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(1)計画の目的 

さいたま市では、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、一人ひとりのさいたま市民が「自ら

考え自ら行動する自立した消費者」に成長し、「消費者市民社会」を実現することを目指します。 

(2)消費者をめぐる状況 

消費者をめぐる状況は、※グローバル化、情報化の進展等により消費生活と社会との関わりが多

様化・複雑化し、地域・家族のつながりが弱まるなか、消費者被害も多様化・深刻化しています。 

こうした中で、消費者が安心して、安全で豊かな消費生活を営むことのできる社会を実現するた

めに、消費者政策において消費者事故等の速やかな情報提供、また、消費者被害の防止にかかる厳

格な法執行や、被害救済等の適切な法制度の整備が重要になっている一方で、消費者自身が合理的

な意思決定を行い、被害を認識し、危害を回避したり、被害に遭った場合に適切に対処することが

できる能力を身に付けた「自ら考え自ら行動する」自立した消費者の育成が、これまで以上に必要

となっています。 

自立した消費者の育成は、健全な社会の形成にとっても喫緊の課題となっているもので、図1の

とおり※ＧＤＰの約6割を個人消費支出が占め、消費者の日々の意思決定や行動が、総体として社

会に大きな影響を与えるものとなっており、社会の発展には、質の高い判断力・意思決定能力を備

えた主体としての消費者の育成が求められます。特に、持続可能な社会を形成する上では、環境、

資源エネルギー等に与える消費行動の影響を自覚する消費者が大きな役割を果たします。多くの消

費者問題、社会問題への対応やその問題解決において、行政や事業者のみならず、消費者自身もそ

の担い手として関わることが望まれています。 

図１ 名目国内総生産に占める家計消費等の割合(2015年) （平成27年消費者白書より）

家計消費 
285.1 兆円 
57.1% 

設備投資 
70.0 兆円
14.0%

その他 
105.9 兆円 
21.2%

公共投資 23.4 兆円 4.7% 住宅投資 14.7 兆円 2.9%

2015年 名目国内総生産（GDP） 499.1 兆円

１ 計画の目的・趣旨

～「消費者市民社会」とは～ 

個々の消費者が、お互いの特性や多様性を尊重し、自らの消費行動が将来にわたって内外の

社会、経済、環境に影響を及ぼしうることを自覚し、公正かつ持続可能な社会に主体的に参

画する社会のこと。消費者一人ひとりが、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれる人々

の状況、内外の社会経済情勢や地球環境にまで思いを馳せて生活し、社会の発展と改善に積

極的に参加する社会を意味しています。
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こうした社会的役割を認識し、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会、す

なわち消費者市民社会を目指して、行動する消費者が求められています。このため、消費者市

民社会の形成に参画することの重要性について、理解及び関心を深めるための教育を推進する

ことが求められています。 

(3)国の動き 

消費者教育の推進のため、平成 24 年 12 月「※消費者教育の推進に関する法律(以下「推

進法」という。)」が施行され、国においては「※消費者教育の推進に関する基本的な方針（以

下「基本方針」という。）」の策定が義務付けられるとともに、地方公共団体においては、「※消

費者教育推進計画(以下「推進計画」という。)」を定めることが努力義務とされました。これ

を受けて国は、平成25 年 6 月に基本方針を閣議決定しました。 

この推進法と基本方針において、消費者教育は、「被害に遭わない自立した消費者」にとど

まらず、「社会の一員としてよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する消

費者を育成する」教育を意味するとしています。 

また、消費者教育の機会を提供されることが消費者の権利であることを踏まえ、消費者教育

の総合的、一体的な推進により、誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で消

費者教育を受けることができる機会を提供し、効果的に推進するとともに、幅広い担い手の支

援、育成、担い手間の連携、情報共有の促進により行うこととしています。 

さらに、国や地方公共団体、事業者、事業者団体、消費者団体、学校、大学、地域等様々な

主体にそれぞれ責務や役割等を課し、市町村は、消費者教育の推進に関する施策についての計

画を定めるよう努めなければならないとしています。 

(4)市の動き 

こうした社会的背景、国の動きを踏まえて、平成 26 年 4 月に第 2 期消費生活基本計画を

策定し、この中で消費者教育の推進を施策展開における３つの重点の１つに取り上げるととも

に、具体的施策として、推進法に対応して、「※消費者教育推進地域協議会(以下「地域協議会」

という。)の設置」および「推進計画の策定及び総合的かつ一体的な消費者教育の推進」を掲げ

ました。これを受けて、平成27年 8月に、推進計画策定に向けて意見等を述べる地域協議会

を設置、地域協議会の意見を反映して、このたび推進計画を策定することになりました。 

これからの消費者教育は、消費者の被害防止のための教育にとどまらず、消費者が主役とな

る社会（消費者市民社会）をつくること、すなわち、消費者の消費行動が、相手方の事業者や

市場あるいは社会にどういう影響を与えるだろうかと意識して行動することで、消費者が安心

して、安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現を目指すことが求められています。 

そこで、さいたま市では、「消費者市民社会の実現」を目標に掲げ、市民（消費者）、消費者

団体、地域の団体、事業者など多様な担い手（主体）とも連携しながら、消費者教育を一体的

かつ総合的に推進していくために、推進計画を策定することとしました。 
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(5) 推進計画策定の趣旨 

これまでさいたま市では、市民の消費生活に関する自発的な学習を支援するために、※消費

生活講座・セミナーの開催、広報誌や各種パンフレット・チラシ類の発行など、様々な消費者

教育・啓発を行ってきました。また、消費者団体をはじめとする各種団体、事業者など、様々

な主体がそれぞれの場において、消費者教育の担い手として精力的に取り組んできています。

限られた時間、資源において効率的・効果的に消費者教育を推進するには、こうした各主体が

情報を共有し、自らが行う取組の位置付けの理解を進めながら相互の連携・協働を図っていく

ことが必要となります。 

また、消費者教育は、知識を一方的に与えることではなく、日常生活の中での実践的な能力

を育み、社会の※消費者力の向上を目指して行われるべきものです。知識を得るに当たっては、

一人ひとりが、様々な機会・出会いを通じて、「見て」、「聞いて」、「読んで」自ら調べ、「学ぶ」

ことで「気づく」ことが基本です。それだけでなく、知識として学んだことを、自らの消費生

活にいかすとともに、「見せて」、「話して」、「書いて」他人に伝えることにより、社会をたく

ましく生きていく実践的な能力（生きる力）を育み、そして自立が困難な人を「見守る」こと

で、社会の消費者力を向上していくことができます。 

さらに、消費者教育は、幼児期から高齢期までの生涯を通じて、それぞれの時期に応じ、ま

た、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において推進する必要があります。 

消費者が、どこに住んでいても消費者教育が受けられるよう、身近な場で教育を受ける機会

や学び合う機会が提供されることが重要です。このため、各主体の連携を図り取組を促進する

ため、地域の実情にあわせた自主的な施策を講ずることが求められています。 

こうした諸課題を解消するため、今後は、市、消費者、事業者、地域の多様な主体が知恵を

出し、各々の能力を活用しつつ総力を結集して、自立し、かつ消費者市民社会の形成に寄与す

る消費者を育むことを目指すこととするものです。 

(6) 推進計画の位置付け （６ページ図２の関連図参照）

①さいたま市における推進計画の位置付け 

【さいたま市総合振興計画】 

長期的な展望に基づいて、都市づくりの将来目標を示すとともに、市政を総合的、計画的

に運営するために、各行政分野における計画や事業の指針を明らかにするものであり、市政

運営の最も基本となる計画です。まちづくりの基本的な理念、目指すべき将来都市像や行政

施策の大綱を示した「基本構想」、基本構想に基づき、各行政分野における施策を総合的、

体系的に示した「基本計画」、基本計画に定められた施策を展開するため、個別の実施計画

事業を定めた「実施計画」、の３層構造になっています。 

【さいたま市消費生活基本計画(以下「基本計画」という。)】 

さいたま市総合振興計画後期基本計画の第3部「分野別計画」第６章「安全・生活基盤の

分野」第２節「交通事故や犯罪の少ない生活環境の形成」の施策展開として「安全・安心な

消費生活の確保」が掲げられており、これを実現するための計画として位置付けられていま
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す。また、市の消費者行政の基本指針となるものとして、さいたま市消費生活条例第9条の

規定に基づき策定されているものです。平成 20 年 7 月に第 1 期の基本計画を策定、情勢

の変化や国の動向を受けて内容の見直しを行い、平成 26 年 4 月に第 2 期基本計画を策定

しました。この計画の中で、特に重点を置いて取り組む必要のある3つの項目を「施策展開

における重点」として位置付け、その重点の 1 つが「消費者教育の推進」となっています。

この中の具体的施策として「推進計画の策定及び総合的かつ一体的な消費者教育の推進」を

挙げているものです。 

【地域協議会】 

推進計画の策定と並んで、第2期基本計画の具体的施策として「地域協議会の設置」を挙

げています。推進計画の策定にあたっては、消費者その他の関係者の意見を反映させるため、

地域協議会から意見を求めることが推進法で定められているもので、推進計画策定の諸問題

について協議し、反映させる場となっています。また、計画の進捗状況の確認や、見直しに

対する意見を述べる役割が与えられています。 

②国における推進計画の位置付け 

【推進法】 

消費者教育の総合的・一体的な推進と国民の消費生活の安定・向上を目的として、平成

24年 12月に施行されました。この中で、基本的な方向や推進の内容を示した「基本方針」

を定めることを国に義務付け、都道府県、市町村は基本方針を踏まえて「推進計画」を策定

することを努力義務としています。 

【基本方針】 

推進法に基づき、消費者教育推進の意義、基本的な方向、内容、関係する他の消費者施策

との連携、今後の消費者教育の計画的な推進を示したもので、平成25年6月に閣議決定さ

れています。都道府県・市町村の推進計画は、この基本方針を踏まえて作成されており、国

や地方公共団体の施策の指針となっているものです。加えて、消費者、消費者団体、事業者、

事業者団体、教職員、消費生活相談員、地域福祉関係者、その他の多様な消費者教育の担い

手の指針となることを目指したものです。 
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(7)期間 

計画期間は、本計画の基となっている第2期基本計画の最終年度に合わせ、平成29年度から

平成32年度までの4年間とします。ただし、社会経済情勢の変化や本計画の進捗状況に応じて、

計画期間中であっても、地域協議会の意見を聴いた上で、必要な見直しを行うこととします。 

国 さいたま市

消費者教育推進法 総合振興計画 

消費生活基本計画 

消費者教育推進計画 

消費者教育推進
地域協議会 

消費者教育の推進に関

する基本的な方針 

(基本方針) 

<上位計画>

<意見具申>

図２ 消費者教育推進計画関連図（国・市） 

<最上位計画>

消費者教育推進会議 
(法に基づき設置)

