しく怖がるインターネッ

ト～事例に学ぶ情報モラル～

講演 教員
H28.8.3(水） 千葉県総合教育セン
ター

1 63
アンケー

ト

・千葉県の消費者を取り巻く消費者問
題の現状と課題 ・消費者啓発活動に
活用できる情報の入手や活用方法 ・
地域における住民による消費者教育活
動の実践について

・講義 ・グループ討議

「消費者教育担い手人材」
「消費生活地域サポー
ター」に登録した県民及び
市町村職員

H29.3.25(土) 千葉県消費者セン
ター

1 31
アンケー

ト

多重債務相談窓口の周知 啓発物資の配布、呼びかけ 一般県民 H28.11.1(火) JR千葉駅周辺 1 36 無

・知っておきたい消費者知識 ・携
帯・スマホの安全な使い方等

契約トラブルについて 高齢者、学生等 ・随時 ・県内各地 46 4,423 無

・消費者問題 ・消費者の自立と法律
・地域の見守り活動について

・相談事例と対処法 ・地域の見守り活動の必要
性

サポーターとして活動され
る意欲のある方

・10月、11月 ・当センター、旭市
商工会館

2 159
アンケー

ト

・電気通信サービスを安心・便利に利
用するために ・電力・都市ガスの小
売全面自由化について

・通信サービスの変遷、通信・サービス利用時
の注意点 ・電力・都市ガス小売自由化の概要、
注意点

一般県民
・10月、1月 ・鎌ケ谷市総合福祉
保健センター、当センター

2 60
アンケー

ト

・商品づくりセミナー　子供向けセー
フティグッズ市場へ向けた製品開発、
販路戦略 ・生活安全セミナー「子供
の遊びあるあるセミナー」 など

・安全に配慮した商品見本市 ・安全に配慮した
商品の販売 ・安全をテーマにしたセミナー

子供とその保護者、企業
・平成28年11月4日～6日 ・東京都
立産業技術研究センター

1 4,500
アンケー

ト

特定非営利活動法人キッズ
デザイン協議会、地方独立
行政法人東京都立産業技術
研究センター、国立研究開
発法人産業技術総合研究所
との共催

①講義講座 子供や孫に伝えるお金の
話～おこづかいから始める生き方教育
～　ほか ②実験講座 「青色LED」か
ら拡がるLED照明～正しい理解と使い

方～　ほか ③連携講座 会社を動かす
のは”あなたの声”～商品開発はお客
様相談室から～　ほか

①金融経済教育、シニア向け講座　など ②繊
維、電気、食品　など ③消費者志向経営、金融

経済教育　など

一般都民

① ・平成28年7月,平成29年2月 ・
東京ウィメンズプラザホール　ほ
か ② ・随時 ・消費生活総合セン
ターと多摩センターで各8回開催

③ ・平成28年9月,平成29年1月 ・
東京ウィメンズプラザ、消費生活
総合センター

20 1,592
アンケー

ト
①2回、479人 ②16回、390
人 ③2回、723人

消費者行政の現状　ほか
消費者の権利、契約の基礎知識、悪質商法、金

融、商品安全、環境　など

消費者問題に関心があり、
地域や職場で積極的に活用
する意欲がある方

・平成28年9月～12月 ・消費生活
総合センター及び多摩消費生活セ
ンターで各13回の連続講座を開催

26 1,633
アンケー

ト

学校における消費者教育の意義と実践
法　ほか

概論、法教育、契約、製品安全、衣生活、食
育、住環境、若者の悪質商法被害、金融教育
など

都内小・中・高・特別支援
学校の教員及び栄養士など

・平成28年7月～8月 ・消費生活総
合センター、多摩消費生活セン
ターほか全31回開催

31 1,257
アンケー

ト

電力自由化について知ろう～電力契約
のためのイロハ～　ほか

着色料、遺伝子組み換え、食品添加物　など 一般都民 ・随時 ・各市町村センター等 22 480
アンケー

ト

スマートエイジングという生き方 ～
自分らしくｲｷｲｷと暮らすための秘訣～
ほか

消費者被害の実態、地産地消、食品表示、シニ
アライフ　など

一般都民 ・随時 ・多摩消費生活センター 34 1,010
アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

13 東京都 その他 センター 高齢者被害防止キャンペーン 高齢者の消費者被害の未然防止 直営 8,102 0 0

13 東京都 その他 センター 若者被害防止キャンペーン 若者の消費者被害の未然防止 直営 20,557 0 0

13 東京都 出前講座 センター 出前講座
消費者に有益な情報をわかりやすく伝え、消費者被害の未然
防止を図る

直営 3,719 0 0

13 東京都 出前講座 センター 高齢者見守り人材向け出前講座 高齢者被害の早期発見等消費者被害の未然防止を図る 委託・請負 11,290 0 0

13 東京都 出前講座 センター 出前寄席
消費者に有益な情報をわかりやすく伝え、消費者被害の未然
防止を図る

直営 450 0 0

13 東京都 その他 センター 協働学習会
一般消費者に対する情報発信のための学習会を、消費者団
体・グループと協働して実施している。

直営 485 0 0

13 東京都 その他 センター 消費者月間事業 消費者意識の啓発、消費者団体相互の連携強化等協働の推進 直営 9,367 0 950

13 東京都 その他 センター
「若手芸人」が演じるネット動画を活用した若
者向け消費者教育

若者の消費者被害の未然防止 委託・請負 1,542 4,457 0

13 東京都 講習会等 センター
東京都と東京都生活協同組合連合会との協働事
業

高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 238 0 0

14 神奈川県 講習会等 本課
インターネット被害未然防止講座（参加者募集
講座）

インターネットに関する消費者被害の未然防止を図る。 委託・請負 0 5,502 0

14 神奈川県 出前講座 本課 インターネット被害未然防止講座（出前講座）
学校・団体等に講師を派遣し、インターネットに関する消費
者被害の未然防止を図る。

委託・請負 -

14 神奈川県 講習会等 本課 消費者力アップ講座
消費生活に関する知識や情報を取得し、トラブルに遭わない
よう消費者力アップを目指す「基礎講座」と、基礎講座修了

者を対象とする「講師養成講座」を実施する。

委託・請負 0 3,845 0

14 神奈川県 その他 本課 若者向け消費者市民社会啓発映像の制作・放映

「自立した消費者」として行動するとともに、環境に配慮し
た商品の選択などを通じて、公正かつ持続可能な社会づくり
に積極的に寄与する人づくりをめざし、自らの行動を始める
時期にあたる「若者」を対象とした啓発を行う。

委託・請負 0 10,039 0

14 神奈川県 講習会等 本課 くらしの経済講演会
身近なくらしの経済（家計や経済、キャリアプラン、キャリ
ア教育等を含む）などを中心に正しい知識・情報を広く県民
に提供する。

直営 0 0 847

14 神奈川県 その他 本課 消費者市民社会啓発事業
消費者市民社会の形成に向け、事業者やNPO等と連携した啓
発事業を行う。

直営 628 0

14 神奈川県 その他 本課 消費者力アップ！県民提案事業

県内で活動する様々な団体が、消費生活に関する課題解決に
取組むことにより、多くの県民の消費者意識を高め、「消費

者力を向上」させること、また、それぞれの活動を通じて、
相互のつながりを強め、連携・協働を促進することを目的と

して事業を公募し、委託事業として実施する。

委託・請負 0 3,110 0

14 神奈川県 その他 本課 消費者力アップ！フェスタかながわ

消費者市民社会の実現に向けて、消費者月間である５月に、
消費者や消費者団体等が消費者教育への関心を高めるための
イベントを実施し、今後の活動のきっかけづくりや、相互に
交流を図る場を提供する。

直営 0 68 0

14 神奈川県 その他 本課 消費者被害未然防止キャンペーン
悪質商法等の被害を未然に防止するため、街頭キャンペーン
を実施する。

直営 0 1,750 0

14 神奈川県 出前講座 本課 消費生活出前講座
消費者意識の高揚と悪質商法被害の未然防止等のため、地域
での希望に応じた内容で、５人以上の団体・グループに講師
を派遣して、出前講座を実施する。

直営 456 1,980 0

14 神奈川県 その他 本課 高齢者向け被害未然防止
県警と連携し、高齢者向け消費者被害未然防止の啓発活動を
行う。

直営 0 1,831 0

14 神奈川県 その他 本課 悪質商法被害未然防止共同キャンペーン
関東甲信越ブロック16都県市共同で悪質商法被害の未然防止
を図る

委託・請負 0 121 0

14 神奈川県 その他 本課 高校生向け情報紙による消費者市民社会の啓発
高校生向け情報紙紙面において、高校生記者による消費者問
題に関する取材記事を掲載し、消費者市民社会の啓発を行
う。

委託・請負 2,100

14 神奈川県 講習会等 本課 消費者教育連携・協働事業
県内の消費者教育の担い手の連携促進を図り、消費者教育を
推進するため、団体等と連携した意見交換会、研修会を実施
する。

直営 35

15 新潟県 出前講座 センター 消費生活講座
暮らしに役立つ知識や最近の消費生活情報を提供するため、
講座や学習会に講師を派遣

直営 31
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

高齢者の消費者被害の未然防止

敬老の日を含む９月をキャンペーン月間とし、
関東甲信越１都９県５政令都市が連携し共同
キャンペーンを実施。ポスター・リーフレッ
ト・ステッカーの作成・配布、交通広告等を実
施

高齢者とその周りの方 ９月 - - 無

若者の消費者被害の未然防止

１～３月をキャンペーン期間とし、関東甲信越
１都９県５政令都市が連携し共同キャンペーン

を実施。ポスター・リーフレット・啓発ＣＭ等
により啓発を実施。

若者 １月～３月 - - 無

悪質商法被害防止、インターネットや
ＳＮＳのトラブル防止、契約、ヒヤリ
ハット　ほか

消費生活の問題に関する知識を身につけた「消
費者啓発員」を養成し、各種団体、学校等が実
施する講座に派遣する

一般都民
・通年 ・学校、企業、行政施設、
自治会等

308 22,904
アンケー

ト

高齢者の消費生活トラブル早期発見の
ために

高齢者の身近な方々を対象に、都内に所在する
介護事業者、団体等が実施する講座に講師を派
遣する

ホームヘルパー、ケアマネ
ジャー、民生委員等

・通年 ・介護施設、地域包括支援
センター等

300 7,492
アンケー

ト

「サギ師の心！」読んで己を守る　ほ
か

悪質商法の手口や実態、その対応策を題材に落
語・漫才・コントを制作し、大学の落語研究会
等が演じる出前寄席を実施する

一般都民
・通年 ・消費生活行政部署・セン
ター、老人ホーム等

356 26,516
アンケー

ト

食品の表示と健康食品について　ほか
一般消費者に向けた情報発信のための学習会を
消費者団体等と協働して実施する

都域の消費者団体及び一般
都民

・通年 ・東京都消費生活総合セン
ター及び都内各地

18 543
アンケー

ト

見て聞いて話そう！交流フェスタ ほ
か

東京都と消費者団体が実行委員会を構成し、共
催により事業を実施する

都域の消費者団体及び一般
都民

・10月の東京都消費者月間を中心
に2月まで ・東京都消費生活総合
センター及び都内各地

10 35,035
アンケー

ト

悪質商法をテーマにした漫才・コント

「悪質商法」をテーマに、若手芸人及び学生芸
人が作った漫才・コントの動画を収録（公開収
録イベント開催）し、インターネットで公開。

また、都内大学での大学祭で披露。

若者

○ネット配信 平成29年1月～3月
○公開収録 ・平成28年12月 ・池
袋サンシャインシティ噴水広場 ○
大学祭PR ・平成28年11月 ・都内3

大学

1 2,000
アンケー

ト

高座と講座でSTOP！消費者被害　爆笑
落語と弁護士さんのお話　ほか

悪質商法の手口や実態、その対応策を落語やク
イズ等で啓発

高齢者
・平成28年12月～平成29年3月 ・
多摩市、調布市、世田谷区

3 372
アンケー

ト
東京都生活協同組合連合会
と共催

・占いサイト ・ワンクリック請求 ・

出会い系サイト／コミュニティサイト
・ネットショッピング ・オンライン
ゲーム ・スマートフォン

実際にパソコンを操作してインターネットトラ
ブルを疑似体験し、その危険性やの注意点を学

ぶ。

一般消費者
・8月8回、9月2回、1月2回、2月8
回実施 ・県内各地（横浜市、横須

賀市、小田原市ほか）

20 191
アンケー

ト

※費用は、「インターネッ
ト被害未然防止講座（出前

講座）」を含む

・占いサイト ・ワンクリック請求 ・

出会い系サイト／コミュニティサイト
・ネットショッピング ・オンライン
ゲーム ・スマートフォン

学校・団体等に講師を派遣し、インターネット
の危険性やその注意点を学ぶ。

一般消費者 ・随時 ・県内各地 35 4,487 無

①最近の消費者相談事例、お金の貯め
方・使い方、住宅リフォームのチェッ
クポイント、製品事故など ②講座の

組み立て方と教材の活用方法、伝わる
書き方・話し方など

①基礎講座（全6日間・12講座）1回 ②講師養成
講座（全5日間・10講座）１回

一般消費者
①・H28.9.3～10.8(横浜市） ②
H28.11.5～12.10(横浜市)

2 68
アンケー

ト
参加人数内訳 ①46人 ②22
人

消費者市民社会の啓発
啓発映像の制作、映画館や電車・バス車内で啓
発映像上映

若者
映画館7箇所2週間、 電車1路線 1
週間 バス9営業所

- - その他

①第１部「若者を狙う悪質商法の手口
とその対処法」第２部「グローバル経
済と日本の行方」 ②「気をつけよ
う！金融トラブル～騙されないで！う
まい話にご用心～」

①学生や職業経験の浅い若年層に多い悪質相談
事例や、金銭管理に関する知識の啓発等 ②金融
トラブルの実態とその対処法について

①主に、企業・団体の人
事・総務・研修担当者、大
学の学生相談・指導担当者
など ②一般消費者

①H28.10.13横浜情報文化センター
(横浜市中区) ②H29.1.22ヴェルク
よこすか（横須賀市）

2 271
アンケー

ト
参加人数内訳 ①96人 ②175
人

①「エシカルトーク？かながわ×フェ
アトレード」 ②「エシカルトーク？

かながわ×地産地消」

①フェアトレードをテーマに消費者市民社会を
考え、一人ひとりが小さなことからでも「エシ
カル消費」に取り組む大切さを紹介した。 ②地
産地消や地域の食文化をテーマに、地域を守る

ことが「エシカル消費」につながる実践例を紹
介した。

一般消費者

①Ｈ28.９.25日　ショッパーズ横
須賀、イオン横須賀店（横須賀
市） ②Ｈ28.11.５開成町民セン

ター（開成町）

2 295 無

消費者被害の未然防止等、消費生活に
係る課題の解決や消費生活の安定及び
向上（特定課題コースとして「消費者

市民社会の形成に向けた倫理的消費
（エシカル消費）の普及･啓発」、

「高齢者・障がい者の見守りを通じた
消費者被害未然防止」

特定課題コース…4件（①「消費者市民社会の形
成に向けた倫理的消費（エシカル消費）の普及･
啓発」2件、②「高齢者・障がい者の見守りを通

じた消費者被害未然防止」2件） 自由課題コー
ス…5件（悪質商法被害未然防止、くらしのお
金、地産地消の野菜 など）

県内で活動する消費者団体

やNPO法人
・随時 ・県内各地 - - その他

みんなが つながりひろがる 消費者教
育 ～あなたがつくる新たな一歩～

①講演「みんなが つながりひろがる 消費者教
育 ～あなたがつくる新たな一歩～」 公益財団
法人消費者教育支援センター　柿野　成美 氏
②NPO、消費者団体等の活動発表（「平成27年度
消費者力アップ！県民提案事業」実施団体） ③
資料・団体活動展示コーナー

一般消費者
・平成28年5月20日(金) ・かなが
わ県民センター2階　ホール

1 93
アンケー

ト

悪質商法に気をつけよう パネル展示、消費者クイズ、寸劇、街頭相談等 一般消費者
・平成28年9月14日(水) 横浜駅東
口新都市プラザ

1 - その他

悪質商法の手口とその対処法 賢いク
レジットカードの利用法 クーリン
グ・オフの方法について 食品表示の
基本的な見方

悪質商法の手口とその対処法 賢いクレジット
カードの利用法 クーリング・オフの方法につい
て 食品表示の基本的な見方

老人クラブ、子供会、自治
会、学校・ＰＴＡ、介護予
防・子育てグループ、民生
委員、介護ヘルパー、ケア
マネージャー

・随時 ・県内各地 98 5,088
アンケー

ト

消費者被害の未然防止
警察官が高齢者訪問時に注意喚起とともに啓発
物品を配布のほか、防犯教室や年末特別警戒等
で順次配布

高齢者
・H28年9月以降順次配布 ・県内各
地

- - その他

悪質商法に気をつけろ！
老人クラブ、学校等にポスター掲示、リーフ
レット配布

高齢者・若者 高齢者288箇所 若者362箇所 - - その他

高校生応援マガジン「Ｈ！Ｐ（エイチ

ピー）」（神奈川新聞社）

高校生記者による消費者問題、消費者市民社会

等に関する取材記事を掲載した。

夏号（７月）：国際フェア

トレードデー（５月第２土
曜日）に東京で開催され

た、フェアトレードフェス
ティバルの取材ほか 秋号
（９月）… 社会や環境に配

慮した製品を制作する方へ
のインタビューほか 冬号
（12月）…「エシカルトー

ク？　かながわ×フェアト
レード」イベント及び出演
者へのインタビュー

県内高校生 約23万部発行 3 - その他

担い手の連携促進
第一回で団体活動における課題について意見交
換を行い、第二回でその課題についての講師を
招き研修会を行った。

県内で活動する消費者団体
やNPO法人

第一回：平成28年11月18日（金）
第二回：平成29年3月3日（金）

2 42
アンケー

ト

・消費者被害防止 ・昨今の相談内容
とトラブル事例など

・悪質商法の被害にあわないために、また、被

害にあってしまった場合の対処方法の学習　な
ど

・地域のグループなどで自
主的に取り組む団体

・随時 ・県内各地 10 464
アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

15 新潟県 出前講座 センター 大学・専門学校等での出前講座 若者に対する悪質商法被害の未然防止のため 直営 7

15 新潟県 講習会等 センター 消費者力アップ講座
商品・サービスを見極める確かな目を養い、消費者の自立を
支援

直営 42

15 新潟県 講習会等 センター 簡易テスト講座
くらしに役立つ知識を実際に実験してもらい、知識をさらに
深めてもらうための講座

直営 34

15 新潟県 出前講座 本課 消費生活サポーター派遣による出前講座
県内の公民館や学校に派遣し、消費者向けの講座を実施する
ことで、各地の消費者が悪質商法の被害に遭わないよう、基
礎的な消費者知識の普及を図る

委託・請負 820 1,337

15 新潟県 講習会等 本課 食の安全・安心学習会
食の安全安心に係る意識の向上のため、消費者として知って
おきたい知識などの情報を提供する。

委託・請負 1,125

15 新潟県 出前講座 本課 高校生のための消費生活講座
高校生を対象とした消費生活講座を実施することにより、若
者を狙った悪質商法被害、クレジットトラブル等の消費者ト
ラブルを防止する。

直営 1,057

15 新潟県 出前講座 本課 「環境にやさしい生活」出前講座
ごみの減量化を推進し、環境負荷を軽減するため、環境にや
さしいライフスタイルの定着を図る。

直営 559

15 新潟県 出前講座 本課 対象者層に応じた消費生活講座
親子、保護者、若者、高齢者、就業者など対象者に応じて消
費生活に関連する講座を開催し、消費者知識の普及を図る

委託・請負 684

16 富山県 講習会等 本課
教員向け消費者教育推進研修会（小中学校教員
向け）

消費者教育推進法の策定を踏まえ、小中学校の指導主事を対
象に、小中学生に多い消費者トラブルの現状と対処法につい
て講演を行い、学校における消費者教育の理解を深め、若者
被害の未然防止を図る。

直営 49

16 富山県 講習会等 本課
教員向け消費者教育推進研修会（高等学校教員
向け）

県消費者教育推進計画の策定を踏まえ、高等学校の教員を対
象に、消費者教育の指導法やスマートフォンやインターネッ
トの安心・安全な利用方法について実践的な研修会を開催

し、学校における消費者教育への理解を深め、若者被害の未
然防止を図る。

直営 76

16 富山県 講習会等 本課 高齢者・障害者等消費生活見守り研修会

高齢者や障害者の方が地域において日常生活を営むために必
要な支援をおこなっている福祉関係斜塔に悪質商法等の事例
や見守り対応策を学んでもらい、高齢者・障害者の方の消費
生活における被害の未然防止を図る。

直営 210

16 富山県 展示会 本課 富山県消費者大会
消費者が消費生活に関する知識を習得する機会を提供し、消
費者の自立を支援する。

直営 222 1,091

16 富山県 展示会 本課 みんなの消費生活展 より広範囲な地域の県民を対象に消費者啓発を図る 委託・請負 336

16 富山県 出前講座 センター 消費生活出前講座
身近にある消費者トラブルの内容や対処法について啓発を図
る

直営 26 437

16 富山県 出前講座 センター 悪質商法撃退教室 高齢者の消費者トラブルの内容や対処法について啓発を図る 直営 84

16 富山県 出前講座 センター 高校生を対象とした消費生活講座 若者の消費者トラブルの内容や対処法について啓発を図る 直営 12 951 632

16 富山県 出前講座 センター 悪質商法撃退講座inキャンパス 若者の消費者トラブルの内容や対処法について啓発を図る 直営 113

16 富山県 出前講座 センター 中学生を対象とした消費生活講座 若者の消費者トラブルの内容や対処法について啓発を図る 直営 29

16 富山県 講習会等 センター 夏休み子ども生活・科学教室
商品テストの実験実習を通じて科学的な目と商品を選ぶ目を
養う

直営 0

16 富山県 講習会等 センター 消費者カレッジ 自立した消費者としての資質向上を目指す 直営 31

16 富山県 展示会 センター くらしの安心ネットとやま構成団体の活動紹介 構成団体の日頃の活動を紹介 直営 364

17 石川県 その他 本課 ラジオ広報 消費者問題への意識向上 委託・請負 0 0 214

17 石川県 その他 本課 新聞広報 消費生活情報の提供 委託・請負 7,955 885 0

17 石川県 出前講座 本課
大学生による高齢消費者被害防止寸劇出前講座
事業

高齢消費者被害の防止と学生の消費者問題に関する理解を促
進

委託・請負 0 1,011 0

17 石川県 その他 本課 多重債務相談強化キャンペーン 潜在的相談者の掘り起し及び常設相談窓口の周知 直営 0 0 42

17 石川県 その他 センター 契約・解約トラブルなんでも１１０番
 「消費者月間」事業の一環として、消費生活相談事業の啓
発を図る。

直営 0 0 0

17 石川県 講習会等 センター 消費者セミナー
消費生活に関連した法律・経済・製品安全などについて学習
することにより、複雑多様化する消費社会への対応力向上を
図る。

直営 0 0 199

17 石川県 講習会等 センター 消費生活キッズ教室
子ども交流センターと連携し、児童を対象に、実験などを通
じて、商品などの安全や品質、契約などの正しい知識の学習
を図る。

直営 0 376 0

17 石川県 講習会等 センター 消費者のつどい（講演） 消費者被害の未然防止を図る。 直営 0 0 38

17 石川県 講習会等 センター センター講座 消費者被害の未然防止を図る。 直営 0 0 0

17 石川県 講習会等 センター 出前講座 消費者被害の未然防止を図る。 直営 48 0 0

17 石川県 講習会等 センター かしこい消費者塾
高等教育機関の学生及び企業社員向けに講師を派遣し、消費
者トラブル防止を図る

直営 0 486 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

・日常生活の中の契約トラブル ・消
費者センスを高めよう！ ・賢い消費
者をめざす 等

最近の若者に多いトラブル事例を紹介し、それ
ぞれの手口と対策について考えるとともに、消
費者契約に関する基本的な知識の習得

・学生 ・随時 ・県内各地 13 847
アンケー

ト

・乾電池教室 ・住まいと安全対策 ・
衣食住見直し

講演など ・一般消費者
・8月5日、9月14日、10月19日 ・
県センタ－

3 60
アンケー

ト

・ちょっと気になる食品の糖度 ・
もっと知ろう輸入かんきつ類の防かび

・食品に含まれる糖分の知識 ・輸入かんきつ類
の防かび剤について

・概ね10人以上のグループ ・随時 ・県センター他 3 51
アンケー

ト

・賢い消費者になるために ・消費者
被害にあわないために　など

消費者を対象とした悪質商法の手口や最近の事
例紹介、トラブル防止啓発、相談窓口の周知な
ど

・地域のグループなどで自
主的に取り組む団体

・随時 ・県内各地 98 3,210
アンケー

ト

食の安全安心に関する情報提供

・県特別栽培農産物認証制度の解説と生産者施

設の見学他 ・県特別栽培農産物認証制度の解説
と生産者からの説明 ・南蛮エビのIQ管理の解説
と魚のさばき方教室 ・畜産安心ブランドについ
ての解説と生産者からの説明

･一般消費者
・7月23日　新潟市 ・8月6日　柏
崎市 ・9月24日　新潟市 ・11/19
糸魚川市

4 138
アンケー

ト

・契約の基礎知識 ・若者に多い消費
者トラブル ・クーリング・オフ ・消
費者信用(クレジットカード）など

有識者による講演 ・高校生 ・随時 ・県内高等学校 68 10,152
アンケー

ト

新潟県金融広報委員会との
共催(事業費は金融広報委員
会負担)

・ごみ減量の３Ｒ ・省エネルギー ・
エコ工作　　など

有識者による講義、体験学習 ・小中学生 ・一般消費者 ・随時 ・県内各地 49 2,589
アンケー

ト

実行委員会方式で実施(環境
にやさしい買い物運動実行
委員会)

・子どもたちのまわりには危険がいっ
ぱい! ・食品ロスを考える映画上映会
・豊かな暮らしを考える生活講座 ・
親子で学ぶネットトラブル講座

有識者による講演ほか ・一般消費者
・9月3日新潟市 ・11月20日十日町
市 ・11月21日新潟市 ・12月17日
新潟市 ・3月12日長岡市

5 350
アンケー

ト

若者の消費者被害の未然防止
・小中学生に多い消費者インターネットトラブ
ルの現状と対処法について

生活指導主事、カウンセリ
ング指導員、各教育事務所
職員、県総合教育センター
職員、小中学校課職員

・平成28年７月15日　　　　・富
山県総合教育センター

1 60 無

若者の消費者被害の未然防止
・スマートフォンの活用及び操作について ・
ネットショッピングの実践的な指導法について

高等学校及び特別支援学校
高等部家庭科担当教員

・平成29年2月16日　　　・富山県
総合教育センター

1 21
アンケー

ト

高齢者・障害者の消費者被害の未然防
止

・消費トラブルの未然防止のために、気をつけ
るべきポイントや気づきのポイント

民生委員・児童委員、訪問
介護員、介護職員、地域包
括支援センター職員、消費
者行政担当職員、高齢者福
祉又は障害者福祉に携わる

者等

・平成28年12月6,7,8日　・黒部市
民会館、高岡文化ホール、総合福
祉会館

3 77
アンケー

ト

消費生活知識の啓発
・講演 ・消費者グループ・県内高校家庭クラブ
の活動発表　等

一般消費者
・平成28年10月７日 ・富山県民共
生センター

1 250 無
富山県消費者協会へ一部委
託し、県・くらしの安心
ネットとやまと共催

参加団体の活動内容や消費者啓発
・パネル展示 ・消費生活研究グループの作品展
示　等

一般消費者 ・平成28年９月24日 ・魚津市 1 95 無 富山県消費者協会へ委託

消費者トラブルの内容と防止法 最近の消費者トラブル事例と対処法
町内会、民生委員、新入社
員など

・随時 ・県内各地 30 1,320
アンケー

ト

消費者トラブルの内容と防止法 高齢者の消費者トラブル事例と対処法
老人クラブ、社会福祉協議
会など

・随時 ・県内各地 15 439
アンケー

ト

若者の必要な消費生活の知識 若者の消費者トラブル事例と対処法 高校生 ・随時 ・県内各地 30 3,681
アンケー

ト

若者の必要な消費生活の知識 若者の消費者トラブル事例と対処法 大学生など ・随時 ・県内各地 4 688
アンケー

ト

若者の必要な消費生活の知識 若者の消費者トラブル事例と対処法 中学生 ・随時 ・県内各地 2 423
アンケー

ト

身近な商品を題材とした体験学習
・電気製品の消費電力を測ろう ・お金の役割と
ひみつ ・携帯・スマホ・ゲーム機の正しい使い

方

小学生と保護者 ・夏休み期間 ・センター内 5 102
アンケー

ト

消費者市民社会の形成に寄与する 消費者関連、食品、情報関連、製品、生活経済 一般消費者
・H28年9月 ・富山県民共生セン
ター

3 27
アンケー

ト

構成団体の活動の紹介と消費者啓発 構成団体の活動展示 一般消費者
・H28年10月 ・富山県民共生セン
ター

1 100 無

・消費者ホットライン ・多重債務問
題　など

地域FM放送を活用した情報発信 一般県民 随時 18 - 無

消費生活情報の発信 県の新聞広報枠による情報発信 一般県民 月1回年間10回 10 - 無

・高齢消費者被害の防止 ・学生の消
費者問題に対する理解の促進

学生制作の寸劇出前講座 一般県民 10月～12月 11 685 無

多重債務の相談窓口周知 啓発グッズの配布 一般県民 2017/10/31 1 19 無
参加人数はキャンペーン参

加者数

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

弁護士と消費生活相談員による相談受付 一般県民 5/16石川県消費生活支援センター 1 33 無 参加人数は相談件数

・格安スマホをかしこく使う ・ジュ
エリーをめぐる消費者トラブルとその
予防 ・安くてよい商品が買えるワケ
・究極のお片付け生前整理

それぞれのテーマに沿って、専門家に講演して
いただく。

一般県民
①８/２4 ②９/２ ③９/９ ④９/
１３ いずれもしいの木迎賓館

4 201 無

・いろんな水を調べてみよう・自然エ
ネルギーを学ぼう（ソーラーミニカー
工作）・暮らしの中の紫外線を調べて
みよう・草木染めのハンカチを作ろ
う・レモンなどで電池を作ろう廃油を
使ったエコキャンドルを作ろう牛乳
パックを使って望遠鏡を作ろう使い捨
てカイロを作ろう

実験 小学生とその保護者

①6/19②7/22③7/31④8/7⑤8/11⑥
8/18⑦11/3⑧11/23⑨12/18 ⑩3/12
【場所】④⑦⑩はいしかわ子ども
交流センター小松館、③⑤⑧はい
しかわ子ども交流センター七尾
館、それ以外はいしかわ子ども交
流センター（金沢）

10 179 無

私たちの消費が未来をつくる～消費者
市民社会をめざして～

消費者の買い方ひとつで、環境が守られたり、
地域が活性化したりします。経済、社会、環境
などの幅広い分野において、自らの消費が他者
に影響を及ぼすという視点で私たちの消費につ
いて一緒に考えてみましょう。

一般県民、消費者団体会員 3/16 石川県消費生活支援センター 1 80 無

・消費者ﾄﾗﾌﾞﾙにあわないために ・悪

質商法あれこれ ・食品の安全・安心
など

県消費生活支援センター内において、各種グ

ループの希望するテーマで講座を実施する。
団体・グループ

4/20～2/21 石川県消費生活支援セ

ンター
34 946 無

・振り込め詐欺にあわないために ・
悪質商法あれこれ ・最近の消費者ト

ラブルの実態について ・高齢者を狙
う悪質商法について　など

各種団体の要請により、消費生活に必要な知識
や悪質商法の被害未然防止を図るための学習を
行う。

団体・グループ 4/8～3/25 県内各所 41 1,628 無

消費者トラブルから身を守る
高等教育機関の学生及び企業社員研修向けに専
門の講師を派遣する。

県内の学生、企業、法人、
団体

4/5～3/24 県内各所 31 1,826 無
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

17 石川県 その他 センター 悪質商法追放キャンペーン
「消費者月間」事業の一環として、消費者被害の未然防止を
図る。

直営 0 0 60

17 石川県 その他 センター 消費者安全フェア
「消費者月間」事業の一環として、消費者被害の未然防止を

図る。
直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター 「石川県からのお知らせ」（MROラジオ）
消費者トラブル等について、ラジオ出演して広く県民に周知
する。

直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター 新聞への情報提供
消費者トラブル等について、新聞へ原稿提供し、広く県民に

周知する。
直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター テレビ番組での啓発
消費者トラブル等について、テレビ番組に出演し、広く県民
に周知する。

直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター テレビ番組での啓発
消費者トラブル等について、テレビ番組に出演し、広く県民
に周知する。

直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター テレビ番組での啓発
消費者トラブル等について、テレビ番組に出演し、広く県民
に周知する。

直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター テレビ番組での啓発
消費者トラブル等について、テレビ番組に出演し、広く県民
に周知する。

直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター フリーペーパーでの啓発
フリーペーパーの記事掲載に際し、取材協力を行い、消費者
トラブル等について、取材協力しし、広く県民に周知する。

直営 0 0 0

17 石川県 その他 センター 機関誌での啓発
消費者トラブル等について、機関誌に記事を掲載し、広く県
民に周知する。

直営 0 0 0

18 福井県 展示会 センター 消費者総合フォーラム・交流事業 県民の意識啓発と消費者団体の交流・活性化 直営 280

18 福井県 講習会等 センター 消費生活講座開催事業
被害を未然に防止し、消費者が合理的に行動できるような実
践的能力の育成

委託・請負 2,950

18 福井県 出前講座 センター 賢く学ぶ消費生活教室
世代に応じた消費生活教室を大学や専門学校、老人福祉施設
等で開催し、賢い消費者を育成

直営 161

18 福井県 講習会等 本課 消費者教育担い手養成事業 次世代の消費者教育の担い手となる人材の育成 委託・請負 1,384

18 福井県 出前講座 本課 児童向け消費者教育啓発事業
子供向けに製品事故の紙芝居やエコかるた等遊びを取り入れ
ながら消費者教育を実施

委託・請負 210

19 山梨県 出前講座 センター 出前講座

自立した消費者として、健全な社会生活への対応が図れるよ
う消費生活に関する知識の普及啓発を図るとともに、悪質商

法等の被害の未然防止・拡大防止のため消費生活に関する知
識の普及啓発を図る。

直営 666 2,019

19 山梨県 講習会等 本課 やまなし消費生活シンポジウム
山梨県消費者基本計画を広く周知し、消費者、消費者団体、
市町村などと連携・協働して着実な実行を図る。

直営 441

19 山梨県 出前講座 本課 若者等を対象とした消費者啓発講座 若者等の消費者被害を防止するため。 直営 649

20 長野県 講習会等 双方 くらしのセミナー 消費者問題に関する一般的な知識の習得を図る 直営 0 318 0

20 長野県 講習会等 本課 高齢者見守り研修会
地域の高齢者見守りネットワークの構築に向け、見守りの必
要性などを学んでもらい被害防止を図る

直営 0 132 0

20 長野県 出前講座 双方 民生児童委員への啓発
高齢者担当部局との連携による民生委員児童委員研修会等で
高齢者見守りの必要性を周知

直営 0 0 0

20 長野県 出前講座 双方 消費生活出前講座
一般消費者、学校、福祉関係者等の要請により集まりの場に
消費生活センター職員が出向いて啓発を実施

直営 0 0 0

20 長野県 出前講座 双方 大学・短大等の新入生向け出前講座

大学、短大等の入学オリエンテーション等で新入生を対象と

した消費生活出前講座を実施し、若者に対する悪質商法等被
害の未然防止を図る

直営 0 0 0

20 長野県 その他 センター 消費者の会学習会等の支援 地域の消費者の会の自主的な学習会への情報提供や活動支援 直営 0 0 0

20 長野県 講習会等 本課 消費生活サポーター養成講座
消費者被害を防止するため、各地域・職域ごとに消費生活に
関するリーダーとして啓発や消費者教育などを担う消費生活

サポーターを養成する。

直営 0 0 0

20 長野県 講習会等 本課 消費生活サポーター研修
消費生活サポーター対象の研修会を開催し、実践的能力の向
上及び相互の交流を図る

直営 0 0 0

20 長野県 その他 双方 特殊詐欺等消費者被害防止街頭啓発
警察と連携して、年金支給日に金融機関等で啓発資料の配
布、声がけを行い、特殊詐欺等被害の未然防止を図る

直営 0 0 0

20 長野県 展示会 双方 消費者月間パネル展
本庁舎、各消費生活センターの人が多く集まる場所でパネル
展示等を行い、消費者啓発を図る

直営 0 0 0

20 長野県 その他 センター 有線放送 有線放送による消費者啓発情報提供 直営 0 0 0

20 長野県 講習会等 本課 消費者教育講師派遣事業
消費者教育の必要性や授業の進め方など教員に対する研修会
を希望する学校に対し外部講師を派遣し、消費者教育の推進
を図る

直営 0 120 0

20 長野県 その他 本課 消費者被害防止啓発テレビCM等
テレビCM、ミニ番組、インターネットCM、シネアドを通じて
特殊詐欺等の被害に遭わないための当事者意識や危機意識の
醸成を図る

委託・請負 0 9,038 0

20 長野県 その他 本課 プロサッカーチームと連携した啓発
サッカー場において入場者を対象に、特殊詐欺等の被害に遭
わないための当事者意識や危機意識の醸成を図る

委託・請負 0 994 0

21 岐阜県 出前講座 双方 消費生活出前講座
消費生活に関する啓発講座を行うことにより、様々なトラブ
ルの未然防止を図る。

直営 1,246 0 0

21 岐阜県 その他 双方 高齢消費者被害未然防止啓発事業

高齢者の消費者トラブルを未然に防止するために、新聞広告

を活用し、悪質商法に関する注意喚起や消費生活相談窓口を
周知する。

委託・請負 0 2,387 0

21 岐阜県 講習会等 双方 消費者教育教員研修開催
小中高・幼稚園等の教員を対象に消費者教育の事業実践に役

立つ研修を実施する
直営 180

21 岐阜県 講習会等 双方
消費者教育担い手育成事業（高齢者見守り者対
象）

高齢消費者の被害を防止するため、介護職員等高齢者を見守
る立場の方に被害の実態や見守りポイント等について研修を

開催する。

委託・請負 0 637 0

21 岐阜県 その他 双方 幼児向け消費者教育実践事業 幼児向けの消費者教育の充実に取り組む 委託・請負 0 5,414 0

22 静岡県 講習会等 本課
ふじのくに消費者教育ステップアップフォーラ
ム

消費者市民社会の形成に向け、消費者教育をより積極的に推
進、機運を盛り上げる。

委託・請負 3,000

22 静岡県 その他 本課 消費者ホーム講座(通信制)
消費者が家庭にいながら手軽に消費者問題について学習でき

る機会を提供する
委託・請負 800
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

「消費者月間」事業の一環として、消費者被害
の未然防止を図るため、悪質商法追放のキャン
ペーンを金沢弁護士会、消費者団体、石川県司
法書士会、県警、金沢市と共催で行った。通行
人への呼びかけ及び啓発グッズの配布

一般県民 5/14 金沢市香林坊アトリオ前 1 35 無
参加人数はキャンペーン隊
参加者数

みんなの強みを活かせ～安全・安心な

社会に一億総活躍～

消費者安全（消費者トラブル）、製品安全情報

のパネル展示
一般県民

5/13～5/27 石川県庁19階展望ロ

ビー
1 0 無

パネル展示の閲覧者数は不

明のため0カウント

消費者トラブル、消費者イベント、消
費者安全など

ラジオ番組に出演し、消費者トラブル、消費者
安全等の事例、事業内容等について情報提供

一般県民
①4/29②5/13③6/17④7/22⑤8/19
⑥9/16⑦10/21⑧11/18⑨12/27⑩

1/20⑪2/17⑫3/24

12 0 無
ラジオ放送聴衆者数は不明
のため0カウント

消費者トラブル等
「こちら消費者相談室」（北陸中日新聞） 「な

んでも生活相談室」（読売新聞）
一般県民

「こちら消費者相談室」48回（北

中） 「なんでも生活相談室」10回

（読売）

58 0 無
新聞による啓発のため0カウ

ント

消費者トラブル等 ウィークリーいしかわ 一般県民 4/10放送 1 0 無
テレビによる啓発のため0カ
ウント

消費者トラブル等 夕方のニュース 一般県民 5/13放送 1 0 無
テレビによる啓発のため0カ
ウント

消費者トラブル等 ほっと石川 一般県民 11/5放送 1 0 無
テレビによる啓発のため0カ
ウント

消費者トラブル等 レオスタ 一般県民 11/29放送 1 0 無
テレビによる啓発のため0カ
ウント

消費者トラブル等 はっぴーママ石川版 乳幼児の保護者 №52、55、56、57 4 0 無
フリーペーパーによる啓発
のため0カウント

消費者トラブル等 とらいあんぐる 一般県民（団体会員） vol.193、199 2 0 無
機関誌による啓発のため0カ
ウント

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

・有識者による講演会 ・消費者団体の活動発表
・体験教室

一般消費者 平成28年5月21日（土） AOSSA 1 500
アンケー

ト

実行委員会方式（消費者総
合フォーラム・交流事業展
実行委員会）

消費生活に関する正しい知識と理解の
促進

・消費生活セミナーの開催 ・通信セミナーの開
催

一般消費者 ・随時 ・県内各地 10 915
アンケー

ト

悪質商法、インターネットトラブルな
ど

講師派遣 一般消費者 ・随時 ・県内各地 114 6,766
アンケー

ト

わたしの選択とこれからのくらし
食品の安心・安全、防災、社会保障、消費者市

民社会等
一般消費者 ・随時 ・県内各地 10 22 その他

・製品事故の防止 ・エコを通して環
境を考える

紙芝居、かるた、寸劇等を使って遊びながら消
費生活について学ぶ。

小学生
・放課後クラブ、夏休み期間 ・児
童館、公民館等

36 1,120 無

・最近の消費者トラブルの事例と対処
法 ・見守りの大切さ ・賢い消費者に
なるために　など

・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ

きのポイント　など
県民 ４月～３月 県内各地 155 9,860 その他

実施報告書に感想や要望を

記入

安心して暮らせる地域づくり
・消費生活相談体制の整備 ・高齢者等の見守り
体制の構築 ・消費者市民社会の形成

消費者、消費者団体、事業
者、事業者団体、教職員、
市町村職員

７月２６日（火） １３：３０～１
６：００ 山梨県立文学館　講堂

1 92
アンケー

ト

「ストップ ザ・悪質商法」等
・トラブルに遭わないために、知っておいてほ
しいこと等

大学生 ６月～１２月 県内各地 11 590
アンケー

ト

電気通信サービスに関わる保護ルー
ル、特殊詐欺、新しい洗濯表示、暮ら
しを変える整理収納

講義 一般消費者 ・随時 ・各消費生活センター等 22 1,087
アンケー

ト

高齢者の見守り 講義
高齢者見守りネットワーク
構築地域住民

H29.2.14 須坂市 H29.2.16 伊那市 2 156
アンケー

ト

高齢者の見守り
見守りのポイント、見守りネットワークのイメ
－ジ

民生委員児童委員 ・随時 ・県内各地 8 4,736 無

特殊詐欺、悪質商法被害防止
特殊詐欺、悪質商法の相談事例、対処方法等の
説明

一般消費者、学校、福祉関
係者等

・随時 ・申込者所在地等 159 9,806 無

若者の消費者被害の未然防止
若者に多い消費者被害事例、対処方法、相談窓
口の周知など

大学生、短大生等 ・随時 ・申込者所在地等 12 3,270 無

身近な消費者活動、消費者被害防止
身近な消費者問題、消費者被害事例、対処方
法、相談窓口の周知など

消費者の会会員 ・随時 ・各消費生活センター 18 409 無

消費生活サポーターとしての基礎知識
・消費生活関連法　・消費者トラブルの現状と

対処法　・実践的手法

消費生活サポーターの申出
書及び誓約書を提出した者

（県内の一般消費者）

・7/28他 ・各消費生活センター 4 55 その他 実績報告書の提出

消費生活サポーターの役割
消費生活サポーターの役割、グループワーク、
意見交換など

消費生活サポーター ・12/12他 ・各消費生活センター 4 74 その他 実績報告書の提出

特殊詐欺等消費者被害の未然防止 啓発資料の配布・声がけ
一般消費者（高齢者を中心
に）

・年金支給日 ・県内各地 6 - 無

消費者トラブルの未然防止
消費者トラブルの事例、クーリング・オフ制度
等を紹介するパネル展示、啓発資料の設置

一般消費者
・消費者月間 ・本庁舎、各消費生
活センター

5 - 無

各種消費生活情報の提供
地域の有線放送事業者との連携による消費生活
情報の提供

一般消費者（有線放送視聴
者）

概ね毎月１回 50 - 無

学校現場における消費者教育の推進 模擬授業 小中学生、教員
7/22、10/21、11/22、12/19、
1/10、2/24

6 419
アンケー

ト

特殊詐欺被害の未然防止
テレビCM、ミニ番組、インターネットCM、シネ
アドの制作・放送放映

一般消費者（働き盛り世代
向け）

９月～12月 1 - 無

テレビＣＭ：88本 ミニ番
組：４回 インターネット広
告：2,307,845回配信 シネ
アド：14日間×３映画館 一
部アンケート実施

特殊詐欺被害の未然防止
冠試合の実施、選手等との写真撮影、選手等出
演によるＣＭ放映、ピッチ内啓発、啓発チラシ
の配布

一般消費者（働き盛り世代
向け）

9月～11月 3 -
アンケー

ト
入場者数計 28,956人

消費者トラブルの実例と対処法など
消費者トラブルの実例、悪質商法の手口と対処
法、その他消費者行政施策に関する情報提供

概ね２０名以上の各種団体
や学校等

 ・随時 ・県内各地 132 8,386
アンケー

ト

高齢者の消費者被害の未然防止 新聞広告 一般消費者
5/30（消費者の日）、9/19（敬老

の日）
2 - 無

教員を対象に研修会を開催
消費者教育の必要性、消費者市民社会の実現に
向けて授業例と展開例の紹介、人生設計をふま
えた消費者教育の授業実践方法について

小中高校、幼稚園等の教員
8/8大垣日大高校、8/17多治見市中
央公民館、10/6岐阜県総合教育セ
ンター、11/29長良川西小学校

4 401
アンケー

ト

高齢消費者の被害を未然に防止する担
い手となる人材育成

介護職員等、高齢者を見守る立場の方に高齢者
被害の実態や見守りポイントを知ってもらい相

談につなげる方法について学んでもらう。

高齢者を見守る人

9/13 大垣市民会館 9/14　岐阜産

業会館 10/5　飛騨・世界文化ｾﾝﾀｰ
10/20　美濃加茂市生涯学習ｾﾝﾀｰ
10/21　多治見市産業文化ｾﾝﾀｰ

5 152
アンケー

ト

幼児が自分の消費行動に関心をもつと
ともに、消費者教育に関する保護者の

理解を深める

保育所や幼稚園をキャラバン隊が訪問し、県が
作成した幼児向け教材（絵本、紙芝居、ぬり絵

本）を活用しながら体験学習を行う

幼児 5/13～2/10 80 8,171
アンケー

ト

消費者教育の推進
・消費者支援功労表彰式 ・消費者教育の事例発
表と意見交換会

消費者団体関係者ほか 2016/5/24 1 295
アンケー

ト

消費者被害防止のために必要な知識を

身につける

「くらしの豆知識2015」をテキストとした通信

教育
一般県民

７月～11月 通信により、課題を３

回提出
1 212

アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

22 静岡県 その他 本課 高齢者消費者被害防止啓発事業 高齢者の消費者被害を未然に防止する。 委託・請負 2,000

22 静岡県 その他 本課 高齢者消費者被害防止啓発事業（188） 高齢者の消費者被害を未然に防止する。 委託・請負 2,499

22 静岡県 その他 本課 消費者教育推進事業 若者を対象とした消費者教育を推進する。 委託・請負 5,994

22 静岡県 その他 本課 消費者教育推進事業 職域における消費者教育を推進する。 委託・請負 3,800

22 静岡県 その他 本課 消費者教育推進事業
小中学生に対して「もの」の価値を学んでもらうための消費

者教育を推進する。
委託・請負 4,000

22 静岡県 出前講座 本課 消費者教育推進事業
災害時に合理的な行動がとれるよう、災害時に備えた消費者
教育を推進する。

委託・請負 1,000

22 静岡県 出前講座 センター 消費生活講座
消費者が生涯にわたり、学校、地域、家庭、職域その他様々
な場において、消費生活について学習できるよう消費者教育
の充実等を図る。

直営 39 519

22 静岡県 講習会等 センター 消費者教育担い手養成
消費者市民社会、契約、啓発手法等を体系的に学ぶ講座を開
催し、地域における消費者教育の担い手となる人材を養成す
る。

直営 0 104

22 静岡県 その他 センター 消費者月間キャンペーン

市町、警察及び各種団体と連携・協力した啓発活動として
「消費者月間キャンペーン」を実施し、消費者問題への関心
を高めるとともに、消費者被害の未然防止・拡大防止を図
る。

直営 0 0

22 静岡県 その他 センター 消費者被害防止年末キャンペーン

市町、警察及び各種団体と連携・協力した啓発活動として
「消費者被害防止年末キャンペーン」を実施し、消費者問題
への関心を高めるとともに、消費者被害の未然防止・拡大防
止を図る。

直営 0 0

22 静岡県 展示会 センター 消費生活展
消費者問題への関心を高めるとともに、消費者被害の未然防
止・拡大防止を図る。

直営 0 0

22 静岡県 出前講座 センター 消費生活出前講座
消費者が生涯にわたり、学校、地域、家庭、職域、その他
様々な場において、消費生活について学習できるよう消費者
教育の充実をはかる。

直営 10 170

22 静岡県 その他 センター 消費者月間キャンペーン

市町、警察及び各種団体と連携、協力した啓発活動として
「消費者月間キャンペーン」を実施し、消費者問題への関心
を高めるとともに、消費者被害の未然防止、拡大防止を図
る。

直営 20 41

22 静岡県 その他 センター 消費者被害防止年末キャンペーン

市町、警察及び各種団体と連携、協力した啓発活動として
「消費者被害防止年末キャンペーン」を実施し、消費者問題
への関心を高めるとともに、消費者被害の未然防止、拡大防
止を図る。

直営 20 41

22 静岡県 出前講座 センター 消費生活出前講座
消費者が生涯を通じて身近な場において学習する機会を提供
する。

直営 122

22 静岡県 講習会等 センター 消費者教育担い手養成講座 消費者教育の担い手となる人材を育成する。 直営 30

22 静岡県 講習会等 センター 消費者教育推進西部地域連絡会講演会 地域の消費者教育の推進、消費者被害防止を図る。 直営 198

22 静岡県 その他 センター 消費者月間キャンペーン
関係機関と連携し、消費者問題への関心を高め、被害防止を
図る

直営 0 0

22 静岡県 その他 センター 消費者被害防止月間キャンペーン
関係機関と連携し、消費者問題への関心を高め、被害防止を
図る

直営 18 74

23 愛知県 講習会等 本課 第39回これからの暮らしを考えるみんなの集い
県民の消費に体する意識を高めるとともに、消費者団体の自
主的な活動を促進する。

直営 196

23 愛知県 その他 本課 消費者教育研究校
研究校の成果を活用し、効果的で実践的な消費者教育の導入

について研究を深める。
直営 0

23 愛知県 出前講座 本課 消費生活講座
消費生活に関する問題を取り上げ、消費者へ学習機会を提供
する。

直営 67

23 愛知県 出前講座 本課 あいち消費者市民講座
「消費者市民社会」の概念の普及と、学校、地域等の主体的
な取組を支援する。

直営 2,723

23 愛知県 その他 本課 教員情報提供ワーキンググループ 教員情報提供紙の内容等を検討する。 直営 108

23 愛知県 その他 本課 消費者教育映像教材の貸出
企業の研修、学校の事業、地域の学習活動に使用することに
より、消費者教育の推進を図る。

直営 0

23 愛知県 その他 本課 ラジオ番組
毎月発行する消費生活情報誌の中から、旬の話題を提供し、
消費者問題への意識の向上を図る。

直営 0

24 三重県 講習会等 双方 平成２８年度消費者啓発推進事業

様々な主体との連携により、県民に対し、消費者トラブルに

関する啓発や相談窓口に周知等を行うことによって、消費者
被害の未然防止及び消費者の自立支援を図る。

委託・請負 0 10,549 0

24 三重県 講習会等 双方 消費者啓発地域リーダー養成講座
地域における啓発活動を促進し、高齢者をはじめとする消費
者被害の未然防止、拡大防止を図る

直営 0 0 0

24 三重県 講習会等 双方 消費者啓発地域リーダーフォローアップ講座
地域における啓発活動を促進し、高齢者をはじめとする消費
者被害の未然防止、拡大防止を図る

直営 0 0 0

24 三重県 出前講座 双方 消費生活出前講座
高齢者等が契約の知識や消費者トラブルの実態等を知り、消
費者トラブルを未然に防止する。

直営 0 0 0

24 三重県 出前講座 双方 青少年消費生活講座
高校生、大学生が契約の知識や消費者トラブルの実態を知
り、消費者トラブルを未然に防止する。

直営 0 0 0

25 滋賀県 講習会等 本課 消費生活相談員資格取得支援講座 消費生活相談員資格試験の合格を支援する 委託・請負 0 3,997 0

25 滋賀県 その他 本課 体系的な消費者教育推進事業 幼児期および小学校低学年に対する消費者教育を推進する 委託・請負 0 4,747 0

25 滋賀県 出前講座 本課 教職員向け消費者教育研修会 小学校教員が消費者教育を授業で行うために支援する 直営 0 0 46

25 滋賀県 講習会等 本課 教職員向け消費者教育研修会 中学校教員が消費者教育を授業で行うために支援する 直営 0 8 0

25 滋賀県 出前講座 センター くらしの一日講座
各種団体からの要請に応えて、くらしの身近な問題について
学習する機会と情報を提供する

直営 0 0 0

25 滋賀県 講習会等 センター くらしの情報セミナー タイムリーな情報を提供し、自立した消費者を育成する 直営 0 0 0

25 滋賀県 講習会等 センター 消費者講座
高齢者等の見守り支援を必要とする人たちを、地域で支援す
る

直営 41 0 0

25 滋賀県 講習会等 センター 親子くらしの体験セミナー 親子がともに体験できる消費者教育の機会を提供 直営 17 0 0

25 滋賀県 出前講座 センター 高校生のための消費生活講演会 若者の消費者トラブル被害の防止 直営 0 0 0

25 滋賀県 出前講座 センター 大学生消費生活講演会 若者の消費者トラブル被害の防止 直営 0 0 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

みんなの気づきで悪質商法から高齢者
を守る

・出前講座、個別訪問、高齢者施設等での啓発 高齢者 ・随時 ・県内各地 - 6,015
アンケー

ト

みんなの気づきで悪質商法から高齢者
を守る

・高齢者の見守りを実施する団体等を公募 ・参
加者の活動状況の広報など

高齢者 ・随時 ・県内各地 - - その他

若者による若者のための消費者教育
・若者の意識調査 ・若者の参画による意見交換
・情報発信

大学生等 11/15、12/2、12/20 静岡市内 3 53
アンケー

ト

経営者と従業員を対象とした消費者教
育

・企業経営者を対象とした講演会 ・従業員向け
の消費者教育講座 ・情報発信

企業経営者 企業従業員

経営者向け講演会 9/6（西部）、

9/9（東部）、9/15（中部） 勤労
者向けモデル講座 11/16（中
部）、3/4（東部）、3/15（西部）

3 566
アンケー

ト

ものづくり・ものづかいをテーマにし

た消費者教育

・消費者教育の視点に立った工場見学ツアーの

実施 ・リーフレットの作成
小中学生とその保護者

12/17（中部）、 12/26（西部）、

12/27（東部）
3 63

アンケー

ト

災害時に備える消費者教育 ・一般消費者、小学生を対象とした講座の実施 一般消費者、小学生

9/6、2/19（浜松市）、11/12、
11/22（静岡市）、12/26（三島
市） １/27（島田市）、１/28（清
水町）

7 402
アンケー

ト

消費者被害防止のために必要な知識を
身につける。 景品表示法の概要。

学校訪問講座、企業訪問講座、消費者セミ
ナー、講師派遣、商品テスト講座等

一般県民 ・随時 ・管内各地 46 3,775
アンケー

ト

消費者教育の担い手として必要な知識
を身につける。

担い手養成講座
消費者団体会員、高齢消費
者見守り協力者、相談員、
一般県民

・H28.7.25 ・H29.1.30 ・沼津市 2 81
アンケー

ト

消費者月間における消費者被害の防止 街頭キャンペーン 消費生活パネル展 一般県民

・街頭キャンペーン（Ｈ28.5.6熱
海市、Ｈ28.5.9沼津市、富士宮
市） ・消費生活パネル展（Ｈ
28.5.2～31、沼津市）

4 - 無
街頭キャンペーンは沼津市
と共催。沼津市消費者協
会、沼津警察署が参加。

年末における消費者被害の防止 街頭キャンペーン 消費生活パネル展 一般県民

・街頭キャンペーン（Ｈ28.12.2沼
津市、Ｈ28.12.5富士市、Ｈ
28.12.5熱海市、Ｈ28.12.7富士宮
市） ・消費生活パネル展（Ｈ
28.12.1～25沼津市）

5 - 無
街頭キャンペーンは沼津市
と共催。沼津市消費者協
会、沼津警察署が参加。

消費者被害防止のために必要な知識を
身につける。

消費生活パネル展示 クイズラリー 一般県民
ぬまづ消費生活展（Ｈ29.2.5） ・
沼津市

1 - 無
実行委員会方式 沼津市、沼
津市消費者協会　等

消費者被害防止のために必要な知識を
身につける

学校訪問講座、企業訪問講座、教員研修会への
講師派遣、商品テスト講座等

一般県民 （学生、教員、高
齢者等）

・随時 ・中部地域　管内 40 1,421 無

消費者月間に置ける消費者被害の防止 街頭キャンペーン
一般県民 （ＪＲ静岡駅利用
者）

・5月10日 ・ＪＲ静岡駅　コン
コース

1 48 無

年末における消費者被害の防止 街頭キャンペーン
一般県民 （ＪＲ静岡駅利用
者）

・12月9日 ・ＪＲ静岡駅　コン
コース

1 41 無

消費者被害に遭わないために
学校訪問講座、企業訪問講座、商品テスト講座
等

一般県民 随時 県内各地 24 3,392 無

担い手として必要な知識を身に付け
る。

災害に備える消費者教育、ライフプラン 一般県民 28.10.12 28.12.13 浜松市 2 62
アンケー

ト

高齢者の消費者被害防止と地域連携 高齢者の消費者被害、地域の見守り活動 一般県民 29.2.16 浜松市 1 113 無

消費者月間啓発活動 街頭啓発 大学構内啓発 パネル展 一般県民
28.5.10浜松市 28.5.11浜松市 5月
パネル展

3 - 無

消費者被害防止月間（12月）啓発活動 街頭啓発 大学構内啓発 パネル展 一般県民
28.12.6浜松市28.12.8浜松市 12月
パネル展

3 - 無

一流スポーツ選手から学ぶ元気に生き
るための睡眠、食事、運動

講演会 消費活動と生活の関係を見直し、消費者
として適切な賢い行動につなげる

一般県民 消費者団体
・平成28年 10月４日 ・碧南市芸
術文化ホール

1 415 その他

高等学校における消費者教育の実践
・消費生活相談員を講師とした授業の開催 ・

ロールプレイングによる消費者トラブルの理解
高校生

・津島東高等学校 ・半田工業高等

学校 ・春日井商業高等学校
3 346 その他

・若者の消費者トラブル ・高齢者の
消費者トラブル

消費者トラブルについての具体的な事例や対処
方法など

高齢者、学生等 随時 7 1,026 その他

・高齢者を狙った悪質商法 ・消費者
トラブルの対処法

・悪質商法の具体的な事例を知り、その具体的
な対処法を学ぶ。 ・消費者市民社会における高
齢者の見守り

民生委員、福祉関係者等 随時 42 2,856 その他

教員情報提供紙「あいち消費者教育リ
ポート」の編集、発行

教員を構成員とした会議の開催 中学校・高等学校の教員
・平成28年 8月30日 ・平成28年
10月21日

2 22 その他

学校等における消費者教育の支援 消費者教育ビデオ・ＤＶＤの貸出 学校等 随時 143 - 無

消費生活情報の発信
・最近の消費生活相談事例 ・高齢者に多い消費
者トラブルについて

県民（尾張東部のみ）
・毎月1回、第４火曜日 ・尾張東
部放送スタジオ

12 - 無

つながろう消費者～安全・安心なくら
しのために～

①街頭キャンペーン　　　　　　　　②消費者
月間記念講演会　　　　　　③消費者出前講座

一般消費者
①③随時、県内各地　　②
H28.5.21　ﾌﾚﾝﾃみえ

15 6,625
アンケー

ト

開催実績　　　　　　　①6

回　3,554人　　　　②1回
350人　　　　③8回　2,721
人

・消費者被害の未然防止・拡大防止
・最近の消費者トラブルの特徴　　　・啓発講
座の運営方法

一般消費者、福祉関係者な
ど

県内2か所 2 35
アンケー

ト

・消費者被害の未然防止・拡大防止 ・高齢者の見守りについて 消費者啓発地域リーダー 県内５か所 5 25
アンケー

ト

消費者被害の未然防止 悪質商法の予防と対象方法 一般消費者 随時、県内各地 24 537
アンケー

ト

消費者被害の未然防止未然防止
契約やクレジットカード、消費生活に関わるト
ラブル事例

高等学校、大学 随時、県内各地 7 1,089
アンケー

ト

試験合格に必要となる法律等の理解 行政、民法、特商法、消契法等
消費生活相談員資格試験受
験に意欲がある方

消費生活センター（彦根）、11月
12日～1月28日

9 44
アンケー

ト

幼児期および小学校低学年向けの教材
を作成し、それを活用した実践プログ

ラム

幼児期では紙芝居、小学校低学年ではすごろく
を用いて「物を大切にすること」や「金銭の計

画的な使い方を考える」等について学ぶ

幼児期（５～６歳） 小学校
低学年

県内保育園、幼稚園、学童保育所 3 -
アンケー

ト

決まった額の範囲内で、目的に合った

物の選び方や買い方を考える

タブレット端末を使いながらグループワークに

取り組む

小学校教員、消費者教育に

興味のある方
2月7日 2月9日 3 42

アンケー

ト

教科における消費者教育の取り入れ方
技術、家庭科の授業で活用できる事例や教材の
紹介

中学校教員 2017/2/16 1 28
アンケー

ト

高齢者を狙う悪質商法　など
・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ
きのポイント　など

県内に居住する消費者等 ・随時 ・県内各地 38 1,896
アンケー

ト

金融の基礎知識、食の安全 その時々のタイムりーな話題について学習する 県内に居住する消費者等 7/5,11/24 消費生活センター 2 105
アンケー

ト

高齢者の消費者トラブルを防ぐため地
域でできること

地域で取り組める「見守り」について学ぶ
福祉関係者、県内に居住す
る消費者等

2/2　守山市生涯学習・教育支援セ
ンター2/16　消費生活センター

2 86
アンケー

ト

お金について学ぶ、糖分測定
紙幣工場の見学、職員および外部講師による実
験、講義等

小学校高学年と保護者
7/25　国立印刷局彦根工場 7/26
消費生活センター

3 111
アンケー

ト

若者の消費者トラブルについて　など
契約社会の中で巻き込まれるどらブル事例とそ
の対処法

高校生
・随時 ・県内高等学校、特別支援
学校

13 740
アンケー

ト

若者にまつわる消費者問題 若者に多い消費者被害の現状と対処法 大学生
4/8 滋賀医大,5/8・5/11 滋賀
大,1/12滋賀短期大

6 1,246
アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

25 滋賀県 その他 センター 中日新聞「ハッピーライフ」 新聞による消費者啓発 直営 0 0 0

25 滋賀県 その他 センター 有線放送「消費生活情報」 有線放送による消費者啓発 直営 0 0 0

25 滋賀県 その他 センター ＮＨＫ「関西ラジオワイド」 ラジオによる消費者啓発 直営 0 0 0

25 滋賀県 その他 センター 交通安全高齢者世帯訪問事業
滋賀県交通安全協会女性団体連合会との連携による高齢者へ
の啓発

直営 0 0 0

25 滋賀県 講習会等 双方 夏休み親子消費生活講座出展 高島市と共催し、夏休み親子消費生活講座を開催 直営 0 0 0

25 滋賀県 その他 センター 「しらしがメール」による情報配信 メール配信システム活用により消費生活に関する情報提供 直営 0 0 0

25 滋賀県 展示会 センター 消費生活フェスタ
日常生活に深く関係する消費者問題について知識、関心を深

める
直営 70 95 0

25 滋賀県 展示会 センター 被害防止パネル展 消費者トラブル被害の防止 直営 0 0 0

26 京都府 出前講座 本課 出前講座
消費者被害の未然防止等を図るため、各種団体主催の研修
会、大学、小･中･高校等に消費生活相談員や職員を派遣

直営 104

26 京都府 講習会等 本課 京都府くらしの安心推進員養成研修
高齢者の見守りボランティアである「くらしの安心推進員」
を養成する

直営 10

26 京都府 講習会等 本課 京都府くらしの安心推進員スキルアップ研修 くらしの安心推進員に対するスキルアップ研修 直営 49

26 京都府 展示会 本課 消費者月間(５月)パネル展示
消費者、事業者、行政が一体となって消費者問題に関する啓

発・教育に関する各種事業を集中的に実施
直営 13

26 京都府 展示会 本課 くらしの安心・安全推進月間(10月)パネル展示
10月を「くらしの安心・安全推進月間」と位置づけ、消費者
トラブルに関する講座やイベント等の啓発活動を集中的に実

施

直営 18

26 京都府 講習会等 本課 京都府くらしのひろば
エシカルの意味や日常生活に取り入れるヒントを府民にわか
りやすく解説する

委託・請負 1,836

26 京都府 講習会等 本課 消費者と事業者の意見交換
消費者、事業者、行政がエシカル消費推進のためにどのよう

な取組を行うべきか、意見交換を行う
直営 28

26 京都府 展示会 本課 消費生活に関するスタンプラリー クイズにより、消費生活に関する知識を楽しく学んでもらう 直営 0

27 大阪府 その他 センター 消費者フェア
広く府民に対し、楽しく親しみやすい企画で、消費生活の問
題に触れることができる機会を提供する

委託・請負 - - -

27 大阪府 講習会等 センター 消費者問題講演会
広く府民に対し、消費生活の問題に触れることができる機会
を提供する

委託・請負 - - -

27 大阪府 講習会等 センター 夏休み若者向け集中啓発講座
高校生を中心とした若者に、基本的な消費者問題に関する学
習機会を提供し、消費者被害の未然防止を図る

委託・請負 - - -

27 大阪府 出前講座 センター 消費者問題見守り講座
福祉関係者等、高齢者等の見守り者に悪質商法の手口や対処
法を身に付けてもらい、高齢者の悪質商法被害防止を図る

委託・請負 - - -

27 大阪府 出前講座 センター 消費者教育講師派遣事業
消費者問題についての自主学習を促進するため、学習機会を
提供する

委託・請負 - - -

27 大阪府 出前講座 センター 教職員への消費者教育事業
教職員を対象に講師派遣することにより、若者の消費者トラ
ブルの未然防止を図る

委託・請負 - - -

27 大阪府 その他 センター 高校生による消費者教育事業 インターネット等による若者の消費者被害の未然防止を図る 委託・請負 - - -

27 大阪府 その他 センター 大学生による消費者教育事業

消費者として自立した判断能力を備え、社会に出た時には消
費者市民社会の実現に向け積極的に活動を行うことができる
力を持つ大学生を育成し、主体的な活動を促進することによ
り、府内における消費者教育を推進する

委託・請負 - - -

27 大阪府 その他 センター ラジオ番組への出演 消費者問題について、広く府民に周知する 委託・請負 - - -

27 大阪府 その他 センター メールマガジンの発行 消費者問題について、広く府民に周知する 委託・請負 - - -

27 大阪府 その他 センター
若者向けホームページ「インターネットはいろ
いろなトラブルともつながっている」の運営

ウエブサイトを活用した情報発信により、インターネットト
ラブルを中心とした若者の消費者被害防止を図る

直営 528

27 大阪府 その他 センター 府政だよりに特集記事を掲載 消費者問題について、広く府民に周知する 直営 1,500

28 兵庫県 出前講座 センター 商品ﾃｽﾄ体験学習会
地域に出向いて消費者参加型の商品ﾃｽﾄを実施し、身近な商
品への関心を深める。

直営 937

28 兵庫県 出前講座 センター 若者セミナー
新入生や新社会人を対象に、若者に多いﾄﾗﾌﾞﾙを紹介し、被
害の未然防止を図る。

直営 20

28 兵庫県 出前講座 センター 地域見守り活動
高齢者と接する機会が多い団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟが実施する講座に講
師を派遣し、被害の未然防止、拡大防止を図る。

直営 10

28 兵庫県 出前講座 センター 消費者セミナー
消費者被害の未然防止及び消費生活に関する情報提供・啓発
を図る。

直営 10

28 兵庫県 講習会等 センター 消費者月間事業 消費者月間を機に消費生活を考える場を提供する。 直営 10

28 兵庫県 出前講座 センター くらしの安全・安心啓発事業
高齢者と接する機会が多い団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟが実施する講座に講
師を派遣し、被害の未然防止、拡大防止を図る。

委託・請負 600

28 兵庫県 講習会等 センター 消費者セミナー
消費、環境問題等の学習により消費者問題の意識啓発。被害

の未然防止。
直営 91

28 兵庫県 出前講座 センター 出前講座
消費者被害の未然防止と消費生活に関する契約などの知識の

普及啓発
直営 31

28 兵庫県 出前講座 センター 消費者　教育講座 学校においての消費者教育 委託・請負 22

28 兵庫県 出前講座 センター 消費者　教育講座 特別支援学校における消費者教育 委託・請負 110

28 兵庫県 展示会 センター 消費生活情報の提供
消費者被害の未然防止と消費生活に関する契約などの知識の
普及啓発

直営 0

28 兵庫県 講習会等 センター くらしの安全・安心推進員研修
くらしの安全・安心推進員に消費者被害等の知識を深め、地

域の見守り強化を図る
直営 57
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

相談事例から
新聞事業者との連携により、消費者啓発記事を
掲載

新聞購読者 掲載時期：2週間に1回 26 - 無

相談事例から
有線放送事業者との連携により消費生活情報を
放送

有線放送視聴者 毎月1回 12 - 無

相談事例から ＮＨＫラジオによる消費生活情報を放送 ラジオ視聴者 6/7,9/6,12/6,3/8 4 - 無

高齢者の消費者被害防止 啓発資材の配布（リーフレット、メモ帳） 高齢者世帯 ・平成28年6月～12月 ・県内各地 - 5,000 無

消費生活について
体験コーナー（糖度測定、貯金箱づいくり、防
犯ぬり絵）、展示

小学生と保護者 8/9　今津老人福祉センター 1 120 無

消費トラブルの未然防止、被害の拡大
防止

相談事例等から注意すべき情報等を提供 配信システム登録者 随時 40 53,000 無

見て学んで楽んでかしこい消費者にな

ろう

ステージイベントや消費トラブル事例や、対処

法について情報を提供
一般県民 9/19　ビバシティ彦根 1 300 無

主に高齢者の消費者被害未然防止
県内のショッピングセンター、公共施設での巡
回展示により消費者被害防止啓発、相談窓口の
周知

高齢者(一般県民) 5/2～12/13　県内７会場 7 - 無

･悪質商法について ･高齢者の消費者
トラブルについて ･若年者に多い消費
者トラブルについて　など

・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ
きのポイント ・スマホなどネットを活用したト
ラブル、マルチ商法 ・若い世代の相談やネット
の危険　など

福祉関係者、民生児童委
員、社会人、高齢者、大学
生、小･中･高校生・支援学
校生

・随時 ・府内各地 299 16,574
アンケー

ト

消費者トラブル対処法 最近の消費生活相談の現状、事例研究
くらしの安心推進員登録希
望者

・府内各地 1 17
アンケー

ト

・インターネットによる犯罪やトラブ
ルの被害防止のために必要な知識や情
報を読み解く力を身につける

・インターネット基礎と無料の仕組み ・新しい
洗濯表示

くらしの安心推進員 ・府内各地 4 54
アンケー

ト

みんなの強みを活かせ　～安全・安心

な社会に一億総活躍～
消費生活パネル展 府民

4/28～5/19　京都テルサ 5/2～
5/31乙訓総合庁舎 5/12～5/17京都

府庁

3 1,000 無

広げよう！　つながりの輪　消費者が
主役の社会にむかって

消費生活パネル展 府民
9/12～9/16 10/7～10/13京都テル
サ 10/7～10/11京都府庁

3 1,000 無

世界と未来を変える　エシカル消費 ・講演 ・トークセッション 府民 9/18　ＫＢＳホール 1 450
アンケー

ト

エシカル消費推進に向けて ・講演 ・ワークショップ くらしの安心推進員等 2/10　宇治総合庁舎 1 11
アンケー

ト

くらしのあれこれスタンプラリー
くらしの安心・安全ネットワーク参加団体によ
る各ブースでの展示とクイズ

府民 8/28　京都テルサ 1 264 無

あそんで学んで消費者市民社会の第一
歩！ つくろう！消費者市民社会

消費者団体による活動発表、手作り教室、パネ
ル展示など

一般府民
フェア ・日時：11月5日　・場
所：大阪府咲洲庁舎１階フェスパ

1 2,692
アンケー

ト
消費者団体等と共同で実施

得する選択　損する選択～多様化する
サービスの選び方～

消費者問題に関する講演会を実施 一般府民
・日時：5月27日 ・場所：大阪府
立労働センター（エルおおさか）

1 119
アンケー

ト
大阪市と共催

報道にだまされるな！－めざせ消費者
市民－

若者を対象にした講座やパネル展示、DVD上映な
ど

高校生を中心とした若者
・日時：8月2日～8日 ・場所：大
阪府消費生活センター

1 173
アンケー

ト

消費者問題
悪質商法の手口と対処法、悪質商法被害気づき
のポイントなど

ケアマネージャー、ヘル
パー、福祉関係者、民生児
童委員　など

・随時 ・府内各地 20 656 その他

主催者からの報告書により
効果測定を行った。 業務委
託のため、個別事業ごとの
費用は不明

消費者問題 学習を希望するテーマに応じた講師を派遣する 一般府民 ・随時 ・府内各地 20 1,291 その他
主催者からの報告書により
効果測定を行った

消費者問題
子どもに多い消費者トラブルを中心に消費者被
害の現状や対処法について情報提供する。

教職員、保護者 ・随時 ・府内各地 21 621
アンケー

ト

主催者からの報告書により
効果測定を行った。 （参加
者へのアンケートを実施）

消費者問題
文化祭等において、高校生自身が消費者問題を
取り上げた啓発劇や展示を行い、高校生向けに
啓発を行う

高校生 ・9月9日～3月31日 10 11,325 無

消費者問題

（１）大学生のボランティア活動のリーダー養
成講座 （２）大学生による消費者教育・啓発に
関するボランティア活動 （３）大学生間ネット
ワーク形成促進のための交流会

大学生 ・6月～2月随時 1 22
アンケー

ト

消費者問題
ラジオ番組に出演し、悪質商法、相談事例、消
費者施策などについて情報提供する

一般府民 ・9回出演 9 - 無

消費者問題
メールマガジンを発行し、消費者トラブルの最

新情報等を発信する。
一般府民 ・毎月発行12回 12 - 無

登録件数763件（平成29年3

月末現在）

消費者問題
インターネットトラブルを中心とした若者の消
費者被害防止を図るため、若者が受け入れやす
い媒体を活用した啓発を行う

一般府民（特に若者） ・4月1日～3月31日 - - 無

消費者問題
悪質商法による高齢者の消費者被害を未然に防
止するため、高齢者及びその見守り者（主に家
族）をターゲットにした啓発を行う

一般府民 ・10月発行 1 - 無

商品テストの体験
・食品の糖度、塩分測定、紫外線防止グッズの
効果測定　等

県民 ・随時 ・県内各地 32 975 無

若者の消費者トラブル ・悪質商法への対処法 ・契約の基礎知識 大学生、新社会人　等 ・随時 ・県内各地 31 4,156 無

高齢者の消費者トラブル
・悪質商法の手口 ・被害発見のポイント ・被
害発見時の対応

民生委員、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾍﾙ
ﾊﾞｰ、その他高齢者を見守る
人々の団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ

・随時 ・県内各地 4 429 無

悪質商法等について ・悪質商法への対処法 ・契約の基礎知識 県民 ・随時 ・県内各地 27 834 無

信用しても大丈夫？特殊詐欺について
・特殊詐欺被害の状況、手口の具体的な事例と
その対応方法 ・詐欺的な電話への対応を実践的
に学びながら対応への新たなアイデアを考える

県民 ・５月１０日 ・生活科学総合ｾﾝﾀｰ 1 57
アンケー

ト

高齢者をねらう悪徳商法の手口
.高齢者をねらう悪徳商法の手口や被害発見のポ
イント、被害発見時の対応 ・基本的な金融に関

する知識

民生委員、ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ、ﾍﾙ
ﾊﾞｰ、その他高齢者を見守る

人々の団体・ｸﾞﾙｰﾌﾟ

・随時 ・県内各地 35 2,418 無

・最近の金融・経済情勢と私たちの暮
らし ・高齢者の消費者トラブル　な
ど

・最近の金融・経済の動きや私たちの日常生活
への影響について ・近年深刻さを増す高齢者の
消費者トラブルの事例と防止策について　など

一般消費者
・5/20,8/30,　9/16,12/26　・加

古川総合庁舎
4 161

アンケー

ト

悪徳商法にご用心～最近の手口と対策

～　など

悪質商法への対処法。契約に関する基礎知識な

ど
一般消費者 ・随時 ・県内各地 14 1,092 無

若者の消費者トラブル 高校生、大学生への消費者トラブルの講座 高校生、大学生 ・随時 ・県内各地 2 297
アンケー

ト
兵庫大学　　　　　　　三
木東高校

・楽しいやりくり ・ネットとスマホ
・ＴＰＯって何？

特別支援学校生徒への金銭教育・食育・ネット
教育

特別支援学校の生徒 ・随時 ・県内各地 10 209
アンケー

ト

悪質商法の手口　など
悪質商法への対処法。契約に関する基礎知識な
ど　（パネル展示）

一般消費者
・5,9,10月 ・加古川総合庁舎､明
石公園

3 1,170 無
参加人数：庁舎への来庁者
不明のため、10月分のみ計
上

講座「これだけは知っておきたい食品

添加物」
食品添加物について くらしの安全・安心推進員 ・5/20 ・加古川総合庁舎 1 40 無
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

28 兵庫県 その他 センター イベント会場における消費啓発キャンペーン
イベント会場において、クイズ・ゲーム・工場見学体験・
グッズ配布等を通して、消費生活問題や知識の啓発強化を図
る

委託・請負 200

28 兵庫県 講習会等 センター 消費者月間記念講演会 県民に消費者の権利について学んでもらう 直営 19

28 兵庫県 講習会等 センター 消費生活セミナー
多種多様なテーマで消費生活について学び、かしこい消費者
を目指す

直営 21 30

28 兵庫県 出前講座 センター 次世代の消費者向上支援事業
若者に多い消費者トラブルについて学び、被害にあわないた
めの対処法を身につけてもらい被害防止を図る

直営 484 81

28 兵庫県 その他 センター なかはりま消費生活創造まつり 楽しみながら消費生活について勉強する 直営 282

28 兵庫県 講習会等 センター 次世代の消費者力アップ講座
大学生が企画･立案し消費生活について考える場を持つこと

により、消費者市民社会の一員となる
直営 183

28 兵庫県 出前講座 センター くらしの１日教室
悪質商法の手口や対処法を身につけてもらい、悪質商法の被
害防止を図る

直営 4

28 兵庫県 講習会等 センター くらしのセミナー 安全・安心な社会の実現を目指し消費者の自立を支援する 直営 31 0

28 兵庫県 出前講座 センター くらしの１日教室 消費者問題についての意識啓発を進める 直営 0 0 0

28 兵庫県 出前講座 センター 見守り力アップ講座 地域で高齢者を見守り、声かけできる人材の育成 直営 88 61 0

28 兵庫県 出前講座 センター 消費生活出前講座
自己責任と自らを責めて相談できない人をなくすため、消費
者被害の未然防止と早期相談につながるように講座を実施す
る

直営 837 91

28 兵庫県 講習会等 センター 消費生活セミナー
悪質商法の被害防止や、くらしの安全・安心に関する事故や
被害のみ是防止を図る

直営 36

28 兵庫県 その他 センター 消費者月間イベント 複雑多様化する消費者問題の未然防止を図る 直営 103

28 兵庫県 出前講座 センター 県・市町合同啓発リレー事業
但馬地域における消費生活相談窓口の紹介や悪質商法におけ
る被害防止の呼びかけなどを県と市町とが連携して実施

直営 8

28 兵庫県 その他 センター 但馬まるごと感動市における啓発
但馬地域における消費生活相談窓口の紹介や悪質商法におけ
る被害防止の呼びかけなどを県と市町とが連携して実施

直営 2 1

28 兵庫県 講習会等 センター 消費者月間事業講演会 消費者の利益を守るための学習機会を提供する。 直営 54

28 兵庫県 その他 センター 事業者による消費者トラブル防止 事業者が企画、実施する消費者トラブル防止事業 委託・請負 781

28 兵庫県 講習会等 センター 生活設計啓発講習会 くらしの安全・安心推進員の資質向上を図る。 直営 15

28 兵庫県 講習会等 センター 消費者のつどい
食品を選ぶ際の目安となる食品表示について、理解を深め
る。

直営 80

28 兵庫県 出前講座 本課 出前講座 地域における消費者啓発を推進する。 委託・請負 25

28 兵庫県 出前講座 センター 高等学校における消費生活講座 高等学校の生徒に対し、消費者としての自立を支援する。 直営 22

28 兵庫県 出前講座 センター 特別支援学校における消費生活講座
特別支援学校の生徒に対し、消費者としての自立を支援す
る。

直営 22

28 兵庫県 出前講座 センター 高等学校における消費生活講座 高等学校の生徒に対し、消費者としての自立を支援する。 直営 23

28 兵庫県 出前講座 センター 動物取扱責任者契約講座 動物取扱責任者の消費者トラブルの防止に資する。 直営 22

28 兵庫県 講習会等 センター 消費者力アップリレーセミナー

製品事故や食の安全・安心など消費者に大きな不安を与える
事件や事故が相次ぎ、様々な情報が氾濫し、消費者自身が物
事の真偽を見分けることが難しくなっている状況の中、安心

して暮らしていくためには、消費者自らが消費者力（自分で
理解・選択・行動できる力）の習得・向上に興味のある方を
対象にセミナーを実施する。

直営 53 120

28 兵庫県 出前講座 センター くらしの出前講座
消費生活・環境問題等の生活課題について、必要な知識や情
報を提供する。

直営 4

28 兵庫県 講習会等 センター 消費者月間記念講演
消費者問題の知識や消費者被害の未然防止について学習する
ことで消費者意識を啓発する。

直営 19

28 兵庫県 出前講座 センター 消費者力アップ講座
淡路島内の高校生を対象に「かしこい消費者」としての知識
の習得を図るため、出前講座を開催。

直営 34 30

28 兵庫県 出前講座 センター 特別支援学校への消費者教育出前講座 基本的な消費生活の知識を身につけ、自分で 直営 28

29 奈良県 その他 センター 消費者フォーラムin奈良 消費者月間事業の一環として消費者被害防止のための事業 直営 170 47

29 奈良県 講習会等 センター くらしの安全・安心サポーター講座
消費生活相談窓口と地域をつなぐパイプ役となるサポーター
の養成事業

直営 54

29 奈良県 講習会等 センター
くらしの安全・安心サポーター研修会・意見交
換会

消費生活相談窓口と地域をつなぐパイプ役となるサポーター
の資質向上のための事業

直営 11

29 奈良県 出前講座 センター 消費者教育事業
消費者市民社会の形成に参画する、自立した消費者の育成事

業
直営 -

29 奈良県 出前講座 センター 移動講座
センターに来所できない消費者グループの要望に応じて、相

談員が地域に出向き消費者問題について、話をする。
直営 69

29 奈良県 出前講座 センター 出前講座
センターに来所できない消費者グループの要望に応じて、く
らしの安全・安心サポーターが地域に出向き消費者問題につ

いて、寸劇等を交えて講座をする。

直営 205

29 奈良県 講習会等 センター くらしの講座
一般県民を対象に、安全・安心なくらしに関する知識を習得
してもらうため実施。

直営 5

29 奈良県 講習会等 センター 夏休みこども講座
小学生を対象に、消費者教育の環境について、工作を通じて
考えてもらう。

直営 7

29 奈良県 講習会等 センター 教員を対象にした消費者教育講座
学校における消費者教育推進のため、中学校・高等学校の教
員対象に実施

直営 35
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

食の安全・安心啓発
 ・消費者クイズ、カードゲーム、　パソコンで
の　　　　工場見学体験　　　　　　　・啓発
グッズ配布

子ども、

一般消費者
・10/23,24 ・明石公園 1 1,170 無 農林漁業祭

スマホ時代の大人が知っておきたいこ
と

安全で安心にインターネットを利用するための
コツ

一般消費者 2016/5/13　　姫路総合庁舎 1 67 無

マイナス金利時代の家計術！　他 家計の把握や支出の仕方　他 一般消費者
2016/11/16,12/7,2017/3/23　姫路
総合庁舎

3 124 無

若者の消費者トラブル インターネットトラブルの注意点など
大学生･特別支援学校生･高
校生

随時　　兵庫県立大学　他 18 2,355
アンケー

ト

消費者力向上を図る 消費者啓発パネル展示、消費者クイズ　他 一般消費者
2016/10/30　姫路港飾万津臨海公
園

1 4,000 無

身近な食べ物と私たちの社会 大学生の責任ある消費をめざして 大学生 2016/11/19　姫路総合庁舎 1 28
アンケー

ト

悪質商法のご注意を！　他 悪質商法の手口と対処法　他 一般消費者 随時　　姫路総合庁舎　他 18 838 無

・食品ロスを考える ・環境学習 安全安心な生活について考える
消費者団体会員、一般消費
者など

H28.5.19 西播磨総合庁舎ほか 2 133 無

悪質商法の被害に遭わないために
・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ
きのポイント　など

一般消費者など 随時 公民館など 12 305 無

・賢い消費者になるために ・消費者
被害にあわないために　など

・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ
きのポイント　など

民生児童委員、高校生、福
祉関係者　など

随時 市役所、高校など 9 825 無

「被害に遭わない・加害者にならな
い・泣き寝入りをしない」など

悪質商法の手口と対処法、被害気づきのポイン
トなどについて、寸劇を交え分かりやすく説
明。学校へは特にネット被害について注意喚起

高齢者、勤労者、福祉関係
者、小中高校生（特に高校
３年生）とその保護者、教
師、区長、民生児童委員、
人権擁護委員など

・随時 ・県内各地 105 6,135 無

・新社会人のための消費生活セミナー
・夜間セミナー ・県職員向け消費生
活セミナー ・湯浅誠氏講演会「包み

込む社会へ」

それぞれの受講者の立場・状況に応じた消費者
教育を進めるため、悪質商法の手口と対処法、
悪質商法被害気づきのポイントなどについて、
寸劇を交え分かりやすく説明。 また、社会的弱

者が地域で穏やかに暮らせるための地域の見守
り支援などについて

勤労者、高齢者、地域の見

守りをされる方、一般消費
者など

・随時 ・県内各地 6 289 無

ご存じ！消費生活相談員は見た!本当
にあった怖～い話

複雑多様化する相談事例について、寸劇を交え
ながら解説

一般消費者 5/28 豊岡市内 1 150 無

消費生活相談員は見た！本当にあった
怖～い話

複雑多様化する相談事例について、寸劇を交え
ながら解説

一般消費者 但馬各市町 4 897 無

高めよう！消費者力 パネル展示、啓発グッズの配布 一般消費者 11/13 豊岡市内 1 300 無

景品表示法を学ぶ 景品表示法の概略
消費者団体会員、くらしの
安全・安心推進員、一般住
民

2016/5/21　　丹波の森公苑 1 64 無

消費者トラブルの防止 講座、パネル展示、クイズによる意識啓発 一般住民
2016/10/21～2017/12/11大規模商
業施設

2 15,700 無

知らなきゃ損するお金の使い道！知っ
て得する健康寿命！アンチエイジング
で楽しく健康に

日常に密着したお金と健康の話
消費者団体会員、くらしの
安全・安心推進員

2016/12/1丹波の森公苑 1 69 無

これだけ知っておきたい原産地・原料
原産地表示

原料原産地表示でわかること、わからないこ
と。

消費者団体会員、くらしの
安全・安心推進員、一般住
民

2017/2/25丹波の森公苑 1 78 無

悪質商法にだまされないために 悪質商法の手口と対処法 自治会・老人会等 随時　地域の公民館等 27 772 無

若者の消費者トラブル
契約の基礎知識と若者の消費者トラブル事例の
紹介、その対象法について学ぶ

県立篠山東雲高校3年生 2017.1.30県立篠山東雲高校 1 33
アンケー

ト

悪質業者にまけんぞう！スゴロク若者
編

契約の基礎を学び、スゴロクを楽しみながら、
悪質業者の手口や対応方法を知る。

篠山市立篠山養護学校高等
部

2017.2.20篠山市立篠山養護学校 1 21
アンケー

ト

若者の消費者トラブル
契約の基礎知識と若者の消費者トラブル事例の
紹介、その対象法について学ぶ

県立篠山鳳鳴高校2年生 20017.3.9県立篠山鳳鳴高校 1 160
アンケー

ト

動物取扱責任者契約講座
契約の基礎知識と消費者トラブルの事例と関連

法
丹波管内動物取扱責任者

2017.2.10篠山市立丹南健康福祉セ

ンター
1 50

アンケー

ト

消費者自らが消費者力（自分で理解・
選択・講堂できる力）の習得・向上を
図る。

・高齢者の消費者被害防止にむけて ・金融商品
のトラブル」 ・「健康食品」「終活について」

・暮らしに役立つ法律やスマホやネットに潜む
危険　など

一般消費者 9月～2月各月1回 管内3市　6回 6 210
アンケー

ト

悪質商法にだまされないために 悪質商法にだまされないために 一般消費者 随時管内各地 11 251 無

高齢者消費者被害の防止について 高齢者消費者被害の防止について 一般消費者 5/17 県立淡路文化会館 1 143 無

・消費者問題の基礎知識 ・スマホや
ネットに潜む危険 ・若者の消費者ト

ラブルについて

契約、トラブル、クーリングオフ制度等 高校生
5/30柳学園高校 6/8洲本高校
11/30津名高校 1/18淡路高校

4 455 無

・賢く使おう！ネットとスマホ ・ど
んなおやつ食べてるの

・ネットとスマホの正しい使い方について ・お
やつのカロリー等について

高等部 1/20 あわじ特別支援学校 2 46 無

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総括躍～

なぜ、だまされてしまうのか？心理学から学ぶ
詐欺・悪質商法の予防対策

県内消費者
・Ｈ28.5.25　　　　　　　・学園
前ホール

1 231
アンケー

ト

消費者知識を高め、情報を身近な人に
伝えたり、被害を発見したときに相談
窓口を案内するなど、地域における啓
発活動をしていただくボランティア育
成

トラブルについての事例、消費者が知っておき
たい法律知識、金融商品をめぐるトラブル

新規にサポーター活動を希
望する者

・H28.10.21･28　・奈良県文化会
館

1 27
アンケー

ト

消費者知識を高め、情報を身近な人に
伝えたり、被害を発見したときに相談
窓口を案内するなど、地域における啓
発活動をしていただくボランティアの
資質向上に役立てる

トラブルについての事例、消費者が知っておき
たい法律知識、金融商品をめぐるトラブル

くらしの安全・安心サポー
ター登録者

・H28.10.28　・奈良県文化会館 1 22
アンケー

ト

・賢い消費者になるために　　　　・

消費者トラブルにあわないために等
消費者市民の育成

高齢諸費者、障害消費者、
若年消費者、その他一般消
費者

26会場 53 2,981
アンケー

ト

消費者問題全般 消費者問題全般
高齢諸費者、障害消費者、
若年消費者、その他一般消
費者

10会場 10 314 その他

消費者問題全般 消費者問題全般
高齢諸費者、障害消費者、
若年消費者、その他一般消

費者

41会場 41 1,800 その他

①終活について②収納の工夫③災害へ
の備え・対処の仕方④衣類の上手な手

入れと購入の仕方

①終活について②収納の工夫③災害への備え・
対処の仕方④衣類の上手な手入れと購入の仕方

一般県民
・9/12.10/3.11/7.12/5　　　・消
費生活センター啓発コーナー

4 48
アンケー

ト

あかりのエコとＬＥＤ工作
親子であかりのエコについて学び、ＬＥＤラン
タンを制作する。

小学生高学年の親子 ・7/26　・奈良県文化会館 1 43
アンケー

ト

消費者市民社会の形成に向けた中学
校・高等学校の消費者教育について

消費者市民社会の形成に向けた中学校・高等学

校の消費者教育について講義及びワークショッ
プ

中学校・高等学校の教員
・8/8　・奈良県社会福祉総合セン
ター

1 20
アンケー

ト

213



自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

29 奈良県 展示会 センター イオンモールパネル展
商業施設において、幅広い世代に対し、消費生活センターの
周知し、消費者啓発をおこなう。

直営 -

30 和歌山県 講習会等 本課 消費者教育講座
消費者として合理的な意思決定、被害の認識、危険の回避、
被害に遭った場合の対処方法などを身に付け、消費者市民社
会の一員として行動できる自立した消費者を育成する。

直営 0 1,117 0

30 和歌山県 講習会等 本課
消費者被害防止ネットワーク研修会・意見交換
会

地域における啓発活動の担い手同士で人的ネットワークを構
築し、消費者被害の未然防止を図る。

直営 0 348 0

30 和歌山県 出前講座 本課 学校における消費者教育支援事業

専門の講師を県内の学校に派遣し、基礎的な知識及び技能を
習得させるとともに、これらを活用して早い時期から、適切

な消費行動に結び付く知識や実践的な能力を習得することを
支援する。

直営 0 384 0

30 和歌山県 出前講座 本課 地域における消費者教育の担い手育成事業
それぞれの地域で地域貢献活動を行っている団体に働きか
け、養成講座を開催し、消費者教育を実践する担い手の育成
を図る。

直営 0 385 0

30 和歌山県 その他 センター 消費者月間記念講演・金融経済講演会
消費者月間について幅広い層へ啓発を図り、消費者被害の未
然防止・拡大防止を図る

直営 0 0 470

30 和歌山県 講習会等 センター 消費生活サポーター（担い手育成）研修会
消費生活サポーター等が見守り活動に必要な知識や地域での
活動に役立つ手法を習得し、長期間活動を続けていただくた
めの一助とする。

直営 0 29 0

30 和歌山県 講習会等 センター 消費生活サポーター養成講座
地域における啓発活動の担い手である消費生活サポーターを
養成し、地域で消費者被害の見守り活動等を行う。

直営 0 63 0

30 和歌山県 講習会等 センター 生活教養講座
消費者被害の未然防止だけでなく、生活全般の幅広い分野の
知識を習得し、適切に判断・活用できる能力を養う講座

委託・請負 0 0 0

30 和歌山県 出前講座 センター 消費者啓発講座
消費者被害の未然防止等を目的に、最新相談事例の紹介・対
処法等をわかりやすく説明。

委託・請負 0 0 0

30 和歌山県 その他 センター 夏休み！金銭教育バス教室
児童・保護者に金銭教育及び金融問題に関する理解と認識を
深めてもらう

直営 0 0 165

30 和歌山県 講習会等 センター 教員向け消費者教育セミナー
学校現場で、消費者教育、金融教育の要素を取り入れた授業

に取り組んでもらえるよう働きかける
直営 0 0 284

30 和歌山県 講習会等 センター 暮らしの達人！知るぽると講座 安心・安全に生きるための必要な知識を習得する 直営 0 0 112

30 和歌山県 講習会等 センター 夏休み！親子で学ぶ消費者教室 小学生を対象に身の回りの生活に関係する知識を楽しく学ぶ 直営 0 0 15

31 鳥取県 出前講座 センター 啓発講座 消費者教育の推進を図る 直営 135

31 鳥取県 出前講座 センター 啓発講座 消費者トラブル等について普及啓発する 直営 176 140

31 鳥取県 講習会等 センター くらしの経済法律講座
学生と一般県民が、大学にて、共に法律や経済の専門知識の
習得を図る。

委託・請負 1,083 307

31 鳥取県 講習会等 センター とっとり消費者大学
金融、悪質商法対策、エシカル消費など、消費生活に関する
知識の習得を図る

直営 11 302 163

31 鳥取県 講習会等 センター 地域見守りネットワーク研修
地域消費生活サポーターのスキルアップや地域見守りの担い
手が消費者トラブルを地域で防ぐ、安心・安全な地域づくり
を進めるためのスキルアップを図る。

委託・請負 0 894 0

31 鳥取県 講習会等 センター こども「エシカルラボ」
子どもたちの「倫理的消費（エシカル消費）」の自主的かつ
実践的な理解を促進する。

委託・請負 4,722

31 鳥取県 展示会 センター とっとりエシカルマルシェ
エシカル消費並びに県内のエシカル商品の周知及び適切な評
価の理解促進を図る

委託・請負 3,664

31 鳥取県 展示会 センター こども「エシカルラボ」制作品等巡回展示
子どもたちの「倫理的消費（エシカル消費）」の自主的かつ

実践的な理解を促進する。
委託・請負 1,459

31 鳥取県 その他 センター 新聞記事掲載
相談をＱ＆Ａ方式で新聞に掲載し、県民への広報を推進す
る。

委託・請負 2,592

31 鳥取県 その他 センター ラジオ啓発
ラジオの生放送枠で消費生活トラブルに関する最新情報を県
民に提供する。

委託・請負 1,777

32 島根県 講習会等 本課 消費者リーダー育成講座
消費者被害防止のため、地域で啓発活動を行う消費者リー
ダーの育成を図る。

委託・請負 947 0 0

32 島根県 講習会等 センター 消費者リーダーレベルアップ研修会
消費者リーダー育成講座修了者等一定の専門知識を有する者

の知識や技術の向上を図る。
直営 71 0 0

32 島根県 講習会等 本課 地域見守りサポーター養成講座
高齢者等を見守る「地域見守りサポーター」の資質向上を図
る

直営 62

32 島根県 講習会等 本課 消費生活相談員育成講座 県内の消費生活相談体制整備及び人材育成 委託・請負 0 3,837 0

32 島根県 講習会等 本課 消費者教育担当教員研修会 消費者教育担当教員の資質向上 直営 0 113 0

32 島根県 講習会等 センター 消費者月間イベント 消費者トラブルの未然防止・拡大防止 直営 50 0 0

32 島根県 講習会等 センター シニア向け講演会 高齢者を対象として、金融知識等の向上を図る 直営 49 0 0

32 島根県 講習会等 センター 消費者市民社会の形成に係るイベント
消費者市民社会の形成に向けて県民の知識や意識の向上を図
る。

委託・請負 0 216 0

32 島根県 講習会等 本課 消費者団体活性化フォーラム 消費者団体活動の活性化を図る 委託・請負 0 564 0

33 岡山県 講習会等 センター 消費生活講座 一般消費者を対象に消費生活に必要な知識の習得を図る 直営 70

33 岡山県 講習会等 センター くらしの一日教室
消費生活センターを見学に来た団体等を対象に被害防止啓発
講座を行った。

直営 0

33 岡山県 出前講座 センター 消費者啓発セミナー 県内各地の会合等に講師を派遣して啓発を行う。 直営 750

33 岡山県 講習会等 センター 教員向け消費者教育講座 ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進 直営 0

33 岡山県 講習会等 本課 消費生活サポーター講座
消費者問題の情報を自ら収集し、消費者被害に遭いやすい方

の見守り活動等を行うサポーターを養成する。
委託・請負 3,072 1,100

34 広島県 講習会等 双方 消費者啓発講座講師研修会 講座講師等の研修による講座の充実 直営 0 59 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

消費者教育・啓発 消費者教育・啓発用パネルの展示 一般県民
・5/16～31 ・イオンモール大和郡
山

1 - 無

消費行動に関する知識習得 （消費者
教育）

消費者教育、消費者被害未然防止、消費者市民
教育、消費が環境・経済・社会に与える影響

大学生、専門学校生、一般
県民

第一回 平成28年11月18日 和歌山
県民文化会館　第二回 平成29年1
月29日 和歌山県立図書館

2 243 その他

高齢者等の見守りに関する取組につい
て

日頃の活動状況、見守り活動の効果的な実施に
ついての意見交換

ケアマネージャー、ヘル
パー、福祉関係者、民生児
童委員、消費生活サポー
ター等

平成28年2月15日 ビッグユー
平成28年2月10日
東牟婁振興局

2 64 無

消費行動に関する知識習得 （消費者

教育）
インターネット、契約、金銭、食育、安全など 小学生、中学生 随時 21 512

アンケー

ト

消費行動に関する知識習得 （消費者
教育）

食育、環境、金銭
読み聞かせグループ、寸劇
団体などの既に地域で活動
している団体

随時 4 56
アンケー

ト

身近な消費者問題の対処法～実態を学
んで心豊かな人生を～

弁護士　菊地幸夫氏を迎え消費者月間の講演。 一般消費者
平成28年5月21日
和歌山ビッグ愛

1 250 無

・見守り活動に必要な知識 ・地域で
の活動に役立つ手法

消費者被害の未然防止・拡大防止のためには地
域での見守り活動が効果的であり、行政と消費
生活サポーターが互いに情報共有することが重
要であると認識してもらう。

消費生活サポーター、市町
村消費者行政担当職員

平成28年10月4日 西牟婁振興局
平成28年10月17日 和歌山県消費生
活センター

2 66 無

・振り込め詐欺の現状とその対処法
・契約の基礎知識
・ワークショップ

最近の消費者トラブルの概要、地域で見守り活
動をテーマにグループ討議

一般消費者
平成29年2月10日 東牟婁振興局
平成29年2月15日
和歌山ビッグ愛

2 88
アンケー

ト

・生活の幅広い分野の知識を習得
・消費者被害に遭わないために

消費者の関心の高いテーマを選び、その方面の
専門家を講師に迎え、講義を行う。

一般消費者
和歌山県消費生活センター（9/7～
10/26）
西牟婁振興局（2/1～2/22）

12 418 無 相談業務と一括で委託

・悪質商法の具体的事例
・契約とクーリング・オフ

センターの相談員がＤＶＤ等で悪質商法の問題
点などを説明し、ロールプレイを通じて知識の
習得を図る。

高齢者、高校生、民生児童
委員、福祉関係者、一般消
費者

県内各地 86 3,951 無 相談業務と一括で委託

ー
日本銀行の業務や歴史、大阪造幣局の業務内容
について勉強。貨幣の製造過程を見学。

県内在住の小学校４年生～
６年生の児童とその保護者

平成28年8月3日
日本銀行大阪支店、大阪造幣局

1 40
アンケー

ト

金融・経済教育の進め方について
東京家政学院大学教授 上村協子氏による講演の

実施
教員及び教育委員会関係者

平成28年8月22日

和歌山県消費生活センター
1 23

アンケー

ト

ここだけの話！教育試験計画～計画的
に準備するポイントはここ！～

子育て世代に関心の高いテーマを選び、その方
面の専門家を講師に迎え、講義を行う。

子育て世代
平成28年11月1日からの毎週火曜日
（4回）和歌山ビッグ愛

4 120 無

・おなか元気教室 ・遊んで学べるや
さしいマネー教室

消費生活に関する知識を学び、家庭内で話し
合ったり、ルールを作ったりするきっかけとし
てもらう。

小学生とその保護者
平成28年8月19日
和歌山ビッグ愛

1 71 無

・賢い消費者になるために
・幼児、児童への読み聞かせ ・賢いお金の使い
方

児童、生徒、学生 随時 15 586
アンケー

ト

・消費者トラブル等に対する対処法等 ・特殊詐欺被害防止 ・消費者トラブルの現状 一般県民 随時 15 622
アンケー

ト

・消費者を守る法律 ・エシカル消費
・金融関係

・悪徳商法と法律 ・消費者市民社会に向けて
・投資の基礎知識

一般県民 学生 県内各高等教育期間において随時 58 629
アンケー

ト

・悪徳商法対策 ・金融 ・エシカル消
費

・悪質商法対策とだまされる高齢者の心理 ・学
校で、家庭で・子どもと考えるお金の話 ・人と
地域を元気にするエシカル消費

一般県民
5 月23 日 6 月16 日 7 月 7 日 8
月22 日 9 月 8 日 11 月 4 日 12
月19 日 2 月9 日 3 月10 日

9 510
アンケー

ト

消費者トラブルを地域で防ぐ、安心・
安全な地域づくり

・地域の高齢者を消費者被害から守る～ ・見守
りネットワークの作り方・広げ方～

市町村職員、地域包括セン
ター職員、消費者団体職
員、民生委員事業者、金融
機関職員、地域消費サポー
ター

10月7日 10月17日 10月18日 3 196
アンケー

ト

エシカル消費についての基礎知識

・エシカル業費に関する基礎講座 ・エシカル産

品の生産、販売現場の視察 ・研究成果制作、発
表

小学生
8月1日、2日 8月2日、3日 8月3
日、4日

3 70 その他

将来を担う子どもたちが「21世紀型の
消費者」になるよう育成を図る

県内大型イベントで県内のエシカル産品を販売
する

一般県民
7月16日、17日 10月22日・23日 11
月3日

3 818
アンケー

ト

エシカル消費及びエシカル商品の理解
と適正な評価について、広く消費者に

普及・啓発を行う。

『子ども「エシカル・ラボ」』参加者が制作し

た作品等の巡回展示
一般県民

11月2日-10日 11月10日-18日 11月
18日-25日 12月1日-7日 12月18日-

23日 12月24日-28日

6 - 無

・悪質商法 ・食品表示外 ・プロバイダ変更トラブル ・景品表示法外 一般県民 月２回 24 - 無

・消費生活トラブル外 ・ヤミ金融 ・変え変え詐欺外 一般県民 月２回 24 - 無

消費生活に関する知識を深める
消費生活と契約、食生活、家計節約術、製品事
故等の講義

消費者リーダー育成講座に
参加を希望する県民

Ｈ２８年９月～１１月　出雲市、
浜田市

8 60
アンケー

ト
Ｗｅｂ受講もあり。

・エシカル消費について、 ・最近の

相談事例について

・消費者問題を解決するための基礎知識 ・県消

費者センターの最近の相談事例を紹介

出前講座講師バンク登録

者、消費者リーダー育成講
座修了者（過去３年間）

Ｈ２９年２月２０日 松江市 1 31
アンケー

ト

地域見守りサポーターの資質向上のた
めに

・消費者被害の状況と対策 ・消費者保護の法律
と活用法 ・見守り活動のポイント

見守り活動協力事業者、地
域包括支援センター関係者
など

Ｈ２９年１月～２月　松江市 3 68
アンケー

ト

消費生活相談員試験対策
民法、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売
法等の講義及び通信講座

消費生活専門相談員資格試
験の受験希望等をする県民

Ｈ２８年７月～９月　松江市 8 32
アンケー

ト

消費者市民教育の手法 講義とワークショップ
家庭科・社会（公民）科教
員

Ｈ２９年２月　松江市 1 7 その他 研修終了時にヒアリング

消費者トラブルの未然防止・拡大防止 ・資料配布 ・パネル展 ・啓発ショー 一般消費者 平成２８年５月　松江市、出雲市 2 1,500 無

・終活 ・消費者トラブルの未然防止 ・資料配布 ・パネル展 ・講演会 高齢者 平成２８年９月　松江市 2 50 無

消費者市民社会の形成（食品ロス） ・資料配布 ・パネル展 ・啓発ショー 一般消費者 平成２９年３月　松江市 1 10,000 無

消費者団体活動の活性化 ・講演 ・座談会 消費者団体 平成２８年１１月 1 59 無

・住まいの安全対策【家電編】・高齢
社会を元気で暮らしていくために等

電化製品等の安全な使用法と事故情報について
等

一般県民 ・随時 ・消費生活センター 5 278
アンケー

ト

消費者被害の防止
若者を取り巻く消費者問題、高齢者の消費者被
害・トラブルなど

一般県民（団体）
・随時
・消費生活センター

4 82 無

消費者被害の防止 悪徳商法の被害実態とその対処法等
一般県民、高齢者、生徒・
学生、職場等

・随時
・県内各地

91 6,663
アンケー

ト

教員に向けての消費者教育
子ども達が危ない！ネット世界の落とし穴、消
費者トラブルの最前線

小、中、高等学校、特別支
援学校教員・市町村消費者
行政職員

・随時 ・県内各地 2 71
アンケー

ト

・賢い消費者になるために ・消費者

被害にあわないために　など

・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ

きのポイント　など

消費生活問題研究協議会会

員、民生児童委員　など
・随時 ・県内各地 20 475

アンケー

ト

ＩＴ関連の最新の消費者トラブルにつ
いて

講座講師等を対象とした研修会 講座講師等 2月10日 県生活センター研修室 1 24
アンケー

ト

215



自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

34 広島県 出前講座 双方 消費者啓発講座
県内各地域で実施される若年者等を対象とした講座に講師を
派遣し，消費者トラブルの対処法等を説明

直営 0 0 90

34 広島県 その他 双方 学校における消費者教育の推進事業 学校での消費者教育の推進 委託・請負 0 5,153 0

34 広島県 その他 双方 情報提供（ラジオ等） マスコミを活用した消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 0 0 0

34 広島県 その他 双方 高齢者等の見守り体制支援整備事業
高齢者を見守る立場の方向けに見守りに必要な知識や消費者
被害に関する情報の提供

委託・請負 0 2,739 0

34 広島県 その他 双方
若者の消費者被害防止のためのウェブサイト等
利用促進事業

若者への消費者被害に関する正しい知識の提供，消費生活相
談窓口の周知

委託・請負 0 6,592 0

34 広島県 その他 双方 情報提供（新聞社メルマガ） マスコミを活用した消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 0 0 0

34 広島県 その他 双方
平成28年度高齢者の消費者被害防止のための啓
発業務

高齢者に対する消費者被害に関する情報の提供，相談窓口の
周知

委託・請負 0 6,048 0

35 山口県 講習会等 本課 景品表示法講習会 消費者団体を対象にした表示等の制度についての周知を図る 直営 6 0 0

35 山口県 講習会等 センター 消費者教育・啓発講座 消費者市民を育成するための講座 直営 301 0 0

35 山口県 講習会等 センター 消費者リーダー養成講座

自らが消費者問題に関する幅広い知識を習得し、地域におけ
る消費者教育・啓発の担い手になる意欲のある者を対象に、
より実践的な知識を習得する機会を提供することで、消費者
リーダーとなるべき人材を育成すること

直営 0 0 0

35 山口県 講習会等 センター 消費者リーダー研修 消費者リーダーとして、フォローアップを行う 直営 506 0 0

35 山口県 講習会等 センター 金融消費者教育セミナー
発達段階に応じた適切な消費者教育が実施されるよう、効果
的な教材の使用や消費者トラブルの現状に詳しい、各地域の
消費生活センターなどとの連携を支援

直営 417 0 0

35 山口県 講習会等 センター 学校における消費者教育授業の推進

学校における消費者教育授業を効率的・効果的に推進するた
め、多様な主体によるワークショップ形式の授業企画を実施
し、各主体の連携・協働を図るとともに、最終的にモデル事

業を実施して成果の普及を図る

委託・請負 0 5,154 0

36 徳島県 出前講座 双方 消費生活啓発講師派遣
日常生活に密接な消費者問題について啓発し、自立した消費
者の育成を図る。

委託・請負 422

36 徳島県 講習会等 双方 徳島県消費者大学校
消費者問題に対し、消費者自身の問題対処能力の開発を援助
し、地域における消費者リーダーを育成する。

委託・請負 1,327

36 徳島県 講習会等 双方 徳島県消費者大学校大学院
高度な専門知識を持ち、主体的に消費者問題に対処・実践で

きる消費者活動の指導者を育成する。
委託・請負 1,407

36 徳島県 その他 双方 2016消費者まつり
消費者の自立支援及び行政・事業者との交流連携のネット
ワークを図る。

委託・請負 1,304

36 徳島県 その他 双方
「エシカルで地方創生」（消費者問題県民大
会）

エシカル消費が持つ発信力と重要性について、県民の理解を
深めることを目的とする。

直営 60 1,969

36 徳島県 その他 双方 くらしのサポーター研修会
くらしのサポーターが、消費者問題への認識を深め、活動に
積極的に取り組むことを目的とする。

直営 0 0 0

36 徳島県 その他 双方
くらしのサポーター・消費生活コーディネー
ター交流会

くらしのサポーター間の交流を図るとともに、地域での啓発
活動を支援する。

直営 0 0 0

36 徳島県 その他 双方 消費生活コーディネーター定例会 消費生活コーディネーターの研修と意見交換会 直営 243

36 徳島県 その他 双方
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

消費者教育の推進（地域における多様な担い手の参画・連
携・協働、風評被害の防止、事業者等のコンプライアンス意

識の確立等）

委託・請負 972

36 徳島県 その他 双方 エシカル消費研修会「はじめてのエシカル」

市町村職員、消費生活相談員、教育関係者、消費者団体関係

者及び一般県民を対象にエシカル消費普及を目的として実施
する。

直営 266

36 徳島県 その他 双方
消費生活クロスロードを活用した消費者力地域
波及プロジェクト

アクティブラーニング型式のカードゲームを活用し、カード
ゲームのブラッシュアップとゲームリーダーの育成を行う。

直営 2 196

36 徳島県 その他 本課 とくしま食の適正表示推進フォーラム
　過去に問題となった表示事例に学ぶとともに、機能性表示
の取組み事例を紹介し、県民と共に考え、適正表示に対する

相互理解を深める。

直営 239

37 香川県 講習会等 センター 生活設計情報教室「くらしのセミナー」
商品やサービスについての知識や判断能力等を身につけても
らうとともに、消費者トラブルの未然防止及び拡大防止を図
る。

直営 208 0 0

37 香川県 講習会等 センター
生活設計情報教室「お年寄りのための消費者教
室」

日頃情報の不足しがちな高齢者の消費者トラブルの未然防止
や拡大防止を図るとともに、商品やサービスについての知識
を身につけるため。

直営 269 0 0

37 香川県 出前講座 センター 講師派遣
巧妙化する悪質商法等の消費者トラブルの未然防止や拡大防
止のため、悪質商法の手口や対処方法を学んでもらう。

直営 0 0 0

37 香川県 出前講座 センター 若者向け消費生活講座
消費生活に関する経験や知識の乏しい若年層への消費生活に
関する知識や普及啓発を図り、自立した消費者としての意識
向上を図る。

直営 0 0 0

37 香川県 講習会等 本課
県と四国学院大学との連携による消費者啓発リ
レー講座

消費者啓発を目的としたリレー講座を大学の正規カリキュラ
ムとして開設し、受講者が賢い消費者として自立できること

を目指す。

直営 40 0 0

37 香川県 講習会等 本課
県と香川大学との連携による消費者啓発リレー
講座

消費者啓発を目的としたリレー講座を大学の正規カリキュラ

ムとして開設し、受講者が賢い消費者として自立できること
を目指す。

直営 33 0 0

37 香川県 講習会等 本課 消費者教育教員研修
消費者教育について、教職員の指導力を向上させることを目
的とする。

直営 0 29 0

38 愛媛県 講習会等 本課 消費生活講座
「消費者の自立」を支援するため、県民に消費者問題に対す
る意識の高揚を促し、消費者問題に関して専門的な知識を持

つ人材を養成する。

直営 0 0 551

38 愛媛県 講習会等 本課 悪質商法被害防止見守り活動報告会
より効果的で、裾野の広い見守り活動を推進するとともに、
新たなネットワーク構成団体の掘り起しを行う。

直営 0 193 0

38 愛媛県 講習会等 本課 消費者教育教員向けセミナー
金融教育の必要性等についての理解を深め、発達段階に応じ
た効果的な指導方法等について取得できる機会を提供するこ
とにより、学校における金銭教育の推進を図る。

直営 0 189 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

消費者啓発 若年者等を消費者トラブルから守るために

学校等で実施される講座へ
の講師あっせんや啓発資料
の提供により，啓発講座の
開催を支援

・随時 ・県内各地 26 2,763 無

学校での消費者教育の推進
授業で活用できる補助教材の提供や出前講座の
開催支援等

高校・大学等の教員 - - -
アンケー

ト

消費者啓発
ラジオで消費者トラブルの注意点や対処法を紹
介

一般 - 12 - 無

高齢消費者等の見守りネットワークの
構築

見守り研修の実施，消費者被害に関する情報の
メルマガ配信，ウェブサイトへの掲載

民生委員，介護関係機関等
研修：県内３市町 メルマガの配信
等：随時

- - 無

若者の消費者被害防止
サイト，ＳＮＳの運営，インターネット広告の
実施等

18歳～30歳未満の若者 ・随時 ・県内各地 - -
アンケー

ト

消費者啓発
新聞社のメルマガで消費者トラブルの注意点や
防止法を紹介

一般 - 52 - 無

高齢者の消費者被害の防止 高齢者向けの消費者啓発冊子の作成・配布等等 高齢者 ・随時 ・県内各地 - - 無

消費者力の向上 景品表示法の概要について 消費者団体
H29.3.23　　蒲野農村環境改善セ
ンター

1 30
アンケー

ト

身近な消費者問題について
・消費生活センター紹介 ・悪質商法の手口と対
処法 ・悪質商法被害気づきのポイントなど

若年者・一般・福祉関係・
高齢者

日時：通年　場所：学校、公民館
他

68 3,287
アンケー

ト

地域における消費者教育の担い手、
リーダーを養成する

・消費者を守る法律　　　　　　　・消費者教
育について　　　　　　・講座の作り方

地域における消費者教育の
講師として活動する意欲が
あり、消費者問題に関する
知識の習得を目指す人

年１講座３日、市役所他 6 40
アンケー

ト

消費者リーダーとしてのレベルアップ 啓発に止まらない、講座づくり 消費者リーダー登録者 年１講座３日、市役所他 6 83
アンケー

ト

学校における消費者教育の推進
・生活設計、マネープランを考える ・インター
ネット、スマホを安全に使用する方法について

小学校、中学校、高等学校
等教員、県・市町教育委員
会関係者、指導主事等、
県・市町消費者行政担当職
員、消費生活相談員等

H28.8.24　　セントコア山口（山
口市）

1 33
アンケー

ト

学校における授業づくりを支援する

支援を希望する学校に、消費者教育の専門家を
派遣し、センター、消費者団体などとともに授
業検討会を開催することにより、授業づくりを

支援する

中学校、高等学校 中学校 ３校、高等学校 ３校 18 197
アンケー

ト

・賢い消費者になるために ・消費者
被害にあわないために　など

・悪質商法の手口と対処法 ・消費者トラブル予
防等

一般県民 ・随時 ・県内各地 136 8,795 無

複雑・多様化する消費者問題に対応し
た消費者教育

消費者問題の現状、くらしと法律、経済、環
境、食品の安全、グループ研究等

18歳以上の県民
H28.6.18～ H28.8.6（毎週土曜
日）

8 50
アンケー

ト

複雑・多様化する消費者問題に対応し

た消費者教育

経済社会の現状と消費生活、消費者の権利と消
費者政策、消費者関連法規、商品・サービスの

知識と相談処理

20歳以上の県民
H28.8.20～ H28.9.17（毎週土曜

日）
5 42

アンケー

ト

みんなの強みを活かせ　～安全・安心
な社会に一億総活躍～

消費生活に関する情報提供、消費生活に関する
寸劇、環境や食生活に関する活動報告、講演会
等

一般県民 2016/5/28 1 420
アンケー

ト

「エシカルde地方創生」身近な消費生
活を通じて魅力ある地方創生を実現す
る

くらしのサポーター活動功労者表彰式、消費生
活コーディネーター活動功労者表彰式・認定
式、ワールドカフェ、とくしまエシカル宣言

一般県民 2017/2/26 1 130
アンケー

ト

消費者問題への認識を深める。 講義、グループワーク及び発表 くらしのサポーター
・H28.12月に3回実施 ・徳島市、
阿南市、美馬市

3 52
アンケー

ト

地域での啓発活動 講義、グループワーク、班ごとの発表
くらしのサポーター、消費
生活コーディネーター

同上。 くらしのサポーター研修会
を兼ねて開催した。

3 52
アンケー

ト

・食の安全安心について ・消費生活
コーディネーターによる企画提案型の
プロジェクトについて ・地域リー
ダーの発掘、養成について

・講演会 ・意見交換会 消費生活コーディネーター
・H28.9.25 ・H28.12.18 ・
H29.1.29 ・H29.3.25 徳島市

4 79 無

・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
・退職を控えた年齢層への地域活動へ

の誘導 ・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

消費生活に関する相談会、高齢者の消費者トラ
ブル防止のためのセミナー、各世代の消費生活

への関心喚起のための講座等

一般県民
・随時 ・鳴門市、北島町、藍住
町、阿南市、小松島市、徳島市

49 5,254 無

エシカル消費の普及 エシカル消費についての学習と意識の醸成

市町村職員、消費生活相談

員、教育関係者、消費者団
体関係者及び一般県民

・H29.3.23 徳島市 1 90
アンケー

ト

消費者力の地域への波及
アクティブラーニング型式のカードゲームを実
践し、ゲームの改善点、リーダーとしてゲーム

を運営する問題点等の把握

リタイアメント世代、学
生、消費生活コーディネー

ター、事業者等

・H29.1.10 ・H29.2.18 ・H29.3.2
・H29.3.7 徳島市

4 23 その他

・食品表示や広告の賢い見方 ・科学
的根拠に基づく機能性表示を目指して

・講演 ・事例発表 一般県民
・H28.10.24 ・徳島グランヴィリ
オホテル

1 150
アンケー

ト

・日常生活に密着したテーマを中心
・悪質商法こんな手口にくれぐれもご用心
・よくわかる食品安全　　　　　　・住まいの
安全対策で安心生活等

・一般消費者　　・消費者
友の会　・地域住民等等

・随時 ・県内各地 88 2,768
アンケー

ト

・日常生活に密着したテーマを中心
・落語悪質商法にはほんまにき～つけま～せ
・楽しい老後を過ごしましょう～認知症になら
ないために～等

・老人クラブ　　・地域の
高齢者　・長寿大学等

・随時 ・県内各地 109 4,691
アンケー

ト

・悪質商法こんな手口にくれぐれもご
用心　　　　　・歌って楽しく学ぼう
悪質商法等

・最近の悪質商法の手口や事例　　・クーリン
グオフ等の対処方法　　・被害に遭わないため
のポイント等

・消費者グループ
・グループホーム利用者
・ディサービス利用者等

・随時 ・県内各地 32 1,234 その他

・若者に多い消費者被害　　　　　・
携帯電話やインターネットトラブルに
遭わない為に等

・若者に多いトラブル事例や被害に遭った場合
の対処方法　　　　　　・インターネットやマ
ルチ商法等

・高校　　　　　・短大
・大学等

・随時 ・県内各地 8 1,197 その他

賢く自立した消費者市民を目指す。
・消費者を取り巻く現状 ・賢く自立した消費者
になるためのポイント

・大学生 ・一般県民 ・前期授業 ・四国学院大学 9 130 その他

賢く自立した消費者市民を目指す。
・消費者を取り巻く現状 ・賢く自立した消費者
になるためのポイント

・大学生 ・一般県民 ・後期授業 ・香川大学 8 600 その他

消費者教育の在り方 学校における消費者教育 ・教職経験11年目教諭　等 ・8/2 ・県教育センター 1 56 その他

・消費生活相談の実態 ・消費者取引
の法律 等

・クーリング・オフの実務 ・消費者団体訴訟に
ついて　等

大学生、一般県民
・平成28年10月5日(水)～平成29年
２月1日(水) ・愛媛大学某文学部

15 862
アンケー

ト

高齢者等の消費者被害を防ぐために
・地域での連携を進めるために（基調講演） ・
見守りネットワーク構成団体等からの取組報告

見守りネットワーク構成団
体、民間事業者、防犯ボラ

ンティア等

・平成28年9月30日（金） 1 160
アンケー

ト

学校における金銭・金融教育の進め方
・学校現場における消費者教育の推進 ・金銭教
育の実際

教員
・平成28年11月8日（火） ・にぎ
たつ会館

1 93
アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

38 愛媛県 講習会等 本課 食品表示・安全に関する講習会
食品表示・安全に関する正しい知識を普及啓発し、安全安心

な消費生活に資する
直営 0 267 0

38 愛媛県 講習会等 本課 消費者支援講座 （出前講座）
身近なくらしに関わるお金や金融知識について、消費者に知
識を習得する機会を提供し、自ら選択、判断できる消費者を
育成する。

直営 0 0 483

38 愛媛県 講習会等 本課 コンプライアンス講習会

事業者の法令に対する知識を深め、自主的な取組を推進する

ため、講習会を実施し、事業者のコンプライアンス向上を推
進する。

直営 17 0 0

38 愛媛県 講習会等 センター 「消費者の日」記念事業
「消費者月間」に開催し、健全な消費者の意識の高揚と合理

的な消費行動の促進を図る
委託・請負 0 5,357 90

38 愛媛県 出前講座 センター 消費者意識啓発出前講座
依頼に応じて職員が講座を行い、悪質商法などによる被害防
止を図る

直営 0 0 0

38 愛媛県 出前講座 センター 出前講座等派遣事業
「啓発スペシャリスト」や「消費者問題啓発講師養成講座修
了生」の派遣事業を行うことにより、地域等における消費者
トラブルの未然・拡大防止を図る

直営 0 97 0

38 愛媛県 出前講座 センター 消費者教育出前講座
依頼に応じて職員（消費者教育推進専門員等）が講座を行
い、若年層への消費者教育を推進する

直営 0 0 0

38 愛媛県 その他 センター
「えひめ男女共同参画フェスティバル」協賛事
業

愛媛県男女共同参画センター主催「えひめ男女共同参画フェ
スティバル」に参加することにより、消費生活センターの業
務のＰＲと消費者問題に関する意識啓発を図る

直営 0 0 0

38 愛媛県 講習会等 センター くらしのインフォメーション事業
消費者トラブルの被害未然、拡大防止及び消費生活相談窓口
の周知を目的として、消費者啓発テレビスポットを制作、放

映する

委託・請負 0 4,600 0

38 愛媛県 講習会等 センター 夏休み小学生体験テスト
小学生に対して、体験テスト教室を実施し、消費生活を科学
的な視点からとらえた商品選択の目を養う

直営 6 0 0

38 愛媛県 講習会等 センター
消費生活展示室（PiPiのなるほどルーム）見学

と体験テスト

商品の安全性や表示等をテーマとした展示室の見学と体験テ

ストを実施する
直営 52 0 0

39 高知県 出前講座 本課 多重債務者対策出前講座
多重債務の予防教育の一環として、学生を対象とした金融経

済教育に関する講座を行う。
直営 32 0 0

39 高知県 その他 本課 タウン誌広告
県民に対し、消費生活相談窓口情報等の普及啓発を図るた
め。

直営 0 273 0

39 高知県 講習会等 センター 高知短期大学との連携講座
自立した消費者となるために必要な法律や経済等の知識を専

門的かつ体系的に習得できる場を提供する
直営 0 807 0

39 高知県 講習会等 センター 高知県くらしのサポーター養成講座 地域に密着した消費者啓発活動の充実を図る 直営 0 0 0

39 高知県 講習会等 センター 高知県くらしのサポーターフォローアップ研修 地域に密着した消費者啓発活動の充実を図る 直営 0 218 0

39 高知県 出前講座 センター 出前講座
学校や団体等への出前講座の開催を通じて消費者被害の未然
防止・拡大防止を図る

直営 9 0 0

39 高知県 その他 センター 幼稚園児デパート一日店長
幼児期から消費行動に関心を持つきっかけ及び消費者教育の
必要性と消費者の自立を啓発する

直営 0 0 0

39 高知県 その他 センター 新聞掲載（くらしの護身術）
新聞への掲載を通じて、消費者被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 0 0 0

39 高知県 その他 センター ラジオ広報
ラジオ放送を通じて、消費者被害の未然防止・拡大防止を図
る

直営 0 0 0

39 高知県 展示会 センター 消費者月間パネル展
啓発パネルの展示やパンフレットの配布を通じて、消費者被
害の未然防止、拡大防止を図る

直営 41 0 0

39 高知県 その他 センター 啓発グッズ配付 消費生活センターの周知 直営 0 0 0

40 福岡県 出前講座 センター 若年者啓発出前講座業務
悪質商法の具体的事例や被害にあった際の適切な対処法を伝
え、被害の未然防止を図る

委託・請負 0 12,295 0

40 福岡県 講習会等 センター 小・中・高校教員向け講座 小・中・高校における消費者教育の推進 直営 0 238 0

40 福岡県 講習会等 センター 大学等職員向け講座 大学・専門学校における消費者教育の推進 直営 0 19 0

40 福岡県 講習会等 センター 消費生活サポーター育成講座 地域で活躍する消費者教育の担い手を育成 委託・請負 0 2,330 0

40 福岡県 講習会等 本課 消費者被害防止地域見守り力向上事業 市町村消費者安全確保地域協議会の設置促進 直営 0 279 0

40 福岡県 講習会等 本課 消費者被害救済制度周知・啓発事業 消費者裁判特例法の施行に伴う制度周知 委託・請負 0 920 0

41 佐賀県 講習会等 本課 くらしとお金の講演会の開催 消費者が自ら考え判断し得る能力を高めることを目指す 委託・請負 0 0 1,776

41 佐賀県 出前講座 本課 出前講座 消費者被害の未然防止と自立した消費者の育成を図る 直営 0 417 2,061

41 佐賀県 その他 双方 消費者トラブル啓発キャンペーン 消費者被害の未然防止のため、消費者に注意喚起を行う 直営 7 0 0

41 佐賀県 その他 双方 消費者月間フェア
事業者・関係団体・行政が一体となって消費者問題に関する
啓発を行う

委託・請負 2 1,174 0

42 長崎県 その他 本課 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「ながさき消費生活館」 消費者情報の提供 直営 - - -

42 長崎県 その他 本課 消費者被害防止ネットワーク
消費者被害の未然防止・拡大防止のための、消費者トラブル
に関する譲歩運の収集・伝達

直営 - - -

42 長崎県 その他 本課 消費者サポートメール 消費者被害・悪質情報等のメール等配信 直営 - - -

42 長崎県 出前講座 本課 消費者生活支援（ヤング）講座
学生や社会人として独り立ちする若年者の消費者被害を未然
に防止する

直営 329

42 長崎県 出前講座 本課 消費者生活支援（シニア）講座 悪質商法のターゲットになりやすい高齢者の消費者被害防止 直営 134
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

事業者に対する法知識の周知と消費者
の食品表示に対する知識の共有を図る
とともに、理解を深める

食品表示について 事業者、一般県民
・平成29年1月23日（月） ・テク

ノプラザ愛媛
1 145

アンケー

ト

・金銭トラブルの未然防止 ・悪質商
法の手口とその対策他

・消費者トラブルに会わないために ・成年後見
人制度等

高齢者、福祉関係者、民生
児童委員、小中高校生ほか

平成28年5月～平成29年３月 県内
各地

109 6,909
アンケー

ト

事業者に対する法知識の周知

・景品表示法の概要及び最近の違反事例につい

て ・健康増進法に基づく誇大表示の禁止につい
て

広告表示を行う事業者等 平成28年8月31日（水） 1 90
アンケー

ト

みんなの強みを活かせ～安心・安全な

社会に一億層活躍社会

「消費者の日」記念集会 悪質商法の手口と対処
法 ・トークショー ・アトラクション 消費者ク

イズ、ラジオ公開生放送、寸劇 ・展示等 ロ
ビー展 ・パネル展示 ・パンフレット、グッズ
の配布

一般県民

「消費者の日」記念集会 ・平成5
月28日(土)11:00～16:00 ・エミフ

ルＭＡＳＡＩグリーンコート ロ

ビー展 ・平成28年5月2日(月)～31
日(火) ・消費生活センター、県
庁、各地方局

6 3,000 無

・消費者トラブルにあわないために
・消費生活センターの業務　など

・最近の消費者トラブルについて ・悪質商法の
手口と対処法　など

高齢者、学生　など ・随時 ・県内各地 20 3,576
アンケー

ト

・悪質商法　被害未然防止のために
・悪質商法にあわないために　など

・悪質商法　被害未然防止のために
高齢者、民生委員、ケアマ
ネジャーなど

・随時 ・県内各地 6 147 無

・消費生活センターの業務 ・あなた
も消費者～できることから始めよう～
など

・最近の消費者トラブルについて ・かしこい買
い物　など

小学生、高校生、教諭　な
ど

・随時 ・県内各地 10 195
アンケー

ト

安全性等に関する商品知識を啓発する
展示及び体験テスト

・消費生活展示室の見学 一般県民
・平成28年12月3日（土）・4日
（日）10:00～15:00 ・愛媛県男女
共同参画センター

1 103 無

消費者トラブルの被害未然、拡大防止
及び消費生活相談窓口の周知を目的と
して、消費者啓発テレビスポットを制
作、放映する

・消費者トラブルに対する注意喚起 一般県民
・平成28年11月～平成29年3月（15
秒ＣＭ）

88 - 無

・合成着色料か天然着色料か ・食べ
物の色の変化を調べよう ・バスボム
を作ろう

簡易な実験などを行いながら、体験的に学ぶ 小学生5・6年生
・平成28年8月18日（木）・24日
（木）10：00～12：30 ・商品テス
ト室

2 25
アンケー

ト

安全性等に関する商品知識を啓発する

展示及び体験テスト
・消費生活展示室の見学 ・簡易な実験 一般県民 ・随時 8 162 無

・身近な金融について ・自立した消

費者になるために

・日本銀行の仕事と高知の景気等 ・保証契約、

クレジット等 ・若者に多いトラブルの相談事例
大学生 6/16,6/30 高知大学 2 20

アンケー

ト

こまった時は、あきらめないですぐ相
談！

啓発及び相談窓口の案内 県民 タウン誌 8月,11月,12月,4月号 4 - 無

消費生活講座
消費生活に必要な法律 経済・金融・環境・情報

通信・製品安全・食品表示に関すること　など
県民 8/29～9/4 高知短期大学 15 86

アンケー

ト

地域の見守りネットワークづくりなど
消費生活センターの相談状況やくらしのサポー
ターの役割

高知県くらしのサポーター
登録希望者

11/8,11/10 消費生活センター研修
室

2 4 無

地域の見守りネットワークづくりなど 県内の消費者トラブル事例、エシカル消費など
高知県くらしのサポーター
登録者

5/11,12/10,3/8 消費生活センター
研修室

3 54 無

若年者向け消費生活講座 高齢者・高
齢者周辺（見守り）者向け消費生活講
座 一般向け消費生活講座

適宜
高校・大学等の学生、高齢
者など

随時 県内各地 42 2,557 無

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

幼稚園児による啓発グッズ配付及び接客 幼稚園児、県民 5/30 10:00～11:45 高知大丸 1 16 無

適宜 適宜 県民
毎週火曜日（最終火曜日を除く）
地元新聞

35 - 無

適宜 適宜 県民 月2回程度 地元放送局 17 - 無

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

悪質商法等の啓発パネルの展示 県民 4/30～5/26 県立図書館 1 - 無

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

消費生活センターのパンフレットや啓発グッズ
の配付

県民 5/24 イオン高知旭町店 1 - 無

悪質商法の具体的事例や適切な対処法
を伝え、被害を未然に防止する

啓発講座の開催

県内公立・私立高等学校生

徒、大学及び専修学校、各
種学校等の生徒

・契約期間：平成28年3月1日～平
成29年3月31日 ・各学校にて開催

221 33,508
アンケー

ト

若年者の消費者トラブルの未然防止
学校の授業における消費者教育（教材の選び方
など）

小・中・高校家庭科教員
・平成28年7月27日、8月25日 ・福
岡県教育センター

2 16
アンケー

ト

若年者の消費者トラブルの未然防止 若者の消費者トラブル最新情報 大学・専門学校等教職員 ・28年8月2日 ・吉塚合同庁舎 1 32
アンケー

ト

消費者教育の担い手育成 相談の多い消費者トラブル、啓発のための手法
・住民ボランティア ・昨年
度同講座を受講した者
（フォローアップ）

・平成28年9月～29年3月 ・県内14
箇所 ・県内5箇所（フォローアッ
プ）

19 514
アンケー

ト

高齢者等見守りネットワーク
消費者安全確保地域協議会の設置に係る先進地
域の実例や協議会活用事例等の紹介

・市町村（消費者行政、高
齢者福祉部門） ・地域包括
支援センター ・社会福祉協
議会 ・警察署 ・関係団体

・平成29年1月24日 ・アクロス福
岡国際会議場

1 70 無

消費者被害救済制度 消費者被害回復制度の概要

・市町村（消費者行政、高
齢者福祉部門） ・地域包括
支援センター ・社会福祉協
議会 ・消費者

・平成28年10月21日～11月17日 ・
県内４地域で開催

4 88
アンケー

ト

　「キャスターの目から見た日本経
済」

講師に宮川俊二氏を迎え、地方経済の活性化に
ついて

一般消費者
平成28年10月1日(土)14時～15時30
分 佐賀県立美術館ホール

1 230
アンケー

ト
金融広報委員会

消費者トラブル、金融経済、生活設
計、金銭教育

消費生活専門相談員や金融広報アドバイザーを
講師として派遣

一般消費者 ・随時 ・県内各地 198 11,115 無 金融広報委員会

・「しっかり見極めよう！ネット上の
情報」 ・多重債務・悪質商法トラブ

ル未然防止など

啓発チラシ・啓発グッズの配布 一般消費者 高校生　など ・随時 ・県内各地 4 3,500 無
内１回は、日本証券業協会
主催

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

ステージイベントや体験ブースによる啓発活動 一般県民 ゆめタウン 佐賀 1 4,700
アンケー

ト

-

・講座、行事などの情報提供及び消費生活相談

事例 ・悪質商法等の緊急情報、製品事故情報を
随時更新

一般 随時 - - 無

-
消費者被害の未然防止、拡大防止のため、悪質
商法や製品事故に関する情報の収集・伝達をＥ
メールで行う

高齢者関係団体、障がい者
関係団体、大学、専修学校
等、行政、警察本部等７２
団体

随時 67 - 無

-
悪質商法や製品事故情報等を県庁ツイッターな
どで情報発信

一般 随時 69 - 無

賢い消費者になるために
インターネットトラブル、クレジットカードな
ど

高校生、大学生等 ・随時 ・県内各地 54 5,473
アンケー

ト

悪質商法に騙されないぞ 悪質商法の手口と対処方法など 高齢者 ・随時 ・県内各地 21 820
アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

42 長崎県 出前講座 本課 消費者生活支援（リーダー）講座 地域の取組で消費者被害の未然防止を図る 直営 115

42 長崎県 出前講座 本課 高齢者見守り講座 悪質商法のターゲットになりやすい高齢者の消費者被害防止 直営 167

42 長崎県 出前講座 本課 消費生活学習会 消費生活の向上 直営 119

42 長崎県 出前講座 本課 消費者講座（くらしの安全） 正しい商品知識の習得 直営 -

42 長崎県 講習会等 本課 くらしの講座 消費生活の向上 直営 -

43 熊本県 講習会等 本課 費生活講演会inくまもと

消費生活に関する身近な安全・安心の確保のため、消費者が
主体となる社会の構築に一層積極的に参加することが求めら

れており、消費者団体と連携して消費生活に関する最新情報
等を提供し、消費者意識の啓発を図る。

直営 0

43 熊本県 出前講座 双方 消費生活啓発講座
消費者被害の未然防止や早期救済を目指した啓発や情報提供
を行う。

直営 143

43 熊本県 出前講座 本課 金融広報アドバイザー派遣
自立した消費者の育成を目指して、県金融広報委員会ととも
に、金融に関する消費者教育をを実施する。

委託・請負 0

44 大分県 出前講座 センター 消費者啓発・高齢者見守り事業 自立した消費者の育成・高齢者の消費者被害の未然防止 直営 0 586 -

44 大分県 講習会等 センター 消費者ウィーク消費者啓発 消費者啓発 直営 405 509 -

45 宮崎県 出前講座 センター 出前講座
基本的な消費生活の知識や消費生活に関する新しい情報を提
供し、県民の消費生活に資するため、消費者グループ等の要
請を受け、研修会等に職員等を講師として派遣する。

直営 0 3,827 0

45 宮崎県 講習会等 センター 特別講座、セミナー 消費者を対象に、専門家等による講座・講演会を開催する。 直営 258 860 0

45 宮崎県 講習会等 センター 市町村職員等支援事業 市町村の相談窓口のレベルアップを図る。 直営 0 0 0

45 宮崎県 講習会等 センター みやざき消費者フェア
県民の消費生活に関する意識の向上を図るため、夏休み期間
を利用して、金銭教育や環境教育の観点から親子体験講座を

開催する。

直営 70 0 0

45 宮崎県 展示会 センター 学校巡回パネル展

県内の県立・私立高校の生徒に対し、様々な消費者トラブル
の事例を紹介しトラブルの防止を図るとともに、消費生活セ
ンターの認知度アップを図るため、各学校を巡回しパネルの
展示を行う。

直営 66 0 0

45 宮崎県 展示会 センター 多重債務問題啓発パネル展
「多重債務者相談強化キャンペーン」中に 多重債務の未然
防止を図るため、多重債務の対処方法や相談機関の周知を図
るため、パネルの展示を行う。

直営 0 0 0

45 宮崎県 その他 本課 消費者月間啓発用バナーの設置
消費生活相談窓口の周知及び県民の消費者問題に対する意識
の向上を図る。

直営 184 0 0

46 鹿児島県 展示会 本課 消費者月間事業
消費者トラブルの事例や相談先としての消費者ホットライン
について広く県民に広報するために，街頭キャンペーンを実
施する。

直営 0 0 0

46 鹿児島県 その他 本課 消費者啓発広報事業
消費者トラブルについて情報提供することで，被害の未然防
止・拡大を防ぐ。

委託・請負 0 9,375 0

46 鹿児島県 講習会等 本課 消費者教育活動業務委託 県内各地で県民や団体職員を対象とした講座の回復 委託・請負 0 2,500 0

46 鹿児島県 出前講座 センター 登録講師派遣講座
土・日や夜間などの講座実施依頼に対応できるようにするこ
とを目的とする。

直営 0 182

46 鹿児島県 出前講座 センター 高齢者対象消費生活講座
消費生活相談者の多くを占める高齢者や高齢者を見守る方々
を対象に講座を実施することを目的とする。

直営 0 0 0

46 鹿児島県 出前講座 センター 若年者対象消費生活講座
これから社会に出る若者を中心に消費者トラブルについてや
消費生活センターについての周知を目的とする。

直営 0 0 0

46 鹿児島県 出前講座 センター
広域対象消費生活講座（消費者行政活性化事業
含む）

広域的な団体等を中心に最近の消費者トラブルなどについて
紹介し，消費者トラブルの未然防止及び被害拡大防止を図る

直営 0 79 0

46 鹿児島県 出前講座 センター 要請講座
病院や施設の職員，企業の社員研修で消費生活講座を実施
し，消費者トラブルの未然防止及び被害拡大防止を図る

直営 0 0 0

46 鹿児島県 出前講座 センター 一日センター
消費生活センターの施設見学を兼ねて消費生活講座を実施
し，消費者トラブルの未然防止，被害拡大防止を図る

直営 0 0 0

46 鹿児島県 出前講座 センター 各種啓発講座及び移動消費生活講座
大島消費生活相談所の周知及び消費生活講座の活用促進によ
り，特に消費者トラブルに巻き込まれやすい若年者，高齢者
を中心として消費者トラブルの未然防止を図る。

直営 0 0 0

47 沖縄県 その他 本課 ヤミ金融等違法広告物除却作業等
ヤミ金融・クレジットカード現金化の利用防止及び被害防止
についての啓発を図る

直営 73 0 0

47 沖縄県 その他 本課 パネル展（消費生活用製品安全法）
消費生活用製品の啓発及びこれらの製品による製品事故等を
防止する。

直営 0 0 0

47 沖縄県 展示会 本課 食品表示制度講習会 景品表示法及び食品表示法の啓発 直営 0 0 0

47 沖縄県 出前講座 センター 消費者教育講座
消費者が安心・安全な消費生活を営むことができるよう、消
費者被害の未然防止及び消費者の自立支援を図る

委託・請負 23 401

47 沖縄県 その他 センター 親子実験教室
商品テストを通じ、商品に対する正しい知識を提供するとと
もに、合理的で自主性のある生活態度を身につけさせる。

直営 42

47 沖縄県 講習会等 センター くらしのサポート講座
消費生活に関する商品・サービス等の知識や適正な判断力を
身に付け、消費者の自立支援を図る

直営 58

47 沖縄県 その他 センター 消費者教育ロールモデル構築支援事業
消費者教育の推進に向けたモデル事例を作り、消費生活の安

定・向上を図る取り組みを県全域に広める
委託・請負 13,302

1 札幌市 講習会等 センター 消費生活セミナー 消費生活に関する基礎的知識を総合的に学ぶ場を提供する 委託・請負 - 0 0

1 札幌市 講習会等 センター 消費生活講座 消費生活に関する興味のある分野について学ぶ場を提供する 委託・請負 - 0 0

1 札幌市 出前講座 センター 講師派遣講座 消費者被害の未然防止など身近な場所で学ぶ場を提供する 委託・請負 - 0

1 札幌市 講習会等 センター 体験テスト 商品の選択の確かな目を養う 委託・請負 - 0 0

1 札幌市 展示会 センター 特別展示 消費生活に関する知識を学ぶ機会を提供する 委託・請負 - 0 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

高齢者を狙った悪質商法 悪質商法の手口と対処方法など
地域相談員、民生委員、市
町職員

・随時 ・県内各地 9 434
アンケー

ト

悪質商法に騙されないために 悪質商法の手口と対処方法など 在宅福祉事業従事者 ・随時 ・県内各地 5 120
アンケー

ト

申込団体の要請による 消費生活全般
女性団体、各種団体からの
要請

・随時 ・県内各地 8 141
アンケー

ト

正しい商品知識の習得
食品ほか身近な商品の表示・品質・安全面から
の知識

生活学校、各種団体からの
要請

・随時 ・県センター 3 10 無

申込団体の要請による 消費生活全般
女性団体、各種団体からの
要請

・随時 ・県内各地 7 168 無

消費者及び消費者団体関係者等に対
し、有識者から消費生活に関するアド

バイスや最新情報を提供していただ
き、消費者意識の啓発を図る。

・講演会「震災復興から消費者行政を考える」
一般消費者・消費者団体・

市町村職員

・平成28年11月29日（火） ・くま

もと県民交流館パレア　パレア
ホール

1 189
アンケー

ト

・賢い消費者になるために ・消費者
被害にあわないために　など

・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ
きのポイント　など

事業所（新任研修）、教
員、生徒　等

・県内各地 5 117 無

・賢い消費者になるために ・消費者
被害にあわないために　など

・生活設計 ・悪質商法の手口と対処方法　など
生徒・学生、福祉関係者、
民生児童委員　など

・県内各地 124 7,482 無
実施及び予算は、金融広報
委員会

悪質商法等消費者被害に遭わないよう 出前講座
高齢者、若者一般消費社
者、高齢者の見守り者等

・随時 ・県内各地 102 8,970 無

講演会や啓発講座等を実施 ・講演会、啓発講座、ワークショップ等
高齢者、若者、一般消費社
者

・７月 ・大分県男女共同・参画プ
ラザ

17 575
アンケー

ト

消費者問題 事例紹介、啓発
高齢者、民生委員、児童委
員、高校生、大学生、働く
若者等

・随時 ・消費生活センター、支所
等

317 13,825 無

各種要望に応じて開催 各種要望に応じて開催 県民一般
・随時 ・消費生活センター、支所
等

17 897
アンケー

ト

市町村担当者に対する説明 悪質商法等、相談に関する事項の説明 市町村担当者 ・随時 ・県有施設 4 104 無

キッズおこづかいセミナー、工作教室 おこづかいゲームで学ぶお金の仕組み 小学生及び保護者
・平成28年7月30日 ・消費生活セ
ンター

1 66 無

県内高校におけるパネル展
様々な消費者トラブルの事例の紹介し、気をつ
けるポイントを説明する内容のパネルの展示

高校生 ・随時 ・県立高校 ・私立高校 65 - 無

県内大学や県立図書館ロビーにおける
パネル展

多重債務の対処方法や消費者トラブルの事例等
を紹介したパネルの展示

大学生及び一般県民
平成28年9月～11 ・県内大学（８
校） ・県立図書館

10 - 無

消費者月間啓発
消費生活相談窓口の電話番号と消費者に対する
啓発メッセージを記載したバナーを街頭に掲
示。

県民一般 平成28年5月2日～5月31日 1 - 無

・消費者トラブル
・消費者ホットライン

・街頭キャンペーン（消費者啓発用グッズ，チ
ラシ等の配布　等） ・パネル展示（県関連施設
に消費者啓発用パネルを展示）

一般消費者 ・随時 ・県内各地 1 500 無

消費者トラブル事例及び相談窓口につ
いての周知啓発

消費者トラブル事例等を紹介するテレビＣＭ・
ラジオＣＭ・インターネット広告の放送等

一般消費者 平成28年12月～平成29年１月 1 - 無

消費者被害防止の学習会 消費者被害に遭わないためのポイント
一般消費者，消費者団体会
員，学生

平成28年10月～平成29年2月県内各
地

19 363
アンケー

ト

消費者トラブルに遭わないために
最近の消費者トラブルを中心に悪質商法の手口
など

高齢者，民生委員，ジュニ
アリーダー等

・随時　　　・県内各地 4 99 無

高齢者を狙う消費者トラブルについて
最近の消費者トラブルを中心に高齢者を狙った
悪質商法の手口や対処法など

高齢者，民生委員，ヘル
パー等

・随時　　　・県内各地 11 472 無

若者を取り巻く消費者トラブルについ
て（特にインターネットやスマート
フォンについて）

若者に多い最近の消費者トラブル（インター
ネットやスマートフォンに関するトラブル）に
ついての紹介など

高校生，短大，大学生 ・随時　　　・県内各地 2 529 無

消費者トラブルに遭わないために
最近の消費者トラブルや悪質商法の手口などに
ついて

民生委員・児童委員協議

会，社会福祉協議会，年金
受給者協会　など

・随時　　　・県内各地 7 325 無

消費者トラブルに遭わないために

受講者の年齢層が幅広いことが多いため，若

者，高齢者それぞれに多い最近の消費者トラブ
ルついて

病院や福祉施設の職員や利
用者，企業の社員　など

・随時　　　・県内各地 8 340 無

消費者トラブルに遭わないために
消費生活センターの施設（図書・展示室等）の
見学及び最近の消費者トラブルについての消費
生活講座の実施

民生委員協議会，高齢者ク
ラブなど

県消費生活センター 5 88 無

・暮らしに役立つ消費生活講座
・悪質商法の手口と対処法 ・悪質商法被害気づ
きのポイント　など

高校生，高齢者 ・随時 ・大島郡内各地 24 1,366
アンケー

ト

ヤミ金融等利用防止
・違法広告物（はり紙）の除却 ・ヤミ金利用防
止等の啓発パンフレット等の配布

一般県民
平成28年12月26日 県庁周辺（那覇
市）

1 58 無
沖縄県多重債務対策協議
会・ヤミ金融被害防止対策
会議（合同会議）で実施

消費生活用製品について ・消費生活用製品の啓発用パネル展示 一般県民
平成28年11月21日～11月25日 県庁
1階県民ホール

1 - 無

食品表示について
事業者による表示違反の事前防止を図るととも
に、消費者が食品を購入する際、正確な情報を
取得した上で選択できる知識

一般県民・事業者
平成28年11月7日～平成29年1月18
日 県内各地

5 294
アンケー

ト

・消費者被害に遭わないために ・食
の安全安心の知識を身につける　など

・悪質商法の手口と対処法 ・食の安心安全に関
する基礎知識

児童、生徒、学生、高齢
者、障害者、見守り関係者
（民生委員、ヘルパー）な
ど

・随時 ・県内各地 76 5,097
アンケー

ト

・清涼飲料水の糖分測定 ・食品添加
物について

日常生活で食し、使用している食料品当につい
て親子が実験する

小学生と保護者
・夏休み期間 ・センター及び県内
各地

11 234
アンケー

ト

・相続税と贈与税 ・生活設計と生命
保険 ・遺言書の書き方　など

相続税・贈与税、生活設計と生命保険、老後生
活と年金、介護、遺言書の書き方　など

一般県民 ・10月から1月 ・県内5地区 10 306
アンケー

ト

消費者教育を ・ひろめる ・つなげる

・消費者教育教材等の配布 ・地域啓発講座（22

回）、イベント（3回）の実施 ・新聞、テレビ
を活用した啓発（各1回）

幼児、児童、生徒、学生、

高齢者、障害者、教職員、
一般県民　など

・6月～2月 ・県内各地 - - 無

民法の何が変わるのか　～民法改正と
私たちの生活 ～①物の売り買い②お
金の貸し借り③なぜ今、民法改正？

民法改正に伴う消費生活への影響について 市民 消費者センター 3 105
アンケー

ト

No1～6はセンター委託料に
包括的に含まれており、事

業単独での費用の算出はで
きません。

インターネット、プリペイドカード、

新洗濯表示等について
テーマに合わせ、講師を招聘し実施 市民 消費者センター 13 445

アンケー

ト

悪質商法、クーリング・オフ、食品表
示・食の安全、インターネット関連、
環境など依頼に応じる

市民20人以上のグループの要請に応じ、テーマ
に合わせた講師派遣により、60分～120分程度の
講座を実施する

市民グループ ・随時 ・市内各地 33 1,842 無

食品（食味テスト等）など 簡易な実験などを行いながら体験的に学ぶ 小学生以上の市民
・随時 ・消費者センターのほか、
市内小学校等

31 774 無

消費生活全般
消費生活に関する様々なテーマについて、実物
やパネルを用いた展示を開催

市民 消費者センター 3 - 無
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

1 札幌市 出前講座 センター ミニ講座 消費者被害の未然防止など身近な場所で学ぶ場を提供する 委託・請負 - - 0

1 札幌市 講習会等 本課 ケアマネ・ヘルパー対象講座
福祉関係者に悪質商法の手口や対処法を身に付けてもらい、
高齢者の悪質商法被害防止を図る

直営 221 0

1 札幌市 出前講座 センター 小中学校向け派遣講座 小中学校の消費者教育に関する授業の推進を図る 委託・請負 - 353 0

1 札幌市 展示会 本課 大学におけるパネル展示 大学生等若者の消費者被害の防止を図る 直営 0 0 0

1 札幌市 講習会等 センター 教員等を対象とした消費者教育講座 学校における消費者教育の推進を図る 委託・請負 - 66 0

1 札幌市 その他 本課
札幌市消費者教育公式イメージキャラクター着
ぐるみの作成

イベント等で使用し、消費者教育の推進を図る 直営 - 890 0

1 札幌市 その他 本課 曲がる歯ブラシの作成 イベント等で配布する啓発物品として 直営 - 254 0

1 札幌市 出前講座 本課 親子向け消費者教育出張講座
幼児と保護者向けに消費者教育の重要性と製品事故の啓発を
行う

直営 1,310 - -

1 札幌市 展示会 本課 「こそだて★さっぽろ」への参加 親子向け消費者教育を推進 直営 28

4 仙台市 講習会等 双方 消費生活講座
消費生活に関する様々な知識や情報を提供し、日常生活で活
用していただくこと

直営 217 0

4 仙台市 講習会等 双方 消費者月間記念事業講演会
消費者被害や特殊詐欺等の防止のため、様々な知識や情報の
提供を行う。

委託・請負 0 262

4 仙台市 展示会 双方 消費生活パネル展
消費者被害や特殊詐欺等の防止のため、様々な知識や情報の
提供を行う。

直営 0 0

4 仙台市 その他 双方 消費者川柳

悪質商法や特殊詐欺被害等の消費者トラブル防止、「消費者

市民社会」の実現を目指した市民が参加できる啓発として行
う。

直営 66 0

4 仙台市 出前講座 双方 くらしのセミナー 消費者被害防止のための情報提供・啓発 直営 0 0

4 仙台市 講習会等 双方 消費生活パートナー養成講座
消費生活パートナー活動のための基礎知識の習得 消費者被
害防止のための情報提供・啓発

直営 50

4 仙台市 出前講座 双方 消費者教育出前講座
児童・生徒・学生の消費者被害の防止と自立した消費者の育

成
直営 0 50 0

4 仙台市 講習会等 双方 消費者教育教員研修会 学校による消費者教育実践の支援 直営 0 120 0

11 さいたま市 その他 双方 さいたま市消費生活展
消費者団体・事業者・行政が、くらしに密着した諸問題を取
り上げることで消費者意識の高騰を図る。

直営 1,095

11 さいたま市 講習会等 双方 消費生活出前講座
申込みに応じ、地区公民館等に講師を派遣し、消費者啓発・
教育を図る。

直営 375

11 さいたま市 講習会等 双方 さいたま市消費者フォーラム
消費者団体と連携をして、消費者月間に消費者啓発事業を行
う。

直営 56

11 さいたま市 講習会等 双方 消費生活セミナー 消費者の意識啓発と知識の向上を図る。 直営 180

11 さいたま市 その他 双方 街頭キャンペーン 市民に悪質商法の注意喚起をするため。 直営 0

11 さいたま市 展示会 双方 啓発パネル展示
消費者啓発パネルをロビーや学校等に展示することにより広
く市民に啓発を行う。

直営 0

12 千葉市 講習会等 センター 消費者サポーター養成講座
消費生活に関する基礎的な知識を習得し、家庭や地域等で簡
単な助言を行える市民を養成する。

直営 72

12 千葉市 出前講座 センター 学校との連携事業 （講座）
児童及び生徒の消費者被害を防止し、消費者教育を推進する
ために実施する。

直営 0

12 千葉市 展示会 センター 学校との連携事業 （展示）
児童及び生徒の消費者被害を防止し、消費者教育を推進する

ために実施する。
直営 0

12 千葉市 出前講座 センター 行政機関との連携事業
公民館や高齢者の集まる施設等と連携して、高齢者や障害者
の消費者被害を防止したり、消費者教育を推進するために実
施する。

直営 0

12 千葉市 出前講座 センター 関係団体との連携
老人クラブ等の関係団体と連携し、高齢者の消費者被害を防
止したり、見守りを実施する等消費者教育を推進するために
実施する。

直営 0

12 千葉市 出前講座 センター くらしの巡回講座
自治会等の団体や企業等の要望に応じ、消費生活相談員を派
遣し、消費者被害の防止や消費者教育を推進するために実施
する。

直営 0

12 千葉市 講習会等 センター 消費生活講座
消費生活に関する様々な分野のテーマで講座を実施すること
により、消費者教育の推進を図る。

直営 66

12 千葉市 講習会等 センター 高齢者悪質商法等被害防止講演会
千葉県警察と連携し、高齢者が陥りやすい悪質商法や振り込
め詐欺などのトラブルを予防するための啓発を実施する。

直営 1

12 千葉市 講習会等 センター 消費者月間記念講演会
消費者月間（5月）に記念講演会を実施し消費者被害の防止
や消費生活に関する知識の向上を図る。

直営 53

12 千葉市 展示会 センター 消費者月間特別展示
消費者月間（5月）に消費者教育関係課や団体と連携し、特

別展示を実施
直営 0

14 横浜市 出前講座 本課 消費者教育出前講座
専門家講師を授業・学校行事の場に派遣し、消費者教育にか
かる講座を開催することにより、学校における消費者教育の
推進を図る。

委託・請負 743 1,929

14 横浜市 出前講座 本課 消費者教育教員研修
専門家講師を派遣し、消費者教育にかかる教員研修を開催す
ることにより、学校における消費者教育の推進を図る。

委託・請負 0 15

14 横浜市 出前講座 本課 親子金銭教育講座

ＰＴＡ会員親子等対象の金銭教育講座を専門家講師を派遣し
て実施することにより、保護者等、児童及び生徒の金銭に関
する知識の普及啓発に資するとともに、家庭における金銭教

育の推進を図る。

委託・請負 31 41
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

最新の消費者被害の情報について　等
市民10～30人のグループの要請に応じ、テーマ
に合わせた講師派遣により、30～60分程度の講
座を実施する

市民 ・随時 ・市内各地 61 1,658 無

契約のいろは～問題商法と向き合う 契約の基本と、悪質商法への対処法
ケアマネージャー、ヘルパ
－

平成28年９月14日 南区民センター 3 39
アンケー

ト

インターネット販売と消費者主権　等
小中学校の教員の依頼を受け、講師を派遣し授
業を実施

小中学生 市内小中学校 8 468 無

若者に多く見られる悪質商法
手口をイラスト入りで紹介したパネルを大学構
内に掲示

大学生 市内大学３校 3 - 無

広告を見る目を養おう ～子どもへの

不公正なマーケティングの実態から～

広告を見極める力（消費生活情報に対する批判
的思考能力）を養う事業の実践手法を交えた講
座を実施した。

教員 平成29年１月14日 札幌エルプラザ 1 31
アンケー

ト

　 　 　 　 - - 無

　 　 　 　 - - 無

消費者教育絵本と、製品安全
親子で消費者教育に関する絵本の読み聞かせ
と、子どもを製品事故から守る知識を学ぶ

幼児とその保護者 子育てサロン 10 132
アンケー

ト

消費者教育絵本と、製品安全
キッズデザイン賞受賞製品の展示、子どもの事
故を防ぐための展示

幼児とその保護者
平成28年12月10日 札幌コンベン
ションセンター

1 -
アンケー

ト

・クリーニングの基礎知識～衣類の
「取扱い表示」が変わります！～ ・
生前に学ぼう！葬儀についての基礎知
識 ・みんなで仕込んでみよう！伝統
食材『仙台みそ』 ・消費者被害防止
はテ・キ・カ・クに! ・地球温暖化っ
てなぁに？～タンブラーづくりもやっ
てみよう！～ ・「地球の食卓」

（ワークショップ）～写真で学ぶ世界
の文化と生活～

同左 一般市民 ・随時 ・市内文化施設 6 343
アンケー

ト

気を付けよう！身近にある金融トラブ
ル

同左 一般市民 ・5/27 1市内文化施設 1 119
アンケー

ト

みんなの強みを活かせ～安全・安心な
社会に一億総活躍～

・悪質商法や特殊詐欺に関するタペストリーの
展示 ・平成27年度消費者川柳入賞作品の展示

一般市民 ・5/18～5/27 ・市内文化施設 1 100 無

消費者川柳を募集します！～みんなで

考え、かしこい消費者になろう！～
川柳の募集、表彰、広報媒体での活用 一般市民 ・７月～８月 ・市内文化施設 1 321 無

消費者被害の防止 消費者被害の事例と対処法など 一般市民 ・随時 44 1,198 無

・消費者被害・特殊詐欺の現状、消費
者を守る法律、成年後見制度、傾聴の
手法、啓発体験など

同左 消費生活パートナー
・平成28年7月14日・7月28日・エ
ルパーク仙台セミナーホール

2 64
アンケー

ト

・インターネットトラブルの被害に遭

わないために ・若者が被害に遭いや
すい悪質商法の手口と対処法

同左

市内小・中学校、特別支援

学校、高等学校の児童生
徒、大学・専門学校の学生

随時 10 2,412 無

・環境を考えた生活術 ・消費生活の
授業づくり及び実践法 ・持続可能な
消費を授業で取り入れるには

同左 市内小・中学校教員
平成28年8月10日・8月17日・9月6
日・平成29年1月16日

4 220
アンケー

ト

あなたもわたしもみんな消費者　～み
ずから行動し、共に支えあおう～

パネル展示、クイズラリー、健康チェック、ス
テージイベント等

一般市民・消費者団体
10月16日　（日）10：00～16：00
さいたま新都心駅自由通路

1 4,800
アンケー

ト

消費生活に関する問題や役立つ知恵な
どを取り上げる

悪質商法、振り込め詐欺、遺言・相続など 一般市民・高齢者・生徒等 随時 市内各地 66 2,608
アンケー

ト

「大震災から５年 あなたは家族をど
う守る!? ～高齢者・子ども・女性な
どの視点から防災を考える～」

講演会「大震災から５年 あなたは家族をどう守
る!? ～高齢者・子ども・女性などの視点から防
災を考える～」・交流会 消費者団体の紹介パネ
ル展示

一般市民・消費者団体
5月28日　（土）10：00～15：30
浦和コミュニティセンター

1 69
アンケー

ト

経済・社会の変化に相応したテーマを
取り上げる

葬儀、医療保険・介護保険、有料老人ホーム、
食育等

一般市民
市内コミュニティセンター・公民
館

14 541
アンケー

ト

消費者団体との協働によるキャンペー
ン

ＰＲ用のポケットティッシュを街頭で配布 一般市民
10月7日（金）大宮駅西口前２階
デッキ

1 - 無

悪質商法に関する注意喚起等 悪質商法・消費生活に関する啓発パネルの展示 一般市民・学生

5月1日～31日・8月1日～10月30
日・1月1日～3月31日：JACK大宮1
階通路・浦和消費生活センター
前・岩槻消費生活センター入口、

随時：区役所・高校等

10 - 無

高齢者や障害者が消費者被害にあわな
いための見守りについて

テーマに関する講座、ワークショップ 市内在住、在勤、在学の者
・10月 ・消費生活センターにて実
施

1 23
アンケー

ト

消費者被害の防止、インターネットや
情報モラルに関すること

同左 市内小、中、大学に通う者 ・随時 ・県内各地 8 1,230
アンケー

ト

・お金の使い方 ・インターネットの

安全な利用

市内小・中学校に対しテーマに関するポスター
を募集し、市内各所での展示や優秀作品を印刷

した啓発品を作成・配布

市内小、中に通うもの

市内小・中学校に対しテーマに関
するポスターを募集し、市内各所

での展示や優秀作品を印刷した啓
発品を作成・配布

市内
小、中

に通う
もの

・10月
～2月
・区役

所及び
商業施
設

無

悪質商法の手口と対処法、我が家の防
災対策等

同左 市民 ・随時 ・市内各地 58 2,731
アンケー

ト

悪質商法の手口と対処法、我が家の防
災対策等

同左 市民 ・随時 ・市内各地 4 162
アンケー

ト

悪質商法の手口と対処法、我が家の防
災対策等

同左 市民 ・随時 ・市内各地 31 928
アンケー

ト

シニア向けスマートフォン教室、金融
商品、食育等

同左 市民 消費生活センター 8 211
アンケー

ト

振り込め詐欺や悪質商法の手口と対処
法について

同左 市民 ・9月 ・3区で実施 3 47
アンケー

ト

悪質商法の手口と対処法、マイナン
バー詐欺、シンプルライフ

創作落語、講演 市民 ・5月 ・生涯学習センター 1 85
アンケー

ト

消費者教育全般 展示 市民 ・5月 ・生涯学習センター 1 34,740 無

物や金銭の使い方、インターネット・
携帯電話の使い方やきまり、契約、消
費者保護・消費者被害防止等

専門家を講師として派遣し、講座を実施する。
横浜市立小学校、中学校及
び高等学校

小学校・中学校等 35 3,004
アンケー

ト

消費者教育の授業実践事例等 専門家を講師として派遣し、講座を実施する。
横浜市立小・中学校及び高
等学校の教員、社会科研究
会・家庭科研究会等

小学校 1 30
アンケー

ト

インターネット・携帯電話の使い方や
きまり等

専門家を講師として派遣し、講座を実施する。
横浜市内学校区部PTA、横浜
市区PTA連絡協議会、学校単

位PTA会員の親子

中学校 2 35
アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

14 横浜市 講習会等 センター 消費生活教室 消費者教育、啓発、消費者団体との協働事業 委託・請負 377

14 横浜市 出前講座 センター 出前講座 悪質商法の未然防止と早期解決 委託・請負 74

14 横浜市 出前講座 センター 横浜シニア大学 悪質商法の未然防止と早期解決 委託・請負 48

14 横浜市 講習会等 センター 消費者教育講演会 消費者市民社会の形成に向けた取り組み 委託・請負 1,260

14 横浜市 講習会等 センター ウィリング横浜主催研修への啓発事業 福祉保健従事者への啓発 委託・請負 384

14 横浜市 講習会等 センター 簡易テスト実習
テスト・実習室の施設・設備を活用して、各種商品の成分な
どへの関心と知識を深める

委託・請負 7

14 横浜市 講習会等 センター 出前講座講師養成セミナー
地域団体や高齢者施設運営者などが主催する出前講座で講師

を担える人材を育成する
委託・請負 0

14 横浜市 講習会等 センター 地域の担い手養成セミナー
日常の地域活動の中で高齢者等の目線に立った案内・助言役
を担える消費者市民としての人材を養成する

委託・請負 9

14 川崎市 出前講座 センター くらしのセミナー
１５人以上のグループを対象に３５テーマの中から要望に応
じて消費生活を学ぶ

直営 961 0 0

14 川崎市 講習会等 センター 消費者教育連続講座
市内に在住、在勤、在学している方を対象に講演会を開催
し、消費者力の向上を図る

直営 47 0 0

14 川崎市 講習会等 センター 消費者教育推進事業
福祉関係者等に消費者トラブル実例や対処法等を学び考える
機会を提供し、見守りの担い手の育成を図る

委託・請負 0 6,968 0

14 川崎市 講習会等 センター 消費者強調月間講演会
市内に在住、在勤、在学している方を対象に講演会を開催
し、消費者力の向上を図る

直営 33 0 0

14 川崎市 講習会等 センター 夏休み親子向け消費者教育講座
小・中学生とその保護者を対象にワークショップ型講座を開
催し、消費者教育の推進を図る。

委託・請負 0 643 0

14 川崎市 その他 センター 街頭キャンペーン
消費者被害の未然防止および消費者行政センター相談窓口の
周知

委託・請負 821 0 0

14 川崎市 その他 センター 啓発用劇場ＣＭ上映
消費者被害の未然防止および消費者行政センター相談窓口の
周知

委託・請負 0 1,000 0

14 川崎市 その他 センター 消費者教育ＰＲ事業
主に大学生に向けた消費者教育の推進および消費者被害の未
然防止

委託・請負 0 657 0

14 川崎市 その他 本課 消費者教育フェスティバル 2016 in かわさき
主に大学生に向けた消費者教育の推進および消費者被害の未
然防止

委託・請負 0 4,812 0

14 川崎市 講習会等 センター 消費者教育講座
高齢者を見守る側に消費者被害の実例や対処方法を知っても
らい高齢者の消費者被害の防止を図る。

委託・請負 0 422 0

14 川崎市 展示会 センター 街頭啓発
消費者被害の未然防止および消費者行政センター相談窓口の
周知

直営 0 0 0

14 相模原市 出前講座 双方 講師派遣事業
自治会等の住民団体の申請を受け、消費生活相談員を講師と
して派遣し、悪質商法等の未然防止を図る。

直営 408

14 相模原市 講習会等 双方 消費者月間記念講演会
５月の消費者月間に合わせ、消費者団体と共催で市民の消費
生活の向上と消費者意識の高揚を図る。

直営 550

14 相模原市 講習会等 双方 夏休み子ども消費者教室
小学生を対象に、夏休み中に実習等を通じて消費者としての
知識を身につける。

直営 30

14 相模原市 展示会 双方 第48回みんなの消費生活展
消費者団体や事業者等の活動発表や展示を通じて、参加者に
消費者としての意識を持つきっかけを作るもの。

直営 574

14 相模原市 講習会等 双方 くらしの学習会
消費生活に関するテーマを取り上げ、消費者としての意識向
上及び啓発を図る機会とする。

直営 24

14 相模原市 講習会等 双方 第19回くらしを考えるつどい相模原
消費者の自立と問題解決に向けた活動の活性化、消費者団体
間の連携を図る。

直営 44

14 相模原市 その他 双方 消費者被害防止啓発キャンペーン 消費者問題や悪質商法に対する被害防止及び啓発のため。 直営 0

14 相模原市 講習会等 双方 ユーコープ共同講座
食品ロスについて、消費者の目線で考える機会を提供するた
め。

直営 9

14 相模原市 その他 双方 消費者被害防止啓発キャンペーン 消費者問題や悪質商法に対する被害防止及び啓発のため。 直営 1,664

15 新潟市 講習会等 センター くらしの一日教室
一般市民を対象に，生活に関連するテーマを選び専門の講師
による講義や実習を行う講座

直営 3

15 新潟市 出前講座 センター 子ども消費者学習
糖分の測定や着色料の検出実験と食から考える消費生活の基
礎知識を身につける。

直営 439

15 新潟市 講習会等 センター 親子くらしのテスト教室 簡易テストを取り入れた教養講座 直営 51

15 新潟市 出前講座 センター 出前くらしのテスト教室 簡易テストを取り入れた教養講座 直営 66

15 新潟市 出前講座 センター さわやかトーク宅配便
悪質商法とその対処方法などを身につけていただいて，楽し

い消費生活を送っていただく。
直営 6

15 新潟市 講習会等 センター くらしのレポーター研修会 出前講座の講師養成 直営 0

22 静岡市 出前講座 双方 ヤングライフセミナー
若者の消費者被害を未然に防止し、賢い消費者になれるよう
自立と自覚を促し、消費生活全般の基礎的な知識を習得させ
る

直営 123 0 0

22 静岡市 その他 双方 消費者教育推進地区における啓発活動 消費者被害の未然防止、消費者市民の育成 直営 0 203 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

インターネット・携帯電話の落とし穴
等

消費生活に関するテーマ
横浜市内在住・在勤・在学
者

年１０回、市内１０区 10 1,492
アンケー

ト

悪質商法の手口とその対策について 同左 市民 自治会館、ケアプラザ、企業等 54 4,405
アンケー

ト

悪質商法の手口とその対策について 同左 高齢者 ７月～１０月18回（１８区） 18 622 無

買い物で世界を変えられるのか?~消費
者市民社会の挑戦

同左 市民 金沢公会堂 1 52
アンケー

ト

「見守り」「気づき」で高齢者・障が
い者の消費者トラブルを防ごう

同左 福祉保健従事者 随時 3 144 無

塩分計を使った簡易テスト 同左 市民 年２回 2 20
アンケー

ト

出前講座のノウハウを学ぶ 同左 元消費生活推進員 年２回 2 6
アンケー

ト

地域で活躍するための消費者市民とし
ての知識を学ぶ

同左 元消費生活推進員 年１回 1 5
アンケー

ト

・悪質商法に気を付けよう！ ・食と
健康、食べることの大切さを考える
など

要望に応じて講師を無料派遣
市内在住、在勤、在学の団
体など

・随時（休日、年末年始を除く）
・市内各所

105 4,012
アンケー

ト

将来に備えよう!お金にまつわる生活
設計～みんなで学ぶ　ライフプラン・
年金・保険～

・将来に備えるライフプラン～資産形成とその
注意点等について～ ・私的年金による生活設計
～確定拠出年金・確定給付年金について～ ・
知っておきたい医療保険・介護保険等について

市内在住、在勤、在学の方
など

・平成２９年１月１９日、１月２
８日、２月２日 ・川崎市生活文化
会館　てくのかわさきホール

3 98
アンケー

ト

もう、だまされない。地域で高めよう
「見守り力」

・「消費者トラブル～見守りの重要性を学ぶ」
・「成年後見制度～事例を通して学ぶ後見人の

役割～」

地域包括支援センター職
員、福祉関係者、民生委員

等

・平成２８年１０月２１日、１０
月２８日（教育文化会館） ・平成
２８年１１月２２日、１１月２９

日（生活文化会館） ・平成２９年
３月５日（エポックなかはら）

5 237
アンケー

ト
見守りハンドブック作製費
等を含む

子どもをトラブルから守る！スマホ・
ケータイ安全教室

スマホ・ケータイに関するトラブルに子どもた

ちがあわないよう、保護者、教職員、子どもを
見守る地域の方々を対象とした見守り講座。

市内在住、在勤、在学の方
・平成28年11月16日 ・川崎市生活
文化会館　てくのかわさきホール

1 18
アンケー

ト

・第１回：今日から私もすし店経営―
食いねぇ　食いね　すし食いねぇ―
・第２回：おこづかいゲームでおこづ

かい帳のつけ方を学ぼう&オリジナル
貯金箱を作ろう ・第３回：買い物か
ら始めるストップ温暖化!―マイバッ

グを作ってみよう―

・経営、社会のしくみを学ぶとともに選択の大
切さ、リスクを体験的に学習 ・金銭感覚や判断

のしかた、お金や経済の基本的なしくみを学習
・環境に配慮した消費生活活動の具体的な方法
の学習

市内在住、在学の小・中学
生とその保護者

・平成28年7月27日 ・平成28年7月

30日 ・平成28年8月9日 ・川崎市
産業振興会館

3 79
アンケー

ト

こんな時は、まず相談
・啓発資料、グッズ（ティッシュ、うちわ等）
の配布 ・オリジナルキャラクターの着ぐるみ操

演

一般消費者
・随時 ・市内各地（駅前やイベン
ト会場）

26 - 無

見て学ぶ、だましの手口（ＣＭ）
映画館での啓発映像（15秒）上映（計19スク
リーン）

一般消費者・若者
・平成28年8月6日～8月19日 ・市
内映画館（２カ所）

1 -
アンケー

ト

ひとりで悩まないで。消費生活トラブ
ルで困ったらまず相談！　勇気　見守
相談

市内大学祭等のステージイベントにご当地アイ
ドルが出演し、「消費者被害防止啓発ソング」
の披露や啓発資料を用いてのトラブル事例の紹
介、および相談窓口の周知を実施。

一般消費者・若者（大学
生）

・平成28年10月22日 ・平成28年11
月19日 ・市内大学等（２カ所）

2 - 無

負けるな！ヤング消費者（コンシュー
マー）

楽しみながら若いうちから消費者トラブル等に
ついて学べるステージイベント（大学音楽サー
クルによるコンサート、お笑い芸人によるライ
ブ、著名人によるトークイベント、視聴型消費
者トラブル○×クイズ）を実施

一般消費者・若者（大学
生）

・平成28年11月26日 ・市内大型商
業施設

1 - その他

高齢者を消費者被害から守るために 消費者被害の実例や対処方法など
地域包括支援センター職
員、福祉関係者、民生委員
等

・随時 ・市内各所 12 372 その他

川崎市消費者強調月間のお知らせ
「消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」
が施行された１１月を消費者強調月間とし、相
談窓口や消費生活に関する各種行事の案内

一般消費者
・平成28年11月11日～平成28年11
月25日 ・一般消費者

1 - 無

あなたを狙う悪質商法　等 左記テーマによる講義 市民 ・随時 ・市内各地 40 1,703
アンケー

ト

笑って学んでだまされない　落語で学
ぼう悪質商法

悪質商法事例を落語で解説 市民
・5月20日（金）14：00～16：00
・ソレイユさがみ

1 69
アンケー

ト
共催団体：相模原市消費者
団体連絡会

・棒はかりを作ってみよう！ ・おつ
かいすごろくで楽しく学ぼう！ぶらり
えん日スタンプラリー ・国民生活セ

ンター 商品テスト施設見学

左記テーマによる講義等 市内在住・在学の小学生

・8月2日（火）　10：00～16：30

・（独）国民生活センター　相模
原事務所

1 30
アンケー

ト
共済団体：（独）国民生活
センター

消費生活に関する情報発信
消費者団体や企業によるパネル展示とクイズラ
リー

市民
・10月21日(金)　及び22日(土)
10：00～16：00 ・ミウィ橋本　イ
ンナーガーデン

1 1,300
アンケー

ト

・現役ＦＰが教える！子育て費用とマ
ネープラン ・子どもにまつわる消費
者トラブル防止マニュアル ・必ず覚
えておきたい！子どものスマホの安全
対策

左記のテーマによる講座 市民
・1月31日(火) 2月2日(木)及び 7
日(火) 11：00～12：20 ・北消費
生活センター

1 31
アンケー

ト

知ることから始めよう！～食品ロス・
フードバンク・こども食堂～

左記テーマによる講義等 市民
・2月18日（土）13：30～15：50
・大野北公民館

1 99
アンケー

ト
実行委員会形式

消費者被害防止啓発 駅前や街頭で啓発グッズ等を配布 市民
・9月14日（水）　10：50～11：35
・相模大野駅　ペデストリアン
デッキ上等

1 - 無
協力団体：相模原市消費者
団体連絡会

教えちゃいます♪上手な買い物の仕方
＆使い切りレシピ

左記テーマによる講義等 市民
11月23日（水）11：05～13：00 ・
ユニコムプラザさがみはら

1 33
アンケー

ト
共催団体：生活協同組合
ユーコープ

消費者被害防止啓発 左記テーマによるデジタル広告の放送 市民（若者） ・2月18日～3月31日 1 - 無

賢い消費者になるために
・特殊詐欺 ・災害から身を守る ・住宅リ
フォームのトラブル防止 ・悪質商法の手口 な

ど

一般市民
・随時　　・消費生活センター研
修室

6 119
アンケー

ト

賢い消費者になるために

・食品に含まれる糖分の測定及び着色料の検出

実験 ・食から考える消費生活の基礎知識に関す
るお話

小学校６年生（学校単位） ・申込による　　　・小学校 22 806 無

賢い消費者になるために ・食品に含まれる糖分と着色料の検出実験 親子（小学生）
・夏休み中　　　・消費生活セン
ター外

2 32
アンケー

ト

賢い消費者になるために ・災害食 ・糖分の測定 ・塩分の測定 一般市民 ・申込による　　　・市内各地 4 48 無

消費者被害にあわないために 悪質商法とその対処方法 一般市民 ・申込による　　　・市内各地 25 831 無

消費者被害にあわないために
・賢い保険の加入の仕方について ・多重債務に
ついて ・寸劇用シナリオづくり　　など

くらしのレポーター
・年６回（あらかじめ決めた日
程）　　　　・消費生活センター

6 77 無

契約の基本、若者がターゲットになる
商法、通信販売のトラブル、クレジッ
トカードについてなど

プレゼンファイル等を活用して若者が陥りやす
い消費者トラブルとその対策を学ぶ

市内の高校生、専修学校
生、大学生

・随時 ・市内の高校、専修学校、
大学

7 1,266
アンケー

ト

消費者被害の未然防止、消費者市民の

育成

消費者教育推進員が高齢者宅（約130世帯）を戸

別訪問、啓発資料を推進地区内で全戸配布
消費者教育推進地区の住民

・平成28年5月、7月、10月、平成

29年1月 ・駿河区南部学区
4 3,320

アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

22 静岡市 講習会等 双方 くらしの一日講座 消費者に消費生活に関する高度な知識を習得してもらう 直営 109 0 48

22 静岡市 講習会等 双方 親子消費者教室 親子で消費生活について学んでもらう 直営 27 0 0

22 静岡市 講習会等 双方 スマートクッキング教室 環境に配慮した調理法を学ぶ 直営 59 160 0

22 静岡市 出前講座 双方 くらしの出張教室 悪質商法に関する情報を提供し、被害防止を図る 直営 0 192 0

22 静岡市 その他 双方 消費者啓発集中キャンペーン 消費者月間にチラシ配りを行い、消費者の啓発を図る 直営 13 0 0

22 静岡市 展示会 双方 消費生活展
市民に様々な消費生活の情報を提供し、生活を見直す機会と
するとともに、消費者団体を育成する

委託・請負 769 0 0

22 静岡市 その他 双方 消費者教育推進校における啓発活動 消費者被害の未然防止 消費者市民の育成 直営 0 249 0

22 静岡市 講習会等 双方 グリーンコンューマー養成講座 環境や健康のことを考えて買い物や生活をする消費者の育成 直営 41 0 0

22 浜松市 講習会等 センター くらしのセミナー
正しい知識を身につけ、良識ある行動力を持った消費者の育
成を図る

直営 0 0 0

22 浜松市 出前講座 センター 出前講座
市民の求めに応じて。指定された会場に出向き悪質商法とそ
の対処法を学ぶ講座を開催

委託・請負 135

22 浜松市 展示会 センター 消費生活展
安心・安全に暮らすための情報を提供し、自立した賢い消費
者になるよう意識啓発を図る。

委託・請負 240

22 浜松市 展示会 センター ミニ広報展 悪質商法の未然防止を図る 直営 0 0 0

22 浜松市 その他 センター はままつエシカル消費フェア
エシカルについて一般の方に知ってもらい、身近な取り入れ
方を紹介する

委託・請負 6,998

22 浜松市 その他 センター 夏休み親子消費者教室 実験等により消費者に必要な知識を学ぶ 直営 9

23 名古屋市 講習会等 センター 消費生活講座 消費生活全般を体系的に学習する 直営 86

23 名古屋市 出前講座 センター 出張講座 悪質商法被害の未然防止 直営 0 32

23 名古屋市 講習会等 センター 消費生活実習講座 食育を中心に消費者自ら試作・測定して学習、体験する 直営 13

23 名古屋市 講習会等 センター くらしのゼミナール
30人程度までのグループを対象に要望に応じ悪質商法や身近
な消費生活に関して学習する

直営 14 128

23 名古屋市 講習会等 センター 消費者問題教員セミナー
中高生を中心とした、若い世代を狙う悪質商法の最新事例を
紹介し、被害に遭わないための方策を考える

直営 0

23 名古屋市 出前講座 センター こども消費者教室 幼児向けに買い物やお金に関心を持たせる 直営 831

23 名古屋市 講習会等 センター 金銭教育特別講座 選択の大切さ、リスクなどを体験的に学習する 委託・請負 0

23 名古屋市 出前講座 センター 市政出前トーク 消費生活センター所長が消費者行政に関して解説する 直営 0

23 名古屋市 出前講座 センター 消費者教育コーディネーター派遣
学校における消費者教育を推進するため、小中学校に消費者
教育コーディネーターを派遣する

直営 8,697

23 名古屋市 講習会等 本課 消費者市民フォーラム
消費者市民の考え方について周知・啓発を図り、消費者市民
社会の形成に向けた具体的な実践行動へと結び付けていく

委託・請負 2,500

23 名古屋市 講習会等 本課 消費者教育モデル校事業
学校における消費者教育を推進する。外部講師を派遣して授
業及び講演を実施する。

直営 127

23 名古屋市 その他 本課 消費者志向経営講演会
消費者志向経営とは何か、そのために事業者はどんな活動を

進めて行けばよいかをテーマにセミナーを開催するもの。
委託・請負 297

23 名古屋市 展示会 本課 消費生活フェア
消費者団体、事業者団体、行政の三者が一体となって消費生
活に関するさまざまな情報を発信し、消費者被害の未然防止
や消費者意識の高揚を図る

直営 1,705

23 名古屋市 展示会 本課 ＨＡＰＰＹタウン

消費者団体や市民団体・事業者団体・学校・行政が相互理解
を深める交流の場とするとともに、これらが一体となり、
「賢い消費者」となるための消費生活に関する様々な情報を
発信し、子どもや子育て世代に向けた参加体験型のイベント
を実施することにより、消費者被害の未然防止や消費者意識

の高揚をはじめ、消費者市民社会の形成に参画することの重
要性について普及啓発を図る。

直営 4,900

23 名古屋市 講習会等 本課 高齢者見守り支援講座
孤立しがちな高齢者を消費者被害から守るために、地域で見
守り活動を行う福祉関係事業者（ケアマネジャー、介護福祉
士、ホームヘルパーなど）を対象に講座を開講します。

委託・請負 993

26 京都市 出前講座 双方 出前講座
悪質商法の手口と対処法についての知識を深めてもらうこと
を目的とする。

直営 0 0 0

26 京都市 講習会等 双方 消費力パワーアップセミナー
消費生活に関する最新の情報や制度等の情報を提供すること
により，消費者問題に対する関心と理解を深めていただく。

直営 0 0 0

26 京都市 展示会 双方 消費生活フェスタ

消費生活に係る情報の発信，消費者団体による自主的な取組

の紹介，幼児期から高齢期までの各段階に応じた消費者啓発
などの学習機会の提供を盛り込んだ参加型イベントを開催
し，市民一人一人の消費者力の向上を図る。

委託・請負 0 1,341 0

26 京都市 講習会等 双方 大学における消費者講座
大学生等が消費者契約トラブルなどの問題について現状認識
を高め，必要な法的知識を学び，自らのライフスタイルにつ

いて考えを深めることを目的とする。

委託・請負 288 0 0

26 京都市 講習会等 双方
「米團治さんと一緒に落語で考えよう！　消費
者問題」

高齢者等に消費生活に関する話題を分かりやすく伝えること

により，消費者問題への関心を高めてもらうことを目的とす
る。

委託・請負 0 2,000 0

26 京都市 講習会等 双方 消費者問題学習会
消費者団体が企画する市民向け講座を本市との共催講座と位
置付け，広報及び場所の提供を行う。

直営 0 21 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

・電力自由化 ・防災 ・クレジットな
ど

同左 一般市民
平成28年5月、9月、2月、静岡市職
員会館

3 136
アンケー

ト

スマホやゲーム機との安心安全な付き
合い方

同左 小学生とその保護者
平成28年8月5日　静岡市民文化会
館

1 13
アンケー

ト

環境に配慮した「買い物」「調理」
「片付け」

調理実習を通じ「地産地消で旬を味わう」「食
材をまるごとおいしくいただく」など学ぶ

一般市民
平成28年7月アイセル21、10月アイ
セル21、2月はーとぴあ清水

3 42
アンケー

ト

高齢者をねらう悪質商法など

ロールプレイ、啓発DVD上映、「悪質商法啓発ハ

ナミン劇団」の公演などを行い、悪質商法に関
する情報などを提供し、被害防止を図る

一般市民 随時 43 2,242
アンケー

ト

悪質商法の注意喚起 チラシ三部と啓発品の配布 一般市民
平成28年 5月 青葉通り 12月 青葉
通り イオン清水店 イオンタウン
蒲原

4 86 無

伝えよう生活の知恵～安心安全な社会
へ～

しずおか市消費者協会、市内の消費者グループ
の研究の成果等を展示発表

一般消費者
平成28年10月8日・9日 青葉シンボ
ルロード

1 2,445
アンケー

ト
別に巡回展示を３ヵ所で実
施

消費者被害の未然防止、消費者市民の
育成

全体講座・クラス毎のミニ講座の実施消費生活
センター作成のお便りの配付等

消費者教育推進校の中学生 ・随時 ・静岡市立美和中学校 49 297
アンケー

ト

家計と地球にやさしい買い物術
「お買い物ツアー」で商品を選択し、各グルー
プで選択理由等を討議してまとめた結果を発表
後、講師が商品の解説等を行う

一般市民
平成28年７月６日　静岡市北部生
涯学習センター

1 17
アンケー

ト
静岡市北部生涯学習セン
ターとの共催事業

・マイナス金利に負けない生活設計
・知っておきたい相続と贈与の豆知識
・今日からできる収納術 ・気を付け
たいネット社会の悪質商法と契約トラ
ブル

・マイナス金利に負けない生活設計 ・相続と贈
与 ・収納術 ・ネット社会における悪質商法と
契約トラブル

一般消費者
・平成２９年１０月６日 ・１３日
・２０日 ・２７日

4 93
アンケー

ト

悪質商法の被害に遭わないために
悪質寄す方の手口とその対処法やクーリングオ
フ制度の説明と、くらしのセンターの紹介

高校生以上 ・随時 ・市内各地 27 1,022 その他
講座後、参加者に感想を聞
く。

私達のくらしを確かめてみましょう パネル展示、体験コーナー特産品販売など 一般消費者 2017/1/29 1 600
アンケー

ト

悪質商法の被害の未然防止 パネル展示・啓発物の配架 来庁者
・平成２９年５月６日～１３日 ・
平成２９年１２月５日～９日

2 - 無

エシカルについて知ってもらう 講演会、パネルディスカッションなど 一般消費者 平成２８年１１月１９、２０日 1 5,000
アンケー

ト

食品の色の性質について学んでみよ
う！

色の種類を調べ、変食の原因等を調べる
小学校３～６年生とその保
護者

平成２９年８月１８日（午前・午
後） 市内

2 51
アンケー

ト

・食生活と健康づくり ・くらしと経
済 　　　　　　　　　など

食品表示、健康管理、くらしと経済、身近な消
費者トラブル　など

市民 ・随時 ・センター研修室 17 931
アンケー

ト

・悪質商法の被害にあわないために
・悪質商法の手口と対処法 ・クーリング・オフ

の仕方など

民生委員、ケアマネ
ジャー、PTA、学生、町内
会、老人会　など

・随時 ・市内各所 49 3,097
アンケー

ト

・テングサからのところてん作り　・
いろいろな大豆をつかった豆腐作り

など

・原材料から加工品を作って試食　・ジュース

や飲料水の糖度測定　など
市民 ・随時 ・消費者開放試験室 24 317 無

・最近の消費者トラブルと対処法　・
お金を上手に扱えるようになろう　な
ど

同左 市民 ・随時 ・くらしの情報プラザ 43 564
アンケー

ト

教員の方を対象にした 「消費者問題
教員セミナー」

・若い世代を狙う悪質商法の最新の事例紹介と
防止策 　など

教員 ・８/23 ・センター研修室 1 14 無

こども消費者教室
・園児を対象にパペットやゲームの手法を取り
入れた参加型の教室を行う

園児 ・随時 ・市内各園等 12 287
アンケー

ト

今日から私もすし店経営
お店の経営で利益を上げるシミュレーション
ゲーム

小学5-6年生と保護者 8/3・消費生活センター 2 52
アンケー

ト

消費生活センターの活動 消費生活センターの役割など 高齢者
11/12・昭和区コミュニティセン
ター

1 43
アンケー

ト

学校における消費者教育 小中学校家庭科、社会科等の授業 小中学校 随時・各小中学校 23 702
アンケー

ト

みんなでつくろう消費者市民社会
消費者市民社会についての基調講演、パネル
ディスカッション

一般 2/25・名古屋市教育センター 1 482
アンケー

ト

・スマートフォンの安全な使い方 ・
フェアトレード

・同左のテーマに関する外部講師を学校へ派遣 中学校３校、高校２校 各学校 27 2,191
アンケー

ト

消費者志向経営の推進に向けた事業者

の取組

同左のテーマについて講師を招いての講演、事

例紹介
事業者

11/10・イオンコンパス名古屋駅前

会議室
1 40

アンケー

ト

みんなでつくろう消費者市民社会
各団体のステージイベント、大学による消費者
情報発信、消費者団体の行う消費者情報ブース
など

市民 11/5・オアシス21 1 19,000
アンケー

ト

みんなでつくろう消費者市民社会 子ども向けの参加体験型イベント
一般（※イベント参加は中
学生以下）

11/6・オアシス21 1 19,500
アンケー

ト

高齢者の見守り支援

・高齢者に多い最近の消費者被害の事例紹介 ・
高齢者を狙った主な悪質商法の手口と対応策 ・
消費生活センターの高齢者及び高齢者を見守る
方への関わりと役割 ・見守りのポイント

福祉関係者 ・随時 ・市内各所 7 1,293
アンケー

ト

・悪質商法の手口と対処法 ・自立し
た消費者となるための情報提供

・最新の悪質商法 ・クーリング・オフ制度 ・
悪質商法から身を守る６つの心得 ・寸劇の公演

市民（10名以上が参加する
会合）

・随時 ・市内各地 48 1,431
アンケー

ト

・電気料金はどうやって決められてい
るの？電力自由化，電気をどこから買
うの？ ・ガマンじゃない　エネル
ギーを賢く『選ぶ』エコライフ ・大
人のためのお金と生活の知恵から ・

防災気象情報のくらしの中での活用

・「食品表示」を学ぼう！

自らが自立した主体者として適切に判断し，行
動していく力＝消費者力を身につけるためのセ
ミナー

18歳以上の方

・平成28年6月21日，6月22日，10
月26日，10月28日，平成29年1月31
日，2月7日 ・消費生活総合セン
ター研修室

6 190
アンケー

ト

ＮＰＯ法人コンシューマー
ズ京都及び京都生活協同組
合との共催事業（本市は広
報と場所の提供を行った）

市民一人一人の消費者力の向上
・消費者団体等のブース展示 ・関係団体による
啓発ステージ　等

市民
平成28年11月26日 午前9時～午後
16時30分

1 16,000
アンケー

ト

消費者問題と現代社会
・消費者被害の現場から ・食の安全・安心 ・
環境にやさしい暮らしを ・企業と消費者の対話

・消費者行政の課題　など計15講座

大学生等
平成28年9月6～10日 キャンパスプ
ラザ京都

5 30
アンケー

ト

高齢者が直面する悪質商法に関する事

例及び対処方法等を分かりやすく紹介
する

・落語（３席） ・座談会（桂米團治氏，京都府
警察官，弁護士，消費生活専門相談員）

市民 平成28年11月13日 シルクホール 1 638
アンケー

ト

未来に伝える食育～家庭でできること
から始めよう～

・食品ロス問題など「食」のとらえ方，あり方
の重要性についてを考える契機とするための講

座

市民
平成29年3月4日　午後1時半～午後
3時半　消費生活総合センター研修

室

1 53
アンケー

ト

ＮＰＯ法人京都消費生活有
資格者の会との共催事業
（本市は広報と場所の提供

を行った）
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

26 京都市 展示会 双方 市民参加イベントにおける啓発キャンペーン
各区において開催される区民ふれあいまつり等において，消
費生活に関する関心を高めるきっかけとすることを目的とす
る。

直営 0 0 0

26 京都市 展示会 双方 消費者月間の取組 5月の消費者月間に消費者啓発に係る取組を実施する。 直営 96 0 0

26 京都市 講習会等 双方 素材から学ぶくらしの学校
ライフステージ別に直接「見て」，「聴いて」，「体験」す
ることにより，消費生活について学んでもらう。

直営 0 1,636 0

27 大阪市 講習会等 センター エルちゃんの“わん”デー講座
主体的・合理的に判断行動をできる「自立した消費者」を積
極的に育成支援する

直営 319 0 0

27 大阪市 出前講座 センター 地域講座
主体的・合理的に判断行動をできる「自立した消費者」を積
極的に育成支援する

直営 232 89 0

27 大阪市 講習会等 センター 見学講座
主体的・合理的に判断行動をできる「自立した消費者」を積
極的に育成支援する

直営 0 0 0

27 大阪市 講習会等 センター 大阪府・大阪市連携消費者月間講演会
主体的・合理的に判断行動をできる「自立した消費者」を積
極的に育成支援する

委託・請負 207 0 0

27 大阪市 出前講座 センター
エルちゃんの見守り講座（地域の見守りネット

ワーク活動促進事業）
高齢者の消費者被害防止 委託・請負 0 3,479 0

27 大阪市 講習会等 センター
エルちゃんのファミリー講座（地域の見守り

ネットワーク活動促進事業）
高齢者の消費者被害防止 直営 0 89 0

27 堺市 出前講座 双方 生涯学習まちづくり出前講座 消費者被害の未然防止及び消費生活センターの周知を図る 直営 81

27 堺市 展示会 双方 啓発パネル展示 消費者被害の未然防止及び消費生活センターの周知を図る 直営 0

27 堺市 その他 双方 街頭啓発等 消費者被害の未然防止及び消費生活センターの周知を図る 直営 1,335

27 堺市 講習会等 双方 消費者月間講演会 消費者被害の未然防止及び消費者問題についての意識醸成 直営 198

27 堺市 講習会等 双方 消費者大会 消費者被害の未然防止及び消費者問題についての意識醸成 直営 226

27 堺市 講習会等 双方 消費者力向上講座
身近なテーマで消費生活に役立つ知識や情報を習得する連続
講座を開催することで、消費者力の向上を図る

直営 20

27 堺市 その他 双方 お買物・くらしの川柳
消費生活をテーマとする川柳作品の応募・投票することによ
り、能動的に考えることを通じて、消費者問題への興味関心
を高めてもらう

直営 192 34

28 神戸市 講習会等 双方 消費生活講座
消費者問題や物価問題等への理解と関心を深め、消費生活に
関する知識を深める

直営 187 0 70

28 神戸市 展示会 双方 悪質商法の啓発（パネル展示）
悪質商法に関する啓発及び、消費生活センター案内のパネル
を展示することで、被害を未然に防止する

直営 0 0 0

28 神戸市 出前講座 双方 くらしのいききトーク
地域や学校、企業等に出向いて、講座形式やトーク形式によ
り開催し、情報提供・啓発を行う

委託・請負 801 0 0

28 神戸市 出前講座 双方 出前トーク
地域や学校、企業等に出向いて、講座形式やトーク形式によ
り開催し、情報提供・啓発を行う

直営 0 0 0

28 神戸市 出前講座 双方 ゲストティーチャー
地域や学校、企業等に出向いて、講座形式やトーク形式によ
り開催し、情報提供・啓発を行う

委託・請負 0 821 0

28 神戸市 講習会等 双方 神戸消費者フェスティバル 消費者教育を推進するため、神戸市消費者協会と共催で開催 直営 485 0 0

33 岡山市 講習会等 本課 消費者のつどい（高校生対象）
高校生が消費者トラブルについて自分達で何ができるかを学
習し、消費者被害防止を図る

直営 18

33 岡山市 講習会等 本課 消費者のつどい 賢い消費者の育成 直営 60

33 岡山市 講習会等 本課 消費者大学（高校生版）
高校生が消費者トラブルについて自分達で何ができるかを学

習し、消費者被害防止を図る
直営 0

33 岡山市 講習会等 本課 消費者大学 消費者リーダー的役割を担える人材の育成 直営 24

33 岡山市 講習会等 本課 消費生活講演会 賢い消費者の育成 直営 62

33 岡山市 出前講座 本課 消費生活出前講座 消費者被害防止と賢い消費者の育成 直営 0

33 岡山市 展示会 本課 消費生活展 賢い消費者の育成 直営 0

34 広島市 その他 双方 消費者のひろば(消費者月間事業）
５月の消費者月間に消費者、消費者団体と事業者団体及び行
政が協調して、消費者の意識啓発や消費者団体相互の連携強
化を図る

直営 2,196

34 広島市 講習会等 双方 消費者力向上通信講座
市民の消費者力向上及び消費者被害の発生及び拡大の防止を
図る

直営 78
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

・悪質商法の手口と対処法 ・自立し
た消費者となるための情報提供

各区において開催される区民ふれあいまつり等
において，消費生活に関するタペストリー展示
や啓発パンフレットの配布，悪質商法に関する
クイズを実施。

市民

4月2日（西京区洛西）　　4月29日
（ふじまつり）　　　5月5日（つ
つじまつり）　　5月22日（東山
区）　　　6月5日（北区）
7月31日（左京区）　　　　9月4日
（伏見区）　　　　　　　10月30
日（中京区）　　　　11月12日
（右京区）　　　11月13日（下京
区）　　　11月23日（山科区）
12月10日（PTAフェスタ）

12 3,189
アンケー

ト
参加人数は概数

クーリング・オフ制度や悪質商法の手

口と対処法の周知等

・消費者啓発タペストリーの展示 ・消費者標語

入選作品の展示
市民

平成28年5月16日～27日 ゼスト御

池　市役所前広場
12 15

アンケー

ト

・「お店を巡ってみよう（ガイドツ
アー）」　・「パッチワークで想いを
届けよう」　など

・社会的課題をビジネスで解決する事業者を訪
問　・社会的課題の説明を調理実習，体験学習
を各教科になぞらえて実施　など

市民

平成29年1月21日　午前10時～午後
3時　パタゴニア京都　平成29年1
月22日　午前9時45分～午後5時
mumokuteki cafe＆foods京都店

2 117
アンケー

ト

・公的年金と個人年金 ・食中毒につ
いて　など

・年金の知識について ・食中毒予防の注意点
など

大阪市内在住・在学・在勤
の方

市内各地 12 733
アンケー

ト

悪質商法の手口など 悪質商法の手口とその対処法　など
大阪市内在住・在学・在勤
の方

市内各地 69 4,528
アンケー

ト

悪質商法の手口など 悪質商法の手口とその対処法　など
大阪市内在住・在学・在勤
の方

大阪市消費者センター 4 186
アンケー

ト

得する選択損する選択 多様化する
サービスの選び方

くらしに役立つ知識など
大阪府内在住・在学・在勤
の方

平成28年5月27日 エル・おおさか 1 119
アンケー

ト

地域で悪質商法から高齢者等を守る
高齢者の消費者被害に気付くポイント等、見守

りに必要な知識について

大阪市内在住・在学・在勤

の方
市内各地 48 1,398

アンケー

ト

消費者被害防止のための家族による高

齢者の見守り

・高齢者の消費者被害に気付くポイント等、見
守りに必要な知識について ・成年後見制度 ・
高齢者住宅の種類と選び方、契約時の注意点

大阪市内在住・在学・在勤

の方
市内各地 2 116

アンケー

ト

狙われる消費者
悪質商法の手口やその被害に遭わないための対
応方法など

市内に在住・在勤または在
学の10人以上の団体

・随時 ・市内各地 30 1,416 無

消費者月間パネル展示
5月の消費者月間に合わせ、市役所入口付近にて
啓発パネルの展示を実施

市民 5/16～5/20 1 - 無

①消費者月間啓発活動 ②区民まつり
啓発活動

①市役所入口付近にて、来庁者に対して啓発チ

ラシ等を配布 ②各区民まつり会場において、来
場者に対して啓発チラシ等を配布

市民

①5/16～20 市役所 ②4/24:東区、
8/20:中区 11/3:北区、11/6:美原
区 11/12:西区、11/13:南区

11/20:堺区

8 4,200 無

知っておきたい消費者を守る法律につ

いて ～消費者トラブルに陥らないた
めに～

悪質商法の手口等の具体事例の紹介や被害防止

の観点から見た消費者をとりまく関連法令につ
いて

市民
・5/27 13:30～15:30 ・サンスク
エア堺

1 332 無

知っているだけで騙されない！お金の
トラブルにまつわるウラ話

講師の海外生活や金融機関で勤務した経験を基
に様々な詐欺の手口に対抗するためのウラ話に
ついて

市民
・11/22 13:30～15:30 ・サンスク
エア堺

1 330 無

①体験操作で学ぶ！iPhone（スマート
フォン）入門講座 ②まず、「捨てる
こと」から始めよう！ ～収納の工夫
～ ③衣服・洗濯 ～お洗濯の基本と冬
物衣料のお手入れ～ ④みんなでシェ
アハピ！デコポッキーをつくろう！

①iPhone（スマートフォン）を実際に操作しな
がら、基本的な使い方や機能について、特殊詐
欺被害やトラブルに巻き込まれないための注意
点も踏まえながら学べる参加体験型講座 ②収納
に関する知識と技を専門講師が紹介し、快適な
収納の実現を通じてくらしを豊かにする講座 ③
生活に欠かせない洗濯の基本と冬物衣料の正し
い手入れの仕方を知る講座 ④オリジナルのデコ
ポッキーを作りながら、お菓子の食べ方や食育
について楽しく学ぶ体験型講座

市民

①2/15 13:30～15:00 堺市立消費
生活センター 研修室 ②2/23
13:30～15:00 堺市立消費生活セン
ター 研修室 ③3/8 13:30～15:00
堺市立消費生活センター 研修室
④3/18 14:30～15:30 イオンモー
ル堺北花田 センターコート

4 157 無

悪質商法や詐欺による被害・お買物の
際のトラブルなどを防ぐため、くらし
の中でのお買物やサービスの契約にま
つわるエピソード、トラブル体験等を
テーマにした五・七・五の川柳作品を
募集。 入賞作品は市の啓発活動に使

用。

①作品募集 ↓（内部選考） ②市民による入賞
候補作への投票 ↓（投票集計） ③入賞作品の
発表・表彰

市民

①募集 期間：6/1～8/31 手法：応

募用紙郵送、FAX、ネット申請 応
募総数：1,384句 ②投票 機関：
11/1～11/31 手法：投票用紙郵
送、FAX、ネット申請、各区イベン
トにおける直接投票 投票総数（有
効票）：2,075票 ③発表・表彰
（表彰式の開催） 入賞作：9句

（最優秀1 優秀3 佳作5） 3/18
14:00～14:30 イオンモール堺北花
田 センターコート

1 3,459 無

「シニア向けネットトラブル講座」等 ネットトラブル事例の紹介と正しい使い方 市民
神戸市勤労会館、男女共同参画セ
ンター等

6 404
アンケー

ト

悪質商法啓発 パネル展示 市民
アドウィンドウ、コミスタこう
べ、みなと銀行本店、花時計ギャ
ラリー

4 - 無

悪質商法にご用心！、子どもの安心・
安全、今くらしに役立つ話題など

悪質商法にご用心！、子どもの安心・安全、今
くらしに役立つ話題など

地域・学校・企業など 随時 27 1,976 無

消費者を取り巻く最新情報、悪質商法
に気をつけて、インターネット時代の
トラブルなど

消費者を取り巻く最新情報、悪質商法に気をつ
けて、インターネット時代のトラブルなど

地域・学校・企業など 随時 8 375 無

「あなたのスマホ、大丈夫？」「悪質
商法に気をつけて！」など

「あなたのスマホ、大丈夫？」「悪質商法に気
をつけて！」など

地域・学校・企業など 随時 62 5,975
アンケー

ト

みんなで取り組もう！安全・安心で豊
かにくらせる社会に向けて

大学教授による講演。消費者・事業者・行政を
代表する有識者によるパネルディスカッション

市民・企業 神戸市文化ホール・中ホール 1 870 無

「高3が担う消費者市民社会の形成」
消費者トラブルについて学習・グループワー
ク・街頭啓発活動

高校生 4/28岡山市勤労者福祉センター 1 37
アンケー

ト

「正しく選んで豊かな食生活」
食品表示の種類や食品表示から得られる情報に
ついて

市民 5/18ピュアリティまきび 1 84
アンケー

ト

自立した消費者になるために

既存の紙芝居の絵だけを見せ、ワークショップ

形式で生徒達が台詞を考えてグループごとに発
表

高校生 10/28ほっとぷらざ大供 1 39
アンケー

ト

「養おう本物を見分ける目」
本物を見分ける目を養い、賢い消費者になるた

めの基礎知識を学ぶ
市民 11/14ピュアリティまきび 1 86

アンケー

ト

「社会を変える節約お買いもの術～賢
い消費者になるために～」

家計消費の役割を認識し、自立した消費者にな
るための自覚を促す

市民 2/17ピュアリティまきび 1 90
アンケー

ト

「だまされないぞ、悪質商法」 悪質商法の手口及び対処法などの説明
市民・民生委員・ヘル
パー・ケアマネ

随時 市内各地 117 4,071
アンケー

ト

「暮らしと計量」 パネル展・クイズ・パンフレット配布 市民 11/5岡山ジョイポリス 1 500 その他

行動しよう　消費者の未来へ
・消費者力測定チャレンジコーナー（クイズラ
リー） ・消費者団体などの展示ブースの出展
・消費生活コント ・広島弁護士会の寸劇　など

一般市民
5月27日　紙屋町シャレオ中央広場
（広島市中区）

1 12,000
アンケー

ト

負担金無しの実行委員会方

式（構成：広島市、広島商
工会議所、広島県商工会連
合会、（公社）広島消費者
協会、広島市地域女性団体
連絡協議会、広島市

―
・開講式 ・通信講座(３学期10単元制) ・修了
式

一般市民
平成28年12月17日～平成29年3月11
日

1 39
アンケー

ト
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自主財源

（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他

（千円）

都道

府県
コード

自治体名 事業の名称 事業の目的事業の種類 実施主体
委託・直営

の別

費用

34 広島市 講習会等 双方 教職員のための消費者教育に関する研修会
教育委員会等と連携して研修を実施することにより、教職員
の指導力の向上を図る

直営 146

34 広島市 講習会等 双方 消費者生活サポーター養成講座
市民の消費者力の向上及び高齢者等を消費者被害から守るた
めの見守り活動を担う人材の育成及び活用を図る

直営 78

34 広島市 出前講座 双方 消費生活出前講座 消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 1,292 1,263

34 広島市 講習会等 双方 消費者大学
消費者問題に対する関心を持ち続ける消費者を増やし、消費
者活動を担える人材を育てることを目指す

委託・請負 57

34 広島市 出前講座 双方 高齢者等の消費者被害防止対策講座
高齢者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を
行う者に対し、講座を実施することにより、高齢者等の消費
者被害の未然防止・拡大防止を図る

委託・請負 55

40 北九州市 出前講座 本課 出前講座
15人以上のグループを対象に講師を派遣し、消費者被害の未
然防止を図る。

委託・請負 0 88 0

40 北九州市 講習会等 本課 訪問販売事業者講習会
訪問販売事業者等を対象に、関係法令の理解を深め、消費者
トラブルの未然防止を図ることを目的として実施

直営 0 135 0

40 北九州市 講習会等 本課 金融経済講演会 消費者トラブルの未然防止 委託・請負 0 0 0

40 北九州市 その他 本課 消費者被害防止強化月間街頭啓発
毎年11月を「消費者被害防止強化月間」と定め、消費者被害
防止の注意喚起のため、街頭啓発を行う。

直営 0 427 0

40 北九州市 その他 本課 あんしんサポートメール
消費関連トラブルや製品事故の情報を提供を提供し、消費者
被害の防止を図る。

直営 0 0 0

40 北九州市 その他 本課 ＳＯＳサポートメール
消費関連トラブルや製品事故の情報を提供を提供し、消費者
被害の防止を図る。

直営 0 0 0

40 北九州市 その他 本課 消費生活センター街頭啓発ＣＭ放映 消費者トラブルの未然防止を図る 委託・請負 0 4,072 0

40 北九州市 展示会 本課 パネル展示
製品事故や消費者トラブルに関するパネル展示による市民へ
の啓発

直営 0 0 0

40 北九州市 講習会等 本課 くらしの便利講座
生活に密着した講座を消費生活センターで実施し、センター

の周知を行う。
直営 0 41 0

40 北九州市 その他 本課 消費者フェスティバル
11月の「消費者被害防止強化月間」にあわせて、大型ショッ
ピングモールで、悪質商法の手口や消費生活センターの取り

組みを紹介し、賢い消費者の育成を図る。

委託・請負 0 2,000 0

40 北九州市 その他 本課 新聞による広報 イベントの告知及びニセ電話詐欺に関する注意喚起 委託・請負 0 1,037 0

40 北九州市 その他 本課 地域情報誌による広報 ニセ電話詐欺に関する注意喚起 委託・請負 0 1,170 0

40 北九州市 その他 本課 啓発リーフレットの市内全戸配布
消費生活相談窓口の紹介や悪質商法の事例と対処法を記載し
たリーフレットを市内全戸に配布

委託・請負 0 5,809 0

40 北九州市 その他 本課 郵便局現金封筒作成・配布 ニセ電話詐欺に関する注意喚起 委託・請負 0 599 0

40 北九州市 その他 本課 公共交通機関の車内、駅での広報 ニセ電話詐欺に関する注意喚起 委託・請負 0 3,242 0

40 北九州市 その他 本課 SNSによる情報発信
フェイスブックで最新の消費者トラブル情報等に関する注意
喚起情報を発信

直営 0 0 0

40 福岡市 出前講座 センター 消費者教育出前講座 消費者被害の未然・拡大防止・消費者啓発 直営 253 55

40 福岡市 講習会等 センター かしこい消費生活講座
消費者が主体的・合理的な消費生活を営むために必要な知識
の普及を図る

直営 66

40 福岡市 講習会等 センター 事業者等共催講座
消費者が主体的・合理的な消費生活を営むために必要な知識

の普及を図る
直営 - - -

40 福岡市 講習会等 センター 消費生活サポーター育成事業
高齢者を見守る地域力の強化のため、地域で悪質商法の手口
や対処法について伝達できる人材を育成する

直営 11

40 福岡市 出前講座 センター 中学校における消費者教育講座 中学校における消費者教育の支援 直営 - - -

40 福岡市 出前講座 センター 高校３年生のための消費者教育講座
大学進学や就職等により、社会生活の中で自ら消費活動を開
始する卒業前の市立高校3年生に必要な知識の普及を図る

直営 45

40 福岡市 出前講座 センター 若年者向け消費者教育講座
社会経験が少なく悪質商法の被害にあいやすい大学生や専門
学校生の消費者トラブル未然防止

直営 11 12

40 福岡市 展示会 センター 街頭キャンペーン 消費者被害の未然・拡大防止・消費者啓発 直営 428

40 福岡市 展示会 センター 消費者トラブル防止パネル展示
消費者トラブルにかかるパネルを展示し，消費者被害の未然
防止を図る

直営 - - -

40 福岡市 その他 センター デジタルサイネージによる広報 消費者被害の未然防止とセンターの広報 直営 - - -

43 熊本市 出前講座 センター 消費生活出前講座
地域住民に対する情報提供、消費者学習、消費生活相談など
の啓発活動を効果的に推進する

委託・請負 786 0 0
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テーマ 内容 対象者 日時・場所等
実施

回数

参加

人数

備考
効果測定
の手段

開催実績事業の概要

―
国民生活センター主催の「教員を対象にした消
費者教育講座」へ教員を派遣

市立小学校・中学校・高等
学校教員

8月22日、23日 1 3 その他

―

･ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ ・知っ得！契約の基礎知識 ・くら
しの中のかくれた危険～製品安全チェックで
『身』守りを！～ ・なっとく！楽しく実践、消
費者啓発 ・修了式

一般市民 9月16日、30日 1 23
アンケー

ト

消費者被害に遭わないためのABC
消費者トラブルの実例や消費生活に関する法律
知識の紹介

一般市民 ・随時 ・市内各地 69 3,384
アンケー

ト

①消費者行政の現状 ②年金と介護保
険 ③電力小売りの全面自由化 ④マイ
ナス金利と私たちの暮らし ⑤食品の
安全とリスク ⑥暮らしの中の経済知

識 ⑦情報化社会と消費者問題 ⑧広島
市の食育について

消費者問題、法律知識、経済知識、行政知識、
環境問題、生活知識等

市内に在住または通勤・通
学をしている１８歳以上の

方

①7月7日 ②7月14日 ③7月21日 ④
7月28日 ⑤9月1日 ⑥9月8日 ⑦9月
15日 ⑧9月29日 ※開催場所はいず

れも消費生活センター研修室

8 268
アンケー

ト

地域の見守りで高齢者の消費者被害を
防ぎましょう

・DVD『高めよう!｢見守り力｣』 ・｢地域の見守
りで高齢者の消費者被害を防ぎましょう｣ ・高
齢者の消費者トラブル―最近の傾向から―

区社会福祉協議会・ケアマ
ネージャー・区障害者自立
支援協議会等

・随時 ・市内各地 6 355
アンケー

ト

・高齢者を狙う悪質商法、ニセ電話詐
欺について ・消費生活センターに寄
せられる相談と最近の傾向

・悪質商法の手口と対処法 依頼のあった市民団体 随時 96 3,942 無

・事業者に必要な「消費者法」の基礎
知識～消費者トラブルの予防と解決の
ために～

・消費者トラブルの未然防止 【講師】国士舘大
学法学部教授　山口　康夫氏

訪問販売事業者
日時：11月16日（水）13時30分 場
所：ウェルとばた多目的ホール

1 71
アンケー

ト

・今、求められる消費者の自立～
ニュースキャスターからみた視点～

【講師】フリーアナウンサー　宮川　俊二氏 市民
日時：11月29日（火）13時30分 場
所：戸畑市民会館中ホール

1 171
アンケー

ト

11月は消費者被害防止強化月間です 街頭啓発 市民
日時：11月1日他2日 場所：ＪＲ小
倉駅、戸畑駅、黒崎駅

3 - 無

・最近の相談事例や製品事故紹介 同左 市民 毎月1日・15日及び随時 27 - 無

・最近の相談事例や製品事故紹介 同左 市内中学校など 毎月25日 12 - 無

オーソレ！罠！

・「落とし穴（マルチ商法）」篇 ・「オリ
（キャッチセールス）」篇 ・「雪だるま（多重
債務）」篇 ・「マジックハンド（訪問購入）」
篇

市民

11月1日～11月30日 2月1日～3月31
日 JAMビジョン グラーンライザ北
九州、リバーウォーク北九州の3箇
所で放映

35,200 - 無

消費者被害にあわないために！ 消費者トラブルや製品事故に関するパネル展示 市民
5月1日～5月31日 市役所1階市民
ホール

1 - 無

「親子でチャレンジ！ＬＥＤ工作教

室」他

民間事業者講師、行政書士及び消費生活相談員

による講義
市民

8月6日（土）他2回 消費生活セン

ター研修室
3 128

アンケー

ト

「みんなの強みを活かせ～安全・安心
な社会に一億総活躍～」

パネル展示、消費生活に関するイベント、啓発
チラシ配布など

市民
11月12日（土） イオンモール八幡
東1階ひまわりの広場

1 4,831 無

高齢者の消費者被害防止
イベントの告知及びニセ電話詐欺に関する注意
喚起

市民 11月 1 - 無

高齢者の消費者被害防止 ニセ電話詐欺に関する注意喚起 市民 10月、11月、3月 5 - 無

賢い消費者になろう
・消費生活センターのご案内 ・主な消費者トラ
ブルの事例

市民 12月に市内全戸に配布 1 - 無

高齢者の消費者被害防止 ニセ電話詐欺に関する注意喚起 市民 8月 1 - 無

高齢者の消費者被害防止 ニセ電話詐欺に関する注意喚起 市民 11月、12月、2月、3月 4 - 無

最新の相談事例や製品事故を紹介 同左 市民 随時 - - 無

・だまされんばい悪質商法 ・くらし
の実験講座

悪質商法の手口と対処法、家庭で使用する電化
製品などの事故例の紹介と対策など

市民
・随時 ・市内各地（公民館や集会
所など）

39 1,024
アンケー

ト

まず知ろう、金融商品とそのリスク
など

消費者の関心が高い分野をテーマに専門家によ
る講座

市民
・6/21，7/27，8/18，10/24 ・あ
いれふ

4 134
アンケー

ト

今さら人に聞けない「金融」「経済」

基本のキ
消費者問題等に取り組む企業と共催した講座 市民 ・3/4 ・西鉄グランドホテル 1 199

アンケー

ト

・消費生活サポーター育成講座 ・消
費生活サポーター情報交換会

地域で悪質商法の手口や対処法について伝達で
きる人材を育成するための講座および情報交換
会

市民
【育成講座】 ・随時 ・市内各地
【情報交換会】 ・10/25，2/16 ・
あいれふ

7 119 無

人生の様々なリスクと必要な備え、消
費者トラブル事例や対処法など消費生

活に関する知識

消費者教育教材「ライフサイクルゲームⅡ」を

用いて、家庭科の授業を事業者と共働で支援
市立中学校 ・10月～3月 ・各中学校 44 1,587 無

若者を狙う悪質商法の手口と対処法
・若者に多い消費者トラブル ・クーリング・オ
フ　など

市立高等学校
・9/14，2/6，2/10，2/14 ・各高
等学校

4 1,192
アンケー

ト

悪質商法の手口と対処法
・若者に多い消費者トラブル ・クーリング・オ
フ　など

大学生・専門学校生 ・4/6，2/20 ・各学校 2 149
アンケー

ト

・新大学生防犯強化月間キャンペーン
・消費者月間キャンペーン ・福岡県
悪質商法撲滅月間キャンペーン ・(そ

の他)悪質商法及び悪質キャッチセー
ルス・スカウト撃退キャンペーン

消費者月間（５月），福岡県悪質商法撲滅月間
（１２月）などに、県や警察などと連携して街

頭キャンペーンを実施。

市民

・4/1福岡大学 ・4/27天神地区 ・
12/7天神地区 ・4/13，6/28，3/3

地下鉄七隈駅周辺，JR九産大前駅
周辺，博多駅前

5 100 無

・悪質商法の手口と対処法など
悪質商法の手口や対処法及び製品事故の注意喚
起など

市民
・4/18～5/13あいれふ ・11/30～
12/21星の広場

2 - 無

・利殖商法・点検商法の注意喚起 街頭デジタルサイネージを活用した広報 市民
・4/18～5/13，11/30～12/21 ・市
役所１階市民ロビー及びソラリア
ビジョン

2 - 無

消費者トラブル、悪質商法、消費生活
に関すること

同左 同左 各校区 81 3,140 無
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（２）教育・啓発・広報資料（都道府県、政令指定都市）

自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

1 北海道 本課 多重債務問題啓発リーフレット 中長期的
多重債務の危険性や相談窓口の情報を広く周
知

委託・請負 135

1 北海道 センター センターニュース「きらめっく」 短期的
・消費生活に関する情報提供 ・消費者被害の
未然防止

直営 1,455

1 北海道 センター 特殊詐欺警報発令中！！ 中長期的  消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 45

1 北海道 センター 食品添加物（改訂版） 中長期的 消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 0

1 北海道 センター 食品添加物一覧表（改訂版） 中長期的 消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 0

1 北海道 センター 荷受代行・荷物転送にご用心！ 中長期的 消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 0

1 北海道 センター LINE乗っ取り詐欺に注意 中長期的 消費者被害の未然防止・拡大防止 直営 105

2 青森県 センター
消費生活情報誌「消費者情報あおも
り」

短期的

消費者トラブル未然防止のための注意喚起や
消費者関係法令等の制定・改廃その他消費生
活に関する情報について、県民に分かりやす
く提供する。

直営 457

2 青森県 センター
消費者ホットライン１８８（チラ
シ）

短期的 高齢者の消費者被害防止を図る 直営 267

2 青森県 センター
消費者ホットライン１８８（ポス
ター）

短期的 高齢者の消費者被害防止を図る 直営 137

2 青森県 センター
消費者ホットライン１８８（ポス
ター）

短期的
消費者被害防止と消費者ホットラインの周知
を図る

委託・請負 304

2 青森県 センター 移動消費生活講座のご案内 中長期的 移動消費生活講座の周知を図る 直営 99

2 青森県 センター 消費生活センターリーフレット 中長期的 消費生活センターの周知を図る 直営 168

3 岩手県 センター くらしのひろばNo376 短期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 161

3 岩手県 センター くらしのひろばNo377 短期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 162

3 岩手県 センター ＨＰ「消費生活Ｑ＆Ａ」 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 0

3 岩手県 センター 県民生活センターのご案内 中長期的 県民生活センターの周知 直営 26

4 宮城県 センター
冊子 「消費生活知識のマニュアル
知っておこう！これだけは」

中長期的

高等学校の家庭科の授業等で活用できる消費
者教育副読本を作成，県内全ての高校等に配
布し，効果的な消費者教育の実施に資するも
の。

委託・請負 0 713 0

4 宮城県 センター
冊子 「中学生も消費者　知ってお
こう！消費生活知識」

中長期的

中学校の家庭科の授業等で活用できる消費者
教育副読本を作成，県内の中学校等に配布
し，効果的な消費者教育の実施に資するも
の。

委託・請負 0 387 0

4 宮城県 センター
リーフレット 「知っておこう！あ
なたに迫る消費者トラブル」

中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る（出前講座資料等）

委託・請負 300 0 0

4 宮城県 センター チラシ 「みやぎの消費生活情報」 短期的
毎月１回，消費生活に関する情報を掲載した
チラシを作成・配布し，消費者トラブルの未
然防止を図る。

直営 0 0 0

5 秋田県 本課
高齢者向け特殊詐欺被害防止啓発チ
ラシ

中長期的 高齢者を対象とした特殊詐欺被害の防止 直営 0 361 0

6 山形県 センター 山形県消費生活センターニュース 短期的
消費生活に必要な知識や悪質商法等について
周知するため

直営 215 0

7 福島県 本課
高齢者向けパンフレット「だまされ
ないで！悪質商法」

中長期的
主に高齢者の消費者トラブル被害の未然防
止・拡大防止を図る（社会福祉協議会等送
付、出前講座使用）

直営 908

7 福島県 本課
学生・新社会人向け「CONSUMER'S
EYE 消費者の眼」

中長期的
主に若者の消費者トラブル被害の未然防止・
拡大防止を図る（高校・大学等送付、出前講
座使用）

直営 347 500

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用
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(平成28年度)

テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

お金のトラブルにご用心！
１契約前の検討 ２契約先の確認 ３ヤミ金業者の
勧誘に注意 ４各種相談窓口

一般消費者 25,000 24,900 無

・ネット通販購入トラブルに注意
・洗濯表示が変わります　など

・くらしに役立つ情報 ・相談事例、商品テスト
結果　など

一般消費者 264,000 264,000 無 44,000部×年6回発行

特殊詐欺、悪質商法 特殊詐欺、悪質商法の手口と対処法 一般消費者 5,000 5,000 無

食品添加物 食品添加物の種類と安全性 一般消費者 1,000 1,000 無

食品添加物 食品添加物の種類と安全性 一般消費者 1,000 1,000 無

荷受代行、荷物転送に関するトラブ
ル

荷受代行、荷物転送の手口と注意点 一般消費者 1,000 1,000 無

LINE乗っ取り詐欺 LINE乗っ取り詐欺の手口と注意点 一般消費者 5,000 5,000 無

消費者トラブル未然防止のための注
意喚起や消費者関係法令等の制定・
改廃その他消費生活に関する情報誌

・特殊詐欺被害
・県内の相談事例 ・製品事故、消費者事故

一般消費者 24,000 24,000 無

消費者トラブル未然防止のための注
意喚起

・１８８の周知 高齢者 50,000 50,000 無

消費者トラブル未然防止のための注
意喚起

・１８８の周知 高齢者 2,900 2,900 無

消費者トラブル未然防止のための注
意喚起

・特殊詐欺の注意喚起　　　　　・１８８の周知 一般消費者 1,880 1,880 無

消費者トラブル未然防止のための注
意喚起

移動消費生活講座の周知 一般消費者 10,000 5,000 無

消費者トラブル未然防止のための注
意喚起

消費生活センターの周知 一般消費者 10,000 5,000 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの有用な情報

1医療費などの還付金詐欺にご注意 2消費者110番
のお知らせ 3利用した覚えのない請求は支払わず
に無視しましょう 4電力の小売全面自由化が始ま
ります 5消費者市民社会のススメ3 6ボタン電池
の誤飲等に注意 7くらしとお金のセミナー＆相談
会 8交通事故相談 9多重債務弁護士無料相談会
10出前講座のお知らせ

一般消費者 15,138 15,138 無 県民生活センター

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの有用な情報

1お試し、実は定期購入契約 2平成27年度消費生
活相談の概要 3架空請求に注意しましょう 4いわ
て消費者トラブル防止啓発キャラクター「まての
すけ」新登場 5消費者市民社会のススメ4 6平成
28年12月から衣類等の洗濯表示が変わります 7多
重債務弁護士無料相談のお知らせ 8交通事故相談
のお知らせ

一般消費者 15,137 15,137 無 県民生活センター

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの有用な情報

1勤務先に資格講座の強引な勧誘電話があり、断
り切れず契約してしまった 2市の職員を名乗る男
から「保険料の還付金の受け取り方を教える」と
の電話があった 3インターネットオークションで
落札したコンサートのチケットが届かない 4平成
28年12月から、衣類等の洗濯表示が変わります 5
アダルトサイトとのトラブル解決をうたう探偵業
者に注意 6アパート退去に伴う敷金について

一般消費者 - - 無
隔月発行 県民生活セン
ター

県民生活センターで行っている業務
等の情報

1業務案内 2相談窓口の情報 一般消費者 19,000 19,000 無 県民生活センター

若者が消費者トラブルに巻き込まれ
ないための基礎知識

・ダマサレ度チェック ・「消費者」って誰のこ
と？ ・「契約」ってなに？ ・こんな商法に気を
付けて！ ・クーリングオフ ・ネットトラブル巻
き込まれやすさチェック ・インターネットに落
とし穴！？ ・SNS ・クレジットカード ・多重債
務 ・消費者としてできること ・相談状況・事例

若者 30,000 -
アン

ケート

若者が消費者トラブルに巻き込まれ
ないための基礎知識

・「契約」って何？ ・買い物上手になろう！ ・
消費者の権利と責任 ・消費者の行動が社会を変
える ・インターネットを上手に利用しよう ・イ
ンターネットのトラブルにご用心 ・消費生活セ
ンターに相談しよう

若者 20,000 -
アン

ケート

消費者被害に遭わないためにの予備
知識

・サクラサイト ・名義貸し ・キャッチセールス
・アポイントメントセールス ・マルチ商法 ・通
信販売の定期購入 ・ワンクリック請求，架空請
求 ・電話勧誘 ・点検商法 ・訪問購入 ・催眠
（ＳＦ）商法 ・送り付け商法

一般 14,000 - 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの知識

消費者トラブルに巻き込まれないための知識 一般 31,692 - 無

高齢者をターゲットとした特殊詐欺
被害が依然として多いことから、効
果的な広報・啓発活動の実施。

１特殊詐欺の手口の紹介・注意喚起 ２相談窓口
の周知

一般消費者（高齢者向
け）

90,000 90,000 無

消費生活全般
・最近の悪質商法の手口の紹介　　・製品事故の
注意喚起

・消費生活サポーター
・一般消費者　　・社会
福祉協議会　　　・包括
支援センター

14,530 14,530 無

高齢者が消費者トラブルに巻き込ま
れないための基礎知識

１高齢者に被害が多い悪質商法 ２クーリング・
オフ

主に高齢者 20,000 20,000 無

若者が消費者トラブルに巻き込まれ
ないための基礎知識

１若者に被害が多い悪質商法 ２契約の基礎知識
３クレジットの基礎知識 ４消費者市民社会

学生・新社会人 34,100 34,100 無

備考

事業の概要
効果測

定
の手段
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

7 福島県 本課 ふくしまくらしの情報 短期的
一般消費者へ消費生活情報の普及・啓発を図
る

直営 1,448

8 茨城県 センター
いざというときはクーリング・オフ
を活用しましょう

中長期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 211 0

8 茨城県 センター
高齢者被害未然防止キャンペーン用
リーフレット

短期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 191 0

8 茨城県 センター
高齢者被害未然防止キャンペーン用
ポスター

短期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 0 0

8 茨城県 センター
若者向け悪質商法被害未然防止キャ
ンペーン用リーフレット

短期的 消費者トラブル未然防止 直営 330 0 0

8 茨城県 センター
若者向け悪質商法被害未然防止キャ
ンペーン用ポスター

短期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 0 0

8 茨城県 センター 消費者トラブルあれこれ 中長期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 170 0

8 茨城県 センター 見守りガイドブック 中長期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 308 0

8 茨城県 センター インターネット正しく知って 中長期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 120 0

8 茨城県 センター みんなで防ごう悪質商法 中長期的 消費者トラブル未然防止 直営 0 250 0

8 茨城県 センター 消費生活センターごあんない 中長期的 啓発・広報 直営 51 0 0

9 栃木県 双方
消費者教育普及のためのリーフレッ
ト

中長期的 学校教育における消費者教育の推進 委託・請負 3,915

9 栃木県 双方
消費者教育普及のためのリーフレッ
ト

中長期的 学校教育における消費者教育の推進 委託・請負 113

9 栃木県 双方
高齢者の消費者被害防止のための
リーフレット

中長期的
高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止を
図る

委託・請負 749

9 栃木県 双方
プロスポーツチーム試合会場におけ
る若者向けの消費者被害防止啓発
リーフレット

中長期的
若者の消費者被害防止及び相談窓口の周知を
図る

委託・請負 420

9 栃木県 双方
新しい洗濯表示啓発のためのリーフ
レット

中長期的 新しい洗濯表示の周知を図る 委託・請負 195

10 群馬県 本課 ぐんまくらしのニュース 短期的
県民に対し、注意が必要なトラブルなどにつ
いて、相談事例を基に注意喚起を図る（年４
回発行）

直営 434

10 群馬県 本課 多重債務者無料相談会案内チラシ 短期的
多重債務者無料相談会開催について周知し、
参加を呼びかける

直営 164

10 群馬県 本課 消費者学習啓発用教材 中長期的
若者に消費者トラブルの実態を認識させ、未
然に防止できる能力、事後的に処理できる能
力を習得させることを目的とした教材

直営 200

10 群馬県 双方
消費生活センター周知用リーフレッ
ト

中長期的
消費生活センターについて広く県民に周知す
る

直営 141

10 群馬県 双方
多重債務相談窓口周知用リーフレッ
ト

中長期的 多重債務相談について広く県民に周知する 直営 141

11 埼玉県 本課 高齢者を守るお助けかわらばん 中長期的 高齢者向け悪質商法の被害防止 直営 6,608

11 埼玉県 センター 情報紙「彩の国くらしレポート」 中長期的 悪質商法の被害防止 直営 793

12 千葉県 本課
冊子「オトナ社会へのパスポート
知っておきたいこれだけは」テキス
ト、指導者向け手引書

中長期的
若者（高校生）向け消費者被害防止のための
啓発冊子、指導書

直営 817 343

12 千葉県 本課
冊子「みんな消費者だから～大学生
から考えてみよう！～」

中長期的 大学生向けの消費者啓発用ハンドブック 直営 346

13 東京都 本課
冊子「景品表示法の正しい知識
知っておきたい広告表示のルール」

中長期的
消費者トラブル防止のための事業者向け景品
表示法ガイドブック

委託・請負 67 0 0

13 東京都 本課
冊子「これだけは守りたい販売事業
者のルール　特定商取引法の正しい
知識」

中長期的
消費者トラブル防止のための事業者向け特定
商取引法ガイドブック

委託・請負 56 0 0

13 東京都 本課
冊子「景品表示法及び特定商取引法
のコンプライアンス　取組のススメ
編」

中長期的
景品表示法や特定商取引法のコンプライアン
スの取組を進めるための事業者向け啓発ガイ
ドブック

委託・請負 108 0 0

13 東京都 本課
冊子「景品表示法及び特定商取引法
のコンプライアンス　実例集」

中長期的
景品表示法や特定商取引法のコンプライアン
スの取組を進めるための事業者向け啓発ガイ
ドブック

委託・請負 108 0 0

13 東京都 本課
冊子「東京都消費生活条例で禁止し
ている不適正取引行為」

中長期的
消費者トラブル防止のための条例解説ガイド
ブック

委託・請負 135 0 0

13 東京都 本課
ヒヤリ・ハットレポートNo.13「乳
幼児の家庭内の水回り事故防止ガイ
ド」

中長期的
乳幼児の水回りの事故防止のポイントをまと
め、事故の未然防止を図る

委託・請負 718 0 0

13 東京都 本課
リーフレット 「乳幼児の歯みがき
中の喉突き事故に注意！」

中長期的
商品等安全対策協議会報告に基づき、乳幼児
の事故防止を図る

委託・請負 518 0 0

13 東京都 センター
消費生活情報誌「東京くらしねっ
と」

中長期的
都民の消費者意識の高揚と主体的・合理的な
消費行動の促進を図る。

委託・請負 20,015 0 0
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

自立した消費者育成のための情報提
供

１消費生活行政に係る情報提供 ２自家消費野菜
等の放射能検査 ３出前講座案内

一般消費者 400,000 400,000 無
生協広報誌への折込配布
等（年４回）

一般消費者の消費者被害未然防止 クーリング・オフについての知識 一般消費者 3,000 3,000 無

高齢者の消費者被害未然防止 悪質商法の事例と対処法 一般消費者 34,000 34,000 無
費用にはポスター作製費を
含む

高齢者の消費者被害未然防止 啓発 一般消費者 700 700 無

若者の消費者被害未然防止 悪質商法の事例と対処法 一般消費者 65,000 65,000 無
費用にはポスター作製費を
含む

若者の消費者被害未然防止 啓発 一般消費者 1,070 1,070 無

若者の消費者被害未然防止 消費者トラブル事例 一般消費者 10,000 10,000 無

高齢者の消費者被害未然防止 悪質商法の事例と対処法 一般消費者 5,000 5,000 無

若者の消費者被害未然防止 インターネットトラブルの事例と対処法 一般消費者 3,000 3,000 無

高齢者の消費者被害未然防止 悪質商法の事例と対処法 一般消費者 1,500 1,500 無

消費生活センター案内 消費生活センター案内 一般消費者 10,000 5,000 無

・小学生の消費生活ノート ・中学
生の消費生活ノート

消費者教育 小中学生 47,500 45,200 無

私たちの消費がつくる未来～消費者
市民社会をめざして～

消費者教育 高校生 20,000 19,400 無

あなたの大切な老後の資金が狙われ
ています！！

悪質商法被害防止や消費者トラブルで困った場合
の消費生活センターへの相談についての啓発等

民生委員、地域包括支援
センター等

18,000 10,000 無

悪質商法にはしっかりディフェン
ス!

若者の消費者被害防止及び相談窓口の周知 一般消費者 （特に若者） 132,500 107,800 無

平成28年12月から洗濯表示が変わり
ました

新しい洗濯表示の周知 一般消費者 30,000 8,000 無

消費者教育や消費者トラブルへの注
意喚起

【Ｈ28.6月発行分】架空請求・ワンクリック請求
について 【Ｈ28.9月発行分】 ・還付金詐欺につ
いて ・借金に悩む人のための無料相談会の実施
【Ｈ28.11月発行分】 ・定期購入トラブルについ
て 【H29.1月発行分】 ・消費者行政の充実に向
けて（知事表明） ・荷受け代行アルバイトにつ
いて

一般消費者 41,000 41,000 無

多重債務者無料相談会のご案内
１.相談会の内容（債務整理相談、生活再建相
談、こころの相談の一体的実施） ２.相談会の日
程 ３.受付窓口の案内

県内在住の多重債務者 35,000 35,000 無

「若者向け消費者被害防止ハンド
ブック　消費者トラブルＳＯＳ！」

・若者に多い消費者トラブルの事例及び対処方
法、未然防止策等 ・クーリング・オフ制度につ
いて ・県内消費生活センターの案内

高校生、大学生等の若者
を中心とした一般県民

20,000 18,830 無

消費生活センターのご紹介
消費生活センターの業務内容や相談事例、県内の
相談窓口の紹介など

一般消費者 30,000 27,580 無

多重債務相談のご案内 多重債務相談の概要、県内の相談窓口の紹介など 一般消費者 9,000 8,205 無

消費生活センターの相談情報や悪質
事業者処分情報など、県に集約され
た情報から分かりやすいイラスト入
り資料及び冊子を作成し、市町村や
地域包括支援センターなどを通じて
高齢者へ発信し、消費者被害の防止
を図る。

月１回、高齢者向けに悪質商法の被害防止や消費
生活に関する情報を４コマ漫画で分かりやすく提
供。

主に高齢者 780,000 780,000 無

悪質商法の被害防止などの情報を提
供することで消費者の安心・安全な
暮らしを支援する。

年４回、悪質商法の被害防止や消費生活に関する
情報を分かりやすく提供。

高齢者、地域包括支援セ
ンター、民生委員等

212,000 212,000 無

消費生活に関する基本的な法律知識
やインターネット、マネートラブル
についての対処法

①契約　②インターネット　③マネー　④消費者
市民社会　⑤法律

（テキスト）高校生、教
員 （指導書）教員

97,000 86,767 無

大学生が遭遇しやすい消費者トラブ
ルの事例や防止策を紹介

①消費者契約、②クレジットカード利用の注意
点、③SNSオンラインゲームの注意点、④賃貸ト
ラブル・退去時の原状回復、⑤特定継続的役務提
供・クーリングオフ、⑥フェアトレード・消費者
市民社会・持続可能な消費

大学生 20,000 15,025 無

事業者が守るべき表示のルール
No1表示、二重価格表示、強調・打消し表示等不
当表示指導事例、注意点

事業者 1,000 1,000
アン

ケート

事業者が守るべき販売のルール
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、
通信販売

事業者 600 600
アン

ケート

事業者の法令遵守意識の向上
関係法令の基礎知識、コンプライアンスの取組の
ポイント、取組によるメリット（事例紹介）等

事業者 500 500 無

事業者の法令遵守意識の向上 事業者の具体的な取組事例の紹介 事業者 500 500 無

事業者が守るべき取引のルール
東京都消費生活条例で禁止している不適正取引行
為の解説

事業者 500 500 無

乳幼児の水回りの事故防止
1 ヒヤリ・ハット体験事例紹介 2 事故防止のポ
イント 3 応急手当

一般消費者 60,000 57,400
アン

ケート

歯ブラシによる子供の喉突き事故防
止

・重症事故等事例 ・被害状況再現実験 ・安全対
策 ・事故が起こった時の対応

一般消費者 100,000 64,889 無

消費生活に関するさまざまな問題
消費生活に関する話題、消費者相談事例、商品テ
スト結果、安全情報等

一般都民 1,200,000 1,200,000
アン

ケート
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

13 東京都 センター ＷＥＢ版消費者教育読本 中長期的 学校における消費者教育の推進を図る。 委託・請負 5,108 0 0

13 東京都 センター 消費者教育ＤＶＤ 中長期的
「楽しくわかりやすい教材」として学校や家
庭、地域での消費者教育に役立てる。

委託・請負 6,409 0 0

13 東京都 センター
教員向け情報提供誌「わたしは消費
者」

中長期的
学校における消費者教育に携わる教員への情
報提供

委託・請負 1,823 0 0

13 東京都 センター
消費者教育読本「飯田橋四コマ劇
場」

中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

委託・請負 0 2,230 0

13 東京都 センター
リーフレット「東京都からのお知ら
せ　悪質商法が狙っています！」

中長期的
高齢者の消費者トラブル被害の未然防止・拡
大防止を図る

委託・請負 425

14 神奈川県 本課
リーフレット 「契約のきりふだ
（若者編）」

中長期的
悪質商法被害の未然防止を図るため、対象別
に毎年度悪質商法の事例を最新の情報に更新
し、普及・啓発を行う。

直営 961 0 0

14 神奈川県 本課
リーフレット 「契約のきりふだ
（高齢者編）」

中長期的
悪質商法被害の未然防止を図るため、対象別
に毎年度悪質商法の事例を最新の情報に更新
し、普及・啓発を行う。

直営 -

14 神奈川県 本課
リーフレット 「これで安心、大丈
夫！」

中長期的

知的障害者（自立して生活している者）の消
費者被害未然防止を図るため、消費者被害の
事例説明と対処法を掲載し、普及・啓発を行
う。

直営 0 340 0

14 神奈川県 本課
冊子「障害者の消費生活　見守りガ
イドブック」

中長期的

障害者の消費者被害未然防止を図るため、障
害者の支援者、見守り者向けに消費者被害の
事例説明と対処法を掲載し、普及・啓発を行
う。

直営 0 681 0

14 神奈川県 本課
冊子　中学生用消費者教育教材
「STEP UP～かしこい消費者になろ
う」

短期的

契約の基礎知識と若者が狙われることの多い
悪質商法の事例やその対処法、インターネッ
ト関連情報などを提供し、自分で考え行動で
きる消費者の育成を図る。

直営 2,033 0 0

14 神奈川県 本課
冊子　高校生用消費者教育教材
「JUMP UP～消費者力を身につけよ
う」

短期的

契約の基礎知識と若者が狙われることの多い
悪質商法の事例やその対処法、インターネッ
ト関連情報などを提供し、自分で考え行動で
きる消費者の育成を図る。

直営 -

14 神奈川県 本課
冊子　消費者教育教員用解説書
「消費者教育サポートブック」

短期的
上記中学生・高校生向け消費者教育教材を活
用した授業を学校現場で行うための、教員用
解説書。

直営 -

14 神奈川県 本課
リーフレット　小学生向け消費者教
育資料「『プリペイドカード』を
知って“お金名人”をめざそう！」

中長期的

プリペイドカードの適切な使い方を学び、金
銭トラブルの未然防止や金銭管理を行える人
材の育成を図る。児童用ワークシートと教師
用指導マニュアルがある。

直営 914

14 神奈川県 本課
リーフレット 社会人向け消費者市
民社会啓発資料 「買い物が未来を
つくる　未来をかえる」

中長期的
社会人を対象とした消費者教育資料を作成
し、消費者市民社会の啓発を行う。

委託・請負 268

14 神奈川県 本課
教材型冊子「かながわくらしテキス
ト」

短期的
最新の相談情報を活用して被害の多い相談事
例や悪質商法の手口を分析し、対処法などを
わかりやすく県民に提供する。

直営 1,132 0 0

15 新潟県 センター
高校生向け消費者教育福読本 「Ｃ
ａｕｔｉｏｎ！”これからを生き
る”応援ブック」

中長期的
消費者トラブルの未然防止のため、高校生向
けに作成した教材(消費者問題等を学習する授
業の副読本)

直営 671

15 新潟県 センター
パンフレット｢はい!新潟県消費生活
センターです｣

中長期的
一般消費者向けにセンターの周知と悪質商法
による被害防止の啓発を図る

直営 208

15 新潟県 本課 生活情報にいがた「くらしほっと」 中長期的
消費生活に関連した幅広い情報を県民に提供
する

直営 29 680

15 新潟県 本課
地域で高齢者を見守るための｢見守
りハンドブック」

中長期的
高齢者の被害防止のため、見守り者向けに啓
発と相談機関への誘導を図る

直営 906

15 新潟県 本課
新潟くらしの安全かわら版「きーつ
けなせや」総集版

中長期的 消費者の事故防止、消費者被害防止 直営 864

16 富山県 本課
高齢者・障害者消費生活見守りハン
ドブック

中長期的
高齢者や障害者を狙った消費者トラブルの未
然防止・拡大防止を図る。

直営 972

16 富山県 本課
富山県消費者教育推進計画（概要
版）パンフレット

中長期的
富山県消費者教育推進計画について周知す
る。

直営 99

16 富山県 センター くらしの情報とやま 短期的 消費者行政情報の提供、相談事例の紹介 直営 678

16 富山県 センター 商品テスト情報 短期的 商品知識等の情報提供 直営 72

16 富山県 センター チャレンジ！賢い消費者 中長期的 中学生等講座で使用するテキスト 直営 316

16 富山県 センター 消費者トラブルミニ事例集 中長期的 新成人等若者向け啓発冊子 直営 377
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

ちえとまなぶの ず～っと役立つ
お金の話

買い物の疑似体験を通して、商品を選択する力、
消費者の権利と責任の考え方及び批判的思考を養
う。

特別支援学校高等部生・
若者向け

- -
アン

ケート

その情報、誰のもの？ ～情報社会
と権利侵害～

民法と契約の基礎知識 中学生・高校生向け 1,400 1,400
アン

ケート

消費生活に関するさまざまな問題
消費生活上の新たな課題に関する情報や消費者教
育実践例等の情報提供

教員 17,200 17,200
アン

ケート

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

①若者向け  ・くらしに潜む悪質商法・トラブ
ル、くらしに役立つ知識 ②ミドル層向け  ・く
らしに潜む悪質商法・トラブル、くらしに役立つ
知識

都民等 100,000 100,000 無 ①30000、20000 ②50000

宅配事業者等と連携し、注意喚起情
報を声掛けをしながら手渡しで届け
る

四コマ漫画を活用した悪質商法の手口紹介など 高齢者 154,200 147,154 その他
連携する宅配事業者等か
ら、実施報告書を受領

キャッチセールス アポイントメン
トセールス ＳＮＳを使った勧誘 ア
ダルトサイト・出会い系サイトほか

・キャッチセールス事例紹介 ・アポイントメン
トセールス事例紹介 ・ＳＮＳを使った勧誘事例
紹介 ・ネットトラブル事例紹介　ほか

若者 50,000 41,000 その他
※費用は、リーフレット「契
約の切り札（高齢者編）」を
含む

訪問販売 電話勧誘販売 利殖商法
ＳＦ商法　ほか

・訪問販売事例・対処法 ・電話勧誘販売事例・
対処法 ・利殖商法事例・対処法 ・ＳＦ商法事
例・対処法　ほか

高齢者 60,000 43,000 その他

契約における名義貸しによる消費者
トラブル

スマートフォンの契約における名義貸しトラブル
事例・対処法

知的障害者（自立して生
活している者）

45,000 43,000 無

悪質住宅リフォーム サクラサイト
商法 詐欺的な金融商品 不当請求
ほか

・障害者の見守り基礎知識 ・事例（悪質住宅リ
フォーム、サクラサイト商法等）で学ぶ気づき、
対応のポイント ・トラブルの解決法と見守り方

障害者の支援者、見守り
者

10,000 8,300 無

・契約の基礎知識・解説 ・民法の
解説、クーリング・オフの解説 ・
インターネット上の個人情報管理
・消費生活相談窓口案内　ほか

契約ってなに？ 購入した後でも契約をやめられ
る？ ＳＮＳってなんだろう？ まとめのクイズ
ほか

中学生等 84,000 84,000 その他
※費用は、高校生用消費
者教育教材及び消費者教
育教員用解説書を含む

・消費者の定義、消費者基本法解説
・民法、消費者契約法、特商法 ・
クーリング・オフの解説 ・イン
ターネットトラブル解説　ほか

消費者って何だろう？ 消費者をめぐる法律 クー
リング・オフは消費者の味方 インターネットは
危険がいっぱい　ほか

高校生等 67,000 67,000 その他

・契約の基礎知識・解説 ・消費者
関連法規の解説 ・悪質商法の事例
解説、対処法 ・ネットトラブル、
個人情報管理　ほか

契約とは 関係法規 若者を狙う悪質商法 ネット
世界を生きる　ほか

教職員等 3,500 3,500 その他

プリペイドカードの知識・使い方
「プリペイドカード」とは 「プリペイドカー
ド」の知識 「プリペイドカード」の管理方法

小学生等 105,000 99,927 その他

成人以上の消費者を対象として、自
立した消費者として行動することを
啓発するとともに、消費行動を通し
て公正かつ持続可能な社会作りに積
極的に参画する「消費者市民社会」
の実現に向け、その考え方をわかり
やすく啓発する。

・買い物の基準 ・買い物は「消費者の投票」 ・
エシカル消費関連認証ラベルの紹介 ・具体的な
行動例 ・クイズ

中学生以上の消費者 10,000 10,000 無

県内の消費生活相談概要、高齢者に
多い消費生活トラブル事例紹介など

初回お試し注文、住宅修理、パソコンウイルス感
染、原野商法　等

一般県民 90,000 83,000 その他

・契約の基礎知識 ・若者に多い消
費者トラブル ・クーリング・オフ
・消費者信用(クレジットカード）
など

・消費生活センターに寄せられた相談事例につい
て ・基本的な契約の知識をわかりやすく説明 ・
クーリング・オフ通知の書き方　　など

若者（高校生向け） 34,900 32,000 無

消費生活センターの周知と消費者被
害防止

・消費生活センターの役割 ・トラブル相談事例
とアドバイス ・クーリング・オフの紹介など

一般消費者 5,000 3,500 無

消費生活に関するさまざまな問題
・消費者への注意喚起 ・物価情報 ・消費生活に
関する事業・イベント等の案内

一般消費者 168,000 168,000 無

高齢者の被害防止
・高齢者が被害に遭いやすい悪質商法の事例 ・
気づきのポイント ・つなぐシート ・トラブル対
応のフローチャート

高齢者等を見守る方 12,500 10,000 無

製品安全・消費者事故等の情報を発
信、消費者被害防止の注意喚起など

・製品安全、消費者事故の情報 ・製品事故防
止、リコール情報 ・消費者被害、トラブルの注
意喚起　など

一般消費者 2,500 1,750 無

高齢者・障害者の消費生活を見守る
ポイント

１消費者トラブル事例 ２トラブルの解決法や県
下消費生活センターの連絡先

地域で見守りを行う方 10,000 8,000 無

富山県消費者教育推進計画の概要 富山県消費者教育推進計画の概要 一般消費者 2,000 200 無

・消費生活に関する情報 ・製品事
故の注意喚起 ・消費者行政のお知
らせ

消費生活相談事例紹介 一般消費者 52,200 51,000 無

電気ケトル
テスト結果及びアドバイスの状況（北陸三県共同
テスト）

一般消費者、関係機関 1,500 1,350 無

自立した消費者になろう
・契約の基本 ・中高生の消費者トラブルと対処
法

中学生、高校生 10,000 100 無 H29配布

大人として知っておきたい対処法
・契約の基本 ・若者の消費者トラブル事例と対
処法

新成人等若者 13,000 12,000 無
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

16 富山県 センター くらしの安心情報ファイル 中長期的 くらしの安心情報ファイル 直営 0

17 石川県 本課
知っておきたい！景品表示法が規制
する食品表示のルール

中長期的
景品表示法が規制する食品表示に対する一般
県民の知識向上

委託・請負 0 160 0

17 石川県 本課
リーフレット「多重債務に陥らない
ために」

中長期的
多重債務の解決方法や県・市町、関係団体等
の多重債務相談窓口の周知

委託・請負 0 0 84

17 石川県 センター
マイライフいしかわ（くらしの情報
誌）

中長期的
センターの活動報告、行事案内、くらしの知
識等を紹介

委託・請負 107 0 0

17 石川県 センター 若者の消費生活ハンドブック 中長期的
契約の基礎知識や若者に多い消費者トラブル
の事例等を紹介し、被害の未然防止・拡大防
止を図る。

委託・請負 0 0 489

17 石川県 センター 消費生活ガイド 中長期的

高等教育機関１年生、新入社員を対象に、契
約や消費者関連法の基礎知識、トラブル事
例、製品事故等について紹介。消費者トラブ
ル予防のみならず、「消費者市民社会」を担
う消費者の育成を目的とする

委託・請負 0 905 99

17 石川県 センター
アイライフいしかわ（消費者安全広
報誌）

中長期的 消費者安全に特化した啓発情報の提供 委託・請負 0 168 0

17 石川県 センター
メールマガジン「消費生活ほっと情
報」

中長期的
消費者トラブルを未然に防止し、安心安全な
消費生活に役立てる。

直営 0 0 0

17 石川県 センター 展示パネル 中長期的
消費生活関連の法改正に対応したパネルの作
成（商品テスト結果を含む）

委託・請負 0 153 0

18 福井県 本課 くらしの情報ふくい 中長期的
消費者トラブルの注意喚起・消費生活情報提
供

委託・請負 2,467

18 福井県 本課 消費生活モニターハンドブック 中長期的 消費生活モニターが活動するための手引き 委託・請負 46

18 福井県 センター
みんなでめざそう！かしこい消費者
みんなで考えよう消費生活のこと

中長期的 小・中学生向け消費者教育 委託・請負 168 171

18 福井県 センター
ちょっと待った！その契約 おいし
い話に気を付けて！

短期的 若者の消費トラブル防止 委託・請負 162

18 福井県 センター
平成28年度事業概要・平成27年度事
業実績

中長期的 センターの事業概要と事業実績 委託・請負 58

18 福井県 本課
事業者のみなさんへ消費者教育のす
すめ

中長期的 事業者向け消費者教育の理解促進 委託・請負 31

18 福井県 本課 気をつけよう！振り込め詐欺 中長期的 特殊詐欺被害防止 委託・請負 1,295

18 福井県 本課 みんなでつくろう消費者市民社会 中長期的 消費者市民社会の普及 委託・請負 313

19 山梨県 双方 消費生活情報誌 「かいじ号」 短期的
消費者問題の実態と問題解決のために必要な
情報の提供

直営 358 120

19 山梨県 本課
消費生活情報誌 「かいじ号」 金融
広報特集号

短期的
消費者問題の実態と問題解決のために必要な
情報の提供

直営 254

19 山梨県 センター
消費者教育教材 「消費者市民社会
をつくる」追加教材「フェアトレー
ドから考える私たちの消費生活」

中長期的 中学生、高校生の消費者教育の推進 直営 0 0 0

20 長野県 本課 「特殊詐欺！ひとごとじゃない！」 短期的 特殊詐欺被害の未然防止を図る 委託・請負 373

20 長野県 本課 「特殊詐欺！ひとごとじゃない！」 短期的 特殊詐欺被害の未然防止を図る 委託・請負 128

20 長野県 本課 中学生もみんな消費者 中長期的 中学生に対する消費者教育 委託・請負 172

20 長野県 本課 ぼくも私も消費者 中長期的 小学生に対する消費者教育 委託・請負 172

20 長野県 本課 早わざクーリングオフはがき 中長期的 クーリングオフ制度の周知 委託・請負 81

20 長野県 本課 ストップ！消費者被害 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

委託・請負 84

20 長野県 本課 あなたの明るい未来に向けて 中長期的 若者向けに多重債務防止を啓発 委託・請負 200

20 長野県 本課 くらしまる得情報 中長期的
生活に役立つ情報・知識等を広く県民に提供
し、消費者被害の未然防止を図る

委託・請負 1,239

21 岐阜県 双方 消費者トラブル防止カレンダー 中長期的 高齢者の消費者トラブル未然防止 委託・請負 0 989 0

21 岐阜県 双方
消費者教育副読本「おっと！落とし
穴」

中長期的 高等学校における消費者教育資料として活用 委託・請負 1,400 0 0

21 岐阜県 双方
パンフレット「岐阜県県民生活相談
センターのご案内」

中長期的 センター業務内容の総合案内 直営 24 0 0

21 岐阜県 双方 リーフレット「悪質商法お助け隊」 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 0 70 0

21 岐阜県 双方 冊子「消費者トラブル～若者編～」 中長期的 若者（高校卒業後）向けの消費者教育教材 直営 0 295 0

21 岐阜県 双方
宅配伝票「みんなで防ごう高齢者詐
欺」

中長期的 高齢者の消費者トラブル未然防止 委託・請負 0 648 0

22 静岡県 本課 生活情報誌「くらしのめ」 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

委託・請負 1,730

22 静岡県 本課 生活情報誌「くらしのめ」 中長期的
災害時トラブル被害・未然防止。拡大防止を
図る

委託・請負 1,253

22 静岡県 本課
メールマガジン 「くらしのめ～
ル」

短期的 消費者に対してのタイムリーな情報発信 委託・請負 862
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

消費者トラブルの相談事例 最新の相談事例
・一般消費者 ・「くらし
の安心ネットとやま」会
員へのメール配信

0 0 無 ホームページで掲載

食品の表示
・消費者に誤認を与える不当表示の禁止 ・改正
景品表示法について

一般県民 15,000 6,700 無

多重債務
・多重債務の原因と注意点 ・多重債務に陥らな
いために気をつけること ・債務整理の4つの方法
・多重債務に関する相談窓口の紹介

一般県民 4,200 3,900 無

センターの活動報告、行事案内、く
らしの知識等を紹介

消費者行政、相談事例など消費生活情報の提供、
年２回発行

一般県民 13,000 13,000 無

契約の基礎知識や若者に多い消費者
トラブルの事例等を紹介し、被害の
未然防止・拡大防止を図る。

・あなたも消費者 ・契約と消費者トラブル ・製
品の安全 ・消費生活に関する相談・情報の窓口

新高校１年生、中学校消
費者教育担当教員

13,500 13,500
アン

ケート

高等教育機関１年生、新入社員を対
象に、契約や消費者関連法の基礎知
識、トラブル事例、製品事故等につ
いて紹介。消費者トラブル予防のみ
ならず、「消費者市民社会」を担う
消費者の育成を目的とする

契約のルールを知る、ネット社会のルールを知
る、お金の基本ルールを知る、かしこい消費者を
目指して

大学・短大・専門学校の
学生、企業の社員など

15,000 15,000 無

消費者安全に特化した啓発情報の提
供

製品安全、くらしの危険など、年２回発行 一般県民 13,000 13,000 無

消費者トラブルを未然に防止し、安
心安全な消費生活に役立てる。

消費生活トラブル最新情報やイベントを月２回程
度送信 （主な内容)①消費者向け講座などのイベ
ントのお知らせ②相談の多い消費者トラブルの情
報③高齢者・障がい者・子どもの見守り情報④製
品の安全情報、商品テスト情報　ほか

一般県民（登録者） - 1,012 無

商品テスト、消費者トラブル 「電子ケトルを調べてみました」ほか 一般県民 28 0 無

消費生活に関する情報提供
悪質商法の手口、製品安全情報、講座・相談会の
告知

一般消費者 275,000 271,900 無 25,000部×11月

地域と行政をつなぐパイプ役 モニターとしての必要知識 消費生活モニター 300 293 無

賢い消費者になるための意識づけ ・商品選択の基礎知識 ・契約の基礎知識 小学5年生 中学2年生 16,300 15,700 無
小学生用8,000部 中学生
用8,300部

若者啓発用リーフレット 若者に多い消費トラブルの注意喚起
高校生、専門学校生、大
学生等

25,000 25,000 無

センターの事業概要と事業実績
・センターの事業概要と事業実績 ・統計 ・商品
レポート

行政機関、図書館等 200 200 無

事業者向け消費者教育推進 ・消費者市民者社会 ・実践事例紹介 事業者 300 150 無

特殊詐欺への注意喚起 架空請求、名義貸し、オレオレ詐欺、還付金詐欺 一般消費者 110,000 108,000 無

消費者市民社会の普及
・消費者市民社会について ・福井県の取り組み
について

一般消費者 高校1・2年生 21,000 17,000 無

消費者問題の実態と問題解決のため
に必要な情報の提供

１消費者トラブル未然防止のための啓発 ２消費
者取引関係法の周知等

一般消費者 68,000 68,000 無
年4回発行 1回17,000部発
行

金融関係情報の提供
１山梨県金融広報委員会活動紹介 ２多重債務相
談窓口 ３金融トラブル事例

一般消費者 20,000 20,000 無

中学・高校における消費者教育の指
導方法及び指導資料

１．フェアトレードについて ２．映像教材 ３．
授業案（パワーポイントを含む）

中学生～高校生 - - その他
出前講座で使用し、報告書
の感想を参考にする。

特殊詐欺の手口や対処方法の基礎知
識

特殊詐欺のキーワードや電話機対策などを掲載 一般消費者 250,000 242,000 無

特殊詐欺に対する心構え 特殊詐欺のキーワードや電話機対策などを掲載 一般消費者 51,000 44,000 無

中学生向け消費者教育 契約、インターネット、製品事故等 中学生 1,000 10 無

小学生向け消費者教育 お金の遣い方、インターネット等 小学生 1,000 10 無

クーリングオフについて
クーリングオフの説明及びクーリングオフはがき
の書き方

一般消費者 10,000 4,000 無

契約の知識、クーリングオフについ
て

契約の知識、クーリングオフについて 一般消費者 10,000 3,500 無

多重債務に陥らないために
多重債務に陥らないための自己管理、金利・クレ
ジット等の知識、多重債務の解決方法、相談窓口

高校、大学、関係機関 53,000 52,000 無

消費者問題全般に関する情報提供・
注意喚起

特殊詐欺、悪質商法・契約知識等に関する情報・
注意喚起

一般県民（回覧） 関係機
関

356,000 343,600 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

月めくりの見開きカレンダーの上段に毎月異なる
消費者トラブルの事例をイラスト・注意喚起文等
入りで掲載、下段はカレンダー

一般消費者 18,000 18,000 無

教育現場における消費者教育の支援
消費生活の基礎知識、消費者トラブル事例、対処
法等

高校生 27,000 23,000
アン

ケート

センター相談業務の総合案内
相談日時、相談方法、県内の消費生活相談窓口、
センターへの交通アクセス

一般消費者 2,000 1,700 無

悪質商法の紹介とクーリングオフ手
続きについて

悪質商法の手口、クーリングオフ 一般消費者 10,000 5,000 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

消費者トラブル事例、法令基礎知識、クレジット
カードの知識、消費者市民社会について

若者（高校卒業後） 10,000 2,300 無

高齢者の消費者被害の未然防止
コンビニエンスストア配置の宅配伝票に注意喚起
文を印刷

一般消費者 122,000 122,000 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

・契約の基礎知識 ・多重債務相談 ・インター
ネットトラブル

一般消費者 165,000 153,500 無

災害時のトラブルに巻き込まれない
ための基礎知識

・災害時の悪質商法の基礎知識 ・災害への事前
準備の基礎知識 ・災害用伝言ダイヤル

一般消費者 143,000 135,000 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

・悪質商法注意喚起、製品事故情報など 一般消費者 - 2,470 無

239



自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
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22 静岡県 センター 冊子 「高齢消費者見守り情報」 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る。（出前講座資料等）

直営 0 290 0

22 静岡県 センター 冊子「高齢消費者見守り情報」 中長期的 地域、家庭における高齢者の見守りを促す。 直営 215

22 静岡県 センター ポルトガル語版広報誌 中長期的
ポルトガル語による消費生活に関する情報提
供

直営 41

23 愛知県 本課
消費者トラブル情報-あいちクリオ
通信-

短期的

消費生活相談の統計データによる相談傾向と
相談事例を毎月紹介することにより、消費者
への注意喚起を通じた被害未然防止・拡大防
止を図る。

直営 0 0 0

23 愛知県 本課 消費者注意情報 短期的
消費生活相談から相談が急増している内容や
注意が必要な新たな手口などを随時発信し、
注意喚起を図る。

直営 0 0 0

23 愛知県 本課
消費生活情報 「あいち暮らしっ
く」

中長期的
消費生活に関する情報を提供するとともに、
消費者意識の高揚を図る。

委託・請負 663 0 570

23 愛知県 本課
教員情報提供紙「あいち消費者教育
リポート」

中長期的
消費者トラブルの実態や消費者問題を教育現
場に提供し、消費者教育を支援する。

委託・請負 157 0 0

24 三重県 双方
パンフレット「知って備える消費者
トラブル」

中長期的 消費者トラブル被害の未然防止 委託・請負 130

24 三重県 双方
パンフレット「こんな契約トラブル
が多発しています！！」

中長期的 消費者トラブル被害の未然防止 委託・請負 85

24 三重県 双方 チラシ「悪徳商法にご用心」 中長期的 消費者トラブル被害の未然防止 委託・請負 46

25 滋賀県 センター くらしのかわら版 短期的 一般消費者啓発 直営 0 0

25 滋賀県 センター あま～い誘いにご用心 短期的 若者向け啓発 直営 94 0 0

25 滋賀県 センター クーリング・オフってなに？ 中長期的 一般消費者啓発 直営 22 0 0

26 京都府 本課 チラシ「特殊詐欺等被害防止啓発」 中長期的 高齢者の消費者トラブル未然防止 直営 172

26 京都府 本課
リーフレット「近畿府県共同作成
リーフレット」

短期的 若年者の消費者トラブル未然防止 直営 0 187

26 京都府 本課
チラシ「消費者注意報」(年6回発
行）

中長期的 消費者トラブル未然防止 直営 158 79

26 京都府 本課 チラシ「くらしのひろば」 短期的 イベント紹介 直営 27

26 京都府 本課
冊子「エシカル消費の普及・啓発マ
ンガ」

中長期的 エシカル消費の普及啓発 直営 178

26 京都府 本課 センターのしおり 中長期的 センター案内 直営 24

26 京都府 本課 地域の見守りハンドブック 中長期的
消費者被害にあわないための地域の見守り手
引き

直営 538

26 京都府 本課 リーフレット「特殊詐欺未然防止」 中長期的 こんな電話はサギ！ 直営 167

26 京都府 本課
リーフレット「エシカル消費・商品
等に関する意識行動調査報告書概要
版」

中長期的 エシカル消費の普及啓発 直営 78

26 京都府 本課
冊子「エシカル消費・商品等に関す
る意識行動調査報告書」

中長期的
日常生活への浸透を深めるための有効な取
組、企業への発信

直営 94

26 京都府 本課 冊子「消費者注意報」 中長期的 消費者トラブル未然防止 直営 197

27 大阪府 センター
大阪府・大阪市　生活情報誌「くら
しすと」

短期的
消費者問題について広く府民に周知すること
により、消費者被害の未然防止・拡大防止を
図る

委託・請負 - - -

27 大阪府 センター
大阪府・大阪市　生活情報誌「くら
しすと」（点字版）

短期的
視覚障がい者に対し、消費者問題について周
知することにより、消費者被害の未然防止・
拡大防止を図る、

委託・請負 - - -

27 大阪府 センター リーフレット「どうする？君なら」 短期的
若者の消費者被害の未然防止・拡大防止を図
る

委託・請負 - - -

27 大阪府 センター
リーフレット「あま～い誘いにご用
心！」

短期的
若者の消費者被害の未然防止・拡大防止を図
る

委託・請負 - - -

27 大阪府 センター 府内消費生活相談窓口 中長期的 消費者被害の未然防止・拡大防止 委託・請負 - - -

27 大阪府 センター
リーフレット（府政だより抜き刷
り）

中長期的
高齢者の悪質商法トラブルの未然防止・拡大
防止

直営 170 - -

27 大阪府 センター
高校生向け消費者教材 「めざせ消
費者市民！」

中長期的
若者の消費者被害の未然防止・拡大防止を図
る

委託・請負 309

28 兵庫県 本課
リーフレット 「自分はだまされな
い」が、一番危ない

中長期的 高齢者の特殊詐欺被害の未然・拡大防止 直営 80

28 兵庫県 本課
リーフレット 障がいのある方へ・
見守る方へ 消費者トラブルを防ぎ
ましょう

中長期的
障がいのある方の消費者被害の未然・拡大防
止

直営 31

28 兵庫県 本課
リーフレット こんなトラブルにご
注意を

中長期的 インターネット関連の消費者トラブル防止 直営 210
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

国民生活センター作成の「見守り新鮮情報」 静
岡県東部地域「高齢消費者見守りネット」 消費
生活相談の連絡先

一般消費者 4,000 1,360 無
平成29年度に残部を配布
予定

高齢消費者被害防止
・国民生活センター発行見守り新鮮情報　 ・見
守りのポイント

民生委員、消費者団体、
福祉関係者など

3,000 1,900 無

日本の契約ルールや製品情報の周知 ・消費者トラブル事例 ・製品事故情報
県西部地域在住のブラジ
ル人など

1,500 950 無

データ分析による相談傾向や制度改
正等を踏まえ、毎月テーマを設定

光回線契約、架空請求、学習塾、点検商法サイド
ビジネス、仮想通貨、定期購入等

一般消費者 - - 無

相談実績により、テーマを選定 架空請求、新聞購読契約のトラブル等 一般消費者 - - 無

パソコンやスマートフォンなどの
ネットトラブル

１ワンクリック請求にご注意 ２ワンクリック請
求の新しい手口

一般消費者、若者、高齢
者

113,000 102,784 無
・高齢者特集号のみ紙発行
・通常号、若者特集号はＷ
ＥＢ配信

若者に多い消費社トラブル
１最新のトラブル事例の紹介 ２消費者教育研究
校等の取組の紹介

中学校・高等学校等の教
員

4,000 3,800 無

県消費生活センターで多い相談
悪質商法の手口とその対処法、契約の基礎知識、
クーリングオフ制度の概要

一般消費者 4,000 3,500 無

県消費生活センターで多い相談
悪質商法の手口とその対処法、契約の基礎知識、
クーリングオフ制度の概要

一般消費者 6,000 2,000 無

県消費生活センターで多い相談
悪質商法の手口とその対処法、契約の基礎知識、
クーリングオフ制度の概要

一般消費者 5,000 2,000 無

マイナンバー制度や電力自由化の情
報提供、製品事故、賃貸住宅等のト
ラブルに巻き込まれないための基礎
知識

発行時期にあわせた消費者問題に関する情報 一般県民 20,000 20,000 無

ワンクリック詐欺などのトラブル事
例、クーリング・オフ制度、相談窓
口案内

若者の消費者被害の未然防止 主に成人を迎える若者 30,000 25,000 無

クーリング・オフのご案内 クーリング・オフ制度の概要、書き方の案内 一般県民 5,000 1,000 無

みんなの絆で被害ゼロ！ ・相談窓口 ・お金を守るチェックシート
見守り活動を行う団体・
高齢消費者・一般消費者

50,000 40,000 無

あま～い誘いにご用心！ ・学生に多い相談事例 ・クーリング･オフ
高校生・大学生・一般消
費者

323,300 2,000 無

相談件数の多い消費者トラブルの紹
介・注意喚起

・４コママンガによる相談事例の紹介 ・未然防
止のポイント ・相談員からのアドバイス

一般消費者 60,000 42,000 無

「くらしのひろば」イベント紹介 イベントの内容 一般消費者 10,000 10,000 無

未来につなぐエシカル消費 フェアトレード
高校生・大学生・一般消
費者

3,000 2,500 無

消費生活についての「くらしの相
談」

・消費生活相談 ・消費生活関連法令に基づく調
査・指導 ・出前講座

一般消費者 3,000 2,000 無

高齢者をトラブルから守ろう！
・消費者トラブル編 ・特殊詐欺対策編 ・防犯対
策編 ・交通安全編 ・認知症高齢者編

見守り活動を行う家族、
ヘルパー、民生委員等

30,000 11,000 無

電話による詐欺の未然防止 ・事例紹介 ・注意喚起
見守り活動を行う家族、
ヘルパー、民生委員等

50,000 48,000 無

調査結果概要 報告書抜粋 一般消費者 10,000 7,400 無

調査結果報告書
・消費者の意識と消費者の行動 ・推進していく
ために必要なこと

審議会委員等施策検討関
係者

500 490 無

チラシ「消費者注意報」6回分を纏
めた冊子

・４コママンガによる相談事例の紹介 ・未然防
止のポイント ・相談員からのアドバイス

一般消費者 3,000 2,500 無

消費者問題

・こんな消費者トラブルに気をつけて！（消費生
活相談事例） ・くらしのトピックス（悪質商法
等） ・くらしの安全情報室からのおしらせ（商
品テスト等） ・イベントのお知らせ　等

一般府民 120,000 120,000 無
大阪市と共同で年4回作
成、発行 30000×4回

消費者問題

・こんな消費者トラブルに気をつけて！（消費生
活相談事例） ・くらしのトピックス（悪質商法
等） ・くらしの安全情報室からのおしらせ（商
品テスト等） ・イベントのお知らせ　等

視覚障がい者 800 800 無 年4回発行 200×4回

若者によくある消費者トラブル
・携帯電話やスマートフォン、パソコンに関連す
るトラブル事例やアドバイスを紹介

中学生 95,000 95,000 無
業務委託のため、個別事
業ごとの費用は不明

若者によくある消費者トラブル
・若者によくある消費者トラブルとその注意点及
び対処法 ・クーリングオフについて

高校生～大学生 92,000 92,000 無
業務委託のため、個別資
料ごとの費用は不明

消費者トラブルにあった際の相談窓
口の周知

・府内の消費生活相談窓口の周知 一般府民 5,000 5,000 無
業務委託のため、個別資
料ごとの費用は不明

悪質商法による高齢者の消費者トラ
ブルの未然防止・拡大防止

・悪質商法による高齢者の被害の未然防止のため
の注意喚起、家族等による見守り

高齢者と見守り者 50,000 50,000 無

高校生向け消費者教育
・「商品の安全」、「生活の管理と契約」、「情
報とメディア」、「消費者市民社会の構築」 ・
ワークシート

高校生 1,200 1,200
アン

ケート
業務委託のため、個別資
料ごとの費用は不明

特殊詐欺被害防止のための啓発
特殊詐欺チェックポイント 消費生活相談窓口の
紹介

高齢者、地域団体、高齢
者支援者等

33,700 21,000 無

障がいのある方へ・見守る方へ の
消費者トラブル防止のための啓発

事例紹介 気づき見守りのチェックポイント・フ
ローチャート

障がいのある方、相談関
係機関、障害者支援施設
等

13,000 10,400 無

インターネット関連の消費者トラブ
ル防止に向けた啓発

事例紹介 消費生活相談窓口の紹介 高齢者、一般消費者 115,000 109,000 無
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

28 兵庫県 センター
「ひょうご発生活情報リポートAら
いふ」

短期的
消費者被害の未然防止と消費生活に関する知
識を普及する

直営 571

28 兵庫県 センター
リーフレット「こんな手口に気をつ
けて！！」

短期的
高齢者を対象に消費者被害の未然防止を図
る。（出前講座資料等）

直営 165

28 兵庫県 センター
リーフレット「あま～い誘いにご用
心！」

短期的
若年者を対象に消費者被害の未然防止を図
る。（出前講座資料等）

直営 251

28 兵庫県 センター ホームページの運営 短期的
消費者被害の未然防止と消費生活に関する知
識を普及する

直営 471

28 兵庫県 センター 消費生活情報メール 短期的
インターネット・携帯電話や契約によるトラ
ブル防止、消費者教育の充実を図る

直営 0

28 兵庫県 センター 消費者注意報 短期的
消費者被害の実例を紹介し、高齢者の見守り
強化を図る

直営 0

28 兵庫県 センター 高齢者向け啓発チラシ 中長期的
高齢者の消費者被害の防止と相談窓口の周知
を図る

直営 63 0 0

28 兵庫県 センター 消費生活処方箋 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る（出前講座資料等）

直営 10

28 兵庫県 センター 消費生活処方箋パネル 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 91

28 兵庫県 センター
一人で悩まず相談を！こんな相談が
できます

短期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 2

28 兵庫県 センター
消費者トラブル防止啓発用ＤＶＤ
「消費生活相談員は見た！本当に
あった怖～い話」

中長期的
学校や福祉施設の関係者に若者や社会的弱者
の「見まもり役」や、消費生活センターとの
「パイプ役」として協力を依頼するため

直営 259

28 兵庫県 センター 消費生活にゅーす 中長期的
センターの取り組照会、消費者トラブルに関
する事例等を使った情報提供

直営 10

28 兵庫県 センター 消費者トラブル防止チラシ 中長期的 消費トラブルの事例と相談受付 直営 43

29 奈良県 センター あま～い誘いにご用心 中長期的
若者の消費者被害・トラブルの未然防止とし
て

委託・請負 38

29 奈良県 センター
その電話・その話、あやしいです
よ！

中長期的
高齢者の消費者被害・トラブルの未然防止と
して

直営 13

29 奈良県 センター クーリング・オフのリーフレット 中長期的
講座等でクーリング・オフはがきを実際に書
いてみる

直営 36

30 和歌山県 センター
きのくに生活情報誌「くらしのとび
ら」

中長期的
消費生活に関する様々な情報を提供すること
で、消費者トラブルの未然防止・拡大防止を
図る。

直営 360 67

30 和歌山県 センター あま～い誘いにご用心！ 中長期的
若年層向けに悪質商法の手口と対処法につい
て解説し、被害の未然防止・拡大防止を図
る。

直営 64

30 和歌山県 センター 気をつけて！こんなトラブル！！ 中長期的
最新の悪質商法の手口と対処法を事例を交え
ながら解説し、消費者トラブルの未然防止・
拡大防止を図る。

直営 60

30 和歌山県 センター
高齢者障害者のための見守りガイド
ブック

中長期的
高齢者及び障害者の見守り者向けに悪質商法
の手口と対処法について解説し、被害の未然
防止・拡大防止を図る。

直営 100

31 鳥取県 本課 特殊詐欺撲滅テキスト 中長期的 高齢者の特殊詐欺被害防止 直営 219

31 鳥取県 本課 エシカル消費啓発テキスト 中長期的 エシカル消費の普及啓発 直営 55

32 島根県 センター 一年のあゆみ 短期的
平成２８年度における島根県消費者センター
の業務全般について周知を図る。

直営 101 0 0

32 島根県 本課
高齢者向け特殊詐欺等被害防止啓発
チラシ

短期的 高齢者の特殊詐欺等の被害の防止を図る。 直営 400

32 島根県 本課
高齢者・障がい者の消費者トラブル
見守りガイドブック

中長期的
高齢者・障がい者の消費者被害の未然防止・
拡大防止を図る

直営 130

32 島根県 本課 冊子「すくすく消費者」 中長期的
小学校・中学校・高校・特別支援学校教員向
けに消費者教育について情報提供

委託・請負 195 0 0

32 島根県 本課 冊子「くらしのアドバイス」 中長期的
若者の消費者被害の未然防止・拡大防止を図
る

委託・請負 443 0 0

32 島根県 本課
パンフレット「子どもたちも小さな
消費者」

短期的
小学６年生の保護者に対し、家庭内における
消費差教育に役立てるためのパンフレット

委託・請負 286 0 0

32 島根県 本課 景品表示法啓発用リーフレット 中長期的 景品表示法概要及び課徴金制度の周知を図る 直営 0 149 0

32 島根県 本課 啓発紙「くらしの情報」8月号 短期的 消費者被害の未然防止、拡大防止を図る。 直営 189 0 0

32 島根県 本課 啓発紙「くらしの情報」12月号 短期的 消費者被害の未然防止、拡大防止を図る。 直営 189 0 0

32 島根県 本課 啓発紙「くらしの情報」3月号 短期的 消費者被害の未然防止、拡大防止を図る。 直営 293 0 0

242



テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

消費生活に関する様々な情報

特集記事、テスト＆リサーチ １　平成27年度
兵庫県内の消費生活相談状況 ２　平成27年度
兵庫県内の多重債務相談窓口における相談受付状
況と傾向 ３　「振り込め詐欺を始めとする特殊
詐欺」の被害防止 ４　ガラス製鍋蓋の突然の破
損に注意！！ ５　平成28年12月から洗濯表示が
変わりました！ ６　市販の弁当やコロッケ類に
含まれる塩分について ７　「かしこく使おう！
通信販売」～思わぬトラブルにあわないために
８　カセットこんろ使用時のガス漏れに注意！

一般消費者 44,000 44,000 無 年４回

高齢者に多い消費者トラブル及び相
談窓口の紹介

高齢者に多いトラブル事例の紹介とアドバイス、
188の紹介

高齢者、地域団体、高齢
者支援者等

50,000 50,000 無

若年者に多い消費者トラブル及び相
談窓口の紹介

若年者に多いトラブル事例の紹介とアドバイス、
ク－リング・オフ制度の説明

大学生、高校生、企業の
新入社員等

70,000 70,000 無 近畿府県共同作成

消費生活に関する様々な情報 消費生活情報、相談事例、商品情報等 一般消費者 - - 無

インターネット、携帯電話、スマホ
でのトラブル

１インターネットトラブル　　　　　　　２位置
情報ゲーム３ワンクリック請求

管内小・中・高校、特別
支援学校の児童・生徒・
保護者

0 0 無 メール配信　　　　年３回

管内で発生した消費者トラブル事例 管内で発生した消費者トラブル事例
高齢者被害防止ネット
ワーク構成員、一般消費
者

0 0 無 メール等配信、　　ＨＰ掲

地域で防ごう高齢者の消費者トラブ
ル

トラブル防止を呼びかける川柳・イラストを掲載 一般消費者 20,000 15,000 無

消費者トラブルの最新情報 消費者トラブルの最新情報
出前講座受講者、セミ
ナー・イベント参加者、
一般消費者

16,000 16,000 無 センターHPにも掲載

消費者トラブルの最新情報 消費者トラブルの最新情報
セミナー・イベント参加
者、一般消費者

9 - 無

消費者トラブルの最新情報 消費者トラブルの最新情報 一般消費者 10,300 10,300 無

消費者トラブルの最新情報 月間イベントで上演した寸劇６つを収録したもの
学校、福祉施設、市町、
市町社会福祉協議会

250 250 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

センターの取組・消費生活相談Q＆A 一般消費者・他 4,136 4,000 無

困ったときは一人で悩まないで消費
生活センターにご相談ください

消費トラブル相談 一般消費者 4,000 2,000 その他

若者の消費者被害・トラブルの未然
防止として

若者に被害の多い悪質商法の事例を紹介し、被害
にあった場合の対応を説明

一般消費者特に若者層 12,000 5,500 無

高齢者の消費者被害・トラブルの未
然防止として

高齢者に被害の多い悪質商法の事例を紹介し、被
害にあった場合の対応を説明

一般消費者特に高齢者 8,000 6,000 無

トラブルに遭った際の対応策を学ぶ クーリング・オフの仕方 一般消費者 3,000 500 無

ー
・消費生活センターの相談概要、最新の悪質商法
の手口と対処法、消費者月間事業

一般消費者 76,000 74,000 無

ー
ワンクリック詐欺・サクラサイト商法等の事例漫
画、クーリング・オフの紹介、
相談窓口一覧

若年層（高校生・大学生
等）

21,000 20,800 無

ー
・マルチ商法、ＳＦ商法、点検商法、未公開株へ
の投資等の手口と対処法
・クーリング・オフの紹介

一般消費者 7,000 6,000 無

ー
・次々販売、ＳＦ商法、見守りのポイント、クー
リング・オフの紹介

一般消費者 2,000 200 無

特殊詐欺被害防止のための基礎知識 ・特殊詐欺の手口 と、防止のアドバイス
一般消費者 タクシードラ
イバー

6,000 6,000 無

エシカル消費に関する基礎知識
・エシカル消費の基礎知識 ・エシカル消費の必
要性

一般消費者 3,000 3,000 無

「資料の目的に同じ」
１　島根県消費者センターの沿革、組織等 ２
平成27年度の島根県消費者センターの相談概要分
析 ３　平成27年度の消費者啓発に係る事業実績

県議会、マスコミ、消費
者団体、消費者行政関係
機関等

300 295 無

「高齢者を狙う悪質商法」 ・特殊詐欺等の手口 ・相談窓口の紹介 高齢者 72,000 72,000 無

「資料の目的に同じ」
・見守り事例 ・クーリングオフの方法 ・相談窓
口一覧

一般消費者 1,200 400 無

学校消費者教育の参考記事
・思考力と感性を育てる消費者教育～消費者市民
社会への道筋として ・実践教育実例

小学校・中学校・高校・
特別支援学校教員

1,900 1,800 その他
教科研究会で教員から活
用についてヒアリング

若者を狙う悪質商法の数々
１契約の基礎知識 ２多重債務の基礎知識 ３クー
リングオフの基礎知識

高校生（３年生） 7,600 7,500 その他
高校出前講座で活用し直
接生徒の反応を見る

家庭消費者教育の参考記事
くらしと買い物、くらしの工夫、じょうずに使お
う携帯電話やパソコン

小学生高学年の保護者 8,300 8,100 無

景品表示法とは
・不当表示とは ・改正景品表示法のポイント ・
課徴金制度の導入

事業者 3,000 3,000 無

消費者センターに寄せられた相談事
例

・平成２７年度相談事例 ・家電製品の経年劣化 一般消費者 10,000 10,000 無

光回線サービスの乗り換えに注意
・光回線サービスの乗り換え ・洗濯表示 ・食品
ロス

一般消費者 10,000 10,000 無

契約トラブルに注意
・契約トラブル ・食品ロス ・クーリングオフ制
度

一般消費者 13,000 10,000 無
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

32 島根県 本課
消費者問題出前講座配布用クリア
ファイル

中長期的 消費者ホットラインの周知をは図る。 直営 283 0 0

32 島根県 本課
消費者市民社会の形成のためのイベ
ント配布グッズ

短期的
相談窓口の周知及び食品ロスに関する啓発を
図る。

直営 0 1,159 0

32 島根県 本課
消費者活動活性化フォーラム配布
グッズ

中長期的
クリップボードを配布し、地域での活動の際
に活用いただく。

直営 0 346 0

32 島根県 本課
消費者活動活性化フォーラム配布
グッズ

中長期的
トートバッグを配布し、地域での活動の際に
活用いただく。

直営 0 432 0

32 島根県 本課 消費者啓発ポスター 短期的
消費者トラブル被害の未然防止に係る啓発を
図る。

直営 0 216 0

32 島根県 本課 消費者月間イベント配布グッズ 短期的
消費者トラブル被害の未然防止に係る啓発を
図る。

直営 95 0 0

33 岡山県 センター センターからのお便り 短期的 消費者啓発、消費生活情報の提供 直営 693

33 岡山県 センター
若者向けリーフレット「『消費者市
民社会』ってなに？」

中長期的 若者向け啓発 直営 302

33 岡山県 センター
高齢者向けリーフレット｢笑顔でく
らす～虎の巻き～」

中長期的 高齢者向け啓発 直営 130

33 岡山県 センター 消費者啓発エコバック「１８８」 中長期的 消費者ホットラインの利用促進 直営 302

33 岡山県 センター 消費者啓発シート 中長期的
消費者被害の未然防止、消費者ホットライン
の利用促進

直営 464

33 岡山県 センター 消費者啓発クリアファイル 中長期的
消費生活センター及び消費者ホットラインの
利用促進

直営 324

33 岡山県 センター
知的障害者向けワークシート「毎日
の生活で困ったときはどうすればい
いかな？」

中長期的 知的障害者向け消費者教育教材 直営 190

34 広島県 双方
生活情報紙「ひろしまスクエア」Ｎ
ｏ41，42

短期的
消費者被害の未然防止や消費者の自立を支援
する消費生活情報紙として発行。

直営 0 0 133

35 山口県 本課 悪質業者撃退の極意 短期的 電話勧誘被害の未然防止 直営 0 46 0

35 山口県 センター
リーフレット「消費生活センター施
設概要」

中長期的
消費生活センター及び消費者教育施設「まな
べる」の周知

委託・請負 121 0 0

36 徳島県 センター チラシ「くらしのサポーター募集」 短期的 くらしのサポーター募集 直営 43

36 徳島県 センター くらしのサポーター活動手帳 短期的 くらしのサポーター募集活動記録 直営 38

36 徳島県 センター
リーフレット「とくしま消費者交流
ひろば」

短期的 メールマガジンの紹介・登録方法 直営 28

36 徳島県 本課 科学の目で見る食の安全 中長期的
・「食の安全」普及啓発（食の安全安心ゼミ
ナール用）

直営 180 180 0

37 香川県 センター
チラシ「悪質業者は高齢者や障害者
を狙っています」

中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る（介護事業者への配付、講座用資料、HP
へ掲載）

直営 0

38 愛媛県 本課
高齢者・障がい者の消費者トラブル
見守りガイドブック

中長期的
高齢者等消費者被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 0 440 0

38 愛媛県 センター えひめのくらし 中長期的
消費者が、安全で合理的な消費生活を営むた
めに役立つ情報を提供する。

直営 0 0 140

38 愛媛県 センター 「消費生活かるた」カレンダー 中長期的 消費者トラブル被害の未然防止を図る 直営 0 0 186

38 愛媛県 センター
チラシ「注意したい消費者トラブ
ル」

中長期的
消費者トラブル被害の未然防止を図る（大学
生対象講座資料等）

直営 0 52 0

38 愛媛県 センター
リーフレット「あなたも消費者～で
きることから始めよう～」

中長期的
誰もが消費者であることを自覚し、消費者市
民社会の実現を図る（中・高校生対象講座資
料等）

直営 0 115 0

39 高知県 本課
生活情報誌 「くらしネット
kochi」

短期的
消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため
に、県民に対して情報提供を行う

委託・請負 0 0 591

39 高知県 センター 地域見守り情報 短期的
県内で起こっている悪質商法等の情報を発信
し、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る

直営 0 0 0

40 福岡県 センター
高齢者向けパンフレット 「あなた
を狙う悪質商法　Part３」

中長期的 高齢者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 425 0

40 福岡県 センター ホットな消費者ニュース 短期的
県内で発生している最近の事例を毎月紹介
し、被害の未然防止を図る

直営 0 0 0

40 福岡県 センター 消費者トラブル注意報 短期的 若年者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 0 0

40 福岡県 センター 震災に便乗した悪質商法に注意 短期的 熊本地震に便乗した悪質商法被害防止を図る 直営 0 0 0

40 福岡県 センター
消費生活センターを名乗る詐欺に注
意

短期的
消費生活センターを名乗る詐欺の被害防止を
語る

直営 0 0 0

40 福岡県 センター
ニセ電話詐欺の不安からあなたを守
る

短期的 消費者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 0 0

40 福岡県 センター
どんなところにもトラブルのタネ
(若年者編・中高年編）

中長期的 消費者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 0 272

40 福岡県 センター 障害者見守りガイドブック 中長期的 障害者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 121 0

40 福岡県 センター
高齢者見守りハンドブック(家族
編、事業者編、地域編）

中長期的 高齢者の悪質商法被害防止を図る 委託・請負 0 541 0

40 福岡県 センター
高齢者見守りリーフレット（ニセ電
話詐欺編）

中長期的 消費者の悪質商法被害防止を図る 委託・請負 0 1,082 0

40 福岡県 本課 高齢者見守りガイドブック 中長期的 高齢者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 130 0
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

消費者ホットライン・相談窓口の周
知

・消費者ホットライン ・消費生活関連の４コマ
漫画掲載

一般消費者 6,000 6,000 無

相談窓口の周知及び食品ロスに関す
る啓発

・消費者ホットライン ・食品ロス 一般消費者 20,000 13,000 無

地域の見守り 地域の見守り 消費者団体 800 600 無

消費者ホットライン周知 消費者ホットライン周知 消費者団体 800 800 無

消費者トラブル被害の未然防止 ・消費者トラブル事例 ・消費者ホットライン 一般消費者 600 500 無

消費者トラブル被害の未然防止 消費生活相談窓口の周知 一般消費者 1,500 1,500 無

消費者啓発 消費者生活情報、センターの行事等 一般県民 120,000 120,000 無

消費者啓発 消費生活情報 一般県民（若者） 10,000 3,000 無

消費者啓発 消費生活情報 一般県民（高齢者） 10,000 3,000 無

消費者啓発 消費者ホットラインの利用促進 一般県民 1,000 200 無

消費者啓発
消費者被害の未然防止、消費者ホットラインの利
用促進

一般県民 5,000 2,000 無

消費者啓発
消費生活センター及び消費者ホットラインの利用
促進

一般県民 10,000 2,000 無

消費者教育 知的障害者向け消費者教育教材 一般県民(知的障害者) 1,000 100 無

・若者が被害に遭いやすいトラブル
・高齢者が被害に遭いやすいトラブ
ル

・定期購入 ・敷金返還 ・架空請求 ・点検商法
等

一般県民 30,000 29,000 無

悪質な電話勧誘の対策機器の紹介 警告メッセージ付通話録音装置の紹介 一般消費者 20,000 19,600 無

消費者トラブルを疑似体験 消費者トラブルの体験型学習 一般消費者 10,000 4,000 無

くらしのサポーター募集
１　くらしのサポーターとは ２　くらしのサ
ポーター登録 ３　くらしのサポーターへの支援
等

一般県民 2,000 800 無

くらしのサポーター活動記録、基本
知識等

１　くらしのサポーター活動記録 ２　くらしの
サポーター基本的活動

くらしのサポーター 480 414 無

メールマガジンの紹介・登録方法
１　メールマガジンの紹介 ２　メールマガジン
の登録方法 ３　消費者被害の事例の紹介

一般県民 5,000 500 無

「食の安全」に関する基礎知識
１食品の安全性 ２食品の選択 ３食品の保存 ４
食品の表示

県内中学校 7,200 7,000
アン

ケート

高齢者、障碍者を見守るための知識
１最近のトラブル事例と対処法 ２事例別の見守
り方法 年６回作成

一般消費者、介護者 - - 無

高齢者等の消費者被害の気付きと対
応のポイント

・高齢者等の消費者被害の気づきポイント ・被
害を発見した際の対応方法等

見守りネットワーク構成
団体、福祉関係者、防犯
ボランティア等

12,000 11,000 無

消費生活相談状況 消費者啓発事業
概要 消費者トラブル緊急情報

・消費生活相談状況の概要 ・消費者トラブルの
手口と対処法 ・最新情報 ・出前講座案内 ・啓
発テレビスポット紹介　 ・消費生活川柳募集、
紹介　など

県内一般消費者 30,000 25,000 無

消費者トラブルへの注意喚起
・高齢者、若者に多いトラブル（「消費生活かる
た」を活用） ・クーリング・オフ制度 ・県内各
市町相談窓口紹介

県内一般消費者 6,000 5,800 無

若者に多い消費者トラブルへの注意
喚起

・ネットショッピングの注意事項 県内一般消費者 5,000 3,000 無

かしこい消費者として生き抜くため
に

・消費者の権利と責任 ・契約 ・若者を狙う消費
者トラブル ・クーリング・オフ ・できることか
ら始めよう（消費者市民社会の実現を目指して）

県内一般消費者 10,000 6,000 無

適宜（タイムリーなテーマで） 適宜 県民 444,000 443,600 無

適宜 適宜
一般消費者、地域包括支
援センター、地域安全協
会、消費者団体

- - 無

高齢者の悪質商法被害防止
利殖商法、点検商法、架空請求、ニセ電話詐欺の
事例

高齢者 130,000 130,000 無

消費者トラブルの被害の未然防止
県内で多く寄せられる相談事例の具体的内容及び
対処法

・県内市町村消費者行政
担当者 ・一般消費者

- - 無 メール配信、ＨＰ掲載

若年者の悪質商法被害防止
ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ、ﾏﾙﾁ商法、ｴｽﾃ、英会話教室の具体的な
事例及びｸｰﾘﾝｸﾞ･ｵﾌ制度

若年者 - - 無 メール配信、ＨＰ掲載

震災に便乗した消費者トラブルの被
害防止

震災に便乗した点検商法、義捐金詐欺等の事例及
び対処法

・県内市町村消費者行政
担当者 ・一般消費者

18,000 18,000 無 メール配信、ＨＰ掲載

消費者トラブルの被害の未然防止 消費生活センターを名乗る詐欺の事例及び対処法
・県内市町村消費者行政
担当者 ・一般消費者

5,000 5,000 無 メール配信、ＨＰ掲載

消費者トラブルの被害の未然防止 自動通話記録装置等の紹介
・県内市町村消費者行政
担当者 ・一般消費者

23,000 23,000 無 メール配信、ＨＰ掲載

消費者トラブルの被害の未然防止
利殖商法、点検商法、架空請求、ニセ電話詐欺の
事例

一般消費者 14,000 14,000 無

消費者トラブルの被害の未然防止
消費者トラブルの実例と見守り者の気づきのポイ
ント

障害者の見守り者 1,000 1,000 無

消費者トラブルの被害の未然防止
利殖商法、点検商法等高齢者が被害に遭いやすい
悪質商法等の事例及び見守り方

高齢者の見守り者 35,000 35,000 無

消費者トラブルの被害の未然防止 ニセ電話詐欺の事例及び対処法 高齢者の見守り者 25,000 25,000 無

消費者トラブルの被害の未然防止
消費者トラブルの実例と見守り者の気づきのポイ
ント

高齢者の見守り者 2,000 2,000 無
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40 福岡県 本課
高齢者向けパンフレット 「あなた
を狙う悪質商法　Part３」

中長期的 高齢者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 160 0

40 福岡県 本課
こんなトラブルに巻き込まれていま
せんか

中長期的 若年者の悪質商法被害防止を図る 直営 0 60 0

40 福岡県 本課
ご家庭にあるその製品、リコール対
象になっていませんか

中長期的 消費者の家庭内外での事故防止を図る 直営 0 58 0

41 佐賀県 本課 くらしの安全安心だより 中長期的
県民の安全安心なくらしを図るための情報発
信

直営 145

41 佐賀県 本課 緊急トラブル情報 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 1

41 佐賀県 本課 くらしの安全安心情報 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を
図る

直営 54

42 長崎県 センター 情報誌「くらしの情報」 短期的 消費者情報の提供 直営 318 - -

42 長崎県 センター 新聞掲載「生活110番」 短期的 消費者情報の提供 直営 - - -

43 熊本県 センター 緊急！トラブル注意報 短期的

県に寄せられた相談から緊急に周知すべきも
のや、事例や対処方法について啓発したい事
例について、インターネット等で広報。それ
によりトラブルの未然防止・拡大防止を図
る。

直営 0 0 0

43 熊本県 本課
平成28年熊本地震に伴う生活再生貸
付事業広報Ａ２ポスター

短期的
熊本地震の被災者を対象とした特別利息での
生活再生貸付を広報する。

委託・請負 164

43 熊本県 本課
平成28年熊本地震に伴う生活再生貸
付事業広報Ａ４チラシ

短期的
熊本地震の被災者を対象とした特別利息での
生活再生貸付を広報する。

委託・請負 50

44 大分県 センター
大分合同新聞「生活パイロット」欄
に掲載

短期的 消費者への啓発 直営 - - -

44 大分県 センター アイネスホット通信 短期的 消費者への啓発 直営 294 - -

44 大分県 センター メールマガジン 短期的 消費者への啓発 直営 - - -

44 大分県 センター フェイスブック 短期的 消費者への啓発 直営 - - -

44 大分県 センター
若者向けリーフレット「悪質業者が若者
たちを狙っている」

中長期的 消費者への啓発 直営 - - 864

45 宮崎県 センター 啓発誌 「アリンコ通信」 短期的
消費者情報を掲載し、消費者被害の未然防止を図
る。

直営 0 441

45 宮崎県 センター パンフレット 「うまい手口にご用心！！」 中長期的
消費者問題の情報を提供し、消費者被害の未然防
止を図る。

直営 0 916

45 宮崎県 センター パンフレット 「えっ！ほんと？」 中長期的
消費者問題の情報を提供し、消費者被害の未然防
止を図る。

直営 0 683

45 宮崎県 センター パンフレット「あんしんハンドブック」 中長期的
消費者問題の情報を提供し、消費者被害の未然防
止を図る。

直営 0 1,127

46 鹿児島県 本課 冊子「マイライフかごしま」 中長期的 広く県民に対し，くらしに関する情報提供を行う。 直営 171 0 0

46 鹿児島県 本課 冊子「高齢者見守り事例集」 中長期的
消費者トラブル事例や相談窓口などについて周
知・啓発することにより被害の未然防止及びその
救済を図る

委託・請負 0 324 0

46 鹿児島県 本課 高齢者見守りチェックリスト 中長期的 高齢者の消費者トラブルの未然防止を図る。 委託・請負 0 90 0

46 鹿児島県 本課
パンフレット「社会に出る前に知って得す
る本」

中長期的 若年消費者の消費者トラブルの未然防止を図る。 直営 0 0 475

47 沖縄県 センター くらしの情報誌がじまる 短期的
最新の消費生活相談事例や暮らしに役立つ各種
情報を紹介し、消費者被害の未然防止や消費者の
自立支援を図る

直営 209

47 沖縄県 センター
チラシ「身近にこのようなトラブル起きて
いませんか？」

中長期的 消費者トラブル被害の未然防止を図る 直営 158

47 沖縄県 センター
リーフレット「気をつけて!!消費者トラブ
ル」

中長期的
消費者トラブルや被害の未然防止（相談窓口の周
知等）

直営 135

47 沖縄県 本課
事業所における消費者教育啓発パンフ
レット「消費者トラブルに注意！～ワンポ
イントアドバイス～」

中長期的

各年代に応じた消費者教育の教材を作成し、様々
な場において消費者教育が受けられるような取組
を行う。（事業所：事業所職員における消費者トラブ
ル未然防止のワンポイントアドバイス）

委託・請負 1,672

47 沖縄県 センター
一般向け啓発パンフレット「消費者トラブ
ルに注意！～ワンポイントアドバイス
～」

中長期的

各年代に応じた消費者教育の教材を作成し、様々
な場において消費者教育が受けられるような取組
を行う。（一般：消費者トラブル未然防のためのワン
ポイントアドバイス）

委託・請負 800

47 沖縄県 センター タブロイド「消費生活新聞」 中長期的 消費者トラブルの注意喚起 委託・請負 4,000

47 沖縄県 センター
幼児向け絵本・紙芝居「しょうちゃんの
はじめてのおつかい」

中長期的
各年代に応じた消費者教育の教材を作成し、様々
な場において消費者教育が受けられるような取組
を行う。（幼児期：絵本、紙芝居）

委託・請負 1,059
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

高齢者の悪質商法被害防止
利殖商法、点検商法、架空請求、ニセ電話詐欺の
事例

高齢者 30,000 30,000 無

若年者トラブルの被害の未然防止
ワンクリック請求、訪問販売、マルチ商法、
キャッチセールス等の事例及びクーリングオフの
紹介

若年者 10,000 10,000 無

消費者の家庭内外での事故防止
リコール対象製品、家庭内での事故の紹介及び対
処法

一般消費者 10,000 10,000 無

消費生活に関する情報
消費生活トラブル未然防止のための、消費生活に
関する情報を春夏秋冬と年4回発行。

一般消費者 7,000 7,000 無 HPにて公表

トラブル防止のため、緊急性がある
と思われる情報

・相談事例　　　　・アドバイス 一般消費者 220 220 無 HPにて公表

消費生活に関する情報
消費生活トラブル未然防止のための情報や対策を
掲載

一般消費者 13,310 13,310 無 HPにて公表

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

消費者相談とアドバイス、消費者講座・行事等の
お知らせ

市町、高等学校、消費者
団体、女性団体等

45,000 45,000 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

消費生活全般 一般県民 - - 無 ・毎月掲載 ・12回

最近のトラブル事例とその対処方法 １震災特報 ２カードトラブル ３架空請求 一般消費者 0 0 無

被災者の生活再建のための生活再生
貸付制度のご案内

被災者の生活再建のための生活再生貸付制度のご
案内

熊本地震の被災者 2,000 2,000 無

被災者の生活再建のための生活再生
貸付制度のご案内

被災者の生活再建のための生活再生貸付制度のご
案内

熊本地震の被災者 5,000 5,000 無

消費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識

相談事例の紹介、注意喚起 一般消費者 - - 無 月1回掲載

悪質商法被害防止、消費者トラブル
注意喚起、各種講座の案内等

相談事例の紹介、注意喚起 一般消費者 20,000 20,000 無 年４回

悪質商法被害防止、消費者トラブル
注意喚起、各種講座の案内等

相談事例の紹介、注意喚起 一般消費者 - - 無 月１回

悪質商法被害防止、消費者トラブル注
意喚起

相談事例の紹介、注意喚起 一般消費者 - - 無 月１回

悪質商法被害防止、消費者トラブル注
意喚起

相談事例の紹介、注意喚起 若い世代 5,000 5,000 無 成人式等で配布

消費生活センターに関する情報、最近
の悪質商法

県消費生活センターの紹介や消費者問題の啓発等 県内全市町村、各種団体等 77,000 73,000 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

悪質商法啓発 出前講座参加者等 10,000 500 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

悪質商法啓発
県内全高校３年生の生徒、
大学・短大・専門学校等の学
生、新社会人等

21,000 10,000 無

高齢者見守り者向け。消費者トラブルに
巻き込まれないための基礎知識

悪質商法啓発
県内民生委員等、出前講座
参加者等

13,200 12,000 無

消費生活に関する情報提供，相談窓口
の広報　等

消費者トラブルの相談事例の紹介による教育・啓発，
消費生活に関する情報提供，相談会・相談窓口の広
報　等

一般消費者 15,000 14,483 無

消費者トラブル（点検商法，投資勧誘な
ど）

事例ごとに対応方法を紹介
高齢者及び高齢者を見守る
人

55,000 10,980 無

高齢者を消費者トラブルから守る。
消費者トラブルの被害にあっている可能性の高い高齢
者の特徴と対応のポイント。

高齢者を見守る人 55,000 10,980 無

若年消費者が消費者トラブルにあわな
いため，社会に出る前に習得してほしい
知識を身につける。

・若年者に多い消費者トラブルの事例 ・契約の基礎知
識 ・クレジット　等

若年者 25,000 500 無

消費生活相談事例の紹介　など
・消費生活相談事例の紹介 ・消費生活関連情報の提
供 ・金融広報委員会からのお知らせなど

・一般消費者 ・生徒、学生 ・
行政機関、各種団体　など

16,800 16,800 無

身近な消費者トラブルの事例紹介など
・悪質商法の手口 ・債務整理 ・消費生活相談の状況
・クーリングオフについて ・賢い消費者になるためのア
ドバイス

一般消費者 5,000 1,000 無

消費者ホットラインの周知　など
・消費者ホットライン、相談窓口の周知 ・消費生活セン
ターの業務案内 ・よくある悪質商法の手口 ・クーリン
グオフについて

一般消費者 5,000 1,000 無

消費者被害の事例とトラブルに遭わな
いための対処法について

・消費者トラブルの事例 ・インターネットやスマホとの
付き合い方 ・クーリングオフについて ・高齢者が狙わ
れている

事業所（県内） 20,000 - 無

消費者被害の事例とトラブルに遭わな
いための対処法について

・消費者トラブルの事例 ・インターネットやスマホとの
付き合い方 ・クーリングオフについて ・高齢者が狙わ
れている

一般消費者 10,000 10,000 無

消費者トラブルに注意

・消費者市民社会に向けた取り組み ・地域で見守る高
齢者の消費者トラブル ・子ども、若者に多い消費者トラ
ブル ・インターネット、電気通信サービスのトラブル ・
悪質商法の手口 ・多重債務問題の現状 ・知って得す
る情報 ・消費生活相談窓口の案内

一般消費者 2,000 2,000 無

消費者としての行動（買い物）に関心を
持つ。

・買い物の仕方 ・必要なものを選んで購入すること（欲
しいものを我慢する）

幼児 2,005 2,005 無
絵本2,000部、926千円 紙
芝居5部、133千円
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47 沖縄県 センター
中高生向け授業教材「社会をつなぐあ
たなの消費　私たちは消費者市民」

中長期的
各年代に応じた消費者教育の教材を作成し、様々
な場において消費者教育が受けられるような取組
を行う。（中高生期：授業用教材）

委託・請負 2,250

47 沖縄県 センター
教員向け授業教材指導案ＣＤ「社会をつ
なぐあたなの消費　私たちは消費者市
民」

中長期的
各年代に応じた消費者教育の教材を作成し、様々
な場において消費者教育が受けられるような取組
を行う。

委託・請負 121

47 沖縄県 センター
ポスター「だまされないようよろしくゴザ
イマス～！」

中長期的

各年代に応じた消費者教育の教材を作成し、様々
な場において消費者教育が受けられるような取組
を行う。（一般・高齢者：消費者トラブル未然防止用
のポスター）

委託・請負 199

1 札幌市 本課 冊子「新クロサギ」 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る
（高校生に配布）

直営 1,550

1 札幌市 本課 クリアファイル 中長期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 直営 604

1 札幌市 本課 定規 中長期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 直営 195

4 仙台市 双方 消費者被害防止啓発ポスター 短期的 消費者被害防止 特殊詐欺被害防止 委託・請負 357

4 仙台市 双方
高齢者の消費者トラブル見守りガイド
ブック

中長期的
高齢者の消費者被害防止のための見守り活動の
推進

委託・請負 908

4 仙台市 双方
幼児向け絵本「はたのはじめてのおつ
かい」

中長期的 幼児期における消費者教育の推進 委託・請負 680

4 仙台市 双方
小学生向けリーフレット「めざせ！買い
物名人」

中長期的 学校における消費者教育の推進 委託・請負 310

4 仙台市 双方
中学生向け消費者教育啓発ＤＶＤ副読
本「めざせ！賢い消費者　伊達なくらし
入門」

中長期的 学校における消費者教育の推進 委託・請負 550

4 仙台市 双方
中学生向けパンフレット 「悪質商法に気
をつけて」

中長期的 消費差被害の未然防止・拡大防止 委託・請負 1,123

4 仙台市 双方
若者向け携行リーフレット 「うまい話に
は要注意！はっきり断る勇気を」

中長期的 消費差被害の未然防止・拡大防止 委託・請負 120

4 仙台市 双方
若者向け啓発リーフレット 「もしかして…
だまされてるかも」

中長期的 消費差被害の未然防止・拡大防止 委託・請負 220

4 仙台市 双方 選ぶ眼、決める力　第18号 中長期的 学校における消費者教育の推進 委託・請負 162

4 仙台市 双方 消費者教育ウェブ教材「伊達学園」 中長期的
消費者トラブル被害の未然防止 消費者教育の推
進

委託・請負 256

4 仙台市 双方
消費者教育小学校高学年向けウェブ教
材「授業でござる」

中長期的 学童期における消費者教育の推進 委託・請負 1,590

11 さいたま市 センター チラシ「くらしの情報」年４回季刊誌 中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

委託・請負 250

11 さいたま市 センター パンフレット「消費生活展パンフレット」 短期的
消費生活展周知を図る（公共施設掲示・イベント時
掲示等）

委託・請負 162

11 さいたま市 センター
冊子「知っておこう！かしこい消費者に
なるために」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

委託・請負 492

11 さいたま市 センター リーフレット「点検商法・利殖商法」 中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

委託・請負 102

11 さいたま市 センター
リーフレット「インターネットトラブルに気
を付けて」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

委託・請負 101

11 さいたま市 センター
パンフレット「消費者教育推進計画概要
版」

中長期的
消費者教育推進計画について周知を図る（各自治
体、市民向け窓口配架等）

委託・請負 205

11 さいたま市 センター パネル「啓発パネル５種」 中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

委託・請負 97

11 さいたま市 センター
リーフレット「さいたま市消費生活総合セ
ンター利用ガイド」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

委託・請負 195

11 さいたま市 センター ポスター「悪質商法に気を付けて！」 中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る(各施
設に配布及び、イベント時に掲示等）

委託・請負 194

11 さいたま市 センター
弱視向けリーフレット「悪質商法に気を
付けて！」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、障害者施設配布、イベント時配布資料等）

委託・請負 160

11 さいたま市 センター
障害者向けポスター「はなしてください、
あなたのこまりごと」

中長期的
障害者向け消費者トラブルの未然防止・拡大防止
を図る(各施設に配布及び、イベント時に掲示等）

委託・請負 136

11 さいたま市 センター
障害者向け消費者教育ＤＶＤ「その悪質
商法チョットマッタ！！」

中長期的
障害者向け消費者トラブルの未然防止・拡大防止
を図る（私立小中高校、特別支援学校等に配布、
出前講座で使用等）

委託・請負 4,471

11 さいたま市 センター
点字リーフレット「さいたま市消費生活総
合センターです」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、障害者施設配布、イベント時配布資料等）

委託・請負 129
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

消費生活の仕組みについて理解し、消
費者としての自覚を高めるとともに、自
分の消費行動を振り返り、消費生活に
に関心を持つ。

・私たちはみんな消費者 ・商品の購入について ・若者
に多いトラブル ・消費生活センターの役割

中高生 50,000 50,000 無

消費生活の仕組みについて理解し、消
費者としての自覚を高めるとともに、自
分の消費行動を振り返り、消費生活に
に関心を持つ。

・私たちはみんな消費者 ・商品の購入について ・若者
に多いトラブル ・消費生活センターの役割

教員 1,000 1,000 無

一般、特に高齢者層に多い消費者トラブ
ルについて周知する。

・高齢者を狙った悪質処方の例 ・地域・家族での見守
りについて

成人（主に高齢者） 200 200 無

若者の消費生活トラブル回避のための
自己防衛ハンドブック

当選商法、キャッチセールス、ネットトラブル、霊感商法
等

高校生 20,000 - 無

消費者ホットラインPR用
札幌市消費者センター及び消費者ホットラインの番号
を記載

一般消費者 25,000 - 無

消費者ホットラインPR用 消費者ホットライン「188」としろうくまのイラストを記載 一般消費者 1,500 - 無

被害防止の注意喚起及び相談ダイヤル
の周知

同左 一般市民 2,500 2,426 無

高齢者の消費者被害防止
消費者トラブルの気づきのポイント 高齢者に多い被害
の手口と対処法

民生委員、ケアマネジャー、
ホームヘルパー、一般市民

7,000 0 無

幼児期に身に付けたい消費者としての
基本的な知識や態度の育成

おつかいをテーマに、我慢することや約束を守ること、
困ったことがあったら身近な人に伝えること等の内容を
盛り込んだストーリーになっている

幼児（３歳児） 9,500 9,400 無

上手に買い物をするためのポイントを解
説

・教科書と連動させた内容 ・買い物計画の立て方や商
品の表示やマークの紹介 ・現金以外の支払い方法 ・
３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル） ・買い物名人に
なるためのチェックリスト

小学５年生 10,500 10,300 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識 消費者市民の考え方

・ＤＶＤ「伊達なくらしをいざ伝授！開校！伊達塾」と連
動した内容 ・契約・取引 ・悪質商法 ・情報 ・環境 ・消
費者市民社会

中学１年生 10,500 10,300 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

・契約の基礎知識 ・クレジットの基礎知識 ・若者がトラ
ブルに巻き込まれやすい悪質商法の手口とトラブル防
止法

中学３年生 11,000 10,300 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

・若者が巻き込まれやすい悪質商法の手口とトラブル
防止策 ・クーリング・オフ制度

高校１年生 12,000 11,800 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

・若者が巻き込まれやすい悪質商法の手口とトラブル
防止策 ・クーリング・オフ制度 ・クレジット利用の注意
点

大学生 2,000 2,000 無

消費者教育に関する情報提供
・学校における消費者教育 ・仙台市消費生活基本計
画・消費者教育推進計画 ・消費者教育教材の紹介

市内・小・中・高等学校・特別
支援学校教職員

10,000 9,700 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識 消費者市民社会の啓発

・幼稚舎・小学部・中等部・高等部の各年代向けの学
習サイト ・クイズやゲームによる消費者トラブルの対処
法の学習

幼児・小中高生・保護者・一
般

- - その他

学童期に身に付けたい消費者としての
基本的な知識や態度の育成

・家計シﾐｭレーション ・買い物名人クイズ ・買い物シ
ミュレーション

小学校高学年 - - 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

１各種事例紹介（クーリングオフ、洗濯表示、H27年度
相談件数について、携帯電話の契約ルールについて）
２センター主催イベントの紹介 ３センターの開所時間
の案内

一般消費者 6,000 5,680 無

消費生活展のご案内 当日スケジュール、出展団体等 一般消費者 1,500 1,000 その他

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識、事例

１契約ルールについて ２クーリングオフについて ３各
種相談事例 ４センター案内

一般消費者 10,000 4,800 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識トラブルに巻き込まれないため
の事例紹介

点検商法・利殖商法について事例と注意点 一般消費者 10,000 500 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識トラブルに巻き込まれないため
の事例紹介

インターネットトラブルについて事例と注意点 一般消費者 10,000 500 無

消費者教育推進計画の概要 消費者教育推進計画の概要 一般消費者 2,000 1,100 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識、事例紹介等

１消費生活センターの紹介 ２公的機関を名乗る不審な
電話について ３インターネットに潜む危険 ４多様化す
る決済方法とトラブル ５訪問購入

一般消費者 5 0 無

市消費生活総合センターの窓口、業務
内容等の紹介

市消費生活センター 一般消費者 20,000 4,500 無
8,9 合わせた予算で388千
円

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

代表的なトラブル事例、センターの案内 一般消費者 1,200 1,150 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

トラブル事例、センターの案内、センターの役割の紹介 障害者 3,000 0 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

代表的なトラブル事例、センターの案内 障害者 1,000 150 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

１．ワンクリック請求 ２．キャッチセールス ３・マルチ商
法 ４・デート商法

一般消費者、障害者 200 180 無

トラブル事例、消費生活センターについ
てご案内

センター案内、役割について説明 障害者 1,000 350 無
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

11 さいたま市 センター HP記事「紙芝居を作成しました！！」 中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（実物
の貸出及びHP上から打ち出して利用）

直営 0

11 さいたま市 センター チラシ「悪質商法に気を付けて！」 中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

直営 0

11 さいたま市 センター チラシ「もしかしてだまされた！？」 中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（出前
講座、イベント時配布資料等）

委託・請負 0

11 さいたま市 センター
HP記事「こんな相談ありました。（中古
車取引に関するトラブルにご注意くださ
い！）」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（HP
上で閲覧）

直営 0

11 さいたま市 センター
HP記事「電気通信事業法が改正されま
した！」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（HP
上で閲覧）

直営 0

11 さいたま市 センター
HP記事「こんな相談ありました。（保険
金を使って住宅修理ができる」という勧
誘に注意！）」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（HP
上で閲覧）

直営 0

11 さいたま市 センター
HP記事「ご存じですか？衣類の「洗濯
表示」が変わりました！ 」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（HP
上で閲覧）

直営 0

11 さいたま市 センター
HP記事「【市からのお知らせ】電力の小
売り全面自由化による便乗商法にご注
意ください！」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（HP
上で閲覧）

直営 0

11 さいたま市 センター
HP記事「【市からのお知らせ】インター
ネットの通信販売での詐欺まがいのサ
イトが増えています」

中長期的
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図る（HP
上で閲覧）

直営 0

11 さいたま市 センター
HP記事「消費者フォーラムを開催しま
す」

短期的 消費者フォーラムについて周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター
HP記事「○月セミナーを開催します」計
５回

短期的 各月セミナーについて周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター チラシ「セミナーのご案内」計５回 短期的 各月セミナーについて周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター HP記事「消費生活展を開催します」 短期的 消費生活展について周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター ポスター「市若者トラブル１１０番」 短期的 市主催の若者トラブル１１０番について周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター
チラシ「高齢者被害特別相談を実施しま
す」

短期的 高齢者被害特別相談について周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター チラシ「消費者フォーラム」 短期的 消費者フォーラムについて周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター さいたま市消費者教育推進計画 中長期的 消費者教育推進計画について周知を図る 直営 0

11 さいたま市 センター 自治会回覧チラシ 短期的
消費生活展周知、消費生活センターの周知を図る
（恐恐施設掲示・イベント時掲示等）

直営 0

12 千葉市 センター 暮らしの情報いずみ 短期的
消費生活センターの取組のほか、各種消費生活に
関する情報の提供、注意喚起を行う。

直営 335

12 千葉市 センター 消費者被害注意報 短期的 高齢者等の消費者被害の未然防止を図る。 直営 12

12 千葉市 センター 暮らしの情報いずみ特集号 短期的
情報紙を作成し市政だよりに挟み込んで広く市民
に配布し、消費者教育の推進を図る。

直営 2,750

12 千葉市 センター 買い物を考えよう！！ 中長期的
市内特別支援学級の児童に対する金銭教育を含
む消費者教育の推進を図る。

直営 4,378

12 千葉市 センター おこずかいちょう 中長期的 小学校における消費者教育（金銭教育）の推進 直営 670

12 千葉市 センター クリアファイル 中長期的
中学校における消費者教育（情報モラル等）の推
進

直営 743

14 横浜市 センター
消費生活情報よこはまくらしナビ月次相
談リポート

中長期的
消費者被害の未然防止と早期解決、消費生活関
連の情報提供

委託・請負 157 1,813

14 横浜市 センター 消費生活情報よこはまくらしナビ増刊号 中長期的
消費者被害の未然防止と早期解決、消費生活関
連の情報提供

委託・請負 1,763

14 横浜市 センター
消費生活情報メールマガジン「週刊はま
のタスケ・メール」

中長期的
消費者被害の未然防止と早期解決、消費生活関
連の情報提供

委託・請負 147

14 横浜市 センター ホームページ 中長期的
被害未然防止、早期解決、消費生活情報提供、セ
ンター事業案内

委託・請負 2,231 741

14 横浜市 センター はまのタスケ・メールチラシ 短期的 メールマガジン広報・クーリングオフ周知 委託・請負 272

14 横浜市 センター シネアド上映 短期的 消費者被害の未然防止と早期解決、センター周知 委託・請負 934

14 横浜市 センター 駅内画像広告 短期的 消費者被害の未然防止と早期解決、センター周知 委託・請負 999

14 川崎市 センター 見守りハンドブック 中長期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 0 0 0

14 川崎市 センター 消費者行政センター紹介のしおり 短期的 消費者行政センター窓口や事業全般の周知 委託・請負 117 0 0

14 川崎市 センター 猫型リーフレット（高齢者向け） 短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 589 0 0

14 川崎市 センター 見守りガイドブック 中長期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 0 4,340 0

14 川崎市 センター くらしの情報かわさき 短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 984 0 0

14 川崎市 センター チャートで発見　カモ診断テスト 短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 0 416 0

14 川崎市 センター
高齢者被害防止共同キャンペーン用ポ
スター

短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 31 0 0
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

消費生活に関する紙芝居の紹介
紙芝居２テーマについて紹介、紙芝居プリントアウトに
ついて

一般消費者 - - 無
市消費生活センターHPか
ら紙芝居のプリントアウト可
能

トラブル事例、消費生活センターについ
てご案内

センター案内、役割について説明 一般消費者 16,000 0 無

トラブル事例、消費生活センターについ
てご案内

センター案内、役割について説明 一般消費者 20,000 0 無
予算計上なし、余剰分で作
成

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

中古車取引について 一般消費者 - - 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

電気通信事業法改正について 一般消費者 - - 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

保険金を使って住宅修理について 一般消費者 - - 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

洗濯表示の変更について 一般消費者 - - 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

電力小売りについて 一般消費者 - - 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

インターネット通販について 一般消費者 - - 無

消費者フォーラムについて周知 フォーラム講演会、スケジュールについて 一般消費者 - - 無

セミナーについて周知 セミナーのテーマを紹介 一般消費者 - -
アンケー

ト

セミナー当日の参加者にセ
ミナーについてのアンケー
トを実施

セミナーについて周知 セミナーのテーマを紹介 一般消費者 6,000 6,000
アンケー

ト

セミナー当日の参加者にセ
ミナーについてのアンケー
トを実施

消費生活展について周知 出展団体の紹介、スケジュール、催し物の案内 一般消費者 - - 無

市若者トラブル１１０番について周知 電話相談の日程の案内、センター窓口の案内 一般消費者 300 300 その他 相談件数の集計

高齢者被害特別相談について周知 電話相談の日程の案内、センター窓口の案内 一般消費者 1,100 1,100 その他 相談件数の集計

消費者フォーラムについて周知 フォーラム講演会、スケジュールについて 一般消費者 4,500 4,500 無

市消費者教育推進計画についての説
明、解説

１計画の目的趣旨 ２現状と課題 ３方向性と具体的な
施策

一般消費者 250 - 無 120円で販売

消費生活展のご案内、消費生活セン
ターの案内

消費生活展の当日スケジュール、出展団体等 消費生
活センターの開所時間、業務内容等

一般消費者 40,000 40,000 無

消費生活に関する情報提供 同左 市民 93,000 93,000 無 奇数月発行

実際にあった相談事例、見守りのポイン
ト、最新情報の提供

同左
民生委員・ケアマネージャー
等高齢者と接する機会の多
い人

22,800 22,800 無 偶数月発行

消費者教育、消費生活センター機能周
知、悪質商法等

同左 市民 357,162 357,162 無

金銭教育を含む消費者教育全般 同左 市民（4歳児～小学3年生） 150 150 無

金銭教育 同左 市民（小学生） 49,600 49,600 無

情報モラル教育 同左 市民（中学生） 25,500 25,500 無

消費生活情報提供 同左 市民 194,000 194,000 無 月一回発行

消費生活情報提供、地域の取組活動、
イベント等の周知

同左 市民 44,000 44,000 無 年4回発行

消費生活情報提供、イベント等の周知 同左 市民 - - 無 1回/週　配信

センター案内、消費生活情報提供、啓
発資料、イベント等の周知

同左 市民 - - その他
アクセス分析による効果測
定

メールマガジン広報・クーリングオフ周
知

同左 市民 15,000 15,000 無

消費者被害の未然防止と早期解決、セ
ンター周知

同左 市民 - - 無

消費者被害の未然防止と早期解決、セ
ンター周知

同左 市民 - - 無

高齢者等の身近にいる家族やまわりの
関係者等の見守りのための基礎知識

・見守りのための問題発見と対応 ・トラブル対応チャー
ト

一般消費者・高齢者等 5,000 4,800
アンケー

ト
費用は消費者教育推進事
業に含む。

消費者行政センター案内 消費者行政センターの案内 一般消費者 9,000 2,716
アンケー

ト
平成29年1月作成

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

１訪問購入 ２利殖商法 ３訪問販売 ４電話勧誘販売 一般消費者・高齢者 5,000 930
アンケー

ト
平成29年3月作成

障碍者の身近にいる家族やまわりの関
係者等の見守りのための基礎知識

・見守りのための問題発見と対応 ・トラブル対応チャー
ト

一般消費者・障碍者等 8,000 7,135
アンケー

ト

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識及び食の安全

消費生活全般 一般消費者 52,000 46,800
アンケー

ト
隔月8,700部発行

性格等に応じてどのような消費者被害
に遭いやすいかを分析することができる
診断テストとその解説

・チャートで発見　落とし穴チェック ・チャートの診断結
果と事例をチェック ・心理学者からのアドバイス

一般消費者・若者 10,000 5,030
アンケー

ト

高齢者の消費者被害防止 ・悪質商法の事例と対処法 一般消費者・高齢者 50 38
アンケー

ト
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

14 川崎市 センター
高齢者被害防止共同キャンペーン用
リーフレット

短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 70 0 0

14 川崎市 センター
若者被害防止共同キャンペーン用ポス
ター

短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 33 0 0

14 川崎市 センター
若者被害防止共同キャンペーン用リー
フレット

短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 49 0 0

14 川崎市 センター 消費者川柳ポスター 短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 委託・請負 104 0 0

14 相模原市 双方 消費生活情報紙「すぱいす」 中長期的 消費生活に関する様々な情報を提供する。 委託・請負 929

14 相模原市 双方 スマートフォントラブル啓発リーフレット 中長期的
インターネット、特にスマートフォンに関連したトラブ
ルの防止を図る。

委託・請負 625

15 新潟市 センター ゆうゆう通信 短期的
センター機関紙としてセンターの周知や消費生活
に関して，市民への情報提供

委託・請負 332

15 新潟市 センター
「ぼくもわたしも消費者」 「消費生活読
本」

中長期的 基礎的な消費者知識の習得及び被害防止 委託・請負 10 4,000

15 新潟市 センター
平成28年度新潟市消費生活センター概
要

中長期的 消費生活センター活動記録，沿革等 直営 5

22 静岡市 双方 消費者教育推進地区便り 短期的
消費者被害の未然防止、消費者市民の育成を図
る

直営 0 60 0

22 静岡市 双方 静岡市消費生活センターリーフレット 中長期的 静岡市消費生活センターの周知 直営 67 0 0

22 静岡市 双方
通話録音装置等の普及促進事業組回
覧ちらし

短期的 通話録音装置等普及事業の周知 直営 0 227 0

22 静岡市 双方 高齢者見守りガイドブック 中長期的
見守り者宛てに配布することで、消費者トラブル被
害の未然防止・拡大防止を図る

直営 162 0 0

22 静岡市 双方 消費者教育推進校便り 短期的
消費生活センターの周知、消費者被害の未然防
止、消費者市民の育成を図る

直営 0 13 0

22 浜松市 センター 浜松市くらしのセンターのご案内 中長期的
各種相談窓口（消費生活相談・市民相談・交通事
故相談・法律相談・多重債務相談）などの周知

直営 0

22 浜松市 センター くらしの情報紙「はままつｅライフ」 短期的
消費生活に関するトラブル事例と価格調査結果の
情報提供

直営 42

23 名古屋市 センター くらしのほっと通信 中長期的
市民に対し消費生活全般に渡る事例等を紹介し啓
発をはかる

直営 789

23 名古屋市 センター
見守りハンドブック（ケアマネ、ヘル
パー、民生委員向け）

中長期的
高齢者に多い相談事例を紹介し、「見守る」方を対
象とした出張講座の資料として活用

直営 259

23 名古屋市 センター 新社会人向け啓発カレンダー 中長期的
新社会人に多い消費者トラブル事例を紹介し、新
生活で活用

直営 998

23 名古屋市 センター
「悪質商法にだまされない！」2017カレ
ンダー

中長期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 直営 685

23 名古屋市 センター 子供向け金銭教育絵本 中長期的 子供向け金銭教育用 直営 529

23 名古屋市 センター くらしのほっと通信特別号 中長期的 悪質電話及び消費者市民社会 直営 395

23 名古屋市 センター ぼくもわたしも消費者（小学生向け） 中長期的 小学生向け消費者教育用 直営 594

23 名古屋市 センター マネーブック 中長期的 小学生向けと中高生向けの金銭教育 直営 907

23 名古屋市 本課 「悪質電話被害防止」リーフレット 中長期的 悪質電話による被害の防止 委託・請負 243

23 名古屋市 本課 「悪質電話被害防止」チラシ 中長期的 悪質電話による被害の防止 委託・請負 216

23 名古屋市 本課 「悪質電話被害防止」ポスター 短期的 悪質電話による被害の防止 委託・請負 267

23 名古屋市 本課 なごや暮らしのあんしん情報 中長期的 高齢消費者の被害防止 委託・請負 381

23 名古屋市 本課
消費者市民教育用ＤＶＤ教材「尾木ママ
と子どもたちの消費者の芽」

中長期的 消費者市民社会の普及 委託・請負 7,000

26 京都市 双方 生活情報誌「マイシティライフ」 短期的
消費生活に関する最新の情報や制度等，くらしに
役立つ情報を掲載した生活情報誌を発行すること
により，消費者の自立支援を図る。

委託・請負 441 0 0

26 京都市 双方 京（みやこ）・くらしの安心安全情報 短期的
相談が増加している悪質商法等についての注意喚
起や消費生活総合センターの取組の紹介，消費生
活相談窓口の周知を図る。

直営 0 0 0

27 大阪市 センター
エルちゃんのトラブルバイバイ♪ニュー
ス

短期的 高齢者の消費者被害防止 直営 0 0 0

27 堺市 双方 冊子「くらしの情報SAKAI」 中長期的
消費者の自立を支援し、消費者被害の防止を図る
ため、消費者に必要な情報を提供することを目的と
する。

直営 223

27 堺市 双方 絵本「さっちゃんのおやくそく」 中長期的
社会の一員として、ライフステージに合せてより良
い消費生活の発展のために積極的に関与する消
費者を育成することを目的とする

直営 824

28 神戸市 双方
夕食宅配を利用した高齢消費者啓発チ
ラシ

短期的

高齢者が多くを占める、生活協同組合コープこうべ
の夕食宅配事業「夕食サポートまいくる」の利用者
に対し、悪質商法等による被害防止のための啓発
資料等を直接自宅まで送り届ける

直営 1,623

28 神戸市 双方 生活情報誌「くらし」 中長期的
消費者問題や物価問題等への理解と関心を深め
る為、情報提供・啓発を行う

直営 234
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

高齢者の消費者被害防止 ・悪質商法の事例と対処法 一般消費者・高齢者 2,000 1,400
アンケー

ト

若者の消費者被害防止 ・悪質商法の事例と対処法 一般消費者・若者 110 87
アンケー

ト

若者の消費者被害防止 ・悪質商法の事例と対処法 一般消費者・若者 3,100 2,450
アンケー

ト

消費者被害防止 悪疾商法の事例を川柳で紹介 一般消費者 500 214
アンケー

ト

消費生活に関する各種情報の紹介、啓
発

消費生活相談の概要 消費者団体の活動報告 消費生
活関連情報

一般消費者 10,000 10,000 無 2500部×４回

スマートフォンでトラブルにあわないため
に

オンラインゲームや架空請求等トラブル事例の紹介等 一般消費者 75,000 75,000 無

小学校５年生から中学校３
年生全員に配布し、残部は
市内公共施設配布、本セン
ター主催事業等の資料とし
て使用

センター機関紙
相談事例や法令の改正，生活関連物資の価格調査の
報告など

高齢者施設，スーパー，一般
消費者

4,800 4,800 無

消費者教育啓発冊子 契約の基礎知識，トラブル事例と対応策 小学６年生 中学３年生 15,700 15,000
アンケー

ト

消費生活センター活動記録，沿革等 消費生活センター活動記録，沿革等
消費生活審議会委員，関係
自治体，庁内関係者

110 110 無

消費者被害の未然防止、消費者市民の
育成

・消費者トラブル事例 ・消費者市民ミニ講座 ・くらしの
安全 ・戸別訪問での聞き取り内容　他

推進地区住民 14,000 14,000
アンケー

ト

静岡市消費生活センターについて センターの案内 悪質商法について ｸｰﾘﾝｸﾞ･ｵﾌ書面 一般消費者 5,000 5,000 無

通話録音装置等補助金助成制度につ
いて

通話録音装置等を購入し市内在住65歳以上に補助金
助成

一般市民 60,000 60,000
アンケー

ト

高齢者を消費者トラブルから守るための
見守り者向けパンフレット

1トラブルQ&A　　　　　　　2高齢者見守りネットワークの
説明

見守り者 5,000 4,000 無

消費生活センターの周知、消費者被害
の未然防止、消費者市民の育成

・消費生活センターについて ・消費者力クイズ
他

中学生とその保護者 1,050 990
アンケー

ト

浜松市くらしのセンターが行う相談業務
の周知

1業務内容　２開所時間　３所在地　　４相談方法　５問
合せ先

一般消費者 20,000 20,000 無 随時印刷機で印刷

くらしに役立つ消費生活情報紙 消費生活に関するトラブル事例と価格調査結果表 一般消費者 12,000 12,000 無 毎月１回印刷

相談事例紹介、悪質業者対策、高齢者
の見守り、苦情等の商品テスト結果等

相談事例、新しい手口の悪質商法、前年度相談実績、
セミナー講座の受講者募集等

市民 26,000 26,000 無

クーリング・オフ、電話勧誘販売、架空・
不当請求、成年後見制度、各種相談窓
口の紹介　等

同左 市民 3,000 3,000 無

家計管理の基本、契約の基本、クレジッ
トカード、クーリング・オフ、若者に多い
消費者トラブル　等

同左 市民 3,000 3,000 無

代表的な悪質商法の紹介
当選商法、利殖商法、振込詐欺、ｻｸﾗｻｲﾄ商法、キャッ
チセールス　等

市民 5,000 5,000 無

お金の使い方について考える おかいもの 幼児・保護者 1,000 1,000 無

悪質電話・消費者市民社会 悪質電話及び消費者市民社会の紹介 市民 13,000 13,000 無

学校における消費者教育
小学生も消費者、おこづかいと買い物、インターネットト
ラブル　等

小学生 5,000 5,000 無

若者向け金銭教育 小中高生向けとして知的障害者の金銭教育にも配慮 小中高生等 2,000 2,000 無

悪質電話による被害の防止
前年度に貸し出しを行った悪質電話被害防止機能の
ついた電話器についての報告

一般消費者 20,000 20,000 無

悪質電話による被害の防止
悪質電話被害防止機能の電話機及び留守番電話設
定の普及

一般消費者 11,700 11,700 無

悪質電話による被害の防止
悪質電話被害防止機能の電話機及び留守番電話設
定の普及

一般消費者 3,000 3,000 無

高齢消費者の被害防止 高齢者に多い消費トラブルの紹介 高齢消費者 106,000 106,000 無

消費者市民教育 尾木ママと消費者市民社会について学ぶ 小学５年生～中学生 100 100 無

消費生活全般 ・トピックス ・消費生活相談の小窓 ・暮らしのちえぶくろ 市民全般 110,000 110,000 無

消費生活全般
・悪質商法等についての注意喚起 ・消費生活総合セ
ンターの取組紹介 ・消費生活相談窓口について

市民全般 10,800 10,800 無

最近の悪質商法の手口など注意喚起 最近の相談事例や介護事業所などからの情報提供等
大阪市に在住、在勤、在学の
方

0 0
アンケー

ト
電子ビラ（印刷物はなし）月
2回発行

消費者トラブルや関連法令に関する情
報の提供

消費生活における代表的なトラブル事例や、消費者関
連法規の改正など、最近の消費者行政の動きなどを
掲載

市民 5,000 3,000 無
例年秋頃までに作成し、翌
年の同時期まで使用

幼稚園児や保育所入所児童を対象とし
た消費者教育

約束や決め事を遵守することの大切さなど、幼児期の
ライフステージに合ったもの

市内幼稚園・保育所入所児
童

200 200 無

悪質商法等による被害防止や商品事故
等を防ぐための啓発

「初回お試し」が定期購入に、アダルトサイトの突然の
登録・請求について　等

夕食宅配事業「夕食サポート
まいくる」の利用者

36,000 36,000 無

消費者トラブルの防止、くらしに役立つ
身近な消費生活の問題など

最新の消費者問題・消費者教育・悪質商法による苦情
相談事例

一般消費者 25,500 22,000 無
印刷・配布枚数は 8500×3
回
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自主財源
（千円）

交付金・
基金

（千円）

その他
（千円）

都道
府県

コード
自治体名 作成主体 資料の名称 事業の目的

想定利用
期間

委託・直営
の別

費用

28 神戸市 双方 KOBEくらしのレポート 短期的 地域で生じた消費者トラブル情報 直営 0 3,342

33 岡山市 本課 消費生活情報 短期的 消費者トラブル被害の未然防止・拡大防止を図る 直営 20

34 広島市 双方 消費生活情報紙「知っ得なっとく」 中長期的
消費者が必要とする消費生活上の諸問題について
の情報を提供することにより、自立した消費者とし
ての意識啓発を図る

直営 237 0 0

40 北九州市 本課 広報紙「くらしの情報」 短期的 消費生活に関する情報の提供 委託・請負 372 0 0

40 北九州市 本課
「消費者被害防止強化月間」啓発用チラ
シ

短期的 消費者被害の未然防止及びイベントの告知 委託・請負 0 97 0

40 北九州市 本課 啓発用リーフレット「相談しよう」 中長期的 高齢者向け消費者啓発の推進 委託・請負 0 285 0

40 福岡市 センター くらしのインフォメーション 短期的
消費生活情報を市民に提供し、消費者知識の向上
を図る

直営 983

40 福岡市 センター 消費生活かわら版 短期的 消費者トラブルの未然防止を目的 直営 - - -

40 福岡市 センター
消費生活かわら版特別号（市政だよりタ
ブロイド判）

短期的 消費者トラブルの未然防止を目的 直営 2,332

40 福岡市 センター 市政だより 短期的 消費者トラブルの未然防止を目的 直営 - - -

40 福岡市 センター 消費生活トラブル注意報 短期的
県，北九州市と共働して消費者トラブルの未然防
止を目的

直営 - - -

40 福岡市 センター ホットな消費者ニュース 短期的 県と共働して消費者トラブルの未然防止を目的 直営 - - -

40 福岡市 センター 消費生活サポーター手帳 中長期的 消費生活サポーターの活動支援 直営 322

40 福岡市 センター わが家の悪質商法撃退マニュアル 中長期的
高齢者等の消費者トラブルや消費者被害の未然
防止

直営 1,350 3,946

40 福岡市 センター 福岡市消費生活条例 中長期的 条例の周知 直営 78

43 熊本市 双方 出前講座周知啓発用パンフレット 中長期的
消費者被害に対する知識不足の改善を図るため、
出前講座を利用促進する。

委託・請負 20 30 0

43 熊本市 センター
考えよう！私達の消費生活（若者啓発
用ﾘｰﾌﾚｯﾄ）

中長期的 消費者教育を推進するため 委託・請負 197 295 0

43 熊本市 センター 出前講座周知啓発用パンフレット 中長期的
消費者被害に対する知識不足の改善を図るため、
出前講座を利用促進させる

委託・請負 268 404 0

43 熊本市 センター
悪質商法類を紹介及び注意喚起（高齢
者啓発用ｶﾚﾝﾀﾞｰ等）

中長期的
手口の巧妙化により、最新の手口を知って、危険
から身を守る。

委託・請負 186 278 0

43 熊本市 センター 消費者啓発用DVD 中長期的 安全で安心出来る消費生活実現のため 委託・請負 152 234 0

43 熊本市 センター 小学生用）啓発教材（ゲーム 中長期的 消費者教育を推進するため 委託・請負 28 42 0

43 熊本市 センター 消費者センター啓発用エコバック 中長期的 消費者センターを啓発するため 委託・請負 81 122 0

43 熊本市 センター 消費生活啓発用ちらし 中長期的
手口の巧妙化により、最新の手口を知って、危険
から身を守る。

委託・請負 32 47 0
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テーマ 内容 対象者
印刷部数
（部）

配布済数
（部）

備考

事業の概要
効果測

定
の手段

当月起こった消費者トラブルとそれへの
アドバイスや価格調査など

当月起こった消費者トラブルとそれへのアドバイスや
価格調査など

一般消費者 13,200 13,200 無

（1100×12ヶ月） 調査謝
礼・調査票作成・印刷経
費・データ入力・郵送費・本
体印刷費　等含む

消費生活に関する各種情報の周知
消費生活相談の内容や悪質商法の新たな手口、イベ
ント情報などを周知

市民全般 1,900 1,900
アンケー

ト

関係機関に電子データ提
供及び市ホームページに
公開

その都度、時宜にかなったテーマを設定
・前年度の相談概要について ・最近の悪質商法の手
口と対処法 ・相談窓口の紹介など

一般市民 19,800 18,900 無
５月、９月、２月に発行（各
6,600部）

消費生活全般に関する情報
当センターに寄せられる苦情・相談等の最新事例や催
し等の紹介など

一般消費者 40,000 40,000 無

「ニセ電話詐欺に注意！電話でお金は
すべて詐欺！」

消費者被害の未然防止及びイベントの告知 一般消費者 4,000 4,000 無

消費者トラブルに関する啓発 悪質商法の手口や相談事例の紹介 一般消費者 8,000 8,000 無

消費者トラブル啓発・製品事故啓発など
引越しトラブル・電話勧誘による契約・トラッキング現
象・新しい洗濯表示　など

市民全般 27,000 26,492
アンケー

ト

緊急性のある事例 「怪しい投げ込みチラシにご用心」など 市民全般 4,228 4,228
アンケー

ト

消費者トラブル啓発など
１出前講座の紹介 ２主な相談事例・消費生活サポー
ターの活動紹介

市民全般 680,000 680,000 無

未然に防ごう消費者トラブル
ワンクリック請求・ネット回線の契約トラブル・引っ越し
に関する料金トラブルなど

市民全般 - 680,000 無
市政だよりの１～３面にセ
ンター啓発記事掲載

若者向けの消費者被害や製品・サービ
ス事故に関する啓発

１かわいいペットは１００万円越え？契約は慎重に！ ２
布団の点検でカビ？目的は…クリーニングを装う高額
な布団の訪問販売にご用心！

市内高校生 - - 無 市立高校4校へメール送信

県内自治体の消費生活センターに寄せ
られた相談事例から，被害拡大のおそ
れがある内容

１リフォーム契約は慎重に！夢の海外リゾートライフ ２
水道修理のトラブル～高額な請求をされた～ ３チラシ
を見て引っ越しを申し込んだら高額の代金を請求され
た

市民全体 - - 無 ホームページ

悪質商法の主な手口や対処法など
・消費生活サポーターの役割 ・高齢者等が消費syあト
ラブルにあいやすい理由 ・消費者トラブルの気づきの
ポイントと対処法 ・よくある事例とアドバイス　など

消費生活サポーター 500 303 無

高齢者の見守りのポイントや悪質商法
の事例と対処法など

・架空請求 ・ニセ電話詐欺 ・点検商法 ・クーリング・オ
フ　など

市民全体 44,000 41,000 無

福岡市消費生活条例 福岡市消費生活条例 市民全体 1,000 10 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

最新の消費者被害の紹介及び対処法のアドバイス 一般消費者・高齢者・若者 10,000 2,000 無

消費生活を考える 消費者市民社会等について 中学3年生 7,350 100 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

最新の消費者被害の紹介及び対処法のｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 一般消費者 高齢者 若者 740 10 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

悪質商法類を紹介し、だまされないための注意喚起 高齢者 2,500 2,500 無

市民へ広く周知するため 各種の情報提供や消費者学習等啓発 一般消費者・高齢者・若者 8 - 無

消費者教育の基礎知識 消費者学習啓発 小学生 47 - 無

市民へ広く周知するため 消費者センター主知用のエコバック 一般消費者・高齢者・若者 1,500 500 無

消費者トラブルに巻き込まれないための
基礎知識

最新の消費者被害の紹介及び対処法のアドバイス 一般消費者・高齢者・若者 740 50 無
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（３）地域サポーター（都道府県、政令指定都市）
(平成28年度）

都道府
県コー

ド
自治体名 名称 目的 養成方法 活動

登録
人数

（人）

謝金・
謝礼

備考

2 青森県 消費生活サポーター

消費生活に関する身近なサポー
ターとして、地域での啓発活動
を行うことにより、消費者被害
の未然防止を図る

消費生活サポーター研修会の受
講、月１回消費生活センターか
ら送付する「サポーター通信」
等による情報提供

①消費者被害防止の啓発活動 ②地域
住民と消費生活相談窓口のパイプ役
③消費生活相談窓口への地域情報発信

170 無

3 岩手県 消費生活サポーター

消費者被害のない地域づくりを
進めるために、県と消費者問題
に関心のある方とが一体となっ
て効果的な活動を推進するも
の。

登録を希望した県民

①県が発信する情報による、地域住民
への被害防止の啓発活動。 ②消費者
被害に遭った住民へ相談窓口の紹介。
③消費生活に関する地域情報を県へ情
報提供。

311 なし

4 宮城県
宮城県消費生活サポー
ター

身近な地域における啓発活動や
地域や行政への情報提供・収集
を主な活動目的とするボラン
ティア

合計２回の養成講座に出席し，
修了したもの。

①身近な地域での啓発活動。 ②地域
と行政とのパイプ役 ③「自立した消
費者」を目指した積極的な学習。

152 ０円

6 山形県 消費生活サポーター
消費者啓発を推進し、自律する
消費者の育成を図る

年２回の研修会の受講、月１回
センターからセンターニュース
等を送付するなど情報提供する

・研修会への出席・消費生活講座の講
師　　　　　　　　　 ・消費生活情
報の収集、提供 ・啓発イベントへの
協力など

70

休日・夜間の消費
生活出前講座の講
師（講師希望者の
み）１回3,000～
5,000円

9 栃木県
くらしの安心サポー
ター

消費者被害の未然防止、拡大防
止を図るため、行政と消費者の
パイプ役として、自らの知識・
経験を生かして消費者啓発活動
を行うとともに、消費者からの
意見・要望を行政へ伝達するな
どの活動を行い、もって本県消
費者行政の推進に寄与する。

県が主催する消費生活リーダー
養成講座の修了生、消費者力ス
テップアップ講座応用コースの
修了生又はこれと同等の知識を
有すると認められる者

①消費生活に関する知識を生かした啓
発活動 ②高齢者及び障害者等が悪質
事業者の被害に遭わないよう又は被害
の早期発見のための見守り ③消費者
から消費生活に関する相談を受けたと
きは、消費生活センターを紹介するな
どのアドバイス ④消費者及び自らの
意見・要望を県へ伝達 ⑤事業者の不
適正な取引行為に関する情報を県へ通
報 ⑥不審な表示に関する情報を県へ
通報 ⑦県等が開催する消費生活に関
する事業への参加 ⑧その他、消費者
行政の推進に資する活動

339 なし

11 埼玉県
消費者被害防止サポー
ター

消費者被害防止サポーターが市
町村の役割を補完することによ
り、地域の消費者力を高め、消
費者被害の防止を図る。

消費者被害防止サポーター養成
講座の受講

① グループになり複数人で活動 ②
地域の身近な高齢者等への声かけ・見
守り（異変などへの気づき） ③ 公民
館、自治会、地域の老人会等への消費
者被害の事例や未然防止の情報提供
④ 啓発グッズの配布活動（お断りス
テッカー等の配布や街頭宣伝） ⑤ 市
町村で開催する出前講座などでの説明
⑥ 寸劇や紙芝居などを取り入れた啓
発活動 ⑦ 広報誌作成やホームページ
作成

440

基本はボランティ
アだが、謝金を支
払うことも妨げな
い。

12 千葉県 消費者教育担い手人材

消費者被害の防止、及び自立し
た消費者の育成のため、地域に
おいて消費者教育を担う人材の
育成を図る

本課が実施した消費生活講座等
に参加し、登録の意向を示した
もの

①消費生活に関する情報の啓発活動
②消費者からの消費生活に関する相談
へのアドバイス 　等、各自で実施。

420 無

12 千葉県
消費生活地域サポー
ター

市町村が行う住民の消費生活の
安定及び向上に資する事業への
参加及び協力

2日間の講座に出席し、修了し
たもの

①消費生活に関する啓発講座及びイベ
ントへの参加。 ②消費生活に関する
啓発及び広報用資料等の配布活動。
③その他地域の消費者に対する啓発又
は広報に資する活動。

133 無

15 新潟県 消費生活サポーター

消費生活に関する身近なサポー
ターとして、地域で啓発活動や
注意喚起などの活動により、高
齢者等の見守りや消費生活の向
上を図る。

サポーター養成講座修了者等
消費生活・金融に関する情報の提供、
啓発講座の講師等

204
啓発講座講師派遣
1回につき5,000円

16 富山県
富山県くらしのアドバ
イザー

地域の消費生活に関する知識の
普及啓発を図るととに、県民の
消費生活に関する意見、要望等
を行政に反映させる。

特になし
①消費生活知識の普及啓発活動（随
時） ②不当表示や過大な景品の監視
（随時） ③研修会等への参加

72
１人につき年額上
限7,000円

16 富山県
富山県消費生活推進
リーダー

多様化する消費者トラブルの未
然防止と早期救済を図るため、
県民への広報・啓発活動を実施

消費生活推進リーダー研修会を
開催

①消費生活出前講座の実施 ②消費者
トラブルの防止と早期発見 ③消費者
啓発活動　など

21
講座１回あたり
5,000円

17 石川県 石川県消費生活推進員

市町その他関係機関と連携し
て、地域における消費生活に関
する情報の収集及び住民への消
費者教育等を行い、消費者被害
の未然防止等を図る。

市町からの推薦により委嘱

①市町消費生活相談窓口の周知 ②地
域の会合等を活用した消費生活情報の
提供 ③市町との連携による、地域に
対する消費者啓発講座等の企画・実施
④地域における消費生活問題の収集・
報告等

50 8,000円/年

17 石川県 草の根消費者教室講師
地域で開催される消費者向け講
座の充実を図り、地域における
消費者教育の向上を図る。

消費者教育担い手育成研修(県
主催)の受講者で、講師として
活動する意思のある人

地域で開催される消費者向け講座にお
いて講師となり、悪質商法への対処方
法や被害にあわないための心構えなど
を話す。

36 -
草の根消費者教
室の主催は市町
等

18 福井県 消費者教育担い手
次世代の消費者教育の担い手と
なる人材の育成

10回の講座を受講し、修了した
者

既存の消費者団体への加入もしくは新
しい団体を結成し、持っている知識を
生かした地域貢献に取り組む。

53 なし
H27　31人 H28
22人

18 福井県 消費生活サポーター
高齢者や障碍者を狙った消費者
トラブルの未然防止

1日研修会を実施し、修了した
者

福祉・介護施設や地域において高齢者
のくらしを見守り、消費者トラブル防
止の啓発や相談窓口の周知を行う。

305 なし

18 福井県
福井県講師養成講座修
了生

出前講座への講師派遣
4時間/日の講座を12日間受講
し、修了した者

出前講座の講師 25
１人１回あたり
5,00円 交通費別途
支給

H23　152人 H24
153人
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19 山梨県 山梨県消費生活協力員

消費生活に関する相談、啓発の
推進、県民意識の的確な把握等
の体制を整備し、充実し、消費
生活の安定と向上に努める。

原則として次により公募、市町
村長及び消費者団体会長の推薦
により選任する。 ①消費生活
問題に積極的に取り組む意欲が
あること。 ②県内在住で、満
20歳以上であること。

①消費者安全の確保に関する情報の住
民への周知 ②消費者安全の確保のた
めの消費者教育、啓発活動等の実施
③住民の消費者被害、被害の恐れ等、
消費者安全の確保に関する情報につい
て市町村の相談窓口又は県民生活セン
ターへ情報提供又は相談の取次ぎ ④
高齢者等に対する消費者被害防止等に
関する見守り活動、その他国又は地方
公共団体等が行う施策への協力

84
1人につき年額
6,000円

20 長野県 消費生活サポーター

消費者被害を防止するため、各
地域・職域ごとに消費生活に関
するリーダーとして啓発や消費
者教育などを担う消費生活サ
ポーターを養成する。

消費生活サポーター申出書及び
誓約書を提出した者で、消費生
活サポーター養成講座を１回受
講し、認定された者

①地域・職域において消費者への啓
発、消費者教育を行う。②消費者トラ
ブルの相談窓口への誘導を行う。 ③
地域における消費者被害のための見守
り活動への参加、協力をする。④消費
生活に関する講座・セミナー等へ参加
する。

269 なし

21 岐阜県
岐阜県消費者啓発推進
員

消費生活出前講座の講師を務め
る。

寸劇の実技研修、啓発推進員の
情報交換会等

消費生活出前講座における情報提供、
啓発

41 1名1回2,000円

21 岐阜県
岐阜県消費者サポー
ター

県民の消費生活に関する相談、
意見、要望等を把握し、消費者
行政に反映させるとともに、消
費生活に関する情報の普及に
よって、県民生活の安定及び向
上に資する。

消費者リーダー経験者

消費生活に関する情報の提供、消費者
庁に関する消費者の意見・要望・その
他の情報を県・その他関係機関へ提供
すること、消費者行政施策の実施に協
すること

83 なし

23 愛知県
消費生活相談サポー
ター

ケアマネージャー、民生委員等
のうち希望者を消費生活サポー
ターとして養成し、高齢者等の
消費者被害の未然防止及び早期
救済を促す。

養成講座を受講した者

普段の活動の中で、高齢者等に係る消
費者被害又は被害に遭いそうな状況に
あることを察知した場合に、消費生活
相談窓口に誘導する。また、可能な範
囲で、高齢者等に関する消費者啓発を
行っていただく。

772 なし

24 三重県
消費者啓発地域リー
ダー

地域に密着した啓発活動を行
い、高齢者をはじめとする消費
者被害の未然防止・拡大防止を
図る。

県が実施する講座の修了生

①市町からの要請に基づき、老人会や
自治会等の地域の会合に出向いて啓発
や情報提供を行う。
②日常の活動の中で啓発や情報提供を
行う。

42 なし

26 京都府 くらしの安心推進員

地域の消費生活リーダーとし
て、「声かけ」を通じて、身近
な人に消費生活情報を積極的に
提供し、地域を見守るボラン
ティア

・養成研修を受講後登録。登録
日から１年して解除の届出が無
ければ自動更新 ・登録者には
スキルアップ研修を実施

①消費生活の基礎的知識の習得、関係
者等との交流 ②声かけ運動「くらし
の安心見守り活動」の推進 ③消費者
モニター的活動

486 なし

26 京都府 くらしの安心推進員

地域の消費生活リーダーとし
て、「声かけ」を通じて、身近
な人に消費生活情報を積極的に
提供し、地域を見守るボラン
ティア

・養成研修を受講後登録。登録
日から１年して解除の届出が無
ければ自動更新 ・登録者には
スキルアップ研修を実施

①消費生活の基礎的知識の習得、関係
者等との交流 ②声かけ運動「くらし
の安心見守り活動」の推進 ③消費者
モニター的活動

11,371 なし 団体登録

27 大阪府 消費のサポーター
高齢者の消費者被害の未然防
止・拡大防止

府が実施する養成講座を修了し
たもの

高齢者に対し、消費者トラブルの事例
や対処法、クーリング・オフ制度等に
ついて情報提供する

116 ―

28 兵庫県
くらしの安全・安心推
進員

高齢者の見守り、消費生活に関
する情報の収集・提供や啓発活
動を行う。

研修会の開催 消費生活情報の
送付　等

①消費生活に関する情報を収集し、地
域住民や関係機関に提供すること。
②消費生活に関する啓発を行うこと。
③消費生活に関する相談窓口を紹介す
ること。 ④消費者被害を未然に防止
するための見守りを行うこと。 ⑤消
費生活に関する行政施策の推進に協力
すること。 ⑥その他安全で安心な消
費生活を実現するために必要な活動を
行うこと。

328 なし

29 奈良県 グループ　あんあん

地域の消費者が安全にかつ安心
して過ごせるように、その方法
を探るための調査・研究等の活
動・啓発。相談窓口の地域をつ
なぐパイプ役となることを目的
とする。

センターが発信する消費者情報
の地域への発信、学習会、消費
者啓発講座への講師としての活
動

センターが発信する消費者情報の地域
への発信、学習会、消費者啓発講座へ
の講師としての活動

8 1回当たり5,000円
奈良市とその近
隣市町村を中心
に活動

29 奈良県 ざ・ひめみこ

地域の消費者が安全にかつ安心
して過ごせるように、その方法
を探るための調査・研究等の活
動・啓発。相談窓口の地域をつ
なぐパイプ役となることを目的
とする。

センターが発信する消費者情報
の地域への発信、学習会、消費
者啓発講座への講師としての活
動

センターが発信する消費者情報の地域
への発信、学習会、消費者啓発講座へ
の講師としての活動

14 1回当たり5,000円
橿原市とその近
隣市町村を中心
に活動

30 和歌山県
和歌山県消費生活サ
ポーター

消費者被害の未然防止・拡大防
止・早期発見

県が実施する養成講座を修了し
たもの

地域における啓発活動の担い手とし
て、消費生活情報の伝達を行い、地域
で見守り活動を行う

245 無

31 鳥取県
地域消費生活サポー
ター

指定講座の受講生を地域消費生
活サポーターとして認定し、住
民と市町村窓口のつなぎ役とし
て地域の消費生活の安心と向上
に努める。

・くらしの経済・法律講座に
（全１４回～１５回）を１０講
座以上受講し希望する者 ・地
域見守りネットワーク研修を受
講し希望する者

・地域住民への消費生活相談窓口の紹
介 ・市町村消費生活相談窓口への情
報提供 ・地域での啓発活動

356 なし

32 島根県
消費者問題出前講座講
師バンク

消費生活に関する知識の普及・
啓発を行うことにより自立する
消費者の育成を図り消費者被害
の未然及び拡大防止を図る

島根県消費者リーダー育成講座
を規定回数修了した者

地域において消費者問題出前講座の講
師を務めること

27
１人につき年額上
限３,000円

33 岡山県 消費生活サポーター
高齢者などが消費者被害に遭わ
ないよう地域で見守り等を行う
人材を養成する

消費生活サポーター講座の受講
サポーター宣言を行っていただき、地
域で自主的な見守り等の活動を行う

361 なし

35 山口県 消費者リーダー
県が実施する研修を修了し、地
域での啓発活動を担う人材を登
録している

消費者リーダー養成講座やフォ
ローアップ研修にて養成

①地域で開催される学習会、講座での
消費者啓発　　　　　　　②消費者
リーダー研修会に参加

84 0

36 徳島県
くらしのサポーター
（個人）

消費者情報センターと消費者を
つなぎ、消費者に役立つ情報を
広めるとともに、地域の情報や
ニーズを消費者情報センターに
取り次ぐことにより消費者トラ
ブルの防止等に資する。

18歳以上の県民の申請による。
認定後、情報提供、研修を行
う。

①消費者情報センターが提供する情報
を周囲の人に伝えること ②県や地域
が実施する研修会等に参加し、知識を
高めること ③シンポジウム等の場で
消費者としての意見を発表すること
④消費生活に関する講座において講師
として活動すること

414 無償
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36 徳島県
くらしのサポーター
（団体）

消費者情報センターと消費者を
つなぎ、消費者に役立つ情報を
広めるとともに、地域の情報や
ニーズを消費者情報センターに
取り次ぐことにより消費者トラ
ブルの防止等に資する。

県内の団体の申請による。認定
後、情報提供、研修を行う。

①消費者情報センターが提供する情報
を周囲の人に伝えること ②県や地域
が実施する研修会等に参加し、知識を
高めること ③シンポジウム等の場で
消費者としての意見を発表すること
④消費生活に関する講座において講師
として活動すること

14 無償

36 徳島県
消費生活コーディネー
ター（個人）

くらしのサポーターの活動支
援、各種啓発行事の企画・運営
など専門的知識を生かした活動
を行う。

消費者大学校大学院の卒業生ま
たはくらしのサポーターであっ
て、消費者力検定1級もしくは
消費生活相談員などの資格を有
する者

①くらしのサポーターの活動の企画調
整、取りまとめ、活動の効果を高める
ために必要な情報提供や助言等 ②く
らしのサポーターと市町村等の行政と
をつなぐこと ③各種講座の企画・運
営等、専門的な知見を活かした活動を
行うこと

47 37人で370,000円

38 愛媛県 出前講座講師
地域等における消費者トラブル
の未然・拡大防止を図ることを
目的に出前講座等を実施。

・「消費者問題啓発講師養成講
座」を終了したもの ・「消費
者啓発スペシャリスト研修」５
回のうち６割以上受講したもの

・消費生活出前講座の実施 ・関連事
業への協力 ・消費生活に関する情報
誌、リーフレット等の配布

56

出前講座実施に関
しては 謝金：1人1
回あたり3,000円
旅費：県の旅費規
程により支給

39 高知県
高知県くらしのサポー
ター

消費者問題に関する知識を有
し、地域での啓発活動の担い手
となり、地域に密着した消費者
啓発を推進する。

高知短期大学との連携講座の受
講生のうち、希望し、養成講座
を受講したもの

地域住民への情報提供 出前講座での
寸劇実施

64
１回当たり上限
3,000円

42 長崎県 消費生活サポーター
高齢者などの悪質商法による消
費者トラブルを未然防止するた
めの講座を協働して運営

地域のＮＰＯやボランティアを
悪質商法による消費者トラブル
を防止する講座の講師として育
成（H22-24）

わかりやすく楽しい講座にするため
に、消費者トラブルに関する寸劇を講
座のなかで演じていただく

30
1回当たり　団体
15,000円
個人 5,000円

44 大分県
地域くらしのサポー
ター

地域の人たちと市町村や県の消
費生活相談窓口をつなぎ、消費
生活に関する啓発を推進するこ
とによって県民生活の向上と安
定と向上を図る。

研修会参加(H23～H25)

・金融学習グループとして研修継続
（６回） ・県の実施する啓発講座等
で消費者被害防止の寸劇上演 ・啓発
活動への参加

24 なし

1 札幌市 消費生活推進員

地域において、日常生活の中で
の「目配り」、「気配り」によ
る見守りや、悪質商法の被害割
合が高い高齢者等の被害救済及
び被害の拡大防止を図る。

高齢者等の見守りに 有用な知
識について 研修を行うこと
で、 推進員のスキルアップを
図っている。

地域において高齢者等への啓発講座の
講師や相談解決に必要な書面等の実態
調査などを行う

41

実態調査：1回あた
り4000円 啓発講
座：1回あたり2500
円

謝金・謝礼につ
いては積算ベー
スであり、実態
は不明

1 札幌市 消費生活サポーター
高齢者や障がい者の消費者被害
の未然防止にあたり、見守りの
担い手の拡充

消費生活サポーター養成講座を
受講したもの

①消費者トラブルにあっている人がい
ないか見守りの意識を持つ ②消費者
トラブルを抱えていることが疑われる
場合に、消費者センターなどの相談機
関を紹介する ③消費者問題に関する
情報を積極的に収集する ④消費者セ
ンターで開催する講座を受講し、消費
生活問題に関する知識を学ぶ ⑤みま
もり通信の配信を受け、最新の消費者
トラブルについて学ぶ ⑥みまもり通
信を活用して、地域の方に情報提供を
行う。 ⑦所属する団体などにおい
て、ミニ講座を開催する。

0 0

平成28年度より
制度が開始さ
れ、個人向けサ
ポーターの登録
は平成29年度よ
り行う予定。 消
費生活サポー
ターは無償のボ
ランティという
位置づけで、活
動は任意かつ可
能な範囲で行う
ものとしてい
る。

4 仙台市 消費生活パートナー

消費生活センターと連携して消
費者啓発を行うことにより、消
費者被害の未然・拡大防止及び
消費生活相談窓口のさらなる周
知を図る

消費生活パートナー養成講座
（2日間）を終了したもの

①地域の高齢者等の消費者トラブルに
関する見守り ②消費者被害に遭って
いると思われる方に対しての消費生活
相談窓口の紹介 ③消費者問題に関す
る自主的学習 ④市が実施する事業
（消費生活講座、エコフェスタ等）へ
の参加・協力 ⑤消費生活センターか
ら提供する消費生活情報や啓発冊子等
の伝達・配布 ⑥地域で得られた消費
者被害や消費者からの要望・意見等の
消費生活センターへの取り次ぎ ⑦そ
の他消費者啓発に必要な活動

39 無

11 さいたま市
さいたま市消費者被害
防止サポーター

消費者教育推進のための啓発活
動を行い、消費者被害の未然防
止・拡大防止・早期発見を図
る。

埼玉県が実施する「消費者被害
防止サポーター養成講座」を修
了したもの

①消費者教育推進のための啓発活動
②市、県及び関係団体が行う消費生活
に関する事業への協力 ③市、県及び
関係団体が主催する研修会、講習会等
への参加　 ④消費者被害防止のため
の見守り活動、協力、消費生活相談窓
口への誘導 ⑤その他サポーターとし
て必要な活動

59 無

14 横浜市 消費生活推進員
消費者の自主的活動を推進し、
市民の安全で快適な消費生活の
推進を図る。

①自治会・町内会からの推薦と
公募で応募した市民で構成され
ている。 ②横浜市で実施する
消費生活推進員研修への参加
活推進員研修への参加  ・ス
テップアップ研修（新任者向
け）全3回　　（参加者　165
人） ・スキルアップ研修（継
続者者向け）全4回　　（参加
者209人） ③各区で実施する研
修・施設見学会などへの参加。

①地域において消費者被害未然防止等
に関する啓発講座等の開催      開催
回数：313回　　　　参加者数：
16,183人 ②地域において食の安全・
環境保全など消費生活に関する啓発講
座 　の開催 　　 開催回数：98回
参加者数：4,674人　　　　　 ・消費
者と事業者との交流会等の開催、情報
誌の発行、消費生活展等広報活動等
合計：560回

1,591
地区代表279人に対
し1人3,000円を限
度

連合町内会単位
の地区ごとに
（160地区）広
報・啓発活動等
を行っている。

15 新潟市 くらしのレポーター
商品等の価格調査等に関する情
報の提供，意見及び要望を求め
る。

合計6回の研修会に出席

①消費生活に関する意見，要望等の的
確な把握及び情報の提供②商品又は
サービスの提供により生じた事故，不
当な取引行為等に関する情報の提供③
生活関連物資等の価格調査④消費生活
に関する講座の講師を行う。⑤市が開
催する懇談会，研修会に出席する。

19
価格調査年額上限
12,000円/1人
講師5,200円/1回
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県コー

ド
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登録
人数

（人）

謝金・
謝礼

備考

26 京都市 くらしのみはりたい

身近な地域において，日常生活
の中での「目配り」，「気配
り」，「声掛け」による見守り
や，消費生活総合センターへの
相談を奨励するボランティアを
募集し，悪質商法の被害割合が
高い高齢者等の被害の未然防
止・拡大防止を図る。

平成19年度から通年で募集
常生活の中での「目配り」，「気配
り」による見守りや，消費生活総合セ
ンターへの相談を奨励してもらう。

2,865 なし

26 京都市
京（みやこ）・くらし
のサポーター

質商法による被害を未然防止す
るために，地域での啓発活動の
核となる人材を養成し，本市と
協働で地域に密着した消費生活
に関する啓発活動を推進する。

平成19年度から21年度にかけて
当センターが実施したサポー
ター養成講座を修了した者及び
平成23年度消費者力検定講座受
講者のうち登録を希望した者を
サポーターとしている

・出前講座における寸劇の実施 ・区
民ふれあいまつりにおける啓発ブース
の出展サポート

22
交通費相当分を支
給

27 大阪市 くらしのナビゲーター
悪質商法の未然防止・拡大防止
及び消費者力の醸成を図る。

大阪府「消費のサポーター」に
登録されている者、またはそれ
と同等の消費生活に関する知識
を有する者のうち、本市「くら
しのナビゲーター」として登録
されている者。

地域講座における講師 35
1回につき3,000円
（税・交通費を含
む）

27 堺市 堺市消費者啓発員

地域における消費者教育及び啓
発活動を活性化し、消費者被害
の未然防止及び拡大防止を図
る。

大阪府が行う養成講座及び本市
が行う実務研修を修了した者

①消費生活に関する講座、講演会等の
講師 ②消費者向け印刷物の配布又は
展示物の説明 ③その他、消費生活に
関する教育及び啓発活動

17
【講師】1回当たり
3,000円

27 堺市
堺市くらしのサポー
ター

消費生活に関する実態調査、市
民の意見の把握等を組織的かつ
継続的に実施し、それらを積極
的に市政に反映させるととも
に、消費者に対する啓発活動を
市民と協働で推進することによ
り、市民の消費生活の安定及び
向上を図る。

毎年、活動に関わる研修を実施
（市内消費者団体の推薦を受け
た者で構成）

①日常生活における商品及び役務の価
格、量目等についての調査結果を随時
市長に報告すること。 ②市が行う啓
発活動等に参加すること。 ③その
他、消費生活に関して市長が必要と認
めること。

60

【調査】1回当たり
1,000～2,100円
【啓発】1回当たり
2,000～3,000円

28 神戸市 消費生活マスター
市民目線を有しつつ、多様な消
費者問題解決の方法が提案可能
な人材の養成。

計100時間の養成課程「神戸コ
ンシューマー・スクール」を終
了したもの

①各種教材の作成 ②研究会・講座の
規格 ③各種媒体への消費者関連記事
寄稿など

130

活動の種類に応じ
て、一回あたり
5000円または2000
円の謝金を支給

28 神戸市 いきいきトーク講師

地域や学校、企業などに出向い
て、講座形式やトーク形式によ
り開催し、情報提供･啓発を行
う。

神戸市消費生活センター相談
員、もしくは相談員の資格

地域や学校、企業などに出向いて、講
座形式やトーク形式により開催し、情
報提供・啓発を行う

2 業務委託

28 神戸市 見守りサポーター
地域の高齢者の詐欺被害の防止
のため、最新の悪質商法などの
情報提供や見守りを行う。

講座に出席し、修了したもの
神戸市老人クラブ連合会の会員を対象
に、兵庫県警職員と、神戸市職員が講
師となり講座を開催

739 無償

34 広島市 消費生活サポーター

消費者安全の確保のため、地域
における見守り活動を図るとと
もに、当センターが行う事業に
必要な協力をする。

合計2回の講座に出席し、修了
したもの

①センターから提供する情報を、家族
や地域に知らせる。 ②センターが案
内する研修会・講座等へ出席し、知識
を深める。 ③センター主催事業へ参
加する。 ④地域や職場などで消費者
啓発の講座を企画したり、消費生活に
関する相談をセンターへつなげる等。

47 なし

40 福岡市 消費生活サポーター
高齢者の消費者被害を未然防止
するため

育成講座受講者

①地域で悪質商法の手口や対処法など
の情報を伝達する ②消費生活セン
ターへの相談仲介をする ③情報交換
会に出席する ④センター主催の街頭
キャンペーンに参加する

303 なし

43 熊本市 地域サポーター

消費者トラブル等の情報を地域
の方々へ提供したり、相談をセ
ンターへつないだりすることで
被害

合計５回の講座に出席し、終了
したもの。

①地域において消費者活動のリーダー
となり啓発を行うこと。  ②地域規則
を行ない、基礎的な消費生活相談を受
け、行政を繋ぐ。

58 なし

259


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

