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目 
的 

対 象 消費者 
意 図 安全で安心な消費生活をおくることができる 

◇施策の方向 

市民が，自らの自覚と判断により消費者トラブルから身を守り，安心して生活できる消費者となるよう消費者啓発の
充実を図ります。また，消費者トラブルに巻き込まれた市民に対して的確に対応できるよう相談員のスキルアップや
相談体制を整えます。 

 
まちづくり指標 

 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 

平成30年度 

１ 消費者啓発事業への参加者数（ス

マートライフフェスタの参加者数

を含む）【☆】 

1万499人 4,559人 4,670人 5,485人 7,800人 

２ 消費者相談に占める自主交渉率

【☆】 76.8% 78.8% 78.1％ 83.0％ 70.0％ 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 消費者啓発事業への参加者数（スマートライフフェスタの参加者数を含む）【☆】 
消費者トラブルを未然に防ぐための啓発として実施している消費者講座は，東京都と共催で「簡単な収

納テクニック」を保育付講座で行うなど，年間で５講座，１０７人の参加がありました。また，夏休み親

子消費者講座1講座，３９人の参加があり，幅広い年代を対象に消費者啓発を行いました。その他，出前

講座，１７講座，１,１５４人の参加者がありました。環境フェアでは，消費啓発パネルの展示や啓発チラ

シの配布等を行い，消費生活センターの周知に努めました。平成２９年度にスマートライフフェスタを見

直したことから，目標値は達成しませんでしたが，環境フェアでの啓発や電気通信大学新入生合同研修で

の出前講座等を行ったことから消費者啓発事業への参加者数は，前年度から８１５人増加しました。 

２ 消費者相談に占める自主交渉率【☆】 
消費生活相談員のきめ細かな対応が図られ，高い自主交渉率を維持し，昨年度から４.９ポイント上昇し，

目標値を達成しました。自主交渉率をさらに向上させるためには，継続的な啓発により市民一人ひとりの

意識改革と消費者力の底上げが重要です。 
また，社会的弱者への支援では，自主交渉の支援に合わせて，相談員があっせんすることにより交渉が

成立する場合も多くあります。 
 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 消費者啓発事業への参加者数 

現状の各種消費者啓発事業への参加者数を増加させ，市

民が安全で安心した消費生活をおくれることを目標とし

た。（文化生涯学習課資料） 

4,670人 

（平成29年度） 

5,500人 

（令和4年度） 

２ 消費者相談に占める自主交渉率 

多様な主体と連携した相談体制の充実により，相談トラ

ブルに巻き込まれた市民への的確な対応を図り，特殊詐

欺等を除く自主交渉率を8割にすることを目標とした。

（文化生涯学習課資料） 

※自主交渉率…消費生活センターにおける相談件数のう

ち，相談員のアドバイスにより相談者自ら解決に取り組

むこととなった件数の割合 

78.1% 

（平成29年度） 

80.0% 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策03 消費生活の安定と向上） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０３－１ 消費者啓発事業の充実 