対応
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(1)現状 

さいたま市は、首都東京に隣接する埼玉県の県庁所在都市で、県内唯一の政令指定都市であり、

埼玉県の中心都市、かつ首都圏を代表する主要都市です。北海道・東北・上越・北陸新幹線が集

まる交通の要所であり、東日本の玄関口として、平成28年 3月 29日国土交通大臣決定の首都

圏広域地方計画の中でも、「東北圏・北陸圏・北海道連結首都圏対流拠点」の舞台として重要な

位置付けを担っています。平成 28 年 4 月 1 日現在の人口は 1,273,497 人で、予測では平成

37 年まで人口増が続くとされています。消費生活における状況はこうした背景を反映し、人口

が集中し経済活動が活発であるため、消費生活相談件数が多く内容的にも先進的な事例が多く見

られる傾向にあります。人口構成では全国平均と比べて若い年齢層が多く、高齢化はそれほど進

んでいませんが、年々高齢者の比率は高くなっており、あらゆる分野において、今後急速に進む

高齢化への対応が求められています。 

≪さいたま市の消費生活相談データより≫ 

①件数推移 

図3のとおり、さいたま市に寄せられた平成13年度から平成27年度までの消費生活相談

件数は、平成16年度までは架空請求による相談が増加し相談件数が急増しましたが、その後

一旦減少傾向をたどり、平成 24 年度には 8,412 件になりました。平成 25 年度に再び増加

に転じ、9,336件と10％以上の増加率となり、その後は平成27年度まで微減傾向にあるも

のの、年間約9千件台と高止まりで推移しています。 

図３ さいたま市の消費生活相談件数の推移（16年以前は旧岩槻市分含まず）

②販売購入形態別状況 

図４の販売購入形態別相談件数の推移を見ると、「通信販売」「※マルチ・マルチまがい」が

増加傾向にあります。 

表 1は「通信販売」の推移と商品・サービス別の内訳、及び特徴的な相談内容を示したもの

ですが、カタログ通販やテレビショッピング等の従来型の通信販売に加えて、スマートフォン

やパソコンの普及に伴いインターネットを用いた取引が急速に拡大して件数が増加していま
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5,000
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15,000
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２ 現状と課題
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すが、その一方で「商品が届かない」「注文した商品と違うものが届いた」「無料だったはずな

のに料金請求画面が現れ、消えなくなった」などのトラブルが多発しています。対象となる商

品・サービスは多岐に渡っていますが、特に有料サイトの架空・不当請求や※出会い系サイト

など、※デジタルコンテンツに関する相談が突出して多くなっています。 

図４ 販売購入形態別相談件数推移 

*1 商品・サービスは※PIOネット中分類項目を用い、27年度上位項目を選出 
*2 商品・サービスの（  ）内は、通信販売の占める割合（「不明・無関係」を対象から除く） 
*3 内容は PIOネットの内容等キーワードによるもので、重複有 

「マルチ・マルチまがい」では、健康食品や浄水器等の販売、投資セミナー、副業紹介など

について勧誘されることが多く、「友達を紹介するだけで簡単に儲けることができる」などメ

リットのみを強調した説明に騙され、特に社会経験が少ない若年層が、危険性を認識しないま

ま安易に契約してしまうことでトラブルとなるケースが目立ちます。 

2,326 2,441 2,543 2,521 2,602 
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その他無店舗
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表１ 通信販売の推移と商品・サービス内訳、及び特徴的な相談内容        （単位：件）

年 度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

通信販売 2,444 2,146 2,802 3,150 3,331

 増加率 - ▲12.2% 30.6% 12.4% 5.7%

商
品
・
サ
ー
ビ
ス

デジタルコンテンツ 1,384(99%) 1,174(99%) 1,403(99%) 1,730(98%) 1,931(99%)

商品一般 42(38%) 35(28%) 94(41%) 120(56%) 90(45%)

他の健康食品 19(37%) 30(44%) 40(30%) 25(48%) 84(70%)

インターネット接続回線 19(22%) 15(14%) 18(18%) 18(28%) 37(19%)

内

容

インターネット通販 1,568 1,463 1,999 2,477 2,671

商品未着 52 58 184 217 143

約束不履行 68 51 95 68 75

連絡不能 129 111 303 299 298
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③年代別販売購入形態別状況 

表２の平成 27 年度までの 5 年間における年代別の販売購入形態別状況を見ると、「通信販

売」は 70 歳以上を除くすべての年齢階層で最も多い件数を占めており、「不明・無関係」分

を除いた 70 歳未満では、相談全体の約 46％を占めています。中でも 20 歳未満の相談は、

実に約82％が「通信販売」によるものとなっており、突出して高くなっています。 

「訪問販売」、「電話勧誘販売」、「※訪問購入」については70歳以上が最も多くなっており、

年齢不明分を除くと、「電話勧誘販売」では約 51％、「訪問販売」では約 40％、「訪問購入」

では約 38％を 70 歳以上が占めている状況です。高齢者は在宅している時間が長いこともあ

り、「電話勧誘販売」や「訪問販売」、「訪問購入」の勧誘を受けやすいこと、また高齢者の不

安や相対的な判断能力の衰えにつけこんだ悪質な勧誘のターゲットになりやすいことが理由

として考えられます。 

一方で、「マルチ・マルチまがい」は 20 代までの若者に多くなっていますが、社会経験が

未熟で、こうした商法の危険性を理解しないまま、メリットだけを強調したような勧誘に乗せ

られて安易に契約を結び、後になってトラブルとなるようなケースが見受けられます。民法の

成人年齢が引き下げられた場合、ターゲットの年齢層が引き下げられ、免疫がない分、被害が

急拡大する懸念があります。 

表２ 平成 27年度までの5年間における年代別販売購入形態別状況       （単位：件）

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 

店舗購入 118 1,476 2,157 2,384 1,757 1,564 1,520 1,457

訪問販売 40 330 339 466 333 540 1,349 459

通信販売 766 1,756 2,485 3,148 1,943 1,579 1,342 854

マルチ・マルチまがい 5 184 46 41 39 36 34 30

電話勧誘販売 5 81 155 291 281 449 1,306 232

※ネガティブ・オプション  0 3 3 9 9 8 52 16

訪問購入 1 11 21 26 28 46 81 24

その他無店舗 3 50 60 72 62 65 73 35

不明・無関係 99 698 1,203 1,726 1,339 1,618 2,201 2,072

総計 1,037 4,589 6,469 8,163 5,791 5,905 7,958 5,179

④商品・サービス別状況 

表３の商品・サービス別相談件数の推移を見ると、インターネットの有料サイト利用料の架

空・不当請求が代表的な内容となっている「デジタルコンテンツ」に関する相談が最も多くな

っており、平成27年度では相談全体の約21%を占め、その割合も年々増加傾向にあります。

年代別に見てもすべての年代において相談件数で１位となっており、最近5年間では50歳以

上の増加率が大きくなってきています。内容的には※ワンクリック請求等の不当請求が約 8割

を占めているほか、平成26年度以降は、消費生活センターや弁護士事務所などの公的機関・

専門機関を装って、騙されて支払った被害を救済するなどの広告をインターネットに掲載して
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いる事業者等による二次被害も増えてきています。また、移動通信端末の普及により、平成

27 年度ではスマートフォンや携帯電話利用での相談が、デジタルコンテンツに関する相談の

76％を占めるようになっています。 

「不動産貸借」は、賃貸住宅の退去時における原状回復費用の請求に関する相談が最も多く、 
※国交省のガイドラインに反して、本来貸主が負担すべき費用を借主に請求していたり、借主

が不利となるような特約について明確に説明されていない、などという事例が多く見られます。 

「インターネット接続回線」は、平成 27年 2月に※光回線サービスの卸売が開始となり、

それと共に移動通信とのセット販売の取り扱いが始まったことで、関連する相談が増加してい

ます。 

「他の健康食品」が平成25年度と平成27年度にランクインしていますが、平成25年度

は※送り付け商法の急増によるもので、「電話勧誘販売」や「ネガティブ・オプション」による

販売購入形態が多かったのに対して、平成27年度は、インターネット通販を中心とした「通

信販売」による販売購入形態で、安価に設定された初回購入価格を見て注文したら、2回目以

降は価格の高くなる定期購入が条件となっていた、という事例が急増したものです。 

一方で「フリーローン・サラ金」は、平成 22 年の※改正貸金業法施行や行政による多重債

務者対策の取組の結果、減少傾向にあります。 

表３ 商品・サービス別相談件数の推移（上位10位）              （単位：件）
順位 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

1 
デジタルコンテンツ

1,513 

デジタルコンテンツ

1,380 

デジタルコンテンツ

1,472 

デジタルコンテンツ

1,788 

デジタルコンテンツ

1,976 

2 
不動産貸借 

509 

不動産貸借 

452 

不動産貸借 

429 

不動産貸借 

463 

不動産貸借 

441 

3 
工事・建築 

358 

相談その他 

350 

商品一般 

374 

商品一般 

442 

工事・建築 

348 

4 
相談その他 

348 

フリーローン・サラ金

307 

相談その他 

345 

工事・建築 

268 

商品一般 

344 

5 
フリーローン・サラ金

327 

工事・建築 

267 

工事・建築 

295 

インターネット接続回線

221 

相談その他 

243 

6 
商品一般 

264 

商品一般 

228 

フリーローン・サラ金

227 

フリーローン・サラ金

193 

インターネット接続回線

235 

7 
※ファンド型投資信託

177 

※ファンド型投資信託

203 

※ファンド型投資信託

194 

相談その他 

193 

フリーローン・サラ金

168 

8 
四輪自動車 

133 

四輪自動車 

132 

携帯電話 

143 

携帯電話サービス

153 

携帯電話サービス

161 

9 
インターネット接続回線

99 

インターネット接続回線

130 

他の健康食品 

142 

四輪自動車 

130 

携帯電話 

134 

10 
携帯電話 

99 

携帯電話 

123 

役務その他サービス

142 

※ファンド型投資信託

125 

他の健康食品 

124 

⑤年代別商品・サービス別状況 

表４は平成27年度までの5年間における年代別商品・サービス別を相談状況を示したもの

ですが、平成27年度の年代別の傾向を見てみますと、若年層では「デジタルコンテンツ」の

相談に占める割合が特に高くなっており、20歳未満では約65％、20歳代では約26％を占

めています。 

勤労者が多くを占める 20 歳代から 50 歳代までは、「デジタルコンテンツ」の次に「不動

産貸借」が多くなっています。 
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若者に特有の相談として、20 歳代を中心に「エステティックサービス」の相談が見られま

すが、「エステティックサービス」全体の相談の過半数を 30 歳未満の相談が占めています。

支払能力に対して契約金額が高額になり、解約に関する相談が多いほか、無料や安価の体験コ

ースを受けたところ、執拗に勧誘され、断りきれずに契約したといった事例も多く、社会経験

が浅い若者がターゲットにされていることがうかがえます。 

高齢者では、訪問販売のリフォームなどが含まれる「工事・建築」が上位になっています。 

７０歳以上では「ファンド型投資商品」や「株」「※公社債」など投資関連の相談が多いのが

特徴的で、詐欺的な勧誘が多く、複数の人間が役割を変えて電話をかけてくる※劇場型の勧誘

が典型的な事例として挙げられます。 

表４ 平成 27年度までの5年間における年代別商品・サービス別相談状況（上位10位）（単位：件）

順位 20歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上

1
デジタルコンテンツ

676 

デジタルコンテンツ

1,180 

デジタルコンテンツ

1,409 

デジタルコンテンツ

1,888 

デジタルコンテンツ

1,210 

デジタルコンテンツ

938 

デジタルコンテンツ

533 

2
相談その他 

20 

不動産貸借 

342 

不動産貸借 

560 

不動産貸借 

410 

不動産貸借 

250 

工事・建築 

317 

商品一般 

456 

3
テレビ放送サービス

12 

エステティックサービス

210 

フリーローン・サラ金

230 

相談その他 

245 

工事・建築 

230 

商品一般 

280 

工事・建築 

431 

4
商品一般 

10 

フリーローン・サラ金

124 

相談その他 

182 

フリーローン・サラ金

243 

フリーローン・サラ金

199 

不動産貸借 

211 

ファンド型投資信託

383 

5
他の健康食品

10 

相談その他 

114 

商品一般 

166 

商品一般 

214 

商品一般 

187 

相談その他 

187 

相談その他 

252 

6
音響・映像ソフト

9 

商品一般 

109 

四輪自動車 

141 

工事・建築 

203 

相談その他 

161 

ファンド型投資信託

163 

他の健康食品

182 

7
携帯電話 

9 

四輪自動車 

97 

工事・建築 

133 

携帯電話 

139 

インターネット接続回線

93 

フリーローン・サラ金

141 

不動産貸借 

173 

8
携帯電話サービス

9 

携帯電話 

81 

携帯電話 

127 

四輪自動車 

133 

携帯電話サービス

91 

インターネット接続回線

99 

株 

169 

9
二輪車 

9 

インターネット接続回線

77 

エステティックサービス

100 

携帯電話サービス

119 

四輪自動車 

89 

修理サービス

94 

公社債 

160 

10
学習塾 

8 

携帯電話サービス

66 

携帯電話サービス

100 

インターネット接続回線

114 

クリーニング

81 

携帯電話サービス

84 

健康食品 

153 

総計 1,037 4,589 6,469 8,163 5,791 5,905 7,958 

* 20 歳未満10位タイ：不動産貸借（8件）

⑥高齢者の相談 

図5は70歳以上の高齢者の相談件数と相談全体に占める構成比の推移を示していますが、相談

件数は平成25年度に送り付け商法に関する相談が急増した反動で、平成26年度に一度減少して

いますが、平成27年度には再び増加に転じています。全相談件数に占める割合では平成27年度

が17.2％となっていますが、これは平成27年 4月 1日時点のさいたま市の人口における70歳

以上の割合15.2％を上回っており、高齢者の相談が相対的に多くなっていると言えます。 
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図５ 高齢者の相談件数と相談全体に占める構成比の推移（70歳以上） 

