
「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和２年度実施事業検証(評価と課題)

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため） 1

基本方向（大柱）

中柱

小柱

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

ア 様々な場やライフステージに応じた消費者教育の推進

①学校等における消費者教育の推進

【保育所、幼稚園等】

[幼児や保護者、保育士等向けの情報発信]
日常生活での事故防止等に関して、ＳＮＳ等を活用し
た情報発信を行う。

[幼児向け講座の実施]
幼児や保護者を対象とした特定の課題に関する講座
を、消費者団体等に委託して実施する。
(幼児、保護者、保育士等向け５回程度実施）

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止 ×

身近なところで日常的に事故が起こることを認
識してもらうため、乳児期の子どもが遭遇しや
すい事故等の事例について、ＳＮＳ等を活用し
て広く情報発信を行う必要がある。

消費生活課

[幼稚園における消費者教育の土台の形成]
幼稚園教育においては、幼稚園教育要領の「環境」領
域を中心に、消費者教育につながる学びの芽生えを、
遊びや生活体験を通じて育む。

[幼稚園における消費者教育の土台の形成]
幼稚園教育においては、幼稚園教育要領の「環境」領
域を中心に、消費者教育につながる学びの芽生えを、
遊びや生活体験を通じて育む。

各幼稚園において、幼稚園教育要領の「環境」領域にある
「(７)身近な物を大切にする」「(11)生活に関係の深い情
報や施設などに興味や関心をもつ」を中心として、消費者
教育につながる学びの芽生えを、遊びや生活体験を通じて
育む取組みを実施した。

○

幼稚園教育においては、引き続き幼稚園教育要
領の「環境」領域を中心に、消費者教育につな
がる学びの芽生えを、遊びや生活体験を通じて
育む必要がある。

子ども教育支
援課

【小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等】

[中高生用消費者教育資料等の発行]
中学生用消費者教育｢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、教材を発行し、授業等で活用
する。(｢STEP UP｣、｢JUMP UP｣、｢消費者教育サポート
ブック｣７月発行予定）

重
点
２

[中高生用消費者教育資料等の発行]
中学生用消費者教育｢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、教材を発行し、授業等で活用
する。(｢STEP UP｣、｢JUMP UP｣、｢消費者教育サポート
ブック｣７月発行）

「中学生用消費者教育資料　STEP UP｣　85,000部
「高校生用消費者教育資料　JUMP UP｣  70,000部
「教員用指導解説書　消費者教育ｻﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸ｣　3,500部

（令和２年７月発行)
（主な配布先）
　県内全中学校、高等学校

〇

成年年齢引下げに伴い、中高生向けの消費者教
育が今後更に重要となるため、中高生が近い将
来に契約等の当事者となることが実感できるよ
う、効果的な教育資料を作成する必要がある。

消費生活課

[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
施する。(２か月程度オンデマンド配信)

本 １イ②
重
点
２

[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
施する。(８日間程度)

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止 ×
コロナ禍においても教員研修を実施できるよ
う、今後は録画配信によるオンデマンド方式で
の講座を取り入れて開催していく必要がある。

消費生活課

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の発行]
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発行する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和３年
度は「若者編」を作成）＞

１ア①大学 再
重
点
２

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の活用]
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、場面に応じて提供し、活
用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和２年
度は「高齢者編」を作成）＞

「契約のきりふだ（若者編）」
　消費生活出前講座等で約8,000部活用

△

より多くの若者に興味を持ってもらうため、配
布対象者である若年者の目線で編集等を行う必
要がある。
また、従来の被害防止の観点に加えて、加害防
止の観点からの内容も記載する必要がある。

消費生活課

[小学生向け消費者教育資料の発行]
単独行動が増えるとともに、活動範囲が広がる年代で
ある小学校高学年向け消費者教育資料を作成する。
(９月発行予定)

[小学生向け消費者教育資料の発行]
単独行動が増えるとともに、活動範囲が広がる年代で
ある小学校高学年向け消費者教育資料を作成する。
(７月発行予定)

「小学校高学年向け　『プリペイドカード』を知って”お
金名人”をめざそう！」
ワークシート　96,000部
ワークシート挟込用　96,000部

　指導書　14,000部 (令和２年８月発行)
（主な配布先）
　県内全小学校

〇

新学習指導要領への対応や急速に普及している
プリペイドカード以外のキャッシュレス決済に
関する内容を取り上げる等、効果的な教育資料
作成に取り組む必要がある。

消費生活課

[高校生向け成年年齢引下げ啓発事業]
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。
(年２回掲載予定）

重
点
２

[高校生向け消費者市民社会啓発事業]
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、消費者市民社会の啓発を行う。
(年２回掲載予定）

神奈川新聞社が発行しているフリーペーパー「H!P」に、
高校生記者の取材、執筆による企画記事等を掲載
　約21.3万部発行（12月４日発行(冬号)）
テーマ：成年年齢引下げに伴う高校生の消費者被害未然

防止
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため１回のみ
掲載

△
令和４年４月からの成年年齢引下げについて、
高校生向け情報誌を活用して、引き続き周知し
ていく必要がある。

消費生活課

[消費生活出前講座の実施（学校向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（25回程
度）

本 １ア①大学
重
点
２

[消費生活出前講座の実施（学校向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（25回程
度）

「消費生活出前講座(学校向け)」
　２回実施　延べ589名参加
※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る回数減

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
インターネット被害未然防止講座を学校向けに実施す
る。（40回程度）

２ア③ 再
重
点
２

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
インターネット被害未然防止講座を学校向けに実施す
る。（30回程度）

「インターネット被害未然防止講座(学校向け)」
　21回実施　延べ2,338名参加
※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る回数減

△

より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。
また、インターネット利用の低年齢化が進んで
いることから、受講対象を小学生まで拡大する
必要がある。

消費生活課

[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、制
作した映像を活用し、情報発信を行う。

２イ② 再
重
点
２

[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映像を活用して、広告展開する。

「若者向け成年年齢引下げ啓発アニメ「コレがまさかのア
レでした。～若者の消費者被害」」
YouTube、LINE、Twitterの３媒体で令和３年１月～２月

の１か月間、Ｗeb広告を実施
　完了視聴数：2,366,911回

〇
令和４年４月からの成年年齢引下げに向け、引
き続き若者向け啓発動画を活用した啓発を行っ
ていくことが必要である。

消費生活課

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（学校向け）]
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再
[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育｣
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　１回実施　延べ10名参加(小学生の保護者)

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

担当課令和２年度実施事業実績 課題評価令和２年度実施事業計画令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

再
掲

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

担当課令和２年度実施事業実績 課題評価令和２年度実施事業計画令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

再
掲

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外

[私立学校向け消費者教育情報の提供]
私立学校における消費者教育の進展に向けて、必要な
情報を随時提供する。

[私立学校向け消費者教育情報の提供]
私立学校における消費者教育の進展に向けて、必要な
情報を随時提供する。

私立学校における消費者教育の進展に向けて、必要な情報
を随時提供した。

〇
引き続き必要な情報提供を行っていくことが必
要である。

私学振興課

[県立高等学校・中等教育学校におけるシチズンシッ
プ教育の取組]
シチズンシップ教育の３領域のうち「経済に関する教
育」の一環として消費者教育に取り組む。

[県立高等学校・中等教育学校におけるシチズンシッ
プ教育の取組]
シチズンシップ教育の３領域のうち「経済に関する教
育」の一環として消費者教育に取り組む。

各県立高等学校・中等教育学校において、シチズンシップ
教育の３領域のうち「経済に関する教育」の一環として外
部機関と連携し、消費者教育に取り組んだ。

○

消費生活課の消費生活出前講座を依頼した高等
学校の数が、新型コロナウイルス感染症の影響
で減ったので、ＩＣＴを活用する等、新型コロ
ナウイルス感染症禍にあっても実施しやすい事
業について検討することが課題である。

高校教育課

高校教育課

子ども教育支
援課

特別支援教育
課

【大学、専門学校等】

[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、制
作した映像を活用し、情報発信を行う。

２イ② 再
重
点
２

[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映像を活用して、広告展開する。

「若者向け成年年齢引下げ啓発アニメ「コレがまさかのア
レでした。～若者の消費者被害」」
　YouTube、LINE、Twitterの３媒体で令和３年１月～２月
の１カ月間、Ｗeb広告を実施
　完了視聴数：2,366,911回

〇
令和４年４月の成年年齢引下げに向け、引き続
き若者向け啓発動画を活用した啓発を行ってい
くことが必要である。

消費生活課

１ア①小中高

[消費生活出前講座の実施（学校向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（25回程
度）

１ア①小中高 再
重
点
２

[消費生活出前講座の実施（学校向け）]
消費生活出前講座を学校向けに実施する。（25回程
度）

「消費生活出前講座(学校向け)」
　２回実施　延べ589名参加
※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
があったことによる回数減

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
インターネット被害未然防止講座を学校向けに実施す
る。（40回程度）

２ア③ 再
重
点
２

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
インターネット被害未然防止講座を学校向けに実施す
る。（30回程度）

「インターネット被害未然防止講座(学校向け)」
　21回実施　延べ2,338名参加
※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
があったことによる回数減

△

より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。
また、インターネット利用の低年齢化が進んで
いることから、受講対象を小学生まで拡大する
必要がある。

消費生活課

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（学校向け）]
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再
[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育｣
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
 ０回実施
※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実施実績なし

×
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

②地域社会での消費者教育の推進

【地域】

[「契約のきりふだ(高齢者編)」の活用]
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場面に応じて提供し、活用
する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和３年度は「若
者編」を作成」）＞

本 ２イ①
重
点
１

[「契約のきりふだ(高齢者編)の発行]
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発行する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和２年度は「高
齢者編」を作成」）＞

「契約のきりふだ（高齢者編）」
　県発行　60,000部（11月発行）
　市町村共同発行分　30,500部
（主な配布先）
　市町村消費者行政主管課

〇
引き続き高齢者に多く見られる消費者トラブル
に関する情報を、分かりやすい内容で発信して
いくこと必要がある。

消費生活課

― 本
１ア②家庭
１ウ①

[社会人向けの消費者市民社会啓発資料の発行]
成人一般や高齢者を対象とした消費者市民社会の形成
にかかる啓発資料を発行する。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響のため発行中
止

×
ＳＮＳを活用する等、地域社会における消費者
市民社会啓発の取組みを推進する必要がある。

消費生活課

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け25回程度)

本 ２イ①
重
点
１

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け25回程度)

「消費生活出前講座(高齢者、障がい者等向け)」
　３回実施　延べ132名参加
※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
があったことによる回数減

△

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、講
座の実施回数が減少したため、今後は対面方式
に加えて、オンライン方式による講座実施を検
討する必要がある。

消費生活課

学校教育においては、各校種の学習指導要領に基づき、社
会科、公民科、家庭科、技術・家庭科などの教科を中心
に、消費者教育を実施した。

○

学校教育においては、引き続き学習指導要領に
基づき、社会科、公民科、家庭科、技術・家庭
科などの教科を中心に、消費者教育を実施する
必要がある。中でも、高等学校及び特別支援学
校高等部の生徒については、令和４年４月から
の成年年齢引下げに伴い、消費者トラブルの増
加が予想されるため、一層の充実を図っていく
ことが課題である。

[小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等におけ
る消費者教育の推進]
学校教育においては、学習指導要領に基づき、社会
科、公民科、家庭科、技術・家庭科などの教科を中心
に、消費者教育を実施する。

[小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等におけ
る消費者教育の推進]
学校教育においては、学習指導要領に基づき、社会
科、公民科、家庭科、技術・家庭科などの教科を中心
に、消費者教育を実施する。

１イ①

△

より多くの若者に興味を持ってもらうため、配
布対象者である若年者の目線で編集等を行う必
要がある。
また、従来の被害防止の観点に加えて、加害防
止の観点からの内容も記載する必要がある。

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の発行]
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発行する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和３年
度は「若者編」を作成）＞

本
重
点
２

[｢契約のきりふだ(若者編)｣の活用]
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、場面に応じて提供し、活
用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和２年
度は「高齢者編」を作成）＞

「契約のきりふだ（若者編）」
　消費生活出前講座等で約8,000部活用

消費生活課
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

担当課令和２年度実施事業実績 課題評価令和２年度実施事業計画令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

再
掲

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･障
がい者等対象)]
インターネット被害未然防止講座を実施する。(高齢
者、障がい者等向け５回程度)

２ア③ 再
重
点
１

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･障
がい者等対象)]
インターネット被害未然防止講座を実施する。(高齢
者、障がい者等向け５回程度)

「インターネット被害未然防止講座(高齢者･障がい者等向
け)」
　３回実施　延べ35名参加
※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
があったことによる回数減

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（高齢者・障がい者等対象）]
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

1イ③ 再
[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育｣
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
 ０回実施
※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実施実績なし

×
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
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。

２イ① 再
重
点
１

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
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。
また、ネットワーク構築に関する事業を消費者団体に
委託して実施する。

「市町村での意見交換会」
　愛川町において開催を予定していたが、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止のため中止
「消費者安全確保地域協議会設置についての依頼」
　消費生活担当課長会議で事務連絡を発出したほか、個別
に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」の作成・配付」
　18,000枚作成し、市区町村の社会福祉協議会、民生委員
児童委員協議会を通じて配付（令和３年２月）
「高齢者及び障がい者の見守りネットワーク普及促進事
業」
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

△

個別に市町村を訪問し課題の聞き取りを行う等
働きかけを行うほか、市町村の中で消費生活行
政担当課と福祉各課、関係団体等の連携が図れ
るよう、啓発ツールの配布方法等を工夫し、見
守りネットワーク構築のための支援を行う必要
がある。
（新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う事
業の見直しにより、令和２年度以降のネット
ワーク構築に関する消費者団体への委託事業を
中止することとした。）