（◆消費者トラブル情報の提供について） 

消費者トラブル情報の提供は，市ホームページを利用して，被害情報等を迅速に発信したほか，架空請

求詐欺に関する注意喚起について，地区協議会や民生児童委員に周知したほか，様々な契約トラブルにつ

いて，地域包括支援センターへ情報提供などを行いました。また，消費生活相談員が消費者トラブルを未

然に防止するためのコラム「生活ひとくちメモ」の市報掲載や，調布ＦＭ放送に出演し，消費者被害の注

意喚起を定期的に行いました。 

さらに，被害が拡大する恐れのある情報については，防災・安全情報メールで周知するなどトラブルの

未然防止に努めました。 

（◆消費者啓発事業について） 

東京都と共催で「簡単な収納テクニック」を保育付き講座として実施したほか，夏休み親子消費者講座

など，６講座，１４６人の参加があり幅広い年代に向け消費者啓発を行いました。その他，各地域で開催

する出前講座は，市内大学，自治会や地域包括支援センター等からの依頼により，１７講座，1,154人

の参加があり，消費者トラブルの未然防止に努めました。その他，環境フェアに参加し，消費啓発用パネ

ルの展示や情報紙の配布などを行い，消費生活センターの周知に努めました。また，消費者教育推進大使

である調布市消費啓発用キャラクター「チー坊」が各種事業に参加し，消費生活センターのＰＲ及び消費

者被害の注意喚起を行いました。 

（◆中学校等への消費者啓発物の配布について） 

消費啓発用キャラクター「チー坊」の３コマ漫画とわかりやすいポイントを用いて作成した小冊子「生

活ひとくちメモ」を公立中学３年生に配布しました。 

（◆高齢者の消費者トラブル対策への支援について） 

巧妙化・悪質化する高齢者への消費者トラブルは，多くの高齢者が巻き込まれる危険性があり，高齢者

見守り部署との連携が必要です。地域包括支援センター連絡会に職員が出席したほか，福祉総務課及びこ

ころの健康支援センターと情報交換を行いました。 

被害が拡大する恐れのある消費者トラブルについては，地域包括支援センターに情報提供を行い連絡体

制のとりやすい関係づくりに努めました。 

また，架空請求詐欺について，敬老金贈呈の際，民生児童委員から注意喚起のチラシを配布するなど関

係者と連携を図りながら消費者トラブルの未然防止に努めました。 

（◆「食品ロス」削減の取組について） 

消費者団体連合会，社会福祉法人地域公益活動連絡会の協力のもと，フードドライブを年４回開催し，

消費者への意識啓発と食品ロスの削減に努めました。また，宴会時の食べ残しを減らすため，最初の３０

分と最後の１０分は皆で食べる時間を設けることを推奨する３０・１０（さんまる・いちまる）運動につ

いて，庁内放送で周知したほか，ごみ対策課では，広報誌「ザ・リサイクル」への掲載やイベントでのち

らしの配布など庁内連携を図りながら取り組みました。 

０３－２ 消費者相談の充実 

平成２８年４月に施行した「消費生活センター条例」に基づき，消費者相談を実施し，消費生活の安定

と向上に取り組みました。 

社会情勢の変化とともに被害内容も複雑・多岐にわたることから，国民生活センターや東京都での研修

のほか，関係機関との情報交換を行い消費生活相談員のスキルアップを図りました。平成３０年度の相談

件数は，１，５０２件で，前年度（１，２５４件）と比べ２４８件増加しました。増加の要因は，全国的

に発生した架空請求はがきによる相談によるものとなっています。また，相談員は相談業務のほか啓発・

教育事業も担っており，啓発事業等の実施や事前準備の対応に取り組みました。 

平成３０年度市民意識調査で消費者トラブルに関する相談を受け付けていることを「知っている」が，

２６．４％となっており，消費生活センターの認知度は，３割以下となっているため，引き続き認知度向

上に努め，誰もが気軽に相談できるよう相談の充実を図る必要があります。 

 
  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策03 消費生活の安定と向上） 

 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・消費者教育推進法を踏まえ，親子消費者講座，保育付き講座，市内大学新入生合同研修での出前講座など幅広い年齢を対象に，

消費者啓発を行い，消費者トラブルの未然防止に努めた。平成２９年度に，東京都高齢消費者見守り推進モデル事業を実施した

ことで，地域包括支援センターへの連携体制の推進が図られ，平成３０年度も引き続き，被害の拡大につながるトラブル事例等

について，情報提供を行った。 

・消費生活センターの認知度は，平成３０年度市民意識調査で消費者トラブルに関する相談を受け付けていることを「知っている」

が，２６．４％となり，前年度と比較して0.1ポイント減少した。効果的な周知方法による，消費生活センターの認知度向上に

向けた取組が課題である。 

・消費者トラブルの注意喚起は，ホームページへの掲載のほか，防災・安全情報メールで周知した。また，全国的に発生した架空

請求詐欺については，地区協議会，民生児童委員と連携し注意喚起を行った。 

・食品ロスの取組としては，フードドライブを定期的に実施することで市民に食品ロス削減の意識啓発を行った。ゴミ削減の視点

からもごみ対策課と連携し周知を行ったことから，より広く啓発することができた。また，市民団体によるフードバンクとも連

携し取り組んだ。 

評価 B 

【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①指標としている消費者相談に占める自主交渉率は，目標値を超