図6は相談者と契約者の同一性を比較したものですが、高齢者の相談の特徴と1つとして、

契約当事者本人からではなく別の人からの相談が他の年代と比べて多くなっています。高齢者

は、身体的・精神的な問題により相談することが困難であったり、被害に遭ったこと自体に気

づいていないことがあります。そのため、家族や※民生・児童委員、※ホームヘルパーなどの第

三者が、本人に代わって相談することが多くなっています。

図６ 相談者と契約者の同一性比較（平成27年度までの5年間） 

図 7は販売購入形態別の割合を比較したものですが、高齢者の場合、訪問販売、電話勧誘販

売、訪問購入における割合が、相談全体と比較して 2 倍以上になっています。前述のとおり、

在宅時間が長く、勧誘を受けやすいことや、悪質な勧誘のターゲットになりやすいことが理由

として考えられます。 

図７ 販売購入形態別割合の比較（平成２７年度までの５年間） 
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平成 27 年度までの 5 年間で、商品・サービス別に相談が多かったものが表５になります。

相談全体の中での 70 歳以上の割合 18.0％に対して、塗りつぶした商品・サービスは 70 歳

以上の割合がこれを上回っているもので、他の年代に比べて70歳以上の相談が多くなってい

るものとなっています。これを見ると、訪問販売や電話勧誘販売で取り扱われる商品・サービ

スが多くなっています。特に投資関連の金融商品については、全体の 53.9％と過半数が 70

歳以上の相談となっており、高齢者がこうした商品・サービスの勧誘ターゲットになっている

と考えられます。 

表 5 70歳以上の商品・サービス別相談上位（平成27年度までの5年間）単位：件、%

70歳以上 
相談件数計 70歳以上割合

構成 

総 計 5,030 100.0% 27,921 18.0%

デジタルコンテンツ 533 10.6% 8,129 6.6%

商品一般 456 9.1% 1,652 27.6%

工事・建築 431 8.6% 1,536 28.1%

ファンド型投資商品 ☆ 383 7.6% 761 50.3%

相談その他 252 5.0% 1,479 17.0%

他の健康食品 182 3.6% 455 40.0%

不動産貸借 173 3.4% 2,294 7.5%

株 ☆ 169 3.4% 269 62.8%

公社債 ☆ 160 3.2% 252 63.5%

健康食品 153 3.0% 258 59.3%

フリーローン・サラ金 148 2.9% 1,222 12.1%

新聞 130 2.6% 409 31.8%

役務その他サービス 115 2.3% 476 24.2%

修理サービス 114 2.3% 478 23.8%

インターネット接続回線 104 2.1% 658 15.8%

宝くじ 92 1.8% 172 53.5%

布団類 90 1.8% 191 47.1%

他の台所用品 88 1.7% 187 47.1%

普通生命保険 80 1.6% 242 33.1%

テレビ放送サービス 78 1.6% 363 21.5%

投資信託 ☆ 47 0.9% 71 66.2%

他のデリバティブ取引 ☆ 17 0.3% 63 27.0%

商品デリバティブ取引 ☆ 13 0.3% 40 32.5%

デリバティブ取引 ☆ 11 0.2% 27 40.7%

☆金融投資関連 800 15.9% 1,483 53.9%
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表６は商品・サービス別上位項目の平成27年度までの5年間の推移を示したものです。こ

れを見ると、情報化の急速な発展に伴い、デジタルコンテンツやインターネット接続回線など

の相談が急増しています。また、訪問販売や電話勧誘販売で取り扱われる商品・サービスの中

では、工事・建築や健康食品、修理サービスなどが70歳以上の相談件数全体の増加率を上回

る増加となっています。 

表６ 70歳以上の商品・サービス別相談上位（平成27年度までの5年間の推移）（単位：件、％）

23年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 5 年間計 4年間増加率

総計 1,411 1,517 1,852 1,587 1,591 7,958 112.8%

デジタルコンテンツ 49 61 106 143 174 533 355.1%

商品一般 58 54 116 141 87 456 150.0%

工事・建築 85 75 82 77 112 431 131.8%

ファンド型投資商品☆ 64 109 114 64 32 383 50.0%

相談その他 53 55 59 36 49 252 92.5%

他の健康食品 13 35 75 21 38 182 292.3%

不動産貸借 41 33 31 33 35 173 85.4%

株 ☆ 47 39 38 29 16 169 34.0%

公社債 ☆ 59 39 32 23 7 160 11.9%

健康食品 6 25 87 17 18 153 300.0%

フリーローン・サラ金 35 44 27 19 23 148 65.7%

新聞 22 24 26 24 34 130 154.5%

役務その他サービス 16 14 51 22 12 115 75.0%

修理サービス 21 22 17 27 27 114 128.6%

インターネット接続回線 9 24 24 16 31 104 344.4%

宝くじ 39 29 13 7 4 92 10.3%

布団類 17 14 21 23 15 90 88.2%

他の台所用品 18 11 20 19 20 88 111.1%

普通生命保険 16 11 18 22 13 80 81.3%

テレビ放送サービス 15 10 10 21 22 78 146.7%

投資信託 ☆ 11 10 7 8 11 47 100.0%

他のデリバティブ取引 ☆ 7 3 4 2 1 17 14.3%

商品デリバティブ取引 ☆ 3 1 6 3   13 0.0%

デリバティブ取引 ☆ 7 5   1   13 - 

☆金融投資関連 198 206 201 130 67 802 33.8%

図７は相談における※あっせんの割合を示したものですが、高齢者の場合、あっせん相談の

割合が相対的に高くなっています。高齢者は自主交渉による解決が困難であることが多く、他

の年代と比べて、消費生活センターが相談者と事業者とのあっせんを行って、相談の解決を図

る事例が多くなっていることを示しています。 

図７ あっせんの割合 

あっ

せん

15%

70歳以上

あっ

せん

11%

他の年代 *1

*1 年齢不明を除く 
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(2)課題 

①消費者のライフステージに合わせた消費者教育の必要性（若者、高齢者） 

さいたま市の消費生活相談データを見ると、表7のとおり年代別に消費生活相談の件数や

内容・傾向に差異があります。また、消費者が消費生活を送るにあたって、必要となる商品・

サービスは、各消費者のライフステージごとに変化していきます。そこで、消費者教育を効

率的・効果的に実施するためには、それぞれのライフステージに合せて適切な消費者教育を

実施していくことが求められます。 

  表 7 ライフステージ別特徴・消費者被害・対策 

ライフ 

ステージ 
特徴 特徴的な消費者被害等 対策 

若者 

（～29歳）

社会経験が少なく、消費生活問題

に対する知識・危機感が乏しい 

インターネット関連 

マルチ商法 

・消費生活の危険性啓発 

ネット通販、情報セキュリティ、

悪質商法の存在 

勤労世代 

（20～69歳）

経済活動の中心世代で、消費活動

が活発 

インターネット関連 

賃貸住宅トラブル 

・消費生活センター周知 

・消費者市民社会啓発 

・老後の備え 

高齢者 

（70歳～）

相対的に判断力・交渉力に衰え 

被害の認識が乏しい 

訪問販売・電話勧誘販売 

投資・財産管理関連 

情報化関連が急増 

高齢化進展で今後急増 

・悪質情報（最新・頻発） 

・周囲の人への啓発 

・見守りネットワーク 

 ②増加するインターネットに関する消費者トラブルへの対応 

一方で、情報化社会の進展に伴い、インターネットに関する消費者トラブルは、特定の世

代に限らず、急増しています。さいたま市の消費生活相談において、すべての年代で商品・

サービス別件数ランキングの1位は「デジタルコンテンツ」になっており、その件数も年々

増加しています。私たちの消費生活において、情報化の進展は、ネット通販や※電子マネー

取引、※ネットバンキングなど、様々な分野での利便性の向上につながる一方、インターネ

ット関連を中心に、消費者トラブルも急激に増加しており、今後も増加傾向が続くと考えら

れます。情報技術の進歩は加速度的なスピードで進んでいるため、消費者が情報化に関する

知識やリスクを十分把握することは極めて困難であり、こうした背景を狙って、新たな技術

の進化を取り込んだ、新手の悪質商法の手口が次々に現れています。こうした現状に対して、

インターネット関連の消費者トラブルを減らすため、効果的な対応が求められます。 

・※ＩＣＴ知識の教育（基礎知識、リスク認識） 

・ネット関連消費者トラブルの教育（パターン・事例、注意点） 

・最新情報の提供（トピックス、被害事例） 

③様々な担い手による消費者教育の推進と連携 

消費者教育は、私たちの暮らしの中で、ありとあらゆる消費生活に係るものであるため、

対象や内容が多岐に渡り、行政の消費者行政担当部署だけで対応することは困難です。消費

生活相談状況を見ても、社会経験の少ない若者や高齢者をはじめとする消費者弱者は、事業

者に対して、判断力・交渉力が相対的に劣るため、特に支援する必要があり、教育関係機関

や福祉関係機関と連携した取組が求められます。 
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 ・学校（小・中・高）での消費者教育 

・高齢者等への教育と福祉関係者等との連携 

・サポーターの活用（育成・支援） 

・消費者団体や事業者との協働 

 ④消費者市民社会の構築に向けた活動の強化 

従来、消費者教育は、消費者が消費者被害に遭わないようにという、消費者被害の未然防

止が主たる目的でした。しかし、推進法が施行され、消費者が自らの利益の擁護及び増進す

るために主体的に行動し、自らの選択と行動が社会全体に与える影響を考慮しつつ公正かつ

持続可能な社会の形成に積極的に参画することができる、「消費者市民社会」の形成がその

目的に加わり、消費者教育の範囲が飛躍的に広がりました。 

しかし、「消費者市民社会」という言葉やその定義は、まだ十分に市民に浸透していませ

ん。一方で、環境意識が高まり、※フェアトレードや※エシカル消費といった言葉も、メディ

ア等で目にするようになってきました。「消費者市民社会」自体を認識していなくても、そ

の考え方そのものに理解を示し、共感する消費者は増えてきていると思われます。 

「消費者市民社会」とはどんなものなのかを理解してもらい、消費者自らが活動していけ

るよう、認知度向上のための活動をより積極的に展開していく必要があります。 

・消費者市民社会の認知度向上 

・関係所管による取組の推進と連携（※食育、※環境教育、※国際理解教育等） 
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(1)消費者教育を受ける機会の増加 

市民を取り巻く消費生活の現状は、消費生活相談件数が高止まりし、新たな手口による消費者

トラブルが日々発生するなど、変化をしながら複雑化・高度化してきています。一方で、効果的

に消費者教育を進めていくためには、対象者の年齢や生活状況等に応じて、様々な消費者教育を

実施していく必要があると思われます。 

そのためには、まず消費者が消費者教育を受ける機会を増やし、一人でも多くの消費者に、消

費者の置かれている現状を知ってもらい、消費者トラブルに巻き込まれないようにすること、さ

らには消費者市民社会に理解を示してもらうことが重要です。 

しかし、消費者トラブルに遭ってしまう消費者は、消費者教育をほとんど受けたことが無い人、

関心が無い人が多いと考えられます。今まで消費者教育を受けていなかった人に、どうやって消

費者教育を行っていくかを検討し、今まで取り組んでいなかった、新しい取り組みを積極的に導

入して、消費者教育のすそ野を広げることも重要と思われます。 

＜具体的な施策＞ 

・消費生活講座・セミナー（回数・人数） 

・情報提供（ホームページ、チラシ・冊子、新聞・ラジオ・テレビ・雑誌等媒体別実績） 

・担い手の活用・育成・支援（サポーター活用回数、団体・事業者等との連携回数） 

(2)情報関連教育 

情報化社会の急速な進展に伴い、インターネットを利用した取引が急増し、それと共に関連す

る消費者トラブルが発生しています。スマートフォンをはじめとした情報端末の普及で、未成年

から高齢者まで、あらゆる年代の消費者において、インターネット関連の消費生活相談は最も多

くの件数が寄せられています。 

ＩＣＴの進歩は著しく早く、専門的な知識を一般の消費者が把握することは困難です。しかし、

市民全体の※ＩＣＴリテラシーを高め、インターネット関連トラブルの現状や制度や環境の変化

による想定から、適時・適切な消費者教育を実施していくことで、被害を最小限に抑えることが

できると思われます。 

＜具体的な施策＞ 

・情報関係消費生活講座・セミナー（回数・人数） 

・インターネット関連消費者トラブルの情報提供（媒体別実績） 

(3)高齢者に対する消費者教育 

高齢化の進展は、日本のあらゆる自治体にとって避けて通ることのできない、大きな問題です。

平成 28 年 4 月 1 日時点のさいたま市における 65 歳以上の高齢者の総人口に占める割合は約

22%と、全国平均の約27%と比べて低いものの、今後ますます高齢化が進み、そのスピードも

３ 方向性と具体的な施策
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加速していきます。消費生活においても、高齢者の相談は人口比率以上に件数が多く、内容的に

も消費者弱者である高齢者をターゲットにしたような悪質商法によるトラブルが多く見られ、高

齢者の消費者トラブルの削減は、消費者行政の上で大きな課題となっています。 

さいたま市では、高齢者の消費者被害対策を基本計画の重点施策に掲げ、取組を強化していま

すが、高齢者に直接向けた消費者教育だけでなく、高齢者に日頃接する人への教育や関係機関と

の連携強化、更には、高齢者を取り巻く見守りネットワークの形成など、様々なアプローチで消

費者教育を進めていくことで、効果的に成果につながると考えています。 

＜具体的な施策＞ 

・高齢者向け消費生活講座・セミナー（回数・人数） 

・高齢者の周りの人に対する消費生活講座・セミナー（回数・人数） 

・高齢者向けの情報提供（配布先別実績） 

・見守りネットワーク形成に向けた取組（関係機関との意見交換、審議会での提議） 

(4)学校での消費者教育 

消費生活の相談状況を見ると、20歳未満の相談件数は、他の年代と比べて相談件数が少なく、

相対的に問題がないと思われますが、20 歳以上の勤労世代は、仕事を持ち、経済活動を行いな

がら、日常生活を営んでいる中で、消費者教育を受けるための時間を設けることは非常に困難で

す。一方で、20 歳未満は未成年として、契約上一定の保護がされていますが、20 歳になった

途端にこの保護が無くなり、契約当事者としての責任を負うことになります。 

未成年の内に体系的に消費者教育を実施し、契約についての知識の習得やリスクの認識は、消

費者トラブルの未然防止になるだけでなく、消費者としての自覚・責任を身につけることによっ

て、正常な市場の育成にもつながるもので、学校において体系的な消費者教育を実施することが

重要であると考えます。 

＜具体的な施策＞ 

・学校における消費者教育＜教育委員会主体＞（施策数、回数、人数等実績） 

・学校における消費生活講座実施、情報提供＜消費生活センター主体＞ 

（施策数、回数、人数等実績） 

◆◆ 消費者市民社会の実現に向けた消費者教育 ◆◆ 

消費者市民社会に対する教育は、消費者市民社会とはどのようなものかという、言葉の定義づ

けや考え方の周知に関するものと、消費者市民社会の形成に関連した内容の消費者教育・啓発の

実施に大別されます。「消費者市民社会」という言葉やその内容の認知度ももちろん必要ですが、

より重要なのは、消費者市民社会の考え方に多くの消費者が共感して、そのための行動をとって

もらうことだと考えています。 

そのため、さいたま市では、消費者市民社会の形成に関連した内容の消費者教育・啓発を先行

して実施しながら、今後「消費者市民社会」という言葉と考え方についての周知活動を進めてい
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きます。消費者市民社会に関連した消費者教育は、食育、環境教育、国際理解教育など、非常に

多岐に渡るため、消費生活センター以外の関係部署と連携して、様々な分野において幅広く教育

活動を進めていきます。 

＜具体的な施策＞ 

・消費者市民社会関連の教育・啓発実施（取組事業数） 

・消費者市民社会の周知活動（情報提供実績） 
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(1)イメージマップ （参考）消費者教育推進のための体系的プログラム研究会によるイメージマップ

幼児期 小学生期 中学生期 

各期の特徴 

重点領域

様々な気づきの体験を
通じて、家族や身の回
りの物事に関心をもち、
それを取り入れる時期 

主体的な行動、社会や
環境への興味を通し
て、消費者としての素
地の形成が望まれる時
期 

行動の範囲が広がり、
権利と責任を理解し、ト
ラブル解決方法の理
解が望まれる時期 

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

商
品
等
の
安
全

生
活
の
管
理
と
契
約

情
報
と
メ
デ
ィ
ア

※本イメージマップで示す内容は、学校、家庭、地域における学習内容に 

消費がもつ 
影響力の理解

持続可能な 
消費の実践

消費者の参画・
協働

おこづかいや買い物に関
心を持とう

商品安全の 
理解と危険を 
回避する能力

トラブル対応 
能力

選択し、契約す
ることへの理解と
考える態度

生活を設計・ 
管理する能力

情報の収集・ 
処理・発信能力

情報社会の 
ルールやモラル
の理解

消費生活情報に
対する 
批判的思考力

消費をめぐる物と金銭の
流れを考えよう

消費者の行動が環境や
経済に与える影響を考え
よう

身の回りのものを大切にし
よう

自分の生活と身近な環境
とのかかわりに気づき、物
の使い方などを工夫しよう

消費生活が環境に与える
影響を考え、環境に配慮
した生活を実践しよう

協力することの大切さを
知ろう

身近な消費者問題に目
を向けよう

身近な消費者問題及び
社会課題の解決や、公正
な社会の形成について考
えよう

くらしの中の危険や、もの
の安全な使い方に気づこ
う

危険を回避し、物を安全
に使う手がかりを知ろう

危険を回避し、物を安全
に使う手段を知り、使おう

困ったことがあったら身近
な人に伝えよう

困ったことがあったら身近
な人に相談しよう

販売方法の特徴を知り、ト
ラブル解決の法律や制
度、相談機関を知ろう

約束やきまりを守ろう

物の選び方、買い方を考
え適切に購入しよう 
約束やきまりの大切さを
知り、考えよう

商品を適切に選択すると
ともに、契約とそのルール
を知り、よりよい契約の仕
方を考えよう

欲しいものがあったとき
は、よく考え、時には我慢
することをおぼえよう

物や金銭の大切さに気づ
き、計画的な使い方を考
えよう 
お小遣いを考えて使おう

消費に関する生活管理
の技能を活用しよう 
買い物や貯金を計画的に
しよう

身の回りのさまざまな情
報に気づこう

消費に関する情報の集め
方や活用の仕方を知ろう

消費生活に関する情報
の収集と発信の技能を身
に付けよう

自分や家族を大切にしよ
う

自分や知人の個人情報
を守るなど、情報モラルを
知ろう

著作権や発信した情報へ
の責任を知ろう

身の回りの情報から「な
ぜ」「どうして」を考えよう

消費生活情報の目的や
特徴、選択の大切さを知
ろう

消費生活情報の評価、
選択の方法について学
び、意思決定の大切さを
知ろう

４ 資料・用語解説
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３．資料・用語解説 

(1)イメージマップ （参考）消費者教育推進のための体系的プログラム研究会によるイメージマップ

高校生期 
成人期 

特に若者 成人一般 特に高齢者 
生涯を見通した生活の
管理や計画の重要性、
社会的責任を理解し、主
体的な判断が望まれる
時期 

生活において自立を進
め、消費生活のスタイ
ルや価値観を確立し自
らの行動を始める時期 

精神的、経済的に自立
し、消費者市民社会の
構築に、様々な人々と
協働し取り組む時期 

周囲の支援を受けつつ
も人生での豊富な経験
や知識を消費者市民社
会構築に活かす時期 

ついて体系的に組み立て、理解を進めやすいように整理したものであり、学習指導要領との対応関係を示すものではありません。

生産・流通・消費・廃棄が
環境、経済や社会に与え
る影響を考えよう

生産・流通・消費・廃棄が
環境、経済、社会に与え
る影響を考える習慣を身
に付けよう

生産・流通・消費・廃棄が
環境、経済、社会に与え
る影響に配慮して行動し
よう

消費者の行動が環境、経
済、社会に与える影響に
配慮することの大切さを
伝え合おう

持続可能な社会を目指し
て、ライフスタイルを考え
よう

身近な消費者問題及び社会
課題の解決や、公正な社会
の形成に協働して取り組むこ
との重要性を理解しよう

安全で危険の少ないくら
しと消費社会を目指すこ
との大切さを理解しよう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関の利用法を
知ろう

適切な意思決定に基づ
いて行動しよう 
契約とそのルールの活用
について理解しよう

主体的に生活設計を立
ててみよう 
生涯を見通した生活経済
の管理や計画を考えよう

情報と情報技術の適切
な利用法や、国内だけで
なく国際社会との関係を
考えよう

望ましい情報社会のあり
方や、情報モラル、セキ
ュリティについて考えよう

消費生活情報を評価、選
択の方法について学び、
社会との関連を理解しよう

安全で危険の少ないくら
し方をする習慣を付けよう

安全で危険の少ないくら
しと消費社会をつくろう

安全で危険の少ないくら
しの大切さを伝え合おう

消費者問題その他の社会
課題の解決や、公正な社会
の形成に向けた行動の場を
広げよう

地域や社会で協働して消
費者問題その他の社会
課題を解決し、公正な社
会をつくろう

支え合いながら協働して
消費者問題その他の社
会課題を解決し、公正な
社会をつくろう

持続可能な社会を目指し
たライフスタイルを探そう

持続可能な社会を目指し
たライフスタイルを実践し
よう

持続可能な社会に役立
つライフスタイルについて
伝え合おう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関の利用する
習慣を付けよう

トラブル解決の法律や制
度、相談機関の利用しや
すい社会をつくろう

支え合いながらトラブル解
決の法律や制度、相談機
関を利用しよう

契約の内容・ルールを理
解し、よく確認して契約す
る習慣を付けよう

契約とそのルールを理解
し、くらしに活かそう

契約トラブルに遭遇しない
暮らしの知恵を伝え合お
う

生涯を見通した計画的な
くらしを目指して、生活設
計・管理を実践しよう

経済社会の変化に対応
し、生涯を見通した計画
的なくらしをしよう

生活環境の変化に対応し
支え合いながら生活を管
理しよう

情報と情報技術を適切に
利用する習慣を身に付け
よう

情報と情報技術を適切に
利用するくらしをしよう

支え合いながら情報と情
報技術を適切に利用しよ
う

情報社会のルールや情
報モラルを守る習慣を付
けよう

トラブルが少なく、情報モ
ラルが守られる情報社会
をつくろう

支え合いながら、トラブル
が少なく、情報モラルが
守られる情報社会をつく
ろう

消費生活情報を主体的
に吟味する習慣を付けよ
う

消費生活情報を主体的
に評価して行動しよう

支え合いながら消費生活
情報を上手に取り入れよ
う

Ver.1.0
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①消費生活総合センター施策

１）ライフステージ別取組状況イメージ（取組状況を５段階評価として★の数で示しています） 

２）領域ごとの取組状況イメージ 

施策名 
ライフステージ 

未成年 若者 成人 高齢者 

消費生活展 ★ ★ ★★★ ★★★ 

消費生活講座 ★ ★★ ★★★ ★★★ 

消費生活セミナー ★★  ★★ ★★★★ 

パネル展示 ★ ★★ ★★ ★★★ 

図書・ビデオ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 

紙芝居 ★★★   ★★★ 

パンフレット ★ ★★ ★★★ ★★★★ 

ホームページ ★ ★★★ ★★★ ★★ 

マスコミ活用広報  ★ ★★ ★★ 

★の数合計 １２ /４５ １３ /４５ ２１ /４５ ２７ /４５

情報と 

メディア 

20 

生活の管理

と契約 

50 

消費者市民

社会の構築 

20 

商品等 

の安全 

10 
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②その他関連部署施策 

領域 未成年 若者 成人 高齢者 

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

.49 食育を実践しようプロジェクト 

50サイエンスカフェの開催 

51食の安全・安心市民講習会

51食の安全フォーラム 

53シニアユニバーシティ 

60～78青少年育成事業 

（未成年と保護者） 

60～78青少年育成事業 

（未成年と高齢者） 

60～78青少年育成事業 

（未成年と保護者） 

60～78青少年育成事業 

（未成年と高齢者） 

60～78青少年育成事業 

（未成年） 

79ネットワーク型環境教育拠点施設＠さいたま CITY の拡充 

80 環境保全標語作品コンク

ール実施 

80 環境保全ポスター作品コ

ンクール実施 

81環境フォーラムの実施 

82さいたまこどもエコ検定

83EV教室の実施 

84節電の啓発 

85施設見学会（太陽光発電所、

火力発電所） 

85夏の親子施設見学会 85夏の親子施設見学会 

85地球温暖化セミナー 

86うちエコ診断 

87さいたま市エコライフ川柳 

87 さいたまこどもエコアイ

ディアコンクール

88出前講座の実施（環境教育） 

89エコライフDAYさいたま 

90ごみの減量及び３Rの推進のための啓発 

91さいたま市ごみゼロキャンペーン市民清掃活動の実施 

92.夏休み親子リサイクル施

設見学会 

92 夏休み親子リサイクル施設

見学会 

93ごみスクールの実施 

98農情報ガイドブック作成 

99地場産農産物料理講習会（親子、一般） 

100都市計画マスタープランについての出前講座 101 景観についての出前講

102 学校モビリティマネジ

メント

119水道施設見学会 119小学校水道教室 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学社

会） 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学家

庭） 

121 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（高校 家

庭基礎・現代社会・政治経済）

複数の領域に渡る施策は、主たる領域を色塗り表

記、従たる領域を白地表記にしています。 
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領域 未成年 若者 成人 高齢者 

商
品
等
の
安
全

51食の安全・安心市民講習会

52食の安全フォーラム 

53シニアユニバーシティ 

57健康増進法・食品表示法に基

づく栄養表示の相談・指導（事

業者） 

58一日食品衛生監視員 58一日食品衛生監視員 

59 食品衛生に関係した実験

や検査体験の実施 

59 食品衛生に関係した実験や

検査体験の実施 

94 食品表示法に基づく食品表

示（品質事項）に対する指導・

啓発（事業者） 

95 ワークステーションさいた

ま再就職チャレンジコーナーに

おけるセミナー 

96多言語生活相談 

97食品表示法に基づく食品表示（品質事項）に対する相談・苦情の対応、及び指導・啓発 

98農情報ガイドブック作成 

99地場産農産物料理講習会（親子、一般） 

118火災発生危険のある製品に関する情報提供 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学社

会） 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学家

庭） 

121 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（高校 家

庭基礎・現代社会・政治経済）

複数の領域に渡る施策は、主たる領域を色塗り表

記、従たる領域を白地表記にしています。 
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領域 未成年 若者 成人 高齢者 

生
活
の
管
理
と
契
約

3.マイナンバー制度に便乗した詐欺注意喚起 

1.振り込め詐欺被害防止啓発 

53シニアユニバーシティ 

54不審電話注意喚起（年金機構個人情報流出） 

56不審電話注意喚起（後期高齢者医療被保険者及びその家族） 

55適正受診に係る啓発 

96多言語生活相談 

103土地月間（土地に関する基本理念の普及。啓発） 

104.105 区 防犯のつどい 

107.109.111.113..区 防犯講演会 

106 ぬり絵で振り込め詐欺

被害防止啓発事業 

106 ぬり絵で振り込め詐欺被害防止

啓発事業 

108防犯強化月間における啓発活動 

110防犯のまちづくり推進事業 

112高齢者のための消費生活講座 

114 振り込め詐欺被害防止の啓発講

話 

115住宅用火災警報器悪質訪問販売についてリーフレット配布・ホームペ

ージで注意喚起 

116消火器悪質訪問販売についてホームページで注意喚起 

117防災品の活用についてホームページで紹介 

119出前講座（水道事業） 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（小学校）

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学社

会） 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学家

庭） 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（小中校外

学習・修学旅行） 

121 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（高校 家

庭基礎・現代社会・政治経済）

121 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（高校 特

別活動<携帯安全教室など>）

複数の領域に渡る施策は、主たる領域を色塗り表

記、従たる領域を白地表記にしています。 
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領域 未成年 若者 成人 高齢者 

情
報
と
メ
デ
ィ
ア

2パソコン講座の開催 

3 マイナンバー制度に便乗した詐欺注意喚起 

51食の安全・安心市民講習会

52食の安全フォーラム 

1 振り込め詐欺被害防止啓発 

49食育を実践しようプロジェクト 

50サイエンスカフェの実施 

54不審電話注意喚起（年金機構個人情報流出） 

56不審電話注意喚起（後期高齢者医療被保険者及びその家族） 

57健康増進法・食品表示法に基

づく栄養表示の相談・指導（事

業者） 

58一日食品衛生監視員 58一日食品衛生監視員 

59 食品衛生に関係した実験

や検査体験の実施 

59 食品衛生に関係した実験や

検査体験の実施 

94 食品表示法に基づく食品表

示（品質事項）に対する指導・

啓発（事業者） 

96多言語生活相談 

97食品表示法に基づく食品表示（品質事項）に対する相談・苦情の対応、及び指導・啓発 

98農情報ガイドブック作成 

99地場産農産物料理講習会（親子、一般） 

103土地月間（土地に関する基本理念の普及。啓発） 

104.105.区 防犯のつどい 

107.109.111.113.区 防犯講演会 

106 ぬり絵で振り込め詐欺

被害防止啓発事業 

106 ぬり絵で振り込め詐欺被害防止

啓発事業 

108防犯強化月間における啓発活動 

110防犯のまちづくり推進事業 

112高齢者のための消費生活講座 

114 振り込め詐欺被害防止の啓発講

話 

115住宅用火災警報器悪質訪問販売についてリーフレット配布・ホームペ

ージで注意喚起 

116消火器悪質訪問販売についてホームページで注意喚起 

117防災品の活用についてホームページで紹介 

119出前講座（水道事業） 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学社

会） 

120 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（中学家

庭）  

121 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（高校 家

庭基礎・現代社会・政治経済）

121 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（高校 情

報） 

121 学習指導要領に基づく

消費者教育の推進（高校 特

別活動<携帯安全教室など>）

複数の領域に渡る施策は、主たる領域を色塗り表

記、従たる領域を白地表記にしています。 
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(2)取組事業一覧 ＜さいたま市の取組＞

担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

1
市民生活安
全課 

振り込め詐欺被
害防止啓発 

市民（主に高
齢者） 

振り込め詐欺被害が増加しているため、被害にあわないためのポイント
や最近の手口などを市ホームページ及び市報掲載により注意喚起を行
う。 

また、高齢者交通安全教室や消費生活センター出前講座等において、振
り込め詐欺被害防止手形ＰＯＰシールの配付による啓発活動を行う。

2
ＩＣＴ政策
課 

パソコン講座の
開催 

市内在住で
当課が主催

するパソコ
ン講座の参
加申込者（定

員で締切）

当課で主催した地域ＩＣＴリーダ養成講座の修了者の中から希望者を
募り、実際に講師になってもらい、地域の公民館でパソコン初心者の市
民の方々を対象としたパソコン講座を開催した。  

【過去実績】開催実績  平成 24年度   8 件  
平成 25 年度  15 件 

平成 26 年度  16 件 
平成 27 年度  10 件 

基本計画の具

体的施策 

3
番号制度整

備室 

マイナンバー制
度に便乗した詐
欺注意喚起 

市民 

マイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚起を行った。 

活動の内容は以下のとおり。 

①デジタルサイネージを利用した周知 

場所：大宮アルシェ、さいたま新都心駅の電光掲示 
②ツィッターを利用した周知 
広報課管轄の本市公式ツィッターを利用して周知した。 

③漫画を活用したパンフレットの中での周知 
当室が独自に作成したパンフレットの中で、市職員が電話でマイ
ナンバーを訊くことはないことを注意喚起した。 

④国チラシの配布 
国から送付のあったマイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚
起に関するチラシを、各区情報公開コーナーや公民館など市関係

施設に 7,000 枚配置して周知した。 

4
消費生活総

合センター

消費生活相談に
かかる商品テス
トの実施 

市民 

消費生活相談に関して商品テストの必要が生じた場合に、埼玉県消費生

活支援センターに商品のテストを依頼しています。 
【27 年度実績】 
商品テスト依頼件数：１１件 

（国民生活センター、埼玉県消費生活支援センター） 

基本計画の具

体的施策 

5
消費生活総
合センター

商品テスト、リコ
ール情報等のす

みやかな提供 

市民 

事故等を未然に防止し、消費者を保護することを目的に速やかな情報提
供を通じて、消費者の安全・安心の確保を推進する。 

【27 年度実績】 
国や独立行政法人等のホームページで公表している製品安全に関わ
る注意喚起やリコール・製品回収等の情報が入手できるよう、センタ

ーのホームページにて紹介。 

基本計画の具

体的施策 

6
消費生活総
合センター

食品表示にかか
る相談受付、指導
及び啓発【消費生

活相談】 

市民 

消費者からの食品表示に関する相談への対応、及びその中で対応に問題

がある事業者に対しての改善要望等を行う。 
【27 年度実績】 
食品表示に関する相談＝18件 

18 件すべてにおいて、助言、その他情報提供、専門機関等の他機関
紹介を行っています。 

基本計画の具

体的施策 

7
消費生活総
合センター

【学校における
消費者教育】 
消費生活相談に

基づく具体的事
例集などパンフ
レットの配布に

よる授業での活
用 

学生 

消費生活相談の事例集などの若年者を対象として作成された資料を学

校等に配布して授業で活用してもらう。 
【27 年度実績】 
若者を対象とした悪質商法に関するリーフレット・ポスターを授業で

活用してもらうべく市内の学校に配布 
・「悪質商法に気をつけろ！」リーフレット配布 
市内中学校、高等学校、専修・各種学校、短大、大学、用語学校

に配布：2203部 
・「悪質商法に気をつけろ！」ポスター配布 
市内中学校、高等学校、専修・各種学校、短大、大学、用語学校

に配布：254部 
・「くらしの豆知識」 
市内中学校、高等学校に配布：61部 

基本計画の具

体的施策 

8
消費生活総

合センター

【学校における
消費者教育】 
消費生活に関す

る図書・ビデオの
貸出による授業
での活用 

学生 

センターが所有する消費生活に関する書籍や映像ソフトの貸出を学校
に行なう。 

【27 年度実績】 
DVD 貸出 9件 
・中学校 9件（悪質商法関連：6件、生活関連 3件） 

・高校 0件 
・その他 0件 

基本計画の具

体的施策 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

9
消費生活総

合センター

専門講師等によ

る小学校・中学
校・高校での消費
生活に関する出

前講座の実施 

学生 

学校にて若年者向けの消費生活に関するテーマの出前講座を実施する。
【27 年度実績】 
中学校 4校で消費生活出前講座を実施しました。（13回開催、参加

人数 462 人） 
これまで相談員のみが講義を行う講座の方式に加え、教員と相談員と
のチーム・ティーチングによる方式を取り入れました。 

基本計画の具

体的施策 

10
消費生活総
合センター

消費者教育を担
う教職員対象の
消費生活に関す

る学習会等の実
施 

学校教職員

市内の学校教職員を対象にした消費生活に関する講座等を実施する。
【27 年度実績】 

 ・小学校家庭科教員研修会 
 ・中学校家庭科教員研修会 
 ・中学校社会科研究協議会 

 ・小学校校長会 
 ・中学校校長会 
 ・高校校長会 

 ・中学校家庭科新任教員研修会 
 上記研修会等において、消費者行政の概要説明、消費生活センター
の周知、消費者教育教材の配布および活用依頼、出前講座の活用依頼

等の説明を行いました。 

基本計画の具

体的施策 

11
消費生活総

合センター

保護者対象の消
費生活に関する
学習会等の実施

生徒の保護

者 

消費生活に関するテーマについて、生徒の保護者を対象に学習会等を実
施する。 

【27 年度実績】 
申込みがありませんでした。 

基本計画の具

体的施策 

12
消費生活総
合センター

専門学校、短大、
大学を対象にし

たパンフレット
の配布による啓
発 

専門学校生、

短大生、大学
生 

消費生活相談の事例集などの若年者を対象として作成された資料を学
校等に配布し、学生に啓発をする。 
【27 年度実績】 

若者を対象とした悪質商法に関するリーフレット・ポスターを授業で
活用してもらうべく市内の学校に配布しました。 
・「悪質商法に気をつけろ！」リーフレット配布 

市内中学校、高等学校、専修・各種学校、短大、大学、養護学校
に配布：2,203 部 

・「悪質商法に気をつけろ！」ポスター配布 

市内中学校、高等学校、専修・各種学校、短大、大学、養護学校
に配布：254部 

・「くらしの豆知識」 

市内中学校、高等学校に配布：61部 

基本計画の具

体的施策 

13
消費生活総
合センター

公民館、児童セン
ター、福祉施設等
へのパンフレッ

トの配布による
啓発 

市民(地域) 

地域の市民や子供たちが集まる公民館や児童センターなどに対し、消費
生活に関するパンフレットなどの提供を行う。 

【27 年度実績】 
各地区の公民館に対し、消費生活に関する啓発資料の配布や消費生活
に関するイベント告知（セミナー等）などを随時行いました。 

・消費者フォーラム告知 1、セミナー告知 4、消費生活展 1 

基本計画の具

体的施策 

14
消費生活総

合センター

地域・家庭に対す

る消費生活に関
する図書・ビデオ
の貸出による啓

発 

市民(地域) 

センターが所有する消費生活に関する書籍や映像ソフトを市民に貸出

す。 
【27 年度実績】 
市民（個人・自治会・老人会）に対し、消費生活に関する情報誌を

14 点貸出。 

基本計画の具

体的施策 

15
消費生活総
合センター

公民館、児童セン
ター、福祉施設等

における消費生
活に関する出前
講座の実施 

市民(地域) 

年度当初に出前講座の案内を送付し、申し込み先にて消費生活出前講座
を開催する。 

【27 年度実績】 
公民館 22回（1,094 人）、老人会 4 回（145 人）、シニア学校
シルバー人材センター 3回（150人）、老人福祉施設、介護施設

6回(190 人）、自治会 5 回（250 人）、地域包括支援センター 
7 回(190 人)、市(総務課) 1 回（50 人）、市(高齢介護課) 1 回 
（30 人）、市(福祉課) 10 回（362 人）、学校 13 回（462 人）、

学校職員 3 回（78 人）、企業 2 回（110 人）、障がい者関連団
体 5 回（160 人）、他団体 2回（65 人） 

回数計 84 回 延べ 3,336 人 

基本計画の具

体的施策 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

16
消費生活総
合センター

消費者の意識啓

発と知識向上の
ため、消費生活セ
ミナーの実施 

市民 

消費生活に関する流行・消費者の興味関心大きい内容で消費生活セミナ
ーを企画し、市内在住・在勤の方対象に参加募集行う。 
【27 年度実績】 

消費生活セミナー実施回数＝10回 
定 員 数・・・663 人 
申込者数・・・783人 

申 込 率・・・118％ 
7 / 3 家族のために知っておきたい！やさしい相続講座 
7 / 7 わたしのエンディングノート 

7 / 9 わたしのマネープラン 
8 / 3 世界に一つしかない！LED オリジナルランプを作ろう 
8 / 6 やさいのヒミツを学ぼう！ 

1 2/3 食の健康術 楽しく食べて健康に 
12/7  悪質商法回避術 寸劇で学ぼう！ 
12/10 掃除しやすい収納術 

3 / 2 家族のために知っておきたい！やさしい相続講座 
3 / 9 電力を学ぼう！ 

基本計画の具

体的施策 

17
消費生活総
合センター

消費者団体など

へのパンフレッ
トなどの学習資
料の提供 

市民(団体) 

消費者教育や研究を行っている消費者団体に対し、消費生活に関するパ
ンフレットなどの提供を行う。 
【27 年度実績】 

・「くらしの情報」の№98、99、101 の提供 
・「さいたま市消費者行政の概要」の提供 
・くらしの情報№100 について、消費者団体へ送付し配布・配架依頼

(コープみらい：100 部 医療生協：300部) 
・消費者団体が講師を行う学習会へ、パンフレットの資料提供 

基本計画の具

体的施策 

18
消費生活総
合センター

消費者団体など

に対する消費生
活に関する図
書・ビデオの貸出

市民(団体) 

センターが所有する消費生活に関する書籍や映像ソフトを消費者団体

等に貸出を行う。 
【27 年度実績】 
書籍・映像ソフトの貸出し＝0件 

基本計画の具

体的施策 

19
消費生活総

合センター

消費者団体など
における消費生

活に関する出前
講座の実施 

市民(団体) 

消費者活動を推進している消費者団体などに対し、消費生活に関する出
前講座を実施する。 

【27 年度実績】 
申込みなし 

基本計画の具

体的施策 

20
消費生活総
合センター

消費者団体など
への学習場所の

提供 

市民(団体) 

JACK ビル内にある研修室を消費者団体などへ学習場所として提供す

る。 
【27 年度実績】 
消費者団体への学習場所の提供…11回 

基本計画の具

体的施策 

21
消費生活総
合センター

消費者団体など

の活動支援のた
めの消費生活展
の開催 

市民 

市内で自主的に活動をしている消費者団体に日頃の活動、研究の成果を
発表する場を提供するとともに、事業者団体の参加を得て、広く消費生

活情報を提供し消費生活に関する啓発を図る。消費生活に関するパネル
の展示、クイズラリーなどを行なう。 
【27 年度実績】 

第 15回さいたま市消費生活展 
テ ー マ あなたも私もみんな消費者～よく見て・よく聴いて、かし

こく選択～ 

日 時 平成 27年 10月 18 日（日）10:00～16:00 
会 場 さいたま新都心駅 東西自由通路 
内 容 パネル展示・クイズラリー・ステージイベント等 

主 催 さいたま市 
共 催 さいたま市消費者団体連絡会 
参加団体 市内各消費者団体や事業者等(22 団体) 

参加人数 4,300 人 

基本計画の具

体的施策 

22
消費生活総

合センター

消費者団体など
との協働による

啓発街頭キャン
ペーンの実施 

市民 

消費者団体及び消費生活センター職員により、街頭において、悪質商法
の未然防止や被害救済を目的にポケットティッシュなどの啓発物を作

成し、道行く人々に配布し注意を呼びかける。 
【27 年度実績】 
消費生活に関する相談の窓口である消費生活センターを市民に周知

させるため、消費者団体と協力して大宮駅前にて街頭キャンペーンを
実施し、啓発グッズの配布を行った。 
実 施 日 平成 27年 10月 9 日(金) 13:30～14:30 

実施場所 大宮駅西口前 2階デッキ 
配 布 物 消費生活センターPRポケットティッシュ 2,000 個 

基本計画の具

体的施策 

23
消費生活総

合センター

消費者団体など
の活動・運営への
補助 

市民(団体) 

市民の消費生活向上のため、消費者団体及び消費者団体の連合体の運営
に要する経費について補助する。 
【27 年度実績】 

補助金交付：さいたま市消費者団体連絡会 150,000 円 
毎月１回開催される消費者団体連絡会定例会に職員が出席し、補助金
利用について確認を行った。 

基本計画の具

体的施策 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

24
消費生活総
合センター

携帯電話、パソコ

ン等の適正使用
に関する出前講
座の実施 

市民 

携帯電話やパソコンの適正使用に特化したテーマによる出前講座を実
施する。 
【27 年度実績】 

携帯電話やパソコンの適正使用に特化した出前講座の申込みがあり
ませんでした。 

基本計画の具

体的施策 

25
消費生活総
合センター

消費者活動を担
う消費者リーダ
ーの育成とその

活用 

市民 

消費者教育を担うリーダー的な市民を育成するためのセミナー等を実
施する。 
【27 年度実績】 

平成 23 年度、埼玉県の消費者被害防止サポーター養成講座を修了し
たサポーターに対し、市としてフォローアップ講座を実施して以降、
特別な育成や活用は行っていなかったため、これまでの経緯と問題点

等を整理し、今後の方向性の検討を行った。 
具体的には、他自治体のサポーター活用の状況確認、サポーター設置
要領等の策定準備、県との連携確認等を行い、平成28年度に事業展

開するための準備を行った。 

基本計画の具

体的施策 

26
消費生活総
合センター

消費者教育推進

地域協議会の設
置と運営 

市民 

平成 24 年 12 月に消費者教育推進法が施行され、地域における消費者教
育を総合的、体系的かつ効果的に推進するため、消費者、消費者団体、

事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の市町村関
係機関等をもって構成する消費者教育推進地域協議会を組織すること
が努力義務とされた。 

【27 年度実績】 
消費者教育推進地域協議会を設置し、8月 24 日に第 1回協議会を開
催、平成 27年度に 2回の協議会を開催した。 

基本計画の具

体的施策 

27
消費生活総
合センター

消費者教育基本
計画の策定と状

況確認（総合的か
つ一体的な消費
者教育の推進）

市民 

平成 24 年 12 月に消費者教育推進法が施行され、地域における消費者教
育を総合的、体系的かつ効果的に推進するため、地域における関係者の

意見を反映させて、市町村消費者教育推進計画を定めることが努力義務
とされた。 
【27 年度実績】 

消費者教育推進地域協議会を設置、平成 29年 4月に消費者教育推進
計画を実施するため、平成 27年度に 2回の協議会を開催して計画策
定の協議を行った。 

基本計画の具

体的施策 

28
消費生活総

合センター

グリーンコンシ
ューマーの啓蒙
と育成 

市民 

「環境」という視点をもった消費者（グリーンコンシューマー）が増え
るよう啓発を行います。 
【27 年度実績】 

買い物の際にレジ袋の利用を減らすよう、センターが作成したエコバ
ッグを様々なイベントの際に配布し、グリーンコンシューマーの考え
方について啓発を行いました。 

基本計画の具

体的施策 

29
消費生活総
合センター

事業者に対する

商品の過大・過剰
包装削減の周知

事業者 

商品の過大・過剰包装を削減するよう啓発を行う。 
【27 年度実績】 

消費生活センターのホームページにて、過大または過剰な包装をし、
又は容器を用いないといった商品包装の適正化について啓発を行い
ました。 

基本計画の具

体的施策 

30
消費生活総
合センター

インターネット
等を通じた消費
生活に関する情

報の迅速な収
集・提供 

市民 

市のホームページに消費者被害を未然防止・拡大防止するために、消費
者被害に関する情報やその予防法・対処法、また、消費生活に関する情
報を提供していく中で、社会問題となるような事件･事故や市民に重要

であると思われる情報については迅速に提供していく。 
【27 年度実績】 
センターホームページより、各種イベント情報、注意喚起など市民の

消費生活に関する必要な情報について分かりやすく情報提供を行い
ました。（60回以上） 

基本計画の具

体的施策 

31
消費生活総
合センター

学校、地域、家庭

へのパンフレッ
トなどの学習資
料の提供 

市民 

学校、地域に根付いた組織や団体、一般市民に対し、消費生活に関する
パンフレットなどの提供を行う。 
【27 年度実績】 

学校、各区役所情報公開コーナーを含めた公共施設に対し、消費生活
に関する啓発資料や消費生活に関するイベント告知などを随時行い
ました。 

 ・特別相談のパンフレット提供 3 回 
・セミナー・講演会等のイベント告知 7 回 

基本計画の具

体的施策 

32
消費生活総
合センター

学校、地域、家庭
に対する消費生
活に関する図

書・ビデオの貸出

学校、地域、家庭にセンターが所有する消費生活に関する書籍や映像ソ

フトの貸出を行う。 
【27 年度実績】 
学校、市民、団体等に向け、9回の映像ソフト貸出 

・図書 1件(紙芝居) 
・DVD 14 件（悪質商法、生活関連） 

基本計画の具

体的施策 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

33
消費生活総
合センター

消費生活に関す

るパネル展示に
よる啓発 

市民(特に若
者・高齢者)

消費者問題に関する啓発事業の 1つとして、「マルチ商法」、「架空請
求」といった、いわゆる「悪質商法」に関するパネルの展示を実施する。
【27 年度実績】 

消費生活総合センター内でのパネル展示 
≪消費者月間キャンペーンの期間≫ 
消費者フォーラム会場内、ＪＡＣＫビル1階通路、コムナーレ

9階浦和消費生活センター前パネル展示コーナー、岩槻消費生
活センターにてパネル展示を実施 
◆展示月 4/1～6/30、8/1～10/31、12/22～3/31 

≪若者及び高齢者消費者被害防止キャンペーン≫ 
JACK ビル 1階ロビーにパネル掲示 

≪消費生活展≫ 

消費生活総合センターブースにパネル掲示 

基本計画の具

体的施策 

34
消費生活総
合センター

学校、地域、家庭、
事業所等におけ
る消費生活に関

する出前講座の
実施 

市民 

学校や地域、家庭における消費生活に関する出前講座を実施する。 

【27 年度実績】 
公民館 22回（1,094 人）、老人会 4 回（145 人）、シニア学校
シルバー人材センター 3回（150人）、老人福祉施設、介護施設

6回(190 人）、自治会 5 回（250 人）、地域包括支援センター 
7 回(190 人)、市(総務課) 1 回（50 人）、市(高齢介護課) 1 回 
（30 人）、市(福祉課) 10 回（362 人）、学校 13 回（462 人）、

学校職員 3 回（78 人）、企業 2 回（110 人）、障がい者関連団
体 5 回（160 人）、他団体 2回（65 人） 

回数計 84 回 延べ 3,336 人 

基本計画の具

体的施策 

35
消費生活総
合センター

消費者への新聞
やラジオ、ホーム

ページなどを活
用した消費生活
に関する情報提

供 

市民 

市民を対象とした消費生活に関する講演会やセミナー等のイベント周
知のために新聞や放送局などのマスコミに向けて情報提供をしていま
す。また、ホームページにても同様の情報提供をするとともに、毎月１

回ＦＭラジオの番組内にてイベント案内や相談事例など消費生活に関
する情報提供をしています。 
【27 年度実績】 

消費生活総合センターホームページを充実させるとともに、市民を対
象とした消費生活に関する講演会やセミナー各種特別相談等のイベ
ント周知のために新聞などのマスコミに向けて情報提供を行いまし

た。また、毎月1回、FMラジオの番組内にてイベント案内や相談事
例など消費生活に関して情報提供を行いました。 
・ＦＭラジオ 12回 

・ホームページ 60回以上 
・セミナー・各種特別相談 12回 

基本計画の具

体的施策 

36
消費生活総
合センター

消費者被害防止
などのための消

費者団体等との
消費生活に関す
る情報の共有 

市民(団体) 

消費者団体の会議等に参加し情報交換を行う。また、「さいたま市消費
者行政の概要」や各種啓発にかかる資料等について、消費者団体等に配
布し、情報の共有に努める。 

【27 年度実績】 
消費者団体の連絡会議等に参加し、消費生活に関する情報交換を行っ
た。また、「さいたま市消費者行政の概要」や各種啓発にかかる資料

等について提供を行った。 

基本計画の具

体的施策 

37
消費生活総

合センター

高齢者と障がい

者に対する病院、
銀行、郵便局等で
の消費者被害防

止のための啓発

市民(特に高
齢者・障がい
者) 

高齢者や障がい者の目につきやすい、病院･銀行･郵便局などの施設にて
消費者被害防止の啓発を行う。 

【平成２７年度実績】 
・高齢者向けのポスター配布（地域包括支援センター、障害者生活支
援センター等約 300 ヶ所） 

・高齢者向けのチラシ配布（在宅介護支援センター、障害者総合支援
センター等約 200ヶ所） 
・高齢者のためのうんどう教室に参加し直接啓発（10区各 1回） 

・高齢者向けのイベント（北区市民公開講座）に出展し、啓発資料等
配布 

基本計画の具

体的施策 

38
消費生活総

合センター

高齢者と障がい

者への新聞、ラジ
オなどを通じた
消費生活に関す

る情報提供 

市民(特に高
齢者・障がい
者) 

高齢者や障がい者向けの特別相談会やセミナー等のイベント周知のた
めに新聞や放送局などのマスコミに向けて情報提供をしています。 
【27 年度実績】 

・高齢者被害特別相談についての記者発表実施 
・消費生活セミナーや消費生活展等のイベント案内、相談事例等につ
いて、ラジオ番組による情報提供（12回） 

基本計画の具

体的施策 

39
消費生活総
合センター

高齢者に日頃接
する人への啓

発・教育の実施

市民(特に高
齢者の周り

の人) 

高齢者や障がい者に日頃接する人（市職員、地域包括支援センター職員、
民生委員等）に対し高齢者被害防止の啓発情報の提供や出前講座、セン
ターとの意見交換などを行う 

【27 年度実績】 
・啓発情報の発信回数 11回 
・市職員、民生委員、地域包括支援センター、ケアマネージャー、自

治会を対象にした出前講座開催回数 22回 
・意見交換会 1 回 

基本計画の具

体的施策 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

40
消費生活総
合センター

地域包括支援セ
ンター等との連

携による高齢者
等への相談対応
および情報提供

市民(特に高

齢者・障がい
者) 

地域包括支援センター等の機関と連携を行い、高齢者や障がい者が悪質
商法等の被害に遭っていたり、その疑いがある場合に迅速に消費生活セ
ンターでの相談につなげていく。 

【27 年度実績】 
・地域包括支援センターや高齢者学級等で出前講座を 50回行い、消
費者トラブル未然防止の啓発を行いました。 

・また、地域包括支援センターを含めた高齢者・障がい者の関係機関
に対し、毎月「消費者トラブル参考情報」といった、相談事例や消
費生活センターの案内等の情報提供を行いました。 

・さらに、消費生活相談員と職員で行っている自主勉強会（相談事例
研究会）において、地域包括支援センターや社会福祉協議会、各区
の高齢介護課職員と情報交換を行い、連携を強化することができま

した。 

基本計画の具

体的施策 

41
消費生活総

合センター

消費者被害防止

及び解決のため
の国、埼玉県、他
の地方公共団体、

警察署、消防署、
弁護士会、司法書
士会等と連携強

化 

関係機関 

国、埼玉県、他の地方公共団体、警察署、消防署、弁護士会、司法書士

会等との会議や協議会を通して、連携協力により広域的な消費者被害に
対応していく。 
【27 年度実績(参加会議等)】 

「全国消費生活センター所長会議」、「市町村消費者行政担当課長会
議」、「商品テスト企画会議」、「関東甲信越ブロック消費生活セン
ター所長会議」、「大都市消費者行政担当部課長連絡会議」、「消費

者行政ブロック会議（関東ブロック）」、「防犯連絡会議」、「関東
甲信越ブロック悪質商法被害防止キャンペーン担当者会議」、「都道
府県等消費者行政担当課長会議」、「関東電気通信消費者支援連絡会」、

「埼玉県食品表示監視協議会」、「埼玉県中部地区消費者行政推進連
絡協議会」、「埼玉弁護士会・埼玉県消費生活コンサルタントの会及
び消費者行政との懇親会」、「県警との消費生活相談に関する情報交

換会」、「高齢者の消費者被害防止フォーラム（情報交換会）」、「地
方消費者グループ・フォーラム（関東ブロック）」、「生命保険意見
交換会」「全国銀行協会相談室との情報交換会」、「埼玉県そんぽ消

費者安心懇話会」 

基本計画の具

体的施策 

42
消費生活総
合センター

消費生活におけ
る弱者を救済す
るための若年者、

高齢者、障がい者
にかかわる関係
団体や消費者団

体との連携・協力

関係機関 

見守りから相談へと素早くつなげられるような連携体制をつくるため
に消費生活センターという相談の場があることを周知させる。そのため

にパンフレットやポスターの配布、講座やセミナーの開催情報を提供し
ていく。 
【27 年度実績】 

・地域包括支援センター、介護事業者、学校等へ消費生活啓発冊子や
センター発行の情報誌等を配布し、情報提供を行いました。 
「くらしの情報」年 4回、「くらしの豆知識」1回 

・また、地域包括支援センターや介護事業者に、ポスターや特別相談
会のチラシ等を配布し、消費者トラブル未然防止の啓発を行いまし
た。 

基本計画の具

体的施策 

43
消費生活総
合センター

悪質な事業者の

排除を目的とし
た警察署との連
携・協力 

関係機関(警
察) 

警察機関とは、振り込め詐欺、不当請求・架空請求詐欺、ヤミ金融など
の対応から定期的に犯罪被害者支援推進協議会や情報交換会に参加す

るとともに、消費生活に関する情報冊子を各警察署の生活安全課などへ
配布し、協力を求めていく。 
【27 年度実績】 

・「防犯連絡会議」、「県警との消費生活相談に関する情報交換会」
等の会議に参加し、連携の強化を図りました。 
・また、市内にあるすべての警察署に情報冊子「くらしの豆知識」を

配布し、消費者啓発の協力を依頼しました。 

基本計画の具

体的施策 

44
消費生活総
合センター

適格消費者団体
との連携の強化

市民(団体) 

消費者契約法違反の行為（不当な勧誘行為・契約条項の使用）、景品表
示法違反の行為（優良誤認、有利誤認）、特定商取引法の違反行為（強

引・不当な勧誘、取引）に対して、内閣総理大臣認定の適格消費者団体
が差止請求ができる制度にかかる支援を行う。 
（27 年度請求なし） 

基本計画の具

体的施策 

45
消費生活総
合センター

消費生活に関す
る出前講座にお
ける消費生活に

関する意見交換
の実施 

市民 

消費生活に関する出前講座に参加した市民に対し、意見交換を実施す
る。 

【27 年度実績】 
出前講座においては、講師が質疑応答という形により参加者と意見交
換を行うとともに、講座終了後には主催者側と意見交換を行いまし

た。 

基本計画の具

体的施策 

46
消費生活総
合センター

事業者に対する
消費者意見の把

握のための消費
生活相談状況等
の情報提供 

事業者 

消費生活センターに訪問に来た事業者に対し、消費生活相談の件数や概
要等の状況について、また事業活動にあたっての情報提供を行う。 

【27 年度実績】 
・事業者訪問件数 116件（36%増）（同事業者の複数回訪問の回数を含む）
・事業者数     85 社（67%増） 

基本計画の具

体的施策 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

47
消費生活総
合センター

事業者に対する
消費生活に関す
る出前講座の実

施 

事業者 

消費生活に関する出前講座を事業者を対象に実施する。 

【27 年度実績】 
事業者への出前講座 1 件 

基本計画の具

体的施策 

48
消費生活総

合センター

事業者に対する

消費生活に関す
る図書・ビデオの
貸出による情報

提供 

事業者 

事業者に消費生活に関する教材（ビデオ･ＤＶＤ・図書）の貸し出しを
行う。 

【27 年度実績】 
事業者への図書やビデオの貸し出し 3 件 

基本計画の具

体的施策 

49 健康増進課
食育を実践しよ
うプロジェクト

市内在住・在
学の大学生

等 

第２次さいたま市食育推進計画に基づき、食育活動を企画・実践する人
材を育成し、食育の普及啓発を図る。 

【過去実績】開催実績 
平成 25 年度 3回 
平成 26 年度 3回 

平成 27 年度 3回" 

50
食品・医薬品
安全課 

サイエンスカフ
ェの開催 

さいたま市

内在住・在
勤・在学の方

講演会と異なり、研究者が市民の輪の中に入って食に関するテーマを提

供し、皆で考えながらテーマへの理解を深めることを目的として開催。
【過去実績】開催実績 
 平成 27年度 2 回 計 68 名 

 平成 26 年度 2 回 計 44 名 
 平成 25 年度 2 回 計 45 名 

51
食品・医薬品

安全課 

食の安全・安心市

民講習会 

さいたま市

内在住・在
勤・在学の18
歳以上の方

年7回程度開
催する講習
会に出席で

きる方 

食の安全に関心のある市民を対象に、講義及びグループワーク形式中心
の講習会を開催し、食の安全に関する正しい知識の習得と見識を高め

る。（１年間を１期として、テーマを変え７回開催） 
【過去実績】開催実績 
 平成 27年度 受講申込者 23 名 

 平成 26 年度 受講申込者 13 名 
 平成 25 年度 受講申込者 15 名 

基本計画の具

体的施策 

52
食品・医薬品

安全課 

食の安全フォー

ラムの開催 

さいたま市
内在住・在
勤・在学の方

地域に密着した食に関心のある市民に対するリスク・コミュニケーショ

ンの一環として、基調講演をはじめ、パネルディスカッションを通じて
実践的な食の安全に関する情報の提供を行うことにより、食品の安全性
の確保に関する知識と理解を深めることを目的として開催。 

【過去実績】開催実績 
 平成 27年度 ２回 計 166 名 
 平成 26 年度 ２回 計 87名 

 平成 25 年度 ２回 計 74名 

基本計画の具

体的施策 

53 高齢福祉課 高齢者大学事業

さいたま市
シニアユニ
バーシティ

学生（約980
名） 

関連する講義テーマ 
（大学） 

・かしこい消費者 
・資産運用と円満相続 
・異文化理解／イスラム世界 

・環境問題と私たちのくらし 
（大学院） 
・食糧問題を考える 

・環境問題と自然保護 

54 年金医療課

日本年金機構の

個人情報流出に
関する不審電話
の注意喚起 

市民 

日本年金機構の個人情報流出を口実にした振り込め詐欺や個人情報の

詐取などの被害に注意してもらうため、市ホームページに注意喚起情報
を掲載している。また年金医療課及び各区保険年金課年金係の窓口にて
チラシを配布している。 

55 年金医療課
適正受診に係る
啓発 

子育て支援
医療費受給

資格者 

学校管理下でのケガや病気の際には、子育て支援医療費ではなくスポー
ツ振興センター災害共済給付制度を病院の窓口から利用していただく
ために“学校管理下でのケガなどにはこの受給資格証を使いません”と

いうシールを対象世帯に配布し啓発している。これにより、消費者の給
付制度に対する理解を深めることができる。 

56 年金医療課
不審電話の注意
喚起 

市民（後期高
齢者医療被
保険者及び

その家族）

振り込め詐欺等の被害にあわないための意識付けとして、後期高齢者医

療保険料額決定通知書及び督促状の送付用封筒に注意喚起文を載せて
いる。 

57
地域保健支

援課 

健康増進法・食品
表示法に基づく

栄養表示の相
談・指導 

市民、市内の
食品製造・販

売等の事業
者 

健康増進法・食品表示法に基づく栄養表示の相談・指導の実施(通年) 
【27 年度実績】 
 13 件 

基本計画の具

体的施策 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

58 食品衛生課
一日食品衛生監
視員 

市内在住、在
学の小学校
5、6年生及

びその保護
者 

実際に稼働している食品製造施設内において食品衛生監視員の業務を
体験し、意見交換を行うことにより、食品製造施設での衛生管理や当市
の食品衛生への取り組みなど、食の安全に対する知識や理解を深めるこ

とが期待できる。 
【過去実績】 
平成 25 年度 参加者 32名（大人 16名、子供 16 名） 

平成 26 年度 参加者 24名（大人 12名、子供 12 名） 
平成 27 年度 参加者 24名（大人 12名、子供 12 名） 

59 生活科学課
食品衛生に関係
した実験や検査

体験の実施 

さいたま市
内の小学生

およびその
保護者 
さいたま市

内の高校生

食品に使われている着色料を用いた実験や、食品衛生検査を実際に体験
することで、食品に対する理解を深める。 
【過去実績】 

 平成 23年度 小学生および保護者 1 回 
 平成 24 年度 小学生および保護者 1 回 
 平成 25 年度 小学生および保護者 1 回 高校生 1 回 

 平成 26 年度 小学生および保護者 1 回 高校生 1 回 
 平成 27 年度 小学生および保護者 1 回  高校生 1 回 

60
青少年育成

課 

栄養士による離

乳食講話 

0 才のお子さ
んとその保
護者 

植竹児童センターで実施予定 

【27 年度実績】 
なし 
【28 年度予定】 

実施日：10月 19日(水) 

61
青少年育成

課 

①すくすく教室

②離乳食講座 

①小学生と

その保護者
②0歳児とそ
の保護者

植水児童センターで実施 

【27 年度実績】 
①すくすく教室 
実施日：平成 27年 8月 7日（金） 

目 的：地域に住む児童が健康でのびのび育つよう、講話や調理
体験を通し、楽しみながら食育を学べる子育て支援を行
う。 

内 容：植水地区社会福祉協議会・植水児童センター共催事業。
保健センター、管理栄養士、食生活改善委員の方々を講
師に季節の食材を使った料理を作る。 

②離乳食講座対象 
実施日：平成 28年 2月 23 日(火) 
目 的：離乳食についての知識を深める。 

内 容：保健センター管理栄養士による離乳食のメニュー・調理
のポイントの紹介。保護者の離乳食に関する悩み、疑問
を解決する。 

【28 年度予定】 
①すくすく教室 
実施日：平成 28年 8月 8日（月） 

目 的：地域に住む児童が健康でのびのび育つよう、講話や調理
体験を通し、楽しみながら食育を学べる子育て支援を行
う。 

内 容：保健センター、管理栄養士、食生活改善委員の方々を講
師に季節の食材を使った料理を作る。 

②離乳食講座 

実施日：平成 29年 2月 14 日(火) 
目 的：離乳食についての知識を深める。 
内 容：離乳食のメニュー・調理の紹介。保護者の離乳食に関す

る悩み、疑問を解決する。 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

62
青少年育成
課 

① 離乳食講座 
② 野菜やお米を
育てて収穫し

よう 
③ 食育講座 

① 乳児とそ
の保護者 

② 小学生以
上 
③ 小学生と

保護者 

馬宮児童センターで実施 
【27 年度実績】 
①離乳食講座  

実施日：平成 27年 10月 27 日（月） 
目 的：離乳食についての悩み相談、解決を図る。 
内 容：保健センターの栄養士さんを講師とし、離乳食について

のお話、アンケート回答、悩み相談を行う。 
②離乳食講座対象 
実施日：平成 27年 6月～9月 

目 的：食物の栽培、収穫体験をする。 
内 容：児童クラブの児童を中心に、野菜の栽培、収穫を行う。

③食育講座 

実施日：平成 27年 8月 12 日 
目 的：親子で食育を学ぼう 
場 所：馬宮公民館 

内 容：食育講話 と保健センター管理栄養士、食生活改善推進
協議会の方を講師に 調理を実践する。 

【28 年度予定】 

①離乳食講座 
実施日：10月 24日（予定） 
場 所：馬宮児童センター 

内 容：保健センター栄養士さんを講師とし、離乳食についての
お話や悩み相談を実施 

②野菜やお米を育てて収穫しよう 

実施日：平成 28年 5月～9月 
場 所：馬宮児童センター 
目 的：食物の栽培、収穫体験をする。 

内 容：児童クラブ児童を中心に、野菜の栽培、収穫を行う。 
③食育講座 
実施日：8月 （予定） 

場 所：馬宮公民館（予定） 
内 容：食の大切を学ぶ 

63
青少年育成
課 

① 手打ちうどん
作り 

② お月見会 
③ みんなで作る
豚汁＆おにぎ

り 
④ クッキーにア
イシングしよ

う 
⑤ 肉うどんとