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「かながわ消費者施策推進指針」とは

■指針の位置付け

〇県における消費者施策展開の基本方針
〇県の総合計画である「かながわグランドデザイン」を補完し、特定課題に対応する個別の指針
〇消費者教育推進法第10条に基づく都道府県消費者教育推進計画

■基本理念

消費者の権利の尊重と消費者市⺠社会の形成

■施策展開

消費者を取り巻く社会状況の変化や課題に対応し、２つの重点的取組みを設定するとともに、４つの基本方向に

基づき施策を展開
重点的取組み
１ 高齢者の消費者被害の未然防止と救済

２ 成年年齢引下げに伴う若者への消費者教育の充実

基本方向
① 消費者教育の推進と持続可能な消費⾏動の促進
② 消費者被害の未然防止
③ 消費者被害の救済

④ 安全・安心な消費生活の確保



基本方向１ 「消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進」に基づく主な取組み

(1) 様々な場やライフ

ステージに応じた

消費者教育の推進

■ 中高生向け消費者教育資料の作成・発行

中学生用消費者教育資料｢STEP UP｣、高校生用｢JUMP UP｣、教員用指導解説書

｢消費者教育サポートブック｣等の学校向け消費者教育資料を作成・発行した。

【内 訳】 「STEP UP」 85,000部 「JUMP UP」 70,000部

「サポートブック」 3,500部

■ 高校生向け消費者市民社会啓発事業

神奈川新聞社が発行している高校生向けフリーペーパー「H!P」に、高校生記者の取材、

執筆による企画記事等を掲載し、消費者市民社会の啓発を行った。

【内 訳】 12月４日発行(冬号)「成年年齢引下げに伴う高校生の消費者被害未然防止」

約21.3万部

■ 「契約のきりふだ（高齢者編）」の作成・発行

消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等金銭教育に関する啓発資料を
作成・発行した。

【内 訳】 契約のきりふだ（高齢者編） 60,000部



基本方向１ 「消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進」に基づく主な取組み

(1) 様々な場やライフ

ステージに応じた

消費者教育の推進

■ 出前講座の実施

無料で講師を派遣し、消費生活に関する情報や、消費者被害に遭わないポ

イントなどをわかりやすくお話する「消費生活出前講座」を実施した。

【開催実績】

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、休止期間があったことにより回数減

対象 実施回数（人数） 計画

高齢者（見守る方含む） 3回（132人） 25回程度

障がい者（見守る方、特別支援学校含
む）

－

学校（小、中、高、大学等） 2回（589人） 25回程度

一般 2回（ 81人） 5回程度

合計 7回（802人） 55回程度



基本方向１ 「消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進」に基づく主な取組み

(2)消費者教育の拠

点機能の発揮と

連携の推進

■ 消費生活eモニターアンケート実施

消費生活に関する県民の意識調査を、インターネットを利用して実施した。

【実施概要】

第１回 テーマ「新型コロナウイルス感染症拡大による生活と意識の変化について」

10月16日～25日 回答者287名／対象者316名

第２回 テーマ「消費生活と消費者行政について」

1月29日～2月7日 回答者253名／対象者316名

■ 消費者教育教員研修の実施

教員等を対象に、幅広い消費者問題に関する研修を実施(8日間程度)

※新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により中止



基本方向１ 「消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進」に基づく主な取組み

(2)消費者教育の拠

点機能の発揮と

連携の推進
■ 災害等非常事態における消費生活に関する知識と理解の促進

新型コロナウイルス感染症感染拡大による非常時においても、県民が冷静な消費行動を

とれるよう、また便乗した悪質商法に騙されないよう、関連する消費者向けの情報発信を

行った。

【情報発信の実績】

• ホームページ「新型コロナウイルス感染拡大に関連して、消費者の皆さんに心がけていただきたいこと」

の運営（アクセス件数：16,616件）

• ＳＮＳによる情報発信（関連内容のTwitter投稿回数：43回）

■ 市町村に対する啓発資料の提供

市町村の消費生活センターが、消費者教育の拠点としての役割を果たせるよう、

県作成の啓発資料等を提供した。

【資料の提供実績】

主な啓発資料の市町村消費生活センター等への提供数

・契約のきりふだ(高齢者編) 30,500部



基本方向１ 「消費者教育の推進と持続可能な消費行動の促進」に基づく主な取組み

(3) 持続可能な社会

の形成に貢献する

消費行動の促進

■ エシカル消費の普及

持続可能な社会の形成に向けて、食品ロス、フェアトレード等のエシカル消

費の普及に向けて、ＳＮＳを活用した啓発を実施した。

【主な実績】

消費者月間及びかながわ消費者週間において、ＳＮＳ等を活用した啓発を図った。

・消費者月間（５月１日～31日） ＳＮＳ投稿数20回

・消費者週間（10月９日～31日） ＳＮＳ投稿回数16回

※予定していた啓発イベントは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、中止

■ワンウェイプラ削減関連の取組み

• レジ袋有料化に合わせ、レジ袋削減を含めたライフスタイルの見直しについて、ホームページや県のたより

などにより普及啓発を行った。

• ７月に「神奈川県ワンウェイプラ削減実行委員会」への改組を行い、先進事例の発信や事業者、団体、市町

村間の連携強化を行った。

かながわ消費者週間中にSNSで発信した動画



基本方向２ 「消費者被害の未然防止」に基づく主な取組み

(1) 被害未然防止に

向けた注意喚起・

情報発信

■ かながわ消費生活注意・警戒情報の発行

県内の消費生活相談窓口等に寄せられた悪質商法等の情報から、消費者に特に

知らせる必要があると考えられる情報を、迅速かつ的確に県内に広く提供した。

■ インターネット被害未然防止講座の実施

無料で講師を派遣し、インターネットの危険性や使用する際の注意点などを、わかり

やすく学べる「インターネット被害未然防止講座」を実施した。

【特集テーマ】

• リラックス効果をうたう電子タバコの定期購入にご注意！

• 行政機関を装った新型コロナウイルスワクチン接種などの

ニセの案内にご注意! 等

【発行内訳】

• 年10回発行（５月・７月は休止）

• 各6,190部

• 市町村、消費者団体、老人クラブ等

367箇所に配布

講座種別 回数 参加人数 計画

学校向け 21回 延べ 2,338人 30回程度

一般向け（出前講座） 5回 延べ 151人
17回程度

〃 （参加者募集型） 6回 延べ 123人

高齢者・障がい者対象 3回 延べ 35人 5回程度

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、休止期間があったことにより回数減



基本方向２ 「消費者被害の未然防止」に基づく主な取組み

(2)消費者の特性に

配慮した対応

■ 若者向け成年年齢引下げ啓発映像の発信

成年年齢引下げに伴い若者が巻き込まれるおそれのある消費者トラブルと対処法について啓発するため、令和元年

度に制作した啓発映像について、広告展開した。

[実績]

１ 対象

成年年齢引下げの対象となる世代を中心とした若年層（15～22歳）

２ 映像

令和元年度に制作した啓発動画

「コレがまさかのアレでした。～若者の消費者被害～」

マルチ取引編 15秒版／エステ契約編 15秒版／定期購入編 15秒版

３ Web広告発信

・配信期間：令和３年１月４日～２月４日

・使用媒体：Twitter/YouTube/LINE

・完了視聴回数：2,366,911回

Twitter LINE



基本方向２ 「消費者被害の未然防止」に基づく主な取組み

(2)消費者の特性に

配慮した対応

■高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等

地域での高齢者等見守りネットワーク構築を推進するため、「高齢者、障がい者等の消費者被害未然防止対策連

絡協議会」において、福祉関係団体等との連携を進めるほか、市町村での取組みを支援した。

【主な実績】

・市町村消費生活担当課長会議において、 「消費者安全確保地域協議会」設置についての依頼事務連絡を発出

・市町村を訪問し、現状や阻害要因等の聞き取りを行うなど、市町村への働きかけを実施（平塚市、座間市）

・高齢者及び障がい者向け啓発ツール「マイクロファイバークロス（18,000枚）」の作成、配付（令和３年２月）

【県による消費者安全確保地域協議会設置に向けた支援メニュー】

１ 個別相談 ・地域協議会に関する相談全般
・消費生活担当課における課題や現状の整理 等

２ 他部局等との打合せに同席 ・地域協議会の概要や設置のメリット等を説明
・福祉部局との協議会設置を見据えた打合せ
・福祉部局による既存ネットワークへの参加依頼 等

３ 意見交換会等開催支援 ・情報提供等の支援
（消費生活相談の概要、地域協議会の概要、高齢者等の見守りのポイント等）
・県作成の啓発資料等の提供 等

４ 資料提供 ・県作成の啓発資料等の提供



基本方向２ 「消費者被害の未然防止」に基づく主な取組み

(3)他機関等と連携

した消費者被害

未然防止の推進

■ 適格消費者団体との連携

適格消費者団体が適切に役割を果たすことができるよう、差止請求事

案に関する意見交換（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、

メールでの情報提供）を行った。

また、国の交付金を活用し、消費者団体訴訟制度や適格消費者団体に関

する周知啓発に係る事業費への補助金を交付した。

■ 県警との連携による消費者被害未然防止

県警と連携し、被害の多い高齢者を対象とし、悪質商法や特殊詐欺

などの被害防止のための啓発物品の配布などを実施した。

【実施内容】

• マスクケースを25,000枚作成し、県内警察署55か所などを

通じて高齢者に配布

補助金により作成し

た団体情報紙。申入

れ活動の報告や、不

当な契約条項等に関

する情報提供の呼び

かけ等を掲載

消費者被害未然防止

に向けた啓発物品

（マスクケース）



基本方向3 「消費者被害の救済」に基づく主な取組み

(1) かながわ中央消費

生活センターにお

ける消費生活相談

機能の向上

■ 消費生活相談の実施

土日、祝休日、平日夜間の電話、面接での相談や、メールによる受付を含めた消費生活相談を実施した。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、一部期間において、相談時間・曜日を変更した。

※詳細は報告事項２「令和２年度神奈川県内における消費生活相談概要等について」資料参照

11,694 10,988 11,220 13,154 13,203 12,092 12,476 16,070 15,295 13,367

55,990 53,512
58,471 57,843 58,412 57,148 55,088

66,407
58,582

53,323

平成2 3年度 平成2 4年度 平成2 5年度 平成2 6年度 平成2 7年度 平成2 8年度 平成2 9年度 平成3 0年度 令和元年度 令和２年度

□市町村 ■県

消費生活相談件数の推移



基本方向3 「消費者被害の救済」に基づく主な取組み

(1) かながわ中央消費

生活センターにお

ける消費生活相談

機能の向上

■ 専門分野別グループによる専門性向上の取組み

専門分野別のグループを編成し、専門家を招聘するなどして新手、対応困難な相談事例などについての

検討を実施するとともに、検討結果を市町村に情報提供した(５テーマ実施、情報提供５件)

【令和２年度に実施したテーマ】

■ 県相談員へのモニタリング実施による資質向上の取組み

県消費生活相談員に対し、外部の専門機関が相談対応研修を行い、モニタリングを実施した上で、県消費

生活センターの課題等を把握し、相談機能の向上を図った。

専門分野別グループ テーマ

土地・建物グループ ・不動産に関する相談対応について

安全・安心グループ ・改正民法及び改正動物愛護管理法を踏まえたペットに関するトラブルについて

金融・保険グループ
・生命保険の基礎知識 ～生命保険のいろは～

・損害保険の基礎知識 ～損害保険のいろは～

運輸・通信グループ ・スマートフォンの相談対応に必要な知識と電気通信サービスの基礎



基本方向3 「消費者被害の救済」に基づく主な取組み

(2) 市町村消費生活相

談との連携・支援

■ 消費生活相談員等巡回訪問

市町村から依頼を受けて県の相談員等を派遣し、助言を行うとともに、定期的に市町村相談窓口を巡回するこ

とで、各市町村の現状や課題を直接確認した。(38回 16市3町)

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を図りつつ、市町村の支援ニーズに対応するため、電話で実施

■ 消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の実施

消費生活相談員、行政職員等に対し、相談窓口において必要な知識を習得するため、研修を実施した。

■ 消費生活相談担当者会議の開催

市町村の消費生活相談担当者との会議を開催し、情報の共有等を図った。(５回)

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、４月は書面開催。５月～８月及び１月～３月は中止

事業名
消費生活相談員
レベルアップ研修

新規課題対応研修
消費生活行政担当職員向け 消費生活相談機能支援事業

基礎編 応用編 概論研修 専門研修

実施回数 3テーマ×1回 1テーマ×1回 2回 1回 2回 4回

受講者数 延べ179人 64人 延べ52人 33人 延べ49名 延べ44名

主な
テーマ

・消費生活相談カー
ド作成と活用（Web
研修）
・インターネット上で
の契約トラブルにつ
いて（Web研修） 他

・暗号資産をめぐる
法改正の動向（Web
研修）

・消費者法の基礎知
識（民法、消費者契
約法・総論）
・消費者法の基礎知
識（民法、消費者契
約法・各論）

・配慮が必要な相談
者の対応について

・消費生活相談にお
ける対応困難者に対
する知識と対応方法
・電気通信に関する
知識と消費者トラブ
ルについて

・食品表示について
・住宅リフォームに関
わる消費者トラブル
・「NITE」を知ろう



基本方向3 「消費者被害の救済」に基づく主な取組み

(3) 消費者被害救済

に向けた取組み

の推進

■ 消費者被害救済検討チームの開催

かながわ中央消費生活センターに寄せられた相談事

案の中から、事業者指導、消費者被害救済委員会付託、

適格消費者団体への情報提供の３つを選択的・複合的

に行うことを検討するチームを開催した。

【検討事案の例】

トイレの詰まり除去について、ネット広告で「キャンセル料無料、見積

調査無料、深夜追加料金一切なし」との表示。実際は、出張してからの

キャンセルは費用が発生といった相談が多数寄せられている。

■ 青少年部門の相談機関との連携

青少年を対象とした一次総合相談窓口である「かながわ子ども・若者総合相談センター」と「かながわ中央消費

生活センター」が連携し、若者が契約等に関する悩みを抱えた際に、相談しやすい環境づくりを進めた。

【実績】

「かながわ子ども・若者総合相談センター」を経由し、不登校・ひきこもり等の若者を支援する団体（101団体）に対し、成年年齢引下げに伴う若

者の消費者被害未然防止に関する啓発動画を周知



基本方向４ 「安全・安心な消費生活の確保」に基づく主な取組み

(1) 事業者指導によ

る取引の適正化

■ 事業者指導の実施

専門職員やアドバイザーを配置するなどし、 事業者による違

法、悪質な勧誘行為等に対し指導を実施した。

■ 悪質商法目安箱

不当な取引行為を行う事業者に関する情報収集を幅広く行い、

法令に基づく事業者指導をより一層進めるため、県民からの情報

提供を求めた。

【悪質商法目安箱への通報件数】

受付件数：40件
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基本方向４ 「安全・安心な消費生活の確保」に基づく主な取組み

(2) 消費者から信頼

される事業者活

動の促進

■ 「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」宣言団体等との取組み

平成30年３月に実施した宣言の宣言団体や消費者団体と連携し、高齢者にトラブルが多い悪質な訪問販売

撲滅のための取組みを実施した。

■ 消費生活協同組合の適正運営の指導

県内消費生活協同組合の運営、会計状況を検査し、

店舗や施設の運営状況を把握することで、組合の適

正運営について指導した。

平成30年度

令和２年度

令和元年度

11月26日 神奈川県新聞販売組合、京浜新聞販売組合

12月10日 かながわ住まいまちづくり協会

11月18日 神奈川県新聞販売組合、京浜新聞販売組合

12月19日 日本訪問販売協会

12月23日 かながわ住まいまちづくり協会

２月18日 神奈川ケーブルテレビ協議会

12月14日 かながわ住まいまちづくり協会

【適正な勧誘に向けた研修の開催状況】

平成30年度 令和元年度 令和２年度

指導検査 ８組合 ８組合 ６組合

巡回指導調査 ２組合 １組合 ２組合

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部の検査を中止



基本方向４ 「安全・安心な消費生活の確保」に基づく主な取組み

(3) 商品及びサービ

スに関する安全・

安心の確保

■ 商品テスト分析の実施

消費生活相談で提起された商品等からテーマを選定し、商品テストを実施。商品の持つ特性による取扱い上の注

意事項などについて、消費者へ注意喚起や情報提供を行った。

【実施内容】

「クリップライトの商品テスト」

（１）表示調査 ： 電気用品安全法に定められている表示内容を満たしているか。

（2）平常温度 ： 使用時の温度は電気用品安全法に定められている限度値以下か。

■ 景品表示法に基づく事業者指導の実施

専門職員を配置するなどし、事業者による不当表示に対し指導を実施した。

【景品表示法に基づく指導実績】

景品類０件、表示８件

■ 食の安全･安心に関する消費者の理解促進

食の安全・安心の確保に対する関心及び理解を深めるため、リーフレット「かながわの食品衛生For KIDS」を

作成し、県内の全小学校を対象に配布するとともに、食品の安全性に関する、小学生を対象としたホームページで

食品の安全性に関する情報提供を行った。



取組みの評価と課題 【消費者教育資料の作成等】

(１) 評価

• 中高校生向け資料と教員向け解説書をセットで作成し、教員を通
じた消費者教育を支援することができた。

• 高校生向け情報誌に、高校生記者の取材、執筆による企画記事
等を掲載することで、若者の意見を取り入れる情報発信を⾏う
ことができた。

(2) 課題

• 学校における教育資料の活用がさら進むよう、引き続き学校現場の意見を取り入れた教育資料作
成が必要。また、啓発資料の作成にあたっては、教育現場の意見のみならず、若者本人の意見を
取り入れる必要がある。

• 令和４年４月の成年年齢引下げを見据え、より若者に届く消費者教育を検討するとともに、その
保護者を対象とした啓発が必要である。

• コロナ禍においても消費者教育を衰退させないよう、オンライン授業等での活用を見越した教育
資料のデジタル化の検討が必要である。
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令和２年３月末

活用した 72％（118課程）

活用していない 28％（46課程）

県立高校における高校生向け消費者
教育資料の授業等での活用状況



取組みの評価と課題 【消費生活出前講座の実施】

(１) 評価

• 高齢者や、児童・生徒など受講者の特性に合わせ、講師や
申込者と講座のテーマ、内容、構成、使用資料の調整を
丁寧に⾏い、効果的な講座実施に努めた。

• 出前講座受講者アンケートでは、「新たな知識や情報が
習得できた」という回答が多く寄せられた。

(2) 課題

• これまでの出前講座は、講師が出向いて講義形式で実施する方式を基本としたため、コロナ禍
において対面しての講座実施は困難である。

• コロナ禍においても、消費者教育を衰退させないよう、今後は対面方式に加えて、ライブ配信、
録画配信などのオンライン方式による講座の開催を実施する必要がある。
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大いに得ら

れた 55.1%
多少得られ

た 42.4%

あまり得ら

れなかった
1.0%

無回答
1.5%

消費生活出前講座受講者アンケート結果（401人回答）



取組みの評価と課題 【消費者教育の担い手の育成・活動の支援】

(１) 評価

• 消費者教育の担い手を育成するため、担い手養成講座については、新型コロナウイルス感
染症感染拡大の影響で実施することができなかった。

• 一方、消費者月間及びかながわ消費者週間において、SNS等を活用し 消費者団体やNPO
等が取り組んでいる消費者教育について、広く県⺠に情報提供を⾏うことができた。

(2) 課題

• 消費者教育の担い手育成講座については、平成25年度から取り組んできたが、実際に担い手と
して活動できる人材が育つまでの成果が出ていなかった。

• 新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、対面での講座実施が難しいことも踏まえ、
担い手育成の方向性を見直すことが必要である。
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取組みの評価と課題 【持続可能な社会の形成に貢献する消費行動の促進】

(１) 評価

• 持続可能な社会の形成に向けて、エシカル消費の普及に向けたイベントは、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止のため中止となったが、消費者月間及びかながわ消費者週間におい
て、ＳＮＳ等を活用した啓発を⾏い、エシカル消費を知ってもらうきっかけを提供すること
ができた。

• 新型コロナウイルス感染症の影響により、対面形式のフォーラムや大規模イベント等は開催
できなかったが、県ホームページでの情報発信や、動画の配信等によりワンウェイプラ削減
を広く呼び掛けることができた。

(2) 課題

• 消費者被害の未然防止に向けた消費者教育だけでなく、消費者自らが公正かつ持続可能な社会
づくりに積極的に参画できるよう、エシカル消費の普及を進める必要がある。

• エシカル消費の普及については、プラスチックごみの削減や食品ロスの推進など、庁内の関連
部局と連携した取組みが必要である。
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取組みの評価と課題 【インターネットを介して発生する消費者トラブルへの対応】

(１) 評価

• インターネット被害未然防止講座については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
ため、例年より実施回数が少なくなったものの、35回、2,647人に対して実施することで、
インターネットを介して発生する消費者トラブルに対する消費者教育を実施することがで
きた。

• コロナ禍における消費生活相談の特徴を取りまとめ、公表することで、インターネットを
介して発生する消費者被害に対する消費者への注意喚起を⾏うことができた。

(2) 課題

• コロナ禍において、インターネット通販関係の相談が多く寄せられる傾向もあるなか、イン
ターネット被害未然防止講座のオンライン化を検討するが必要がある。

• インターネット通販に関するトラブル未然防止については、インターネット利用者の低年齢化
も踏まえた、早期からの教育が必要である。
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取組みの評価と課題 【消費生活相談の実施】

(１) 評価

• 様々な相談に対し、適切な助言、あっせん等を⾏い、被害の未然防止や回復を図った。全国
や県内の相談状況の把握に努め、トラブルの傾向を捉えた助言対応を⾏うことができた。

• 特に令和２年度は、コロナ禍において、インターネットの利用増加に関連する相談が多く寄せ
られ、インターネットで検索したトイレの詰まり等の修理業者との料金等のトラブルに関する
苦情相談等に対し、適正な助言を⾏うことができた。

(2) 課題

• 新たな消費者トラブルに対応するため、消費生活相談窓口の専門性や相談処理能力の向上のほ
か、情報の収集、登録、分析の迅速化など、かながわ中央消費生活センターにおける消費生活
相談談機能の向上が求められている。

• 消費生活相談業務においては、新型コロナウイルス感染症対策において、様々な制約によりリ
モートワークに対応できないなど、課題が顕在化した。

23



取組みの評価と課題 【指定消費生活相談員等による市町村支援】

(１) 評価

• 指定消費生活相談員を地域別に配置し、巡回訪問（感染症防止対策により電話で実施）やヘ
ルプデスク担当を実施し、地域の実情に合った継続的な支援ができるとともに、市町村から
も「県に相談しやすくなった」など関係の強化を評価する声が寄せられた。

• 市町の要請に応じて、県から助言等を実施し、市町の相談窓口を支援することができた。

(2) 課題

• 多様化、複雑化する消費生活相談に市町の相談窓口が対応できるよう、消費生活相談員の対応
力の向上を図り、市町村消費生活相談窓口への支援を⾏う必要がある。

• 感染症対策を考慮しながら、効果的な市町村支援・連携の方法を工夫して実施していく必要が
ある。

• 消費生活相談員の確保が難しい中、相談業務の継続と市町村支援の充実を両立させる必要があ
る。
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取組みの評価と課題 【研修による消費生活相談員の資質向上】

(１) 評価

(2) 課題

25

• 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、一部の研修で
Web方式を取り入れるなどして消費生活相談員の研修機会の確保
を図ることができた。

• Web研修にしたことで、遠方で例年参加できなかった市町村の参
加が増え、参加者数平均が例年の約1.9倍となった。

• アンケート結果について、「満足」「やや満足」が約９割を占め、
内容もWeb研修を評価するものが多かった。

• 引き続き感染症対策に考慮して、Web方式による研修実施を中心に消費生活相談員の研修機
会の確保・充実を図る必要がある。Web研修を視聴する環境が整っていない市町村に対して
は、別の視聴方法を提供する必要がある。

• 相談員の意見や理解度などを確認しながら進める事例検討などについては、座学研修を継続
しつつ、その内容をＷeb研修としても配信することを検討する。

• 法令改正や新たな消費者トラブルについての知識など、相談現場のニーズに合った研修内容
を計画・実施し、消費生活相談員の資質向上を図る必要がある。

64.1%
27.3%

5.8%
2.5% 0.3%

（２）研修受講者の満足度

満足

やや満足

どちらともいえない

やや不満

不満

オンデマンド研修受講者の満足度



取組みの評価と課題 【消費者被害救済に向けた取組みの推進】

(１) 評価

(2) 課題
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• 「消費者被害救済検討チーム」で提起された事案が、いち早く事業者指導や、適格消費
者団体への情報提供に繋がることで、消費者被害の救済に一定の効果が得られた。

• 青少年を対象とした一次総合相談窓口である「かながわ子ども・若者総合相談センター」
と「かながわ中央消費生活センター」が連携し、若者が契約等に関する悩みを抱えた際に、
相談しやすい環境づくりを進めることができた。

• 消費者被害救済委員会への付託や、適格消費者団体による差止請求の実現につながるよ
う、「消費者被害救済検討チーム」での検討をより強化していく必要がある。

• 成年年齢引下げを目前に控え、教育部局や青少年部局との連携を強化し、若者が契約等
に関する悩みを抱えた際に、相談しやすい環境づくりを進めることが重要である。



取組みの評価と課題 【事業者指導の実施】

(１) 評価

(2) 課題
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• 新型コロナウイルス感染症の影響で、事業者と対面で指導することが困難な時期もあっ
たが、例年と同程度の指導を実施することができた。

• 被害が広域的に発生している事業者については、近隣都県と連携して事業者指導を⾏うこ
とで、効果的な指導を実施することができた。

• 特定商取引に関する法律及び神奈川県消費生活条例に違反する⾏為がある事業者が確認さ
れている。そのような違反の疑いが見られる事業者のなかには、広域的に活動している事
業者も多く存在することから、引き続き、PIO-NET等に寄せられた内容を精査し、必要に
応じて指導等を⾏う必要がある。



取組みの評価と課題 【「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」に基づく取組み】

(１) 評価

• 「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」について、宣言団体への意識調査を実施するな
ど、これまでの取組みの成果と課題を検証し、県と事業者団体が連携して取り組んでい
くという機運を醸成することができた。

• これまでの取組みの効果と課題、課題を踏まえた今後の取組の方向性を取りまとめ、消
費生活審議会に報告した。

(2) 課題
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• いまだに特定商取引に関する法律及び神奈川県消費生活条例に違反する疑いがある訪問販
売を⾏う事業者についての相談が寄せられている。

• 「宣言」の取組みにおける効果を把握し、悪質な訪問販売の撲滅に向けた施策をより効果
的にするために、効果検証を⾏うための指標を設定する必要がある。



取組みの評価と課題 【消費者から信頼される事業者活動の促進】

(１) 評価

(2) 課題

• コロナ禍において、事業者団体懇談会や関係団体との研修については、その実施方法について
検討する必要がある。

• 消費者から信頼される事業者活動の促進としては、改正公益通報者保護法の施⾏に備え、事業
者に対する制度の周知等に取り組む必要がある。

• 新型コロナウイルス感染症の影響により回数は少なくなったが、事業者団体と連携したコン
プライアンス意識向上のための研修や、県・市町村の消費生活センター等の職員と事業者に
よる「事業者団体懇談会」等、関係団体との連携により効果的に実施できた。
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今後の取組みの方向性

■ 成年年齢引下げに伴う若者への消費者教育の充実
• 令和４年４月の成年年齢引下げを見据えた「成年年齢引下げに伴う若者への消費者教育の充実」を重点的取組みとして、

引き続き取組みを推進する。

• 取組みに当たっては、教育委員会、高等学校、大学等の様々な関係者と連携して、地域特性に応じた手法や内容等により、

若年者への実践的な消費者教育や情報発信等を行う。

• また、若者自らが消費者トラブルの未然防止の周知に取り組むことや、保護者に向けた啓発を展開する。
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令和３年度の主な取組み

[高校生向け成年年齢引下げ啓発事業] P.１
高校生向け情報紙に、高校生記者の取材、執筆による企画記事等を掲載し、成年年齢引下げの啓発を行う。（2回）

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の発行] P.2
消費者トラブルの手口と対処法、契約の基本事項等金銭教育に関する啓発資料を発行する。

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施] P.10
成年年齢引下げに伴う消費者トラブルの未然防止のため、若者本人だけでなくその保護者に向け、動画を制作するとともに、Ｗebを中

心とした広告等により、理解促進を図る。



今後の取組みの方向性

■ 高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等

• 令和3年度も引き続き、市町村との意見交換等により、地域の福祉部門との連携による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）の構築について、市町村へ働きかけを行う。

• 令和3年4月、鎌倉市において、県内初の消費者安全確保地域協議会が設置された。引き続き多様な事例を紹介し、市

町村の取組み促進に繋げる。

• 福祉の担い手である、高齢者福祉サービス事業者に対する働きかけ等、新たな方向性を検討する。
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令和３年度の主な取組み

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等] P.10
関係機関と連携し、高齢者、障がい者及び見守る人を対象とした啓発を実施するとともに、市町村での意見交換会等を通じて、県全体で

の見守りネットワーク構築につなげる。



今後の取組みの方向性

■ オンデマンド研修等、様々な手法を活用することで、「新しい生活様式」に対応

• 令和２年度消費者教育教員講座において試行したオンデマンド研修等、様々な手法を活用することで、「新しい生活様

式」に対応しつつ、消費者教育を滞らせることなく推進する。
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令和３年度の主な取組み

[消費生活出前講座] P.1,2,3,4
申込者の要望に応じ、オンライン方式により実施。集合方式の場合は、十分な感染対策を依頼。

[インターネット被害未然防止講座] P.9
一般向け出前講座は、申込者の要望に応じ、オンライン方式により実施。参加者募集型は、十分な感染対策を取り集合方式で実施。

[消費者教育教員講座] P.1
教員等を対象に、幅広い消費者問題に関する研修を実施する。(２か月程度オンデマンド配信)

■ インターネットを介して発生する消費者被害への対応

• 増加している「インターネット通販」に関する消費者トラブルの未然防止に向けて、インターネット被害未然防止講座の

対象を小学生にまで広げる等、強化を図る。



今後の取組みの方向性

■ 消費者教育の担い手育成の見直し

• これまで実施してきた消費者教育の担い手育成講座を廃止し、新たに消費生活相談員有資格者を対象に、消費者問題に

関する講座の講師養成研修を実施し、実際に消費者教育の現場で活躍できる人材育成に取り組む。

• 併せて、消費者教育ポータルサイトや、消費者月間・消費者週間等での取組みの中で、消費者団体やNPO等が取り組ん

でいる消費者教育について、広く県民に情報提供を行う。
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令和３年度の主な取組み

[消費生活相談員有資格者に向けての担い手育成研修の実施] P.5
消費生活相談員有資格者を対象に、消費者問題に関する講座の実施に関しての研修を実施する。

[消費者教育推進連携・協働事業 ポータルサイトの運営] P.5
消費者教育の担い手と消費者の学びの場を結びつける消費者教育ポータルサイトを運営する。

[消費者団体やNPO等による消費者教育に関する取組の支援] P.5
消費者月間及びかながわ消費者週間において、消費者団体やNPO等が取り組んでいる消費者教育について、広く県民に情報提供を行

う。



今後の取組みの方向性

■ 災害等非常事態における消費生活に関する知識と理解の促進

• 新型コロナウイルス感染症感染拡大による非常時においても、食料品や生活必需品が必要な方に届くよう、また便乗

した悪質商法に騙されないよう、正しい情報を見極め、デマや噂に惑わされず、県民が冷静な消費行動をとれるよう、

必要な情報を発信し、消費生活に関する知識と理解の促進を図る。
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令和３年度の主な取組み

[災害等非常事態における消費生活に関する知識と理解の促進] P.5
災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を

深めるための普及啓発に取り組む。



今後の取組みの方向性

■ かながわ中央消費生活センターにおける消費生活相談機能の向上

• 新たな消費者トラブルに対応するため、消費生活相談窓口の専門性や相談処理能力の向上のほか、消費生活相談情報の

収集、登録、分析の迅速化など、かながわ中央消費生活センターにおける消費生活相談機能の向上を図る。

■ 消費生活相談におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）※の検討

• これまでの消費生活相談業務の在り方にとらわれず、将来の感染症の脅威や大規模災害に備えつつ、「新しい生活様式」に

対応し、デジタル社会に即した消費生活相談業務へ刷新するため、消費者サービスの向上、相談員や相談者の負担軽減・業

務効率化、情報の利活用促進等の視点も含め、業務・システムにおける根本的な課題の把握と明確化をし、その解決に向け

たDXの進め方を検討する。 ※デジタルの利用を前提とした業務・サービスのあるべき姿への変革のこと。
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令和３年度の主な取組み

[消費生活相談の実施] P.13
多様化、複雑化する消費者問題に対応し消費者の被害を救済するため、電話、面接での相談やメールによる受付を含めた消費生活相談

を実施する。また、多様な媒体を通じ、県内の消費生活相談窓口の効果的な周知を行う。



今後の取組みの方向性

■ 市町村消費生活相談との連携・支援

• 多様化・複雑化する消費生活相談について、市町の相談窓口が対応できるよう、巡回訪問やヘルプデスク等の効果的な市

町村支援方法を、工夫・検討して実施していく。令和３年度からは、指定消費生活相談員数を２名増加し、市町村支援を強

化する。

• 消費生活相談担当者会議へのWeb会議システムの導入など、市町の担当者との消費生活相談における課題等の情報共有

の機会を確保し、効果的な消費生活相談対応の実施につなげる。

• Web方式による研修実施を中心に、県内消費生活相談員の研修機会の確保・充実を図り、消費生活相談対応力の向上に

つなげる。
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令和３年度の主な取組み

[消費生活相談員等巡回訪問] P.15
市町村から依頼を受けて県の相談員等を派遣し、助言を行うとともに、定期的に市町村相談窓口を巡回することで、各市町村の現状や課

題を直接確認する。

[指定消費生活相談員等による市町村支援] P.15
政令市を除く６地域に指定消費生活相談員を各１名（横須賀・三浦、県央地域は各２名）配置し、行政職員とともに市町村職員、消費生活相

談員に対し、電話等により消費生活相談の処理方法等について助言するとともに、定期的な巡回訪問、各地域ごとの協議会へ派遣等を行う。



今後の取組みの方向性

■ 消費者被害救済に向けた取組みの推進

• 消費者被害救済委員会への付託候補事案の掘り起しについて、市町村への説明や働きかけを行うとともに、適格消費

者団体による差止請求の実現につながるよう積極的な情報提供を行っていく。

• 青少年部局において実施している「かながわ子ども・若者支援連携会議」にオブザーバーとして参加し、成年年齢引下

げによって起こりうる若者の消費者被害について、青少年支援に携わる各種機関と情報を共有していく。
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令和３年度の主な取組み

[消費者被害救済検討チームの開催] P.17
消費者被害の未然防止と救済に向け、かながわ中央消費生活センターに寄せられた相談事案の中から、事業者指導、消費者被害救済委

員会付託、適格消費者団体への情報提供の３つを選択的・複合的に行うことを検討するチームを開催する。

[青少年部門の相談機関との連携] P.17
青少年を対象とした一次総合相談窓口である「かながわ子ども・若者総合相談センター」と「かながわ中央消費生活センター」が連携し、

若者が契約等に関する悩みを抱えた際に、相談しやすい環境づくりを進める。



今後の取組みの方向性

■ 事業者指導の実施

• 引き続き県内消費生活相談窓口に寄せられる苦情相談等を注視し、課内の「消費者被害救済検討チーム」での検討や、

悪質商法目安箱に寄せられる情報等、様々な機会を捉え不当な取引行為に係る端緒情報を入手し、悪質な勧誘行為等

を行う事業者の処分・指導を適切に実施していく。
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令和３年度の主な取組み

[事業者指導の実施] P.18
専門職員やアドバイザー等を配置するなどし、事業者による違法、悪質な勧誘行為等に対し指導を実施する。

[近隣都県、政令市、県警察との連携] P.18
五都県合同による悪質事業者対策会議(1回)、担当者会議(計10回)、指導等の実施や政令市、県警察との消費者被害拡大防止連絡

会議（４回）の開催。

[特定商取引に関する法律第60条に基づく申出・悪質商法目安箱] P.18
不当な取引行為を行う事業者に関する情報収集を幅広く行い、法令に基づく事業者指導をより一層進めるため、県民からの情報提供

を求める。



今後の取組みの方向性

■ 「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」に基づく取組みの推進

39

①宣言団体と協力して、事業者の自主的な取組みを支援

(宣言団体に加盟する事業者に向けた研修の実施、宣言団体等との意見交換会の実施、関

係部署や市町村と連携した啓発資料の配布)

②高齢者や見守る方への消費者教育を推進するために、出前

講座を実施

③特定商取引に関する法律及び神奈川県消費生活条例の違反

が疑われる事業者に対して、改善指導や行政処分を実施

④ 「宣言」の効果検証を行うための指標について、設定の実現

可能性も含め、意見交換会を開催し検討

令和３年度の主な取組み

[「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」宣言団体等との取組み] P.19
平成30年３月に実施した宣言の宣言団体や消費者団体と連携し、高齢者にトラブルが多い悪質な訪問販売撲滅のための取組みを実施する。



今後の取組みの方向性

■ 公益通報者保護制度についての理解促進

• 改正後の公益通報者法では、事業者に対し、新たに、公益通報対応業務従事者を定める義務及び内部の労働者等から

の公益通報に適切に対応する体制の整備その他の必要な措置をとる義務を課している。

• 今後、消費者庁において策定する指針等を踏まえ、事業者が適切に通報対応体制の整備やその他の必要な措置が行え

るよう、事業者向けの研修会や啓発資料作成により、制度の理解促進を図る。
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令和３年度の主な取組み

[公益通報者保護法の普及] P.18
ホームぺージ等を活用し、公益通報者保護制度の周知を実施するとともに、改正公益通報者保護法を周知するための研修会を開催する。
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