え着実に上昇しているため，相談者自らの解決力に結びついて

いる。 

 

①引き続き，相談員のスキルアップと庁内関係部署との連携を図

る。 

 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 若い世代に向けた，消費者教育の推進。 
 

 

② 消費者啓発の参加者は，目標値は達成できなかったが，引き続
き各種消費啓発に取り組む。 

① 市内小・中・高・大学と連携した消費啓発の推進（三鷹市では
全小学校で消費者教育を実施。大学との連携の例としては，入

学ガイダンスや学園祭などで消費者教育を実施）。 

② 平成２９年度「スマートライフフェスタ」を見直したことから
参加者が減少した。消費啓発用キャラクター「チー坊」を活用

するなど工夫をしながら着実に消費啓発に取り組む必要があ

る。 

 

 
  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策03 消費生活の安定と向上） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７年度～） 

・消費者啓発の参加者数は，スマートライフフェスタの見直しにより，目標値は達成しない見込みだが，消費啓発用キャラクター「チ

ー坊」の活用や東京都高齢消費者見守り推進事業の実施，東京都消費者行政推進交付金を活用した啓発により，消費生活センター

の認知度が高まった。 

 （消費生活センター認知度（市民意識調査から）：H26年度 18.2％，H27年度 18.8％，H28年度 25.2％，H29年度 

26.5％，Ｈ30年度 26.4％） 

・消費者相談の件数は，やや減少傾向にあるが（平成３０年度ははがきによる架空請求による増），市民意識調査報告書では，「この

１年間に日常生活の中で，身に覚えのない請求や，しつこい勧誘など，消費生活上のトラブルに巻き込まれそうになった経験」は，

やや増加傾向にあるため，引き続きトラブル未然防止の啓発を行い，市民が，安全で安心な消費生活をおくることができるよう努

める必要がある。 

 （この１年間で消費者トラブルに巻き込まれそうになった市民の割合（市民意識調査から）：H26年度 9.7％，H27年度 10.1％，

H28年度 5.1％，H29年度 5.8％ Ｈ30年度 19.1％） 

（平成２８年度～） 

・消費生活センター条例に基づき，消費者相談を実施した。消費者相談に占める自主交渉率は，目標値以上を維持し，市民一人ひと

りの意識改革と消費者力の底上げにつなげた。 

・フードドライブを定期的に実施することとし，食品ロス削減につながるよう意識啓発に努めた。 

（平成２９年度） 

・東京都高齢消費者見守り推進事業では，地域包括支援センターとの連携により，職員間の顔の見える関係づくりができ，効果的な

取組となった。 

評価 A 

【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

  

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

① 平成２４年１２月に「消費者教育推進法」が施行され，消費者市

民社会構築へ向けて，地方公共団体に消費者の自立を支援するため

の教育が義務付けられた。 

② 消費者安全法改正（平成２８年４月１日）により，高齢者等の消

費者被害を防ぐため，消費者安全確保地域協議会を組織することが

できるようになった。 

③ 成年年齢の引き下げ（令和４年.4月から） 

④ 食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年５月３１日公布） 

 

 

 

①  子どもから高齢者まで幅広い年齢層への働きかけが
必要。 

②  高齢者見守り部署と連携した消費者被害防止の取
組。 

③  国の動向を注視するとともに，若い世代への啓発の
充実を図る。 

④ 国や都の動向を注視し，関係部署と連携した食品ロ

ス削減推進法に基づく取組の推進を図る必要がある。 

 

 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

① 東京都高齢消費者見守り推進事業（平成２９年度から３箇年計画

で実施。 

② 平成３０年度から令和４年度までの５年間が計画期間である「東

京都消費生活基本計画」は，東京都消費生活基本計画と東京都消費

者教育推進計画を一体的に改訂した。 

 

① 調布市では，平成２９年度に実施。 

② 計画の３つの視点（主体的な消費行動への変革の促

進，情報通信技術の進化やグローバル社会への対応，

様々な主体のつながりと連携による取組の強化）を意

識しながら市としても取り組んでいく。 

そ
の
他 

① 調布市消費生活センター条例制定（平成２８年４月１日施行） 

 

① 市民にとって利用しやすいセンターとして設置場所

及び組織体制等の在り方について検討が必要である。 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策03 消費生活の安定と向上） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・引き続き，消費者相談の充実と消費者啓発の推進を図る必要がある。消費者被害のトラブル未然防止には，関係部署との連携や市

内学校，消費者団体など様々な主体のつながりと連携による取組を強化していく。 

〇消費者被害は，注意喚起をしても，多様化・複雑化し，トラブルに巻き込まれてしまう危険がある。特に，ラグビーワールドカッ

プ２０１９・東京２０２０大会に便乗した詐欺被害なども想定されるため，迅速な情報発信が必要である。また，おかしいと思っ

たときに気軽に相談できるよう，引き続き消費生活センターの周知に努める。 

・現在の消費生活センターは，市の所管部署とフロアが離れていることやバリアフリー等での課題がある。市民にとって利用しやす

いセンターとして設置場所及び組織体制の等の在り方について検討が必要である。 

・食品ロスの削減の推進に関する法律が公布（令和元年５月３１日公布）されたことから，国や都の動向を注視し，関係部署と連携

した取組を推進する。 

◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・市民意識調査では，消費生活センターの認知度が３割に満たないことから，出前講座や関係するイベント等を通じて，消費生活セ

ンターの認知度向上に努める。周知・啓発に関しては，啓発グッズ等も効果があると考える。 

 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・消費者教育は，子どもから高齢者まで対象者が広いことから，教育・福祉などあらゆる主体と連携した取組が必要であることか 

ら各部署との連携強化を図る必要がある。 

・平成２８年の消費者安全法改正により，高齢者，認知症などにより判断力が十分ではない方などの消費者被害を防ぐため，地方

公共団体及び地域の関係者が連携して高齢者を見守るための消費者安全確保地域協議会を組織することができるようになったた

め，高齢者見守りネットワークへの加入など福祉見守り部門との連携が必要である。 

・食品ロスの取組は，環境省及び農林水産省が食品リサイクル法に基づく「発生抑制の目標値」を設定し，食品ロスの削減の推進

を図っているところだが，そもそも食品ロスを発生させる要因の一つとして，消費者の過度な鮮度志向があるともいわれており，

消費者庁でも，関係府省庁の連携の下，消費者が食品ロスに対する認識をより高めて消費行動を改善するような働きかけを行っ

ている。令和元年５月３１日には，食品ロスの削減の推進に関する法律が公布されたことから，市でも環境部をはじめ，民間フ

ードバンク等様々な主体と連携を図る必要がある。 

 
  



（施策03 消費生活の安定と向上） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

●  ●       

        

 

  ●    ● ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，主体的で適切な意思決定ができるよう，消費生活に関する必要な情報を収集し，日頃から消費者トラブルに巻き込まれ

ないよう心がけます。 

・事業者は，法律を遵守した健全な経済活動により，消費者の安全と取引の公正を確保します。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・子どもから大人まで親しみやすい消費啓発用キャラクター「チー坊」を活用した消費啓発の推進 

・相互友好協力協定を締結している市内大学への啓発 

・地域活性化包括連携協定を締結している店舗と連携した消費啓発の推進 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・チラシ，啓発情報誌などにキャラクターを活用したわかりやすい啓発 

・入学ガイダンスなどでの消費者教育の働きかけ 

・地域活性化包括連携協定を締結している店舗へ消費者情報の提供やチラシの配架など，今後実施可能なことを検討していく。 