消費生活課

[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等を
活用した啓発を図る。

１ウ① 再

[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、イベントの
開催及びＳＮＳ等を活用した啓発を図る。

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。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためイベント
は中止

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベ
ント等を活用した普及啓発が行えないため、Ｓ
ＮＳ等を活用する等の代替手段で啓発を行う必
要がある。

消費生活課

【家庭】

― １ア②地域 再
[社会人向けの消費者市民社会啓発資料の発行]
成人一般や高齢者を対象とした消費者市民社会の形成
にかかる啓発資料を発行する。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響のため発行中
止

×
ＳＮＳを活用する等、地域社会における消費者
市民社会啓発の取組みを推進する必要がある。

消費生活課

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
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を中心とした広告を行うことに
より、理解促進を図る。

２イ② 再
重
点
２

[保護者向け成年年齢引下げ啓発資料の作成]
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、チラシ等
を作成・配布し、理解促進を図る。

「成年年齢引下げ啓発チラシ（型抜きチラシ）」
　Ａ５判型抜き４頁　90,000部（令和３年３月発行）
（主な配布先）
　県内全高校１年生に対し、４月以降の保護者面談等の際
に保護者へ直接配布

〇
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対
する啓発も必要である。

消費生活課

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（一般向け）]
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再
[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育｣
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　１回実施　延べ10名参加

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[消費生活出前講座の実施(一般向け)]
消費生活出前講座を一般向けに実施する。（５回程
度）

[消費生活出前講座の実施(一般向け)]
消費生活出前講座を一般向けに実施する。（５回程
度）

「消費生活出前講座(一般向け)」
　２回実施　延べ81名参加
※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
があったことによる回数減

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
インターネット被害未然防止講座を参加者募集型等に
より実施する。（17回程度）

２ア③ 再

[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
インターネット被害未然防止講座を参加者募集型等に
より実施する。（17回程度）

「インターネット被害未然防止講座」
　(一般向け出前型)５回実施　延べ151名参加
　(参加者募集型)　６回実施　延べ123名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため一部中止

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催す
る。（１回）開催方法については、調整予定。

２ア③ 再

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催す
る。（１回）

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 ×

新型コロナウイルス感染症の影響により実施で
きなかった。令和３年度は関係機関と協力の
上、オンライン開催を視野にいれて検討してい
きたい。

デジタル戦略
本部室

③職域での消費者教育の促進

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者
団体との連携により、消費生活行政に係る情報提供等
を行う。

４イ① 再

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者
団体との連携により、消費生活行政に係る情報提供等
を行う。

・景品表示法研修資料のホームページ掲載
・事業者向けセミナー１回（かながわ住まいまちづくり協
会）

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、例年
よりも研修会等は減少したが、今後も社会情勢
を考慮し、、メールやオンライン会議等によ
り、継続的に消費生活行政に係る情報提供等を
行う必要がある。

消費生活課
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担当課令和２年度実施事業実績 課題評価令和２年度実施事業計画令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

再
掲

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外

[消費生活出前講座の実施(職域)]
消費生活出前講座を実施する。(従業者等向け５回程
度)

[消費生活出前講座の実施(職域)]
消費生活出前講座を実施する。(従業者等向け５回程
度)

「消費生活出前講座(従業者等向け)」
　０回実施
※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実施実績なし

×
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育
（職域）]
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

１イ③ 再
[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育｣
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

「金融広報アドバイザー派遣講座」
 ０回実施
※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実施実績なし

×
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

イ　消費者教育の拠点機能の発揮と連携の推進

①消費生活相談情報を踏まえた研修実施・教材作成

[｢契約のきりふだ(若者編)」の発行及び「契約のきりふだ
(高齢者編)｣の活用]
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とともに、場面の
応じて提供し、活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和３年
度は「若者編」を作成）＞

１ア②地域
１ア①大学

再

重
点
１・
２

[｢契約のきりふだ(高齢者編)」の発行及び「契約の
きりふだ(若者編)｣の活用]
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とともに、場面に
応じて提供し、活用する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和２年
度は「高齢者編」を作成）＞

「契約のきりふだ（高齢者編）」
　県発行　60,000部（11月発行）
　市町村共同発行分　30,500部

〇

高齢者編については、引き続き高齢者に多く見
られる消費者トラブルに関する情報を、分かり
やすい内容で発信していくことが求められてい
る。
若者編については、より多くの若者に興味を
持ってもらうため、配布対象者である若年者の
目線で編集等を行う必要がある。また、従来の
被害防止の観点に加えて、加害防止の観点から
の内容も記載する必要がある。

消費生活課

[｢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
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月１
回､随時)

２ア① 再

[｢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
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月１
回､随時)

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　年10回発行（５月・７月は休止）
　各6,190部、367箇所に配布
　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！」等
（主な配布先）
　市町村主管課、消費者団体、老人会、社会福祉協議会等

〇

関係機関等が発信する情報等、県内の消費生活
相談窓口にはまだ寄せられていない新たな手口
によるトラブルの未然防止につながる情報を積
極的に収集していくことが必要である。

消費生活課

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

３ア③ 再

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な概論研修、専門研修を実施する。(12
回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

「概論研修」
　２回　延べ49名参加
「専門研修」
　４回　延べ44名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、概論研
修２回及び専門研修４回は中止

「行政職員研修」
　基礎編(Ｗeb研修による実施）２回
　応用編(Ｗeb研修による実施）１回

△

新型コロナウイルス感染症の影響で当初の計画
より実施回数が少なくなり、また対面方式で実
施すること困難になったため、今後はより多く
の相談員等が受講できるよう、原則オンライン
方式に切り替え、継続的に人材育成に取り組む
ことが必要である。

消費生活課

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

３イ② 再

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

「県及び市町村消費生活相談員レベルアップ研修」
　３テーマ実施　延べ170名参加
 （テーマ）　※Ｗeb研修による実施
　・消費生活相談情報カード作成と活用
　・インターネット上での契約トラブルについて
　・特定商取引法事例検討
※４テーマは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止

△
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。

消費生活課

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

１イ② 再

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

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教
育サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報
提供を行った。

〇
広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める工夫が必
要である。

消費生活課

[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
を利用して実施する。(年３回程度実施)

[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
を利用して実施する。(年２回程度実施)

第１回ｅモニターアンケート（10月16日～25日）
　テーマ「新型コロナウイルス感染症感染拡大による生活
と意識の変化について」
　回答者287名／対象者316名
第２回ｅモニターアンケート（１月29日～２月７日）
　テーマ「消費生活と消費者行政について」
　回答者253名／対象者316名

〇

県の消費者行政施策展開の参考とするため、当
課が実施する事務事業等の現状把握及び今後の
方向性の検討等に資する調査となるよう、調査
項目を精査する必要がある。

消費生活課

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(１テーマ　２回)

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(１テーマ　２回)

再

―

[｢かながわくらしテキスト｣の発行]
消費生活相談内容の分析結果を踏まえた教材｢かなが
わくらしテキスト｣を発行(年２回)、県内に広く配布
する。

消費生活課

消費生活課
※新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響のため令和２
年度以降発行停止

幅広い年代層を対象とした啓発として実施して
きたが、対象者を明確に設定している「契約の
きりふだ（高齢者編・若者編）」及び、月１回
の発行で迅速な情報提供をしている「かながわ
消費生活注意・警戒情報」を活用して、引き続
き情報提供を行っていく。

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。

×

△３ア③

「新規課題対応研修」
　１テーマ実施　※Ｗeb研修による実施
 （テーマ）
　・暗号資産をめぐる法改正の動向
※１テーマは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止
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掲

重
点
的
取
組
み

再
掲

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外

[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
する。

[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
する。

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)　　 31,950部

〇
より多くの高齢者の手に届くように配布場所、
配布方法を工夫する必要がある。

消費生活課

②消費者教育の担い手の育成・活動の支援

[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
施する。(２か月程度オンデマンド配信)

１ア①小中高 再
重
点
２

[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
施する。(８日間程度)

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 ×
コロナ禍においても教員研修を実施できるよ
う、今後は録画配信によるオンデマンド方式で
の講座を取り入れて開催していく必要がある。

消費生活課

―

[消費者教育推進連携・協働事業　ワークショップ等
の開催]
消費者教育の担い手を育成するため、担い手養成講座
を実施するとともに、受講者による連携と情報共有の
環境づくりの場となる協働交流会等を実施する。(年
２回程度実施予定)

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 ×

消費者教育の担い手育成については、これまで
実施してきた担い手養成講座等では実際に担い
手として活動できる人材が育つまでの成果が出
ていないことから、担い手育成の方向性を見直
す必要がある。

消費生活課

新[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]
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。

－ － － － 消費生活課

[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]
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等が取組んでいる消費者教育について、
ＳＮＳを活用して広く県民に情報提供を行う。

[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]
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。

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った。
（実施概要）
　消費者月間（５月１日～31日）
　・ＳＮＳ投稿数：12団体／20回
　消費者週間（10月９日～31日）
　・ＳＮＳ投稿回数：８団体／16回

〇
引き続き消費者団体やＮＰＯ等への情報提供を
行うとともに、消費者団体やＮＰＯ等の日ごろ
の活動をＳＮＳ等で発信していく必要がある。

消費生活課

１イ①

１ウ①

２ア②

③消費生活に関連するその他の教育との連携

１ア①小中高

１ア①大学

１ア②地域

１ア②家庭

１ア②職域

[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]
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。

[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]
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。

・ホームページ「災害に伴う消費生活情報」の運営
・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
及びＳＮＳによる情報発信

〇

新型コロナウイルス感染症感染拡大の終息が見
えない中、引き続き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
が必要。

消費生活課

[｢環境基本計画｣との連携]
｢環境基本計画｣に基づく環境教育との連携 ― ―

消費生活課
環境計画課

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。

消費生活課

消費生活課

「金融広報アドバイザー派遣講座」
　２回実施　延べ20名参加

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教
育サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報
提供を行った。

広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める工夫が必
要である。

〇

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育｣
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイトの
運営]
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。

本

本

[神奈川県金融広報委員会と連携した金融経済教育]
金融経済情報資料を発行するとともに、経済講演会や
金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣講座を実施する。

[消費者教育推進連携・協働事業　ポータルサイトの
運営]
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。

｢環境基本計画｣

本県における環境政策を推進する上での基本的な計画として平成９年策定。現行の計画は平成28年度から令和７年度までが計画期間。

重点施策の目標の達成状況、他の施策の実績及び環境指標を毎年度把握の上、施策の進捗状況を評価、検証し、５年ごとに施策等を見直し

ます（※）。

※令和２年度に施策等の見直しを行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、現行の施策の実施期間を２年間延長する

こととしました。

＜施策の内容＞

「施策の分野３ 神奈川のチカラとの協働・連携」の「ア 人材の育成と協働・連携の推進」の「環境学習・教育の推進と基盤づくり」に基

づき事業を実施。（｢消費者教育｣について位置付けあり：「個人の消費行動が環境や経済に大きく影響することから、消費者自らが環境に

与える影響に配慮し、行動できるよう消費者教育と環境教育との連携を推進」）
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

担当課令和２年度実施事業実績 課題評価令和２年度実施事業計画令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

再
掲

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外

[｢神奈川県循環型社会づくり計画｣との連携]
｢神奈川県循環型社会づくり計画｣に基づく環境教育・
学習との連携

― ―
消費生活課
資源循環推進
課

[｢第３次神奈川県食育推進計画｣との連携]
｢第３次神奈川県食育推進計画｣に基づく食育との連携

― ―
消費生活課
健康増進課

[｢かながわ食の安全･安心の確保の推進に関する指
針｣との連携]
｢かながわ食の安全･安心の確保の推進に関する指針｣
に基づく食の安全･安心に関する教育との連携

― ―
消費生活課
生活衛生課

[｢かながわ国際施策推進指針｣との連携]
｢かながわ国際施策推進指針｣に基づく国際理解教育と
の連携

― ―
消費生活課
国際課

[｢かながわ青少年育成･支援指針｣との連携]
｢かながわ青少年育成･支援指針｣に基づく、消費者教
育と関連する教育との連携

― ―
消費生活課
青少年課

ウ　持続可能な社会の形成に貢献する消費行動の促進

①エシカル（倫理的）消費の普及

[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等を
活用した啓発を図る。

本 １ア②地域

[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、イベントの
開催及びＳＮＳ等を活用した啓発を図る。

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。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためイベント
は中止

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベ
ント等を活用した普及啓発が行えないため、Ｓ
ＮＳ等を活用する等の代替手段で啓発を行う必
要がある。

消費生活課

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

１イ② 再

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

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教
育サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報
提供を行った。

〇
広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める工夫が必
要である。

消費生活課

｢かながわ国際施策推進指針｣

本県の国際施策を展開するに当たっての考え方、方向性を示すため、平成16年策定。現在の指針は第４版で、平成28年度改定。

＜施策の内容＞

｢施策の方向4 多文化理解の推進｣などの方向に基づき事業を実施。(地球市民かながわプラザでの講座等の開催、図書資料や映像資

料の閲覧・視聴サービスの提供など。）

｢かながわ食の安全･安心の確保の推進に関する指針｣

食の安全･安心の確保の推進にあたり、本県が取り組む総合的かつ中期的な目標及び施策の方向を示すため策定。平成28年３月に第

３次指針（平成28年度から平成30年度）策定。

毎年度、行動計画を策定し、進捗状況報告により点検を行っている。

＜施策の内容＞

３次指針：｢◎ﾘｽｸに関する相互理解(ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)｣などの｢施策の方向に沿った取組み｣に基づき事業を実施。(｢食の安全･安心に

｢かながわ青少年育成･支援指針｣

本県の青少年施策の基本となる指針として、基本目標、具体的施策、推進体制等を総合的かつ体系的に定めたもので、平成17年｢か

ながわ青少年育成指針｣として策定。

現在の指針は、平成28年3月改定されたもので、平成32年度までの5年間を展望したもの。

毎年度、指針に位置付けのある事業の翌年度の計画を調査し、結果を「神奈川県子ども・青少年みらい本部（知事を長とする庁内

組織。平成28年5月、子ども・子育て支援の総合的な企画、調整を行う「神奈川県子ども・子育て支援推進会議」と、青少年対策の

総合的な企画、調整及び推進を行う「神奈川県青少年総合対策本部」を統合し、新たに設置。)」において共有するとともに、「青

少年白書」として当年度の実施結果を取りまとめている。

＜施策の内容＞

｢循環型社会づくり計画｣

「循環型社会」の実現に向け、本県の廃棄物対策の基本的方向を示す計画として平成14年策定。現行の計画は平成24年度から平成33

年度までが計画期間。

毎年度、計画目標の値に対する廃棄物の排出量等の実績、各事業の実施状況の把握により進行管理を行っている。

＜施策の内容＞

「大柱Ⅰ 資源循環の推進」「中柱３ 人材の育成と広域連携の推進等」の「環境教育・学習及び人材育成の推進」に基づき事業を

実施。（｢消費者教育｣について位置付けあり：「消費者教育を通じて、消費、廃棄等の消費行動が環境に与える影響を考慮し、主体

｢食育推進計画｣

本県の食育推進の方向性、目標を定めるとともに、県が取り組むべき施策を明らかにする計画として平成20年策定。現在の計画は第三次計

画で、平成30年度から令和４年度までが計画期間。

＜施策の内容＞

｢(1)健康な『体』をつくる」、｢(2)豊かな『心』を育む｣、｢(3)食への理解を深め『神奈川の食』に親しむ｣の３つの基本方針に沿って体系

づけた「食育の基本的施策｣に基づき事業を実施。(｢消費生活に関する情報提供｣について位置付けあり：消費生活情報紙への食に関する情

報の掲載等）

｢かながわ食の安全･安心の確保の推進に関する指針｣

食の安全･安心の確保の推進にあたり、本県が取り組む総合的かつ中期的な目標及び施策の方向を示すため策定。2019年３月に第４次指針

（2019年度から2021年度）策定。

毎年度、行動計画を策定し、進捗状況報告により点検を行っている。

＜施策の内容＞

４次指針：｢◎ﾘｽｸに関する相互理解(ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)｣などの｢施策の方向に沿った取組み｣に基づき事業を実施。(｢食の安全･安心に関する情

報発信｣等について位置付けあり：出前講座等による食に関する情報提供等)

｢かながわ国際施策推進指針｣

本県の国際施策を展開するに当たっての考え方、方向性を示すため、平成16年策定。現在の指針は第４版で、平成28年度改定。

＜施策の内容＞

｢施策の方向４ 多文化理解の推進｣などの方向に基づき事業を実施。(地球市民かながわプラザでの講座等の開催、図書資料や映像資料の

閲覧・視聴サービスの提供など。）

｢循環型社会づくり計画｣

「循環型社会」の実現に向け、本県の廃棄物対策の基本的方向を示す計画として平成14年策定。現行の計画は平成24年度から令和３年度ま

でが計画期間。

毎年度、計画目標の値に対する廃棄物の排出量等の実績、各事業の実施状況の把握により進行管理を行っている。

＜施策の内容＞

「大柱Ⅰ 資源循環の推進」「中柱３ 人材の育成と広域連携の推進等」の「環境教育・学習及び人材育成の推進」に基づき事業を実施。

（｢消費者教育｣について位置付けあり：「消費者教育を通じて、消費、廃棄等の消費行動が環境に与える影響を考慮し、主体的に行動がで

きる消費者の育成を図る」）

｢かながわ青少年育成･支援指針｣

本県の青少年施策の基本となる指針として、基本目標、具体的施策、推進体制等を総合的かつ体系的に定めたもので、平成17年｢かながわ

青少年育成指針｣として策定。

現在の指針は、平成28年３月に改定されたもので、令和２年度までの５年間を展望したもの。令和２年度に改定を予定していたが、新型コロナ

ウイルス感染症による県民生活への影響や、今後改定される国の「子供・若者育成支援推進大綱」を勘案する必要があるため、指針の改定時期を令

和３年度に変更した。なお、指針を改定するまでの間は、現行指針に基づき施策を進める。

毎年度、指針に位置付けのある事業の翌年度の計画を調査し、結果を「神奈川県子ども・青少年みらい本部（知事を長とする庁内組織青少

年総合対策部会」において共有するとともに、「青少年白書」として当年度の実施結果を取りまとめている。

＜施策の内容＞

｢施策の方向３ 社会の変化に対応し健全に成長する力の育成｣、｢施策の方向12 急激に進展する情報化社会への対応｣などの方向に基づき事

業を実施。（｢消費者教育｣について位置付けあり：「「学校における消費者教育や金銭・金融教育」の推進」)
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評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を達成できなかった △・・・左記以外

― １ア②地域 再
[社会人向けの消費者市民社会啓発資料の発行]
成人一般や高齢者を対象とした消費者市民社会の形成
にかかる啓発資料を発行する。

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため発行中止 ×
ＳＮＳを活用する等、地域社会における消費者
市民社会啓発の取組みを推進する必要がある。

消費生活課

[リユース・リサイクル関連の取組み]
県が認定するリサイクル製品について、県民への周知
を図る。
また、リユースショップの認証（更新）により、リ
ユース（再使用）の促進を図る。

[リユース・リサイクル関連の取組み]
県が認定するリサイクル製品について、各種広報媒体
や環境イベント等で広く周知を図る。
また、リユースショップの認証（更新）により、リ
ユース（再使用）の促進を図る。

県ホームページにより情報発信を行った。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、イベ
ント等を活用した普及啓発は中止

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベ
ント等を活用した普及啓発ができないため、制
度の実施や広報の方法について、前例に囚われ
ずに、引き続き見直していく必要がある。

資源循環推進
課

[ワンウェイプラ削減関連の取組み]
「神奈川県ワンウェイプラ削減実行委員会」を通じ、
ワンウェイプラ削減を進めていく。
また、ワンウェイプラの削減に取り組む事業者を支援
する。

[ワンウェイプラ削減関連の取組み]
レジ袋有料化の義務付けを契機に、これまでの「神奈
川県レジ袋削減実行委員会」を「神奈川県ワンウェイ
プラ削減実行委員会」に改組し、連携・協力を強化す
ることにより、広くワンウェイプラ全体の削減を進め
ていく。

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。
また、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。

〇

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の開催が
困難である中、インターネットやＳＮＳの活用
など代替手段での対応が必要である。

資源循環推進
課

[食品ロス関連の取組み]
食品ロスの削減に向けて、事業者や事業者団体への普
及啓発を図る。

[食品ロス関連の取組み]
食品ロスの削減に向けて、事業者や事業者団体への普
及啓発を図る。

県内の取組事例を県ホームページで情報提供した。
また、10月の食品ロス削減月間では、県民への普及啓発活
動として、県のたよりに食品ロスの削減に関する記事を掲
載した。

〇

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベ
ント等の開催には制約があるが、今後とも食品
ロスの削減に向け普及啓発を進めていく必要が
ある。

資源循環推進
課
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

基本方向２　消費者被害の未然防止

ア　被害未然防止に向けた注意喚起・情報発信

①相談情報を生かした注意警戒情報等の発信

１イ①

３ア②

４ウ①

４ウ③

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を収集、分析し、｢消
費生活相談概要｣(年２回)等により情報提供する。

３ア② 再

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を収集、分析し、｢消
費生活相談概要｣(年２回)等により情報提供する。

「消費生活相談概要」　　 ２回（８､12月）
「消費生活相談警戒情報」 129件
「消費生活相談情報」　　 年12回
「緊急通報」　　　　　 　14件

〇

提供すべき情報を見逃さないよう常にアンテナ
を張っておくとともに、消費生活相談情報を迅
速かつ正確に分析し、適時適切な情報提供をす
る必要がある。

消費生活課

[かながわ消費生活注意情報の発信]
県民向けに最新の消費生活に関する注意情報を、課の
ホームページやＳＮＳを通じて随時提供する。

[かながわ消費生活注意情報の発信]
県民向けに最新の消費生活に関する注意情報を、課の
ホームページやＳＮＳを通じて随時提供する。

「かながわ消費生活注意情報」
　ホームページ、ＳＮＳにより19回発信

〇
引き続き、最新の消費生活に関する注意情報に
ついて、迅速に情報発信していく必要がある。

消費生活課

[商品テスト分析の実施]
県の関係部局や各研究機関と連携し、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
実施する。
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う。

４ウ① 再

[商品テスト分析の実施]
県の関係部局や各研究機関と連携し、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
実施する。
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う。

「県実施分」
　１製品（「クリップライトの商品テスト」）
「商品テストコーディネート」（国民生活センター等に依
頼）
　３製品（「フェイク・ファーのクリーニング」「ニンニク
エキス入りサプリメント」「フライパンの蓋」）

〇

今後も、寄せられた相談内容を精査し、注意喚
起の側面などから適時適切に商品テストが必要
な案件を選出して実施する必要がある。
また、必要に応じて他機関と連携し、商品テス
トのコーディネートを行っていく必要がある。

消費生活課

②ホームページ、ＳＮＳ等様々な媒体による効果的な情報発信

[ホームページによる情報発信]
消費者被害や商品事故等の未然防止に向けた注意喚起
情報を発信する。

[ホームページによる情報発信]
架空請求に関するハガキ等を送りつけてくる事業者名
等一覧をはじめとした、消費者被害や商品事故等の未
然防止に向けた注意喚起情報を発信する。

「代表的なホームページのアクセス件数」
　・架空請求に関するハガキ等を送りつけてくる事業者名等
一覧　16,279件
　・消費生活注意警戒情報　13,840件
　・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　16,616件

〇
単にホームページにより情報発信するだけでな
く、ホームページへのアクセス数を増やす工夫
をする必要がある。

消費生活課

[ＳＮＳによる情報発信]
フェイスブック、ツイッターにより、消費生活注意・
警戒情報、講座やイベント情報等をタイムリーに発信
する。

[ＳＮＳによる情報発信]
フェイスブック、ツイッターにより、消費生活注意・
警戒情報、講座やイベント情報等をタイムリーに発信
する。

「ＳＮＳによる情報発信件数」
　・フェイスブック　145件
　・ツイッター　　　166件

〇

フェイスブック、ツイッター共にフォロワー数
はまだ少なく、効果的な情報発信の効果を見込
むには、更なるフォロワー数の拡大が必要であ
る。

消費生活課

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
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。

２イ② 再
重
点
２

[保護者向け成年年齢引下げ啓発資料の作成]
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、チラシ等
を作成・配布し、理解促進を図る。

「成年年齢引下げ啓発チラシ（型抜きチラシ）」
　Ａ５判型抜き４頁　90,000部（令和３年３月発行）
（主な配布先）
　県内全高校１年生に対し、４月以降の保護者面談等の際に
保護者へ直接配布

〇
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対
する啓発も必要である。

消費生活課

[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、制
作した映像を活用し、情報発信を行う。

２イ② 再
重
点
２

[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映像を活用して、広告展開する。

「若者向け成年年齢引下げ啓発アニメ「コレがまさかのアレ
でした。～若者の消費者被害」」
　YouTube、LINE、Twitterの３媒体で令和３年１月～２月の
１か月間、Ｗeb広告を実施
　完了視聴数：2,366,911回

〇
令和４年４月の成年年齢引下げに向け、引き続
き若者向け啓発動画を活用した啓発を行ってい
くことが必要である。

消費生活課

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

１イ② 再

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

「つながる・かながわ　消費者教育　－かながわ消費者教育
サポートサイト－」の随時更新を行い、広く県民に情報提供
を行った。

〇
広く県民に情報提供を行うため、わかりやすい
サイト構成や閲覧者の利便性を高める工夫が必
要である。

消費生活課

[ラジオによる情報発信]
かながわ中央消費生活センターに寄せられた消費者ト
ラブルの相談事例などを中心として放送する。

[ラジオによる情報発信]
かながわ中央消費生活センターに寄せられた消費者ト
ラブルの相談事例などを中心として放送する。

「NHK・FM「お昼前のお知らせ」消費生活情報」
　放送回数　　１回
 （放送内容）
　・家庭用除湿剤の商品テストについて
※新型コロナウイルス感染症の影響により現在放送休止中

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、ラジ
オ放送による消費者への注意喚起等はほとんど
行えなかったが、様々な媒体による情報発信
は、引き続き検討していく必要がある。

消費生活課

令和３年度実施事業計画
本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

[｢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
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月１
回､随時)

本

令和２年度実施事業計画 令和２年度実施事業実績

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　年10回発行（５月・７月は休止）
　各6,190部、367箇所に配布
　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！」等
（主な配布先）
　市町村主管課、消費者団体、老人会、社会福祉協議会等

[｢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
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月１
回､随時)

消費生活課

担当課評価

〇

課題

関係機関等が発信する情報等、県内の消費生活
相談窓口にはまだ寄せられていない、新たな手
口によるトラブルの未然防止につながる情報
を、積極的に収集していくことが必要である。

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

令和３年度実施事業計画
本
掲

再
掲

重
点
的
取
組
み

令和２年度実施事業計画 令和２年度実施事業実績 担当課評価 課題

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外

③インターネットを介して発生する消費者被害への対応

１ア①小中高

１ア①大学

[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
インターネット被害未然防止講座を参加者募集型等に
より実施する。（17回程度）

本 １ア②家庭

[インターネット被害未然防止講座の実施（一般向
け）]
インターネット被害未然防止講座を参加者募集型等に
より実施する。（17回程度）

「インターネット被害未然防止講座」
　(一般向け出前型)５回実施　延べ151名参加
　(参加者募集型)　６回実施　延べ123名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため一部中止

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座を実施
していく必要がある。

消費生活課

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･障
がい者等対象)]
インターネット被害未然防止講座を実施する。(高齢
者、障がい者等向け５回程度)

本 １ア②地域
重
点
１

[インターネット被害未然防止講座の実施(高齢者･障
がい者等対象)]
インターネット被害未然防止講座を実施する。(高齢
者、障がい者等向け５回程度)

「インターネット被害未然防止講座(高齢者･障がい者等向
け)」
　３回実施　延べ35名参加
※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
があったことによる回数減

△
より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座を実施
していく必要がある。

消費生活課

[インターネット被害未然防止教材の提供]
インターネットを介して発生する様々な消費者被害に
対応するため、啓発用の動画、疑似体験ソフト、リー
フレット等を提供する。

[インターネット被害未然防止教材の提供]
インターネットを介して発生する様々な消費者被害に
対応するため、啓発用の動画、疑似体験ソフト、リー
フレット等を提供する。

インターネットを介して発生する様々な消費者被害に対応す
るため、啓発用の動画、疑似体験ソフト、リーフレット等を
提供した。

〇
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ことから、引
き続き情報提供を行っていく必要がある。

消費生活課

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催す
る。（１回）開催方法については、調整予定。

本 １ア②

[サイバーセキュリティ月間に係る普及・啓発行事
「サイバーセキュリティセミナー」の実施（一般向
け）]
情報セキュリティについての普及・啓発行事を開催す
る。（１回）

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止 ×

新型コロナウイルス感染症の影響により実施で
きなかった。令和３年度は関係機関と協力の
上、オンライン開催を視野にいれて　検討して
いきたい。

デジタル戦略
本部室

イ　消費者の特性に配慮した対応

①高齢者・障がい者に配慮した対応

[「契約のきりふだ(高齢者編)」の活用]
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場面に応じて提供し、活用
する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和３年度は「若
者編」を作成」）＞

１ア②地域 再
重
点
１

[「契約のきりふだ(高齢者編)」の発行]
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発行する。
＜「高齢者編」「若者編」を隔年で作成。（令和２年度は「高
齢者編」を作成」）＞

「契約のきりふだ（高齢者編）」
　県発行　60,000部（11月発行）
　市町村共同発行分　30,500部
（主な配布先）
　市町村消費者行政主管課

〇
引き続き高齢者に多く見られる消費者トラブル
に関する情報を、分かりやすい内容で発信して
いく必要がある。

消費生活課

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け25回程度)

１ア②地域 再
重
点
１

[消費生活出前講座の実施(高齢者、障がい者及び見
守る人対象)]
消費生活出前講座を実施する。(高齢者、障がい者及
び見守る人向け25回程度)

「消費生活出前講座(高齢者、障がい者等向け)」
　３回実施　延べ132名参加
※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
あったことによる回数減

△

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、講
座の実施回数が減少したため、今後は対面方式
に加えて、オンライン方式による講座実施を検
討する必要がある。

消費生活課

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
インターネット被害未然防止講座を学校向けに実施す
る。（40回程度）

本
重
点
２

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図る
ため、福祉関係機関等と連携した研修を実施する。ま
た、見守り出前講座の講師となる消費生活相談員に対
する研修を実施する。(２回　※令和２年度に実施で
きなかったテーマで実施予定)

本
重
点
１

３ア③

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図る
ため、福祉関係機関等と連携した研修を実施する。ま
た、見守り出前講座の講師となる消費生活相談員に対
する研修を実施する。(２回)

「福祉関係機関等と連携した研修」
　２テーマ　計０回 実施
 （研修テーマ）
　・相談対応研修「外国人の特性に配慮した相談対応及び多
言語支援センターとの連携について」
　・見守り出前講座講師のスキルアップ研修「スマホと若者
の現実をとらえる～スマホ時代の若者の消費者トラブルに対
応するために～」
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止

[インターネット被害未然防止講座の実施（学校向
け）]
インターネット被害未然防止講座を学校向けに実施す
る。（30回程度）

「インターネット被害未然防止講座(学校向け)」
　21回実施　延べ2,338名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の為、休止期間が
あったことによる回数減

消費生活課

消費生活課△

×

より多くの人が受講できるよう、今後は対面方
式に加えて、オンライン方式による講座実施を
検討していく必要がある。
また、インターネット利用の低年齢化が進んで
いることから、受講対象を小学生まで拡大する
必要がある。

新型コロナウイルス感染症の影響で研修を開催
することができなかったため、今後は原則Ｗeb
方式に切り替え、対面によらず研修が実施でき
るようにする。
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評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
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。

本 １ア②地域
重
点
１

[高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等]
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。
また、ネットワーク構築に関する事業を消費者団体に
委託して実施する。

「市町村での意見交換会」
　愛川町において開催を予定していたが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため中止
「消費者安全確保地域協議会設置についての依頼」
　消費生活担当課長会議で事務連絡を発出したほか、個別に
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」の作成・配付」
　18,000枚作成し、市区町村の社会福祉協議会、民生委員児
童委員協議会を通じて配付（令和３年２月）
「高齢者及び障がい者の見守りネットワーク普及促進事業」
 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

△

個別に市町村を訪問し課題の聞き取りを行う等
働きかけを行うほか、市町村の中で消費生活行
政担当課と福祉各課、関係団体等の連携が図れ
るよう、啓発ツールの配布方法等を工夫し、見
守りネットワーク構築のための支援を行う必要
がある。
（新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う事
業の見直しにより、令和２年度以降のネット
ワーク構築に関する消費者団体への委託事業を
中止することとした。）

消費生活課

[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(高齢者)]
高齢者の消費者被害を未然に防止するため、共同キャ
ンペーンを実施する。(９月実施予定)

本 ３ウ②
重
点
１

[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(高齢者)]
高齢者の消費者被害を未然に防止するため、共同キャ
ンペーンを実施する。(９月実施予定)

「啓発ポスター」
　1,000部作成、市町村、社協、民児協、老人クラブ、地域包
括支援センター、老人福祉センター等に配布
「高齢者のための消費生活相談」
　実施期間：令和２年９月21日～23日
　相談件数：35件

〇
今後も複数の広告媒体を活用し、本キャンペー
ンを通じて高齢者がより相談しやすくなるよ
う、消費生活相談の周知を行う必要がある。

消費生活課

[高齢者の地域見守り]
一人暮らし高齢者世帯など地域住民に対して相談・支
援活動を行う民生委員・児童委員の活動を支援する。

重
点
１

[高齢者の地域見守り]
一人暮らし高齢者世帯など地域住民に対して相談・支
援活動を行う民生委員・児童委員の活動を支援する。

・民生委員・児童委員の活動への支援
　　定数：4,055人
　　相談・支援件数：51,904件
　　活動日数：延べ477,149日
・委員の資質向上のための研修の実施
　　研修受講者(一部申込者)：1,605人、実施回数：４回
・県民生委員児童委員協議会への支援

〇

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に配慮
した研修を実施し、アンケートの結果からも、
民生委員・児童委員に対する十分な効果があっ
たことが確認できた。
次年度以降も感染防止に配慮しつつ、効果的な
研修を実施する必要がある。

地域福祉課

[老人クラブによる高齢者の見守り(友愛訪問等)]
在宅の一人暮らしの高齢者等を訪問する友愛訪問活
動、友愛サロンでの支え合い活動を支援する。

重
点
１

[老人クラブによる高齢者の見守り(友愛訪問等)]
在宅の一人暮らしの高齢者等を訪問する友愛訪問活
動、友愛サロンでの支え合い活動を支援する。

在宅の一人暮らしの高齢者等を訪問する友愛訪問活動、友愛
サロンでの支え合い活動を支援した。
・友愛在宅訪問チーム　438チーム
・友愛サロン　27市町村

〇
地域での支え合い活動の担い手として、老人ク
ラブの存在が重要性を増しており、今後さらな
る活性化が期待される。

高齢福祉課

[市町村による①訪問型サービス②生活援助員派遣事
業③配食サービス事業を通した高齢者の見守り]
①保健師等が、閉じこもり等の高齢者の居宅を訪問し
て、生活機能に関する問題を把握し、必要な相談・指
導を実施する。
②集合住宅等に生活援助員を派遣し、生活指導や相談
等と併せて安否確認を実施する。
③配食サービスを行う際に、高齢者の状況を定期的に
把握し、見守りを実施する。

重
点
１

[市町村による①訪問型サービス②生活援助員派遣事
業③配食サービス事業を通した高齢者の見守り]
①保健師等が、閉じこもり等の高齢者の居宅を訪問し
て、生活機能に関する問題を把握し、必要な相談・指
導を実施する。
②集合住宅等に生活援助員を派遣し、生活指導や相談
等と併せて安否確認を実施する。
③配食サービスを行う際に、高齢者の状況を定期的に
把握し、見守りを実施する。

①保健師等が、閉じこもり等の高齢者の居宅を訪問して、生
活機能に関する問題を把握し、必要な相談・指導を実施し
た。
②集合住宅等に生活援助員を派遣し、生活指導や相談等と併
せて安否確認を実施した。
③配食サービスを行う際に、高齢者の状況を定期的に把握
し、見守りを実施した。

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、訪問
による「見守り」や「安否確認」を通じた高齢
者の生活状況の把握が困難な状況となったこと
から、電話やICTの活用による「見守り」・「安
否確認」を含めた高齢者の見守り体制の充実が
課題である。

高齢福祉課

[高齢者に対する注意喚起]
高齢者宅を訪問するなどして、注意喚起を実施する。

重
点
１

[高齢者に対する注意喚起]
高齢者宅を訪問するなどして、注意喚起を実施する。

高齢者宅を訪問するなどして、注意喚起を実施した。 ○
引き続き、高齢者宅訪問等により、悪質商法や
特殊詐欺等の注意喚起を行っていくことが必要
である。

県警本部

 [遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、来
所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケーショ
ン支援を行う。

３ア① 再

[遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、来
所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケーショ
ン支援を行う。

「遠隔手話通訳サービスによる相談対応」
　相談時間　火曜～金曜(祝休日及び年末年始を除く)
　　　　　　9:30～16:30
　相談件数　０件

〇
サービスが必要な相談者に認知されるよう、引
き続き周知を図る必要がある。

消費生活課

[成年後見制度の利用支援]
判断能力が十分でない高齢者や障がい者等が、地域で
安心して自立した生活を送るために、「かながわ成年
後見推進センター」を拠点に成年後見制度の利用を支
援する。

重
点
１

[成年後見制度の利用支援]
判断能力が十分でない障がい者等が、地域で安心して
自立した生活を送るために、「かながわ成年後見推進
センター」を拠点に成年後見制度の利用を支援する。

・成年後見制度の一般相談 延べ903件
・地域の相談機関の支援事業
・市町村社会福祉協議会等の法人後見担当者研修（オンライ
ン研修）修了者　449人
・出張説明会及び相談会の実施　１回
・市民後見人の養成講座　※新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止のため開催中止

〇

成年後見制度の利用者は年々増加しており、第
三者後見人の必要性が高まっているため、各市
町村において法人後見の立上げや市民後見人養
成の取組みが進むよう引き続き支援を行う必要
がある。

地域福祉課

[事業者への理解促進]
障がいについての正しい理解を促進するため、障がい
者への接客対応が求められる企業等の社員研修の場
に、障がい者等を講師として派遣するなど、研修を
コーディネートする。また、企業等において障がい者
に対する取組みの中心的な役割を担う人を「心のバリ
アフリー推進員」として養成する心のバリアフリー推
進員養成研修を実施する。

[事業者への理解促進]
障がいについての正しい理解を促進するため、障がい
者への接客対応が求められる企業等の社員研修の場
に、障がい者等を講師として派遣するなど、研修を
コーディネートする。また、企業等において障がい者
に対する取組みの中心的な役割を担う人を「心のバリ
アフリー推進員」として養成する心のバリアフリー推
進員養成研修を実施する。
オストメイトに関する正しい理解を促進する。

「心のバリアフリー推進員養成研修」
　全４回　修了者 80名
「オストメイト啓発チラシ」
　1,270枚配布、同ポスター379枚掲出

○

心のバリアフリー推進員を安定的に養成してい
くため、より多くの県内企業等に事業を活用し
てもらえるよう周知するとともに、養成研修修
了者が、各企業等において障がい理解等の職員
研修を実施できるようにしていく必要がある。

障害福祉課
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②若者に配慮した対応

[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(若者)]
若者の消費者被害を未然に防止するため、共同キャン
ペーンを実施する。(１～３月実施予定）

本 ３ウ②
重
点
２

[関東甲信越ブロック共同キャンペーン(若者)]
若者の消費者被害を未然に防止するため、共同キャン
ペーンを実施する。(１～３月実施予定）

「啓発ポスター」
　1,500部作成、県内の高校・大学・専門学校等等に配布
「若者のための消費生活相談」
　実施期間：令和３年１月19日～20日
　相談件数：11件

〇
今後も複数の広告媒体を活用し、本キャンペー
ンを通じて若者がより相談しやすくなるよう、
消費生活相談の周知を行う必要がある。

消費生活課

１ア①小中高

１ア①大学

２ア②

[保護者向け成年年齢引下げ啓発の実施]
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を中心とした広告配信を行うこ
とにより、理解促進を図る。

本
１ア②家庭

２ア②

重
点
２

[保護者向け成年年齢引下げ啓発資料の作成]
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、チラシ等
を作成・配布し、理解促進を図る。

「成年年齢引下げ啓発チラシ（型抜きチラシ）」
　Ａ５判型抜き４頁　90,000部（令和３年３月発行）
（主な配布先）
　県内全高校１年生に対し、４月以降の保護者面談等の際に
保護者へ直接配布

〇
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対
する啓発も必要である。

消費生活課

[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
る。

３ウ② 再
重
点
２

[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
る。

「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の周
知（101団体）、同動画のTwitterキャンペーン実施の周知
（109団体）を行った。

〇

これまで青少年部局との連携はほとんどなかっ
たが、指針に基づく取組みとして、特に成年年
齢引下げを見据えた相談機関との連携が求めら
れている。

消費生活課

③外国人に配慮した対応

[多言語による消費生活相談窓口案内]
多言語版の消費生活相談窓口案内リーフレットや、訪
日外国人向け相談窓口を紹介するホームページによ
り、外国人の消費者トラブルの未然防止を図る。

[多言語による消費生活相談窓口案内]
多言語版の消費生活相談窓口案内リーフレットや、訪
日外国人向け相談窓口を紹介するホームページによ
り、外国人の消費者トラブルの未然防止を図る。

多言語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
によるパンフレットを情報コーナー等で配付するとともに、
ホームページ「Information in foreign Language - 外国語
による情報」に掲載し、消費生活相談窓口の案内を行った。

〇
引き続き多言語による消費生活相談窓口の案内
を行い、外国人の消費者トラブルの未然防止を
図ることが必要である。

消費生活課

[多言語支援センターとの連携]
日本語に不慣れな外国籍県民の方に対する消費生活相
談に適切に対応するため、多言語支援センターとの連
携を推進する。

[多言語支援センターとの連携]
日本語に不慣れな外国籍県民の方に対する消費生活相
談に適切に対応するため、多言語支援センターとの連
携を推進する。

「通訳を伴った消費生活相談」
　実施回数　１回
「多言語支援センターとの情報交換会」
　実施回数　４回

○
よりスムーズに消費生活相談を利用してもらえ
るように、連携にあたって相互に要望等を共有
する必要がある。

消費生活課

[訪日観光客消費者ホットラインの周知]
国民生活センターが開設している、訪日観光客向けの
消費者相談窓口（訪日観光客消費者ホットライン）の
紹介

[訪日観光客消費者ホットラインの周知]
国民生活センターが開設している、訪日観光客向けの
消費者相談窓口（訪日観光客消費者ホットライン）の
紹介

消費生活課ホームページに、訪日観光客消費者ホットライン
のホームページをリンク

〇
引き続き訪日観光客消費者ホットラインの周知
を行うことが必要である。

消費生活課

ウ　他機関等と連携した消費者被害未然防止の推進

①適格消費者団体との連携による被害未然防止

[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を行うとともに、
交付金を活用した財政面での支援を行う。

[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を行うとともに、
交付金を活用した財政面での支援を行う。

適格消費者団体の活動を支援するため、差止請求の対象にな
りうる情報を提供した。また、適格消費者団体の活動周知等
のための補助金を交付した。

〇

適格消費者団体による差止請求により消費者被
害の未然防止を図るため、引き続き情報提供等
の連携が必要である。
補助金の活用期限到来（令和５年度）を見据
え、団体による自主的な財政基盤を強化する必
要がある。

消費生活課

[消費者被害救済検討チームの開催]
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。

３ウ① 再

[消費者被害救済検討チームの開催]
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。

「消費者被害救済検討チーム」
　４回実施
「適格消費者団体との意見交換会」
　０回実施　※消費者被害救済検討チームにおける検討結果
（２事案）を団体に送付

〇

消費者被害救済委員会への付託候補事案の掘り
起しや、適格消費者団体による差止請求の実現
につながるよう、引き続き積極的な検討を行っ
ていく必要がある。

消費生活課

②詐欺的悪質商法等への対応

[県警本部、警察署への情報提供]
消費生活相談の中で、特殊詐欺等の情報が得られた場
合に、神奈川県警へ情報提供を行う。

[県警本部、警察署への情報提供]
消費生活相談の中で、特殊詐欺等の情報が得られた場
合に、神奈川県警へ情報提供を行う。

・特殊詐欺等情報提供　　 ０件
・利殖勧誘事犯情報提供　 ０件

〇
特殊詐欺の第一報が消費生活センターに寄せら
れることは少ないが、そうした情報が得られた
際は、速やかに県警と連携する必要がある。

消費生活課

[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、制
作した映像を活用し、情報発信を行う。

本
重
点
２

消費生活課

[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映像を活用して、広告展開する。

「若者向け成年年齢引下げ啓発アニメ「コレがまさかのアレ
でした。～若者の消費者被害」」
　YouTube、LINE、Twitterの３媒体で令和３年１月～２月の
１か月間、Ｗeb広告を実施
　完了視聴数：2,366,911回

〇
令和４年４月の成年年齢引下げに向け、引き続
き若者向け啓発動画を活用した啓発を行ってい
くことが必要である。
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[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
などを実施する。

重
点
１

[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
などを実施する。

「啓発文言入りマスクケース」
　25,000枚作成
（主な配布先）
　県内警察署55か所などを通じて高齢者に配布

〇
国交付金の活用年限到来後の県警と連携した啓
発の取組みの方向性を検討することが必要であ
る。

消費生活課

[県警と連携した特殊詐欺などの防止]
各種媒体を用いた防犯意識の普及啓発などを実施す
る。

重
点
１

[県警と連携した特殊詐欺などの防止]
各種媒体を用いた防犯意識の普及啓発などを実施す
る。

・チラシや動画等を用いた防犯意識の普及啓発などを実施し
た。
・防犯人材の発掘・育成として実施する地域防犯指導におい
て「特殊詐欺防止」「悪質商法防止」などの啓発を実施し
た。

○

幅広い世代に対して、防犯意識の向上や防犯人
材の発掘・育成を図るため、引き続き紙媒体や
ＳＮＳ等を活用した普及啓発の取組が必要であ
る。

くらし安全交
通課

[迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進]
市町村が行う迷惑電話防止機能を有する機器の普及事
業について、県が補助金を交付する。

重
点
１

[迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進]
市町村が行う迷惑電話防止機能を有する機器の普及事
業について、県が補助金を交付する。

特殊詐欺等被害の未然防止のため、11市町村に対し、迷惑電
話防止機能を有する機器の補助金を交付し、同機器の普及を
図った。

○
より多くの市町村が本事業を活用して取組を行
うとともに、機器の有効性等について広く周知
を図り、機器の普及に努める必要がある。

くらし安全交
通課

[被害の未然防止対策の強化]
金融機関等と連携し、窓口等における声掛けによる被
害の未然防止対策を推進する。

重
点
１

[被害の水際阻止対策の強化]
金融機関等と連携し、窓口等における声掛けによる被
害の未然防止対策を推進する。

金融機関等と連携し、窓口等における声掛けによる被害の未
然防止対策を推進した。

○
電子マネーをだまし取る手口が増加傾向にあ
り、コンビニ対策が必要である。

県警本部

[被害防止に関する注意喚起]
各種会合、防犯キャンペーン等、様々な機会において
特殊詐欺等の最新の手口や実態を周知するとともに、
迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進を図るな
ど、被害防止対策を推進する。

重
点
１

[被害防止に関する注意喚起]
各種会合、防犯キャンペーンのほか、様々な機会にお
いて特殊詐欺等の最新の手口や実態を周知するととも
に、迷惑電話防止機能を有する機器の普及促進を図る
など、被害防止対策を推進する。

・各種会合、防犯キャンペーン等、様々な機会において特殊
詐欺等の最新の手口や実態を周知することにより、被害防止
対策を推進した。
・固定電話機につなげる迷惑電話防止機能を有する機器を活
用し、被害防止対策を推進した。

△

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、人
と接する対策が中止又は延期となったので、イ
ンターネットを活用するなど人と接しないでで
きる対策が必要である。

県警本部

[ヤミ金融被害の未然防止のための啓発活動の実施]
ヤミ金融の被害防止のため、県ホームページでの情報
提供や一都三県合同キャンペーン、高校生向けヤミ金
融被害防止啓発リーフレット作成・配布、川崎競馬場
ドリームビジョンでの広報の実施等での啓発活動を実
施する。

 

[ヤミ金融被害の未然防止のための啓発活動の実施]
ヤミ金融の被害防止のため、県ホームページでの情報
提供や一都三県合同キャンペーン、各種連携イベント
等での啓発活動を実施する。

「高校生向けヤミ金融被害防止啓発リーフレット」
　84,000部作成し、県内高等学校及び特別支援学校等に配布
「一都三県合同キャンペーン」
　上期（令和２年７月13日～19日）及び下期（令和２年11月
９日～15日）にホームページで啓発チラシ等を配布
「タウンニュースへの広告掲載」
　令和２年７月～10月（各月１回、延べ４回×３エリア）に
ヤミ金融被害防止の広告を掲載
「川崎競馬場ドリームビジョンでの広報」
　川崎競馬開催期間中、財務省関東財務局作成の投資詐欺注
意喚起動画とあわせて、ヤミ金注意喚起スライドを放映
「ヤミ金融被害防止啓発チラシの配布」
　神奈川県弁護士会法律相談センター、神奈川県司法書士会
相談窓口、県内各社会福祉協議会窓口、県内市町村消費生活
相談窓口、県内イオン核店舗等において啓発チラシを配布

〇

新型コロナウイルス感染症の影響により各種連
携イベント等での啓発活動は、イベントが中止
されたり開催されなかったため実施できなかっ
たが、今後、非接触型の効果的な啓発方法を検
討していく必要がある。
令和４年４月の改正民法施行により成年年齢が
20歳から18歳へが引き下げられることに伴い、
今後とも若年層の金融被害や消費者トラブルの
未然防止を強力に推進していく必要がある。

金融課

③消費者団体や事業者団体等との連携による被害未然防止

[「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する。

４イ② 再
重
点
１

[「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する。

「取組の検証の実施」
　これまでの取組の効果と課題、課題を　踏まえた今後の取
組の方向性を取りまとめた。
　・宣言団体への意識調査の実施
　・消費生活審議会での報告
「事業者向けセミナーへの講師派遣」
　かながわ住まいまちづくり協会が実施するセミナーに消費
生活課職員を講師として派遣した。

○

「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。
また、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮
しながら、機会をとらえて宣言団体が実施する
研修会等に参加し、団体による自主的な取組み
を促進していく必要がある。

消費生活課

[消費者月間及びかながわ消費者週間における消費者
団体等との連携]
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等と連携し、啓発を行う。

[消費者月間及びかながわ消費者週間における消費者
団体等との連携]
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等と連携し、啓発を行う。

ＳＮＳ等を活用し、消費者被害未然防止、エシカル消費、消
費者団体やＮＰＯ等が取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等の啓発を行った。
（実施概要）
　消費者月間（５月１日～31日）
　・ＳＮＳ投稿数：12団体／20回
　消費者週間（10月９日～31日）
　・ＳＮＳ投稿回数：８団体／16回

〇
引き続き消費者団体やＮＰＯ等への情報提供を
行うとともに、消費者団体やＮＰＯ等の日ごろ
の活動をＳＮＳ等で発信していく必要がある。

消費生活課
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

基本方向３　消費者被害の救済

ア　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

①消費生活相談の実施

[消費生活相談の実施]
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。

[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する。

「電話相談」
　相談時間　平日　9:30～19:00
　　　　　　土･日･祝休日　9:30～16:30
　※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。
　相談件数　　　　 12,367件
　 (内訳)苦情相談  12,097件
　 　　　問合せ　 　1,270件
「メール相談」
　相談件数　　　      445件

○

県の役割を踏まえ、相談体制の在り方につい
て、デジタル・トランスフォーメーション
（DX。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）の活
用も含めて検討していく必要がある。

消費生活課

[消費生活相談窓口の周知]
多様な媒体を活用し、県内の消費生活相談窓口を効果
的に周知する。

[消費生活相談窓口の周知]
多様な媒体を活用し、県内の消費生活相談窓口を効果
的に周知する。

動画、ホームページ、ＳＮＳ、各種啓発資料等により消費
者ホットライン「１８８」及び消費生活相談窓口について
周知

〇

全国的にも消費者ホットラインの認知度は低
く（令和２年度消費者意識基本調査【消費者
庁】における「１８８」の認知度：12.0%）、
引き続き様々な手段により周知を図る必要が
ある。

消費生活課

[遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、来
所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケーショ
ン支援を行う。

本 ２イ①

[遠隔手話通訳サービスを利用した相談]
タブレット型端末によるテレビ電話機能を活用し、来
所された聴覚障がい者と相談員とのコミュニケーショ
ン支援を行う。

「遠隔手話通訳サービスによる相談対応」
　相談時間　火曜～金曜(祝休日及び年末年始を除く)
　　　　　　9:30～16:30
　相談件数　０件

〇
サービスが必要な相談者に認知されるよう、
引き続き周知を図る必要がある。

消費生活課

②広域的な相談窓口としての機能発揮

２ア①

３イ③

[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による解
説資料を作成し、市町村に提供する。（年２回）

本 ３イ②
[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による解
説資料を作成し、市町村に提供する。（年２回）

（作成資料テーマ）
・第１回「民法改正に伴い変わった点、変わらなかった
点」
・第２回「消費者からの請求に基づく訪問販売」

〇
解説資料のテーマ設定について、市町村が求
めるものになっているか検証する必要があ
る。

消費生活課

[｢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
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月１
回､随時)

２ア① 再

[｢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
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月１
回､随時)

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　年10回発行（５月・７月は休止）
　各6,190部、367箇所に配布
　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！」等
（主な配布先）
　市町村主管課、消費者団体、老人会、社会福祉協議会等

〇

関係機関等が発信する情報等、県内の消費生
活相談窓口にはまだ寄せられていない、新た
な手口によるトラブルの未然防止につながる
情報を、積極的に収集していくことが必要で
ある。

消費生活課

③高度な相談にも対応できる人材育成

[相談対応チーム制による相談対応力向上の取組み]
職員・相談員による相談対応チーム制を導入し、チー
ムリーダーを中心に新人相談員の支援、情報交換、困
難事案についての検討等を行い、複雑化・高度化する
相談への対応力向上を図る。

　

[相談対応チーム制による相談対応力向上の取組み]
職員・相談員による相談対応チーム制を導入し、チー
ムリーダーを中心に新人相談員の支援、情報交換、困
難事案についての検討等を行い、複雑化・高度化する
相談への対応力向上を図る。

対応困難事案への対応や市町村支援、新人の育成等につい
て、相談員と職員からなる４つのチームで相談対応力の強
化を図った。（「土地・建物」、「安全・安心」、「金
融・保険」、「運輸・通信」）

○
法改正や新たな相談事例に対応できるよう、
世相に応じたチームのテーマを選定する必要
がある。

消費生活課

[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す
る。(検討会又は勉強会４テーマ×１回又は２回、情
報提供４件)

[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す
る。(検討会４テーマ×２回、情報提供４件)

５テーマについて専門分野別検討会又は勉強会を各１回実
施し、結果を市町村へ情報提供した。
・不動産に関する相談対応について
・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
・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～
・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

○

法改正や新たな相談事例に対応できるよう、
世相に応じたテーマを選定する必要がある。
市町村の実務に還元できるよう、より一層周
知を行う必要がある。

消費生活課

担当課評価

消費生活課○

令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和２年度実施事業計画 令和２年度実施事業実績
再
掲

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を収集、分析し、｢消
費生活相談概要｣(年２回)、｢消費生活相談警戒情報｣
(随時)、｢消費生活相談情報｣(月１回)により市町村等
に情報提供する。また、市町村から緊急通報を収集
し、関係機関で共有する。

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を収集、分析し、｢消
費生活相談概要｣(年２回)、｢消費生活相談警戒情報｣
(随時)、｢消費生活相談情報｣(月１回)により市町村等
に情報提供する。また、市町村から緊急通報を収集
し、関係機関で共有する。

本

「消費生活相談概要」　　 ２回（８､12月）
「消費生活相談警戒情報」 129件
「消費生活相談情報」　　 年12回
「緊急通報」　　　　　 　14件

課題

提供すべき情報を見逃さないよう常にアンテ
ナを張っておくとともに、消費生活相談情報
を迅速かつ正確に分析し、適時適切な情報提
供をする必要がある。

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外



「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和２年度実施事業検証(評価と課題)

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため） 14

基本方向（大柱）

中柱

小柱
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令和２年度実施事業計画 令和２年度実施事業実績
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掲

課題

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外

[県相談員へのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ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県に報告する。また、チーム
リーダーのスキルアップを目的とした研修を実施す
る。

[県相談員へのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ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県に報告する。また、チーム
リーダーのスキルアップを目的とした研修を実施す
る。

「相談対応研修」　１回実施（18名参加）
「モニタリング」　６回実施（18名参加）
「フィードバック」２回実施（18名参加）
※チームリーダー研修については、１回実施の予定だった
が、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、開催
中止

○

相談対応研修やモニタリング結果のフィード
バック等は、対面での実施のため、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により実施方法が限
定されるなか、より効果的な方法を検討する
していく必要がある。

消費生活課

１イ①

３イ①

３イ②

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

３イ② 再

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

「県及び市町村消費生活相談員レベルアップ研修」
　３テーマ実施　延べ170名参加
 （テーマ）　※Ｗeb研修による実施
　・消費生活相談情報カード作成と活用
　・インターネット上での契約トラブルについて
　・特定商取引法事例検討
※４テーマは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止

△
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。

消費生活課

１イ①

３イ②

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図る
ため、福祉関係機関等と連携した研修を実施する。ま
た、見守り出前講座の講師となる消費生活相談員に対
する研修を実施する。(２回　※令和２年度に実施で
きなかったテーマで実施予定)

２イ① 再
重
点
１

[契約弱者に配慮した相談対応]
高齢者、障がい者等の特性に配慮した相談対応を図る
ため、福祉関係機関等と連携した研修を実施する。ま
た、見守り出前講座の講師となる消費生活相談員に対
する研修を実施する。(２回)

「福祉関係機関等と連携した研修」
　２テーマ　計０回 実施
 （研修テーマ）
　・相談対応研修「外国人の特性に配慮した相談対応及び
多言語支援センターとの連携について」
　・見守り出前講座講師のスキルアップ研修「スマホと若
者の現実をとらえる～スマホ時代の若者の消費者トラブル
に対応するために～」
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止

×

新型コロナウイルス感染症の影響で研修を開
催することができなかったため、今後は原則
Ｗeb方式に切り替え、対面によらず研修が実
施できるようにする。

消費生活課

④専門的な相談への対応

３イ①

４ウ①

[精神保健福祉相談]
消費生活相談における対応困難事案について、相談員
が精神保健福祉士に相談し助言を得る。

[精神保健福祉相談]
消費生活相談における対応困難事案について、相談員
が精神保健福祉士に相談し助言を得る。

「精神保健分野の専門家配置」　12回 〇
市町村の消費生活センターからの相談実績が
ないため、引き続き案内する必要がある。

消費生活課

「法律相談(面接)」　36回 　117件
「法律相談(文書)」　４､６～12、２月実施　25件
「技術相談」　　　　１回

「生活再建支援相談の実施」（４月～３月）
　電話相談:105件
　面接相談:102件
　生活再建支援相談研修：１回

消費生活課

△

△

△

消費生活課

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な概論研修、専門研修を実施する。(12
回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

「新規課題対応研修」
　１テーマ実施（Ｗeb研修による実施）
 （テーマ）
　・暗号資産をめぐる法改正の動向
※１テーマは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止

「概論研修」
　２回　延べ49名参加
「専門研修」
　４回　延べ44名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、概論研
修２回及び専門研修４回は中止
「行政職員研修」
　基礎編(Ｗeb研修による実施）２回
　応用編(Ｗeb研修による実施）１回

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(１テーマ　２回)

消費生活課

消費生活課

消費生活課

[消費生活相談員等の国民生活センター等研修派遣]
県の担当職員の専門知識習得を図るため、国民生活セ
ンター等が実施する研修会に派遣する。

[消費生活相談員等の国民生活センター等研修派遣]
県の担当職員の専門知識習得を図るため、国民生活セ
ンター等が実施する研修会に派遣する。

「国民生活センター等研修派遣」
　15回実施　延べ18名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、開催中
止となった研修あり

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

本

[生活再建支援相談の実施]
多重債務者等生活再建が必要な人を支援するため、福
祉等の関係機関と連携し生活再建支援相談等を実施す
る。

[生活再建支援相談の実施]
多重債務者等生活再建が必要な人を支援するため、福
祉等の関係機関と連携し生活再建支援相談等を実施す
る。

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(１テーマ　２回)

本

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家か
ら必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

本

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家か
ら必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

〇

〇

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、
参加を予定していた多くの研修が中止となっ
た。
今後は社会情勢の影響が少ないネット環境を
利用した研修を積極的に利用する必要があ
る。

新型コロナウイルス感染症の影響で当初の計
画より実施回数が少なくなり、また対面方式
で実施すること困難になったため、今後はよ
り多くの相談員等が受講できるよう、原則Ｗ
eb方式に切り替え、継続的に人材育成に取り
組むことが必要である。

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。

技術相談において、市町村の消費生活セン
ターからの相談について、専門家のアドバイ
スで効果的に相談処理できたが、実績数が少
ないため、引き続き市町村へ周知する必要が
ある。

令和２年度で、生活再建支援相談事業におけ
る面接相談を終了したため、今後は必要に応
じて、各市及び県（生活援護課）が開設する
福祉部門の自立相談支援事業につないでいく
ことが必要である。
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[神奈川県多重債務者対策協議会の開催]
多重債務者問題について、関係機関、団体と連携し、
必要に応じ開催する。

[神奈川県多重債務者対策協議会の開催]
多重債務者問題について、関係機関、団体と連携し、
協議、検討する。（年１回）

「多重債務者対策協議会」
　議題：神奈川県の多重債務者対策事業の今後の方向性に
ついて
　構成団体：神奈川県弁護士会、神奈川県司法書士会等の
民間団体、県警、国、市、県、県教育委員会、合計23団
体・機関
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面開催
（令和２年５月22日）

〇
コロナ禍においても、必要に応じて関係機
関、団体と情報共有するなどして、連携を図
る必要がある。

消費生活課

イ　市町村消費生活相談との連携・支援

①市町村の実情に応じたサポート

[指定消費生活相談員等による市町村支援]
政令市を除く６地域に指定消費生活相談員を配置し、
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。

[指定消費生活相談員等による市町村支援]
政令市を除く６地域に指定消費生活相談員を各１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。

「ヘルプデスク対応」　51件
「市町村支援」　　　　46件
「地域協議会」　　　　２件（※新型コロナウイルス感染
症感染拡大防止のため書面開催）

○
より活用されるヘルプデスクとするため、対
応の強化と市町村への活用促進を図る必要が
ある。

消費生活課

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

３ア③ 再

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な概論研修、専門研修を実施する。(12
回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

「概論研修」
　２回　延べ49名参加
「専門研修」
　４回　延べ44名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、概論研
修２回及び専門研修４回は中止

「行政職員研修」
　基礎編(Ｗeb研修による実施）２回
　応用編(Ｗeb研修による実施）１回

△

新型コロナウイルス感染症の影響で当初の計
画より実施回数が少なくなり、また対面方式
で実施すること困難になったため、今後はよ
り多くの相談員等が受講できるよう、原則Ｗ
eb方式に切り替え、継続的に人材育成に取り
組むことが必要である。

消費生活課

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

３イ② 再

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

「県及び市町村消費生活相談員レベルアップ研修」
　３テーマ実施　延べ170名参加
 （テーマ）　※Ｗeb研修による実施
　・消費生活相談情報カード作成と活用
　・インターネット上での契約トラブルについて
　・特定商取引法事例検討
※４テーマは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止

△
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。

消費生活課

※消費生活相談員、行政職員を対象とした各種研修につ
いては、YouTubeを活用したオンライン配信により実施 ３イ② 再

[消費生活eラーニング研修の実施]
消費生活相談員等に対し実施した研修からテーマを選
定し、映像コンテンツ化、市町村等へのオンデマンド
配信を行う。(４テーマ)

「eラーニング研修オンデマンド配信」
　アクセス件数　191件
　配信：11/2～2/26
（テーマ）
　・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

○
今後は研修全体をＷeb方式に切り替え、県内
の消費生活相談員等がより受講しやすい環境
を整えていく。

消費生活課

「神奈川県消費者行政推進事業費補助金の交付」
　20市町に対し、補助金を交付(補助率10/10)

「神奈川県消費者行政強化事業費補助金の交付」
　８市に対し、補助金を交付(補助率１/２)

「法律相談(面接)」　36回 　117件
「法律相談(文書)」　４､６～12、２月実施25件
「技術相談」　　　　１回

消費生活課

[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する。(20
回)

[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する。(20
回)

「巡回訪問」　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

[神奈川県消費者行政推進事業費補助金及び神奈川県
消費者行政強化事業費補助金の交付]
市町村の消費生活相談体制整備や、市町村における国
が取組むべき重要な消費者政策推進への取組み等に対
し、国の地方消費者行政強化交付金を活用し、補助金
を交付する。

[神奈川県消費者行政推進事業費補助金及び神奈川県
消費者行政強化事業費補助金の交付]
市町村の消費生活相談体制整備等を支援するため補助
金を交付する。また、地方公共団体における国が取組
むべき重要消費者政策への取組みへの支援として国が
創設した強化交付金を活用し、補助金を交付する。

消費生活課

消費生活課

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家か
ら必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

○

〇

〇

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家か
ら必要なｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受ける。(法律相談（面接）36回、
法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

３ア④ 再

コロナ禍においても、必要な支援が行えるよ
う、引き続き電話等を活用した支援を行うと
ともに、より効果的な支援ができるよう、実
施方法について工夫を続ける必要がある。

技術相談において、市町村の消費生活セン
ターからの相談について、専門家のアドバイ
スで効果的に相談処理できたが、実績数が少
ないため、引き続き市町村へ周知する必要が
ある。

地方消費者行政の取組み促進のために設けら
れている国の地方消費者行政強化交付金のう
ち、推進事業については順次活用年限を迎え
ることから、各市町においては自主財源を確
保していく必要がある。



「かながわ消費者施策推進指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和２年度実施事業検証(評価と課題)

注　＊一箇所にしか掲載のない事業は「本掲」の表記はしません。
　　＊「本･再掲の別」は個々の事業単位としました。（予算事業単位ではありません。）
　　＊当初予算額が「（一部）」となっているものの中には、消費者施策に係る事業以外の予算額が含まれているものがあります。(分割できないため） 16

基本方向（大柱）

中柱

小柱
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評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外

―

[神奈川県消費者行政推進事業費補助金（県）の交
付]
市町村が実施する消費者行政推進事業について、国の
交付金の活用終了後も一定期間、県単独の補助金を交
付して支援する。

「神奈川県消費者行政推進事業費補助金（県）の交付」
　８市町に対し、補助金を交付（補助率10/10）

〇
市町村に対する一時的な激変緩和措置として
の交付であったことから、所期の目的を達成
したため、令和２年度で終了した。

消費生活課

②相談員の人材の確保、資質の向上

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な人材育成研修を実施する。(８回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

３ア③ 再

[消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の
実施]
消費生活相談員や相談員有資格者に対し、相談窓口で
必要な実践的な概論研修、専門研修を実施する。(12
回)
また、行政職員に対し、消費生活行政を担う上で業務
上不可欠な知識を習得するための研修（「基礎編」２
日間、「応用編」３回）を実施する。

「概論研修」
　２回　延べ49名参加
「専門研修」
　４回　延べ44名参加
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、概論研
修２回及び専門研修４回は中止

「行政職員研修」
　基礎編(Ｗeb研修による実施）２回
　応用編(Ｗeb研修による実施）１回

△

新型コロナウイルス感染症の影響で当初の計
画より回数が少なくなったため、今年度から
は原則Ｗeb方式に切り替え、対面によらず研
修が実施できるようにする。

消費生活課

１イ①

３ア③

３イ①

※消費生活相談員、行政職員を対象とした各種研修につ
いては、YouTubeを活用したオンライン配信により実施

本 ３イ①

[消費生活eラーニング研修の実施]
消費生活相談員等に対し実施した研修からテーマを選
定し、映像コンテンツ化、市町村等へのオンデマンド
配信を行う。(４テーマ)

「eラーニング研修オンデマンド配信」
　アクセス件数　191件
　配信：11/2～2/26
（テーマ）
　・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

○
今後は研修全体をＷeb方式に切り替え、県内
の消費生活相談員等がより受講しやすい環境
を整えていく。

消費生活課

[消費生活相談員実務研修の実施]
市町村において消費生活相談員として採用後概ね２年
以内の者に対し、かながわ中央消費生活センターでの
受入研修を実施する。

[消費生活相談員実務研修の実施]
市町村において消費生活相談員として採用後概ね２年
以内の者に対し、かながわ中央消費生活センターでの
受入研修を実施する。

「消費生活相談員実務研修」
　実施０回
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため実施実績
なし

×
新型コロナウイルス感染症の影響により、受
入研修の希望はなかったが、引き続き研修受
け入れ体制を維持する必要がある。

消費生活課

[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による解
説資料を作成し、市町村に提供する。（年２回）

３ア② 再
[相談事例の法的解説資料の作成、提供]
県内の新手、悪質な相談等について、弁護士による解
説資料を作成し、市町村に提供する。（年２回）

（作成資料テーマ）
　・第１回「民法改正に伴い変わった点、変わらなかった
点」
　・第２回「消費者からの請求に基づく訪問販売」

〇
解説資料のテーマ設定について、市町村が求
めるものになっているか検証する必要があ
る。

消費生活課

[消費生活相談員有資格者名簿等による情報提供]
消費生活相談員有資格者名簿を作成し、市町村へ情報
提供する。

[消費生活相談員有資格者名簿等による情報提供]
消費生活相談員有資格者名簿を作成し、市町村へ情報
提供する。

消費生活相談員有資格者名簿掲載者　97名
（情報提供実績）
　２市27名（相模原市８、逗子市19）

〇
ホームページでの情報提供以外にも新規登録
者を増やす方法を検討する必要がある。

消費生活課

③市町村との情報共有

[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
の共有等を図る。(月１回)

[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
の共有等を図る。(月１回)

「消費生活相談担当者会議」　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１～３月は中止。

○
対面開催としていたが、実施方法や効率化に
ついて検討が必要である。

消費生活課

[事例研究アドバイス]
消費生活相談担当者会議に専門家を招聘し、専門的見
地から助言を得る。(４回)

[事例研究アドバイス]
消費生活相談担当者会議に専門家を招聘し、専門的見
地から助言を得る。(４回)

消費生活相談担当者会議への弁護士参加　２回
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため６月及び
２月は中止

△

弁護士の出席に合わせて多くの市町から事例
の提供があり、活用された。会議運営の効率
化を進めることで、より有効な活用を図って
いく。

消費生活課

３ウ②

４イ①

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

本

[消費生活相談員、行政職員に対するレベルアップﾟ
研修の実施]
主に消費生活相談員を対象としたレベルアップ研修
（７テーマ14回）

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(１テーマ　２回)

「新規課題対応研修」
　１テーマ実施（Ｗeb研修による実施）
 （テーマ）
　・暗号資産をめぐる法改正の動向
※１テーマは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止

「県及び市町村消費生活相談員レベルアップ研修」
　３テーマ実施　延べ170名参加
 （テーマ）　※Ｗeb研修による実施
　・消費生活相談情報カード作成と活用
　・インターネット上での契約トラブルについて
　・特定商取引法事例検討
※４テーマは新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止

消費生活課

消費生活課

消費生活課

△

△

[事業者団体懇談会の開催]
県、市町村の消費生活センター等の職員と事業者との
相談事例等に係る情報交換会を開催する。(２回)

本
[事業者団体懇談会の開催]
県、市町村の消費生活センター等の職員と事業者との
相談事例等に係る情報交換会を開催する。(３回)

「事業者団体懇談会」　２回
　令和２年９月８日：クレジットカード事業者
　令和２年12月23日：通信販売事業者（※新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止のため書面開催）

[新規課題対応研修]
消費生活相談における新たな課題に対応するため、
県・市町村の行政職員及び相談員を対象とした新規
テーマを扱う研修を実施する。(１テーマ　２回)

３ア③ 再

○

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。

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。

対面開催としていたが、書面開催での実施実
績をふまえ、より効果的な情報交換会のあり
方について検討する必要がある。
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〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を収集、分析し、｢消
費生活相談概要｣(年２回)、｢消費生活相談警戒情報｣
(随時)、｢消費生活相談情報｣(月１回)により市町村等
に情報提供する。また、市町村から緊急通報を収集
し、提供する。

３ア② 再

[PIO-NET等による消費生活相談情報の収集、分析と
提供]
PIO-NETにより収集した相談情報を収集、分析し、｢消
費生活相談概要｣(年２回)、｢消費生活相談警戒情報｣
(随時)、｢消費生活相談情報｣(月１回)により市町村等
に情報提供する。また、市町村から緊急通報を収集
し、提供する。

「消費生活相談概要」　　 ２回（８､12月）
「消費生活相談警戒情報」 129件
「消費生活相談情報」　　 年12回
「緊急通報」　　　　　 　14件

○

提供すべき情報を見逃さないよう常にアンテ
ナを張っておくとともに、消費生活相談情報
を迅速かつ正確に分析し、適時適切な情報提
供をする必要がある。

消費生活課

ウ　消費者被害救済に向けた取組みの推進

①消費者被害救済委員会による被害の救済

[消費者被害救済委員会の開催]
消費者から知事への被害救済の申し出により、知事か
ら付託された消費者紛争について迅速な処理を行うた
め消費者被害救済委員会を開催する。

[消費者被害救済委員会の開催]
消費者から知事への被害救済の申し出により、知事か
ら付託された消費者紛争について迅速な処理を行うた
め消費者被害救済委員会を開催する。

消費者被害救済検討チームでの事案の検討や、市町村への
積極的な周知を行った結果、令和２年度は１件の候補事案
の提起があったものの、結果的に付託には至らなかった。
　被害救済委員会 　１回
　部会　　　　　 　０回

消費生活課

[消費者被害救済検討チームの開催]
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。

本 ２ウ①

[消費者被害救済検討チームの開催]
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。

「消費者被害救済検討チーム」
　４回実施
「適格消費者団体との意見交換会」
　０回実施　※消費者被害救済検討チームにおける検討結
果（２事案）を団体に送付

消費生活課

②様々な相談機関等との連携強化

[相談機関連携推進研修の実施]
消費生活相談員、行政職員が専門性の高い相談に対し
適切な相談機関の情報を提供できるよう、相談機関と
の連携を推進するための研修を実施する。
１機関（テーマ)

[相談機関連携推進研修の実施]
消費生活相談員、行政職員が専門性の高い相談に対し
適切な相談機関の情報を提供できるよう、相談機関と
の連携を推進するための研修を実施する。
１機関（テーマ)

「相談機関連携推進研修」
　０回実施
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止

×
出席者が少ないこと、限られた人員で対応し
なければならないことを鑑み、今後必要性を
検討していく必要がある。

消費生活課

[相談機関連携推進意見交換会の開催]
相談機関の取組状況、取扱案件などの紹介や相談機関
が抱える紛争事例等について意見交換を行い、積極的
な連携推進を図る。(１回)

[相談機関連携推進意見交換会の開催]
相談機関の取組状況、取扱案件などの紹介や相談機関
が抱える紛争事例等について意見交換を行い、積極的
な連携推進を図る。(１回)

「相談機関連携推進研修」
　０回実施
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中止

×
感染症防止対策を考慮したうえでの意見交換
機会の確保を図る必要がある。

消費生活課

[消費者問題懇談会の開催]
弁護士会と県･市町村との、消費者問題に係る懇談会
を開催する。(年２回)

[消費者問題懇談会の開催]
弁護士会と県･市町村との、消費者問題に係る懇談会
を開催する。(年２回)

「消費者問題懇談会」
　２回実施（10月､２月）

〇
引き続きその時々に問題となっている消費者
問題と解決方法について、弁護士会と連携を
図りながら共有する必要がある。

消費生活課

[事業者団体懇談会の開催]
県、市町村の消費生活センター等の職員と事業者との
相談事例等に係る情報交換会を開催する。(２回)

３イ③ 再
[事業者団体懇談会の開催]
県、市町村の消費生活センター等の職員と事業者との
相談事例等に係る情報交換会を開催する。(３回)

「事業者団体懇談会」　２回
　令和２年９月８日：クレジットカード事業者
　令和２年12月23日：通信販売事業者（※新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止のため書面開催）

○
対面開催としていたが、書面開催での実施実
績をふまえ、より効果的な情報交換会のあり
方について検討する必要がある。

消費生活課

[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
る。

本 ２イ②
重
点
２

[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
る。

「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
画の周知（101団体）、同動画のTwitterキャンペーン実施
の周知（109団体）を行った。

〇

これまで青少年部局との連携はほとんどな
かったが、指針に基づく取組みとして、特に
成年年齢引下げを見据えた相談機関との連携
が求められている。

消費生活課

２イ①
重
点
１

「高齢者のための消費生活相談」
　実施期間：令和２年９月21日～23日
　相談件数：35件

２イ②
重
点
２

「若者のための消費生活相談」
　実施期間：令和３年１月19日～20日
　相談件数：11件

[関東甲信越ブロック共同キャンペーンによる高齢
者･若者被害特別相談の実施]
消費者被害の救済と未然防止を図ることを目的に、関
東甲信越ブロック共同キャンペーンの一環として、高
齢者被害特別相談、若者被害特別相談を実施する。

再

[関東甲信越ブロック共同キャンペーンによる高齢
者･若者被害特別相談の実施]
消費者被害の救済と未然防止を図ることを目的に、関
東甲信越ブロック共同キャンペーンの一環として、高
齢者被害特別相談、若者被害特別相談を実施する。

消費生活課○

今後も複数の媒体を活用し、本キャンペーン
を通じて高齢者や若者がより相談しやすくな
るよう、消費生活相談の周知を行う必要があ
る。

○

消費者被害救済検討チームを通じての情報収
集、相談担当者会議等各種会議の場等を通
じ、救済委員会利用周知を継続し、付託事案
確保に向け引き続き努める必要がある。
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

基本方向４　安全・安心な消費生活の確保

ア　事業者指導による取引の適正化

①法令に基づく事業者指導の実施

[前払式特定取引業者に対する立入検査の実施]
前払式特定取引業者に対し、経営状況、財務状況や前
受金の保全状況等を把握するため、立入検査を実施す
る。

[前払式特定取引業者に対する立入検査の実施]
前払式特定取引業者に対し、経営状況、財務状況や
前受金の保全状況等を把握するため、立入検査を実
施する。

「立入検査」
　３事業者に対して実施

〇

コロナ禍の影響により変化する事業者の経営
状況、財務状況、前受金の保全状況等を把握
し、消費者利益の保護の為、事業者に対し適
切な指導を行うことが必要である。
今年度の検査について、実施の方向で準備を
進めているが、コロナの感染者数急増によ
り、検査体制の見直しをする際には、国と連
携して適切な方法を検討する。

消費生活課

[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがある
商品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

本 ４ウ②
[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがあ
る商品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

「成分検査」
　０件

△ 今後も必要に応じて検査の実施を検討する。 消費生活課

[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]
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。

[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る。

｢悪質商法目安箱｣
 　受付件数　40件

〇
若年層からの通報件数が、他の年齢層と比べ
て少ないことから、ＳＮＳ等での周知を行
い、情報収集を進める。

消費生活課

②事業者指導にあたっての連携の推進

[近隣都県、政令市、県警察との連携]
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

[近隣都県、政令市、県警察との連携]
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

「悪質事業者対策会議」　　　　　１回（書面開催）
「担当者会議（特商法関係)」 　　６回（書面開催）
「担当者会議（景品表示法関係)」 ４回（書面開催）
「消費者被害拡大防止連絡会議」　４回(うち３回書面開
催)

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、書
面開催となる会議もあったが、今後は社会情
勢を考慮し、メールやオンライン会議等によ
る開催方法を検討する必要がある。

消費生活課

イ　消費者から信頼される事業者活動の促進

①品質や顧客満足を高める事業者活動の支援

１ア③

４イ②

４ウ②

[事業者団体懇談会の開催]
県、市町村の消費生活センター等の職員と事業者との
相談事例等に係る情報交換会を開催する。(２回)

３イ③ 再
[事業者団体懇談会の開催]
県、市町村の消費生活センター等の職員と事業者と
の相談事例等に係る情報交換会を開催する。(３回)

「事業者団体懇談会」　２回
　令和２年９月８日：クレジットカード事業者
　令和２年12月23日：通信販売事業者（※新型コロナウ
イルス感染症感染拡大防止のため書面開催）

○
対面開催としていたが、書面開催での実施実
績をふまえ、より効果的な情報交換会のあり
方について検討する必要がある。

消費生活課

[公益通報者保護法の普及]
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。

[公益通報者保護法の普及]
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。

ホームページを活用し、公益通報者保護制度の周知を実
施

〇
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。

消費生活課

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体と連携し、事業者を対象としたコンプライア
ンス意識向上のための研修や、消費者への適切かつ
迅速な情報提供を促すための研修を実施するほか、
事業者団体との連携により、消費生活行政に係る情
報提供等を行う。

・景品表示法研修資料をホームページに掲載
・事業者向けセミナー１回（かながわ住まいまちづくり
協会）

担当課令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和２年度実施事業計画 令和２年度実施事業実績
再
掲

課題

消費生活課

[事業者向け研修会等の実施]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者
団体と連携し、事業者を対象としたコンプライアンス
意識向上のための研修や、消費者への適切かつ迅速な
情報提供を促すための研修を実施するほか、事業者団
体との連携により、消費生活行政に係る情報提供等を
行う。

本

４ウ②

[事業者指導の実施]
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。

本

[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す
る。

「特定商取引法に基づく処分」
　 処分０件、指導31件
「景品表示法に基づく指導」
　 景品類０件、表示８件

消費生活課

新型コロナウイルスの影響により、事業者指
導や消費者への聴取に困難が生じたが、感染
症対策等を行うことで、それらの事業を遂行
することができた。
特商法や条例に違反する行為がある事業者が
確認されており、なかには、広域的に活動し
ている事業者も多く存在する。
今後も、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ことが必要であ
る。

新型コロナウイルス感染症の影響により、例
年よりも研修会等は減少したが、今後も社会
情勢を考慮し、メールやオンライン会議等に
より、継続的に消費生活行政に係る情報提供
等を行う必要がある。

評価

○

△

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外
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基本方向（大柱）

中柱

小柱

担当課令和３年度実施事業計画
本
掲

重
点
的
取
組
み

令和２年度実施事業計画 令和２年度実施事業実績
再
掲

課題評価

評価欄の説明

〇・・・所期の目的を達成できた ×・・・所期の目的を実施できなかった △・・・左記以外

②事業者団体との連携による普及啓発

[事業者向け研修会等の実施(特定商取引法研修会
等）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者
団体と連携し、事業者を対象としたコンプライアンス
意識向上のための研修や、消費者への適切かつ迅速な
情報提供を促すための研修を実施する。
・特定商取引法研修会　２回

４イ① 再

[事業者向け研修会等の実施(特定商取引法研修会
等）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体と連携し、事業者を対象としたコンプライア
ンス意識向上のための研修や、消費者への適切かつ
迅速な情報提供を促すための研修を実施する。
・特定商取引法研修会　２回

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため開催中
止

×
今後も社会情勢を考慮し、メールやオンライ
ン会議等により継続的に消費生活行政に係る
情報提供等を行う必要がある。

消費生活課

[「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する。

本 ２ウ③
重
点
１

[「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する。

「取組の検証の実施」
　これまでの取組の効果と課題、課題を踏まえた今後の
取組の方向性を取りまとめた。
　・宣言団体への意識調査の実施
　・消費生活審議会での報告
「事業者向けセミナーへの講師派遣」
　かながわ住まいまちづくり協会が実施するセミナーに
消費生活課職員を講師として派遣した。

○

「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。
また、新型コロナウイルス感染症の状況を考
慮しながら、機会をとらえて宣言団体が実施
する研修会等に参加し、団体による自主的な
取組みを促進していく必要がある。

消費生活課

③消費生活協同組合法に基づく健全な生協運営の指導

[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
営を指導する。

[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
正運営を指導する。

「立入検査」　　　６組合
「巡回指導調査」　２組合
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため一部の
検査を中止

△

新型コロナウイルス感染症の影響により、令
和２年度の立入検査は一部中止となり、当初
計画していた検査件数がすべて完了できな
かっ た。今年度については、安全に配慮し
ながら検査体制の見直しを行い最善の方法で
検査を実施する必要がある。

消費生活課

ウ　商品及びサービスに関する安全・安心の確保

①商品及びサービスの安全に関する情報収集、提供

[商品テスト分析の実施]
県の関係部局や各研究機関と連携し、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
実施する。
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う。

本 ２ア①

[商品テスト分析の実施]
県の関係部局や各研究機関と連携し、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
トを実施する。
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う。

「県実施分」
　１製品（「クリップライトの商品テスト」）
「商品テストコーディネート」（国民生活センター等に
依頼）
　３製品（「フェイク・ファーのクリーニング」「ニン
ニクエキス入りサプリメント」「フライパンの蓋」）

〇

今後も、寄せられた相談内容を精査し、注意
喚起の側面などから適時適切に商品テストが
必要な案件を選出して実施する必要がある。
また、必要に応じて他機関と連携し、商品テ
ストのコーディネートを行っていく必要があ
る。

消費生活課

[消費者安全法に基づく事業者調査]
消費者被害の発生、拡大を防ぐため、事業者に対し、
消費者安全法に基づく報告徴収、立入調査を行う。

[消費者安全法に基づく事業者調査]
消費者被害の発生、拡大を防ぐため、事業者に対
し、消費者安全法に基づく報告徴収、立入調査を行
う。

「報告徴収、立入検査」
　０件

△
調査すべき事業者を見落とすことがないよう
被害情報を注視する必要がある。

消費生活課

[消費生活用製品安全法に基づく立入検査による指導]
市町村と連携し、消費生活用製品安全法に基づく販売
業者への立入検査を実施する。

[消費生活用製品安全法に基づく立入検査による指
導]
市町村と連携し、消費生活用製品安全法に基づく販
売業者への立入検査を実施する。

「特定製品」　　43件
「特定保守製品」６件(県検査分２件を含む)

〇
引き続き、感染防止を徹底し、検査を実施す
る必要がある。

消費生活課

[｢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
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月１
回､随時)

２ア① 再

[｢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
の情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(月
１回､随時)

｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣
　年10回発行（５月・７月は休止）
　各6,190部、367箇所に配布
　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！」等
（主な配布先）
　市町村主管課、消費者団体、老人会、社会福祉協議会
等

〇

関係機関等が発信する情報等、県内の消費生
活相談窓口にはまだ寄せられていない新たな
手口によるトラブルの未然防止につながる情
報を積極的に収集していくことが必要であ
る。

消費生活課

[重大事故情報等の収集、提供]
商品、サービスに係る事故等の情報をホームページや
広報紙により市町村や消費者に情報提供する。また、
消費者安全法に基づき、消費生活相談窓口に寄せられ
た重大事故情報等の国への通知を行う。

[重大事故情報等の収集、提供]
商品、サービスに係る事故等の情報をホームページ
や広報紙により市町村や消費者に情報提供する。ま
た、消費者安全法に基づき、消費生活相談窓口に寄
せられた重大事故情報等の国への通知を行う。

「かながわ消費生活注意情報」
・ホームページ、ＳＮＳ　　　　　　19回
・商品事故情報のホームページ掲載  ０件
・消費者安全法に基づく国への通知  ４件

〇

引き続き、関係機関等が発信する重大事故情
報等を踏まえ、迅速な情報発信を行うととも
に、消費生活相談窓口に寄せられた事故情報
等の収集を行う。

消費生活課

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、法
律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門家か
ら必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面接）36
回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

３ア④ 再

[専門家による法律、技術分野の助言]
消費生活相談への適切な対応のため、担当職員が、
法律、技術分野など専門性の高い相談に対し、専門
家から必要なアドバイスを受ける。(法律相談（面
接）36回、法律相談（文書）９ヵ月、技術相談４回)

「法律相談(面接)」　36回 　117件
「法律相談(文書)」　４､６～12、２月実施　25件
「技術相談」　　　　１回

消費生活課

技術相談において、市町村の消費生活セン
ターからの相談について、専門家のアドバイ
スで効果的に相談処理できたが、実績数が少
ないため、引き続き市町村へ周知する必要が
ある。

〇
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②適正な表示の推進

[事業者向け研修会等の実施（食品表示関連）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業者
団体と連携し、事業者を対象としたコンプライアンス
意識向上のための研修や、消費者への適切かつ迅速な
情報提供を促すための研修を実施する。
・景品表示法研修会　４回　ほか

４イ① 再

[事業者向け研修会等の実施（食品表示関連）]
消費者から信頼される事業者活動促進のため、事業
者団体と連携し、事業者を対象としたコンプライア
ンス意識向上のための研修や、消費者への適切かつ
迅速な情報提供を促すための研修を実施する。
・景品表示法研修会　４回　ほか

・景品表示法研修資料をホームページに掲載
※研修会は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め開催中止

〇

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止によ
り、対面式での研修ができない分、受講者の
反響が分かりにくい。
食品表示に関する法律を所管する課の普及活
動及び県担当者の専門的な知識の向上がより
一層求めらる。

消費生活課

[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがある
商品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

４ア① 再
[不当表示防止のための対策の実施]
景品表示法違反の根拠を得るため、違反の疑いがあ
る商品に対し、外部機関による成分検査等を行う。

「成分検査」
　０件

△ 今後も必要に応じて検査の実施を検討する。 消費生活課

[食品表示の監視指導の実施]
食品営業施設への立入検査時に、アレルギー物質、食
品添加物等の食品表示の監視指導を実施し、違反を発
見した場合には適正表示を指導するなど必要な措置を
行う。

[食品表示の監視指導の実施]
食品営業施設への立入検査時に、アレルギー物質、
食品添加物等の食品表示の監視指導を実施し、違反
を発見した場合には適正表示を指導するなど必要な
措置を行う。

「食品関係営業施設監視件数」　29,060件 ○

表示を必要とする食品を製造している食品営
業施設への立入検査時に、表示の監視指導を
実施しており、適正表示の指導をした。今後
も継続して監視指導を行う。

生活衛生課

[栄養表示等の普及啓発]
健康増進に資するよう制度の普及に努める。その上
で、食品事業者が表示を行うに当たっての相談を行
う。

[栄養表示等の普及啓発]
健康増進に資するよう制度の普及に努める。その上
で、食品事業者が表示を行うに当たっての相談を行
う。

「栄養表示等の相談」　173件 △

栄養成分表示が義務表示となり、適正に表示
された食品が流通する状況になってきている
ので、消費者が健康増進のためにその情報を
有効活用できるような普及啓発も進める必要
がある。

健康増進課

[適正な食品表示のための啓発事業の実施]
食品表示について、食品関連事業者自らが責任と自覚
をもって適正に行うよう、関係機関や団体と連携して
啓発を図る。

[適正な食品表示のための啓発事業の実施]
食品表示について、食品関連事業者自らが責任と自
覚をもって適正に行うよう、関係機関や団体と連携
して啓発を図る。

消費者や食品販売事業者に対する食品表示のリーフレッ
トの配布

○

令和２年度は食品表示法の改正内容を盛り込
み、デザインを修正し、見やすいリーフレッ
トを作成し、団体等へ配布し啓発を行った。
食品表示の適正の確保のため、引き続き作成
する必要がある。

生活衛生課

③食の安全・安心に関する消費者の理解促進

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣による食の安全･
安心に関する情報発信]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた悪質商法等の
情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(２回)

２ア① 再

[｢かながわ消費生活注意･警戒情報｣による食の安
全･安心に関する情報発信]
県内の消費生活相談窓口等に寄せられた悪質商法等
の情報を迅速かつ的確に、県内に広く提供する。(２
回)

「かながわ消費生活注意･警戒情報」による食の安全・安
心に関する情報発信
　・身近だけど意外と知らない卵の安全な食べ方につい
て
　・食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意

〇
市場の動向を的確に捉え、消費者が必要とす
る情報を収集・発信する必要がある。

消費生活課

「食品安全リーフレットの作成及び配布」
　・かながわの食品衛生 for KIDS　89,000部

○

令和２年度は小学校６年生向けにリーフレッ
トを作成及び配布することで、食品安全に関
する普及啓発を行えた。令和３年度は新型コ
ロナウイルス感染症の対応により、リーフ
レットの配布を中止し、ホームページに掲載
することとしている。リーフレットの掲載及
び活用については、各小学校へ周知し、アン
ケート結果等を考慮しつつ、リーフレットの
配布について検証していく。

生活衛生課

「食の安全・安心基礎講座」　０回
「食の安全・安心キャラバン」０回
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止。

×

新型コロナウイルス感染症の影響により実施
できなかったが、コロナ禍においても県民に
食の安全・安心に関する情報提供等を実施し
ていけるよう、動画配信やオンライン方式の
導入等について検討する。

生活衛生課

[かながわ食育出前講座の実施]
「食品の栄養表示」等に関する出前講座を実施する。
※令和３年度においても、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のため中止。

[かながわ食育出前講座の実施]
「食品の栄養表示」等に関する出前講座を実施す
る。

「かながわ食育出前講座」　０件
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止

×
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め中止としたことから、講座の提供方法につ
いて改善する必要がある。

健康増進課

[リスクコミュニケーションの推進]
県民に食の安全・安心に関する情報提供、啓発活動、
行政、食品関連事業者などとの意見交換やグループ討
議等を行い、リスクコミュニケーションを推進する。

[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
対し指導を実施する。

４ア①
[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
に対し指導を実施する。

再

[リスクコミュニケーションの推進]
県民に食の安全・安心に関する情報提供、啓発活
動、行政、食品関連事業者などとの意見交換やグ
ループ討議等を行い、リスクコミュニケーションを
推進する。

消費生活課
「景品表示法に基づく指導」
　　景品類０件、表示８件
　　うち食品表示関連２件

今後も一般消費者等から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。

○
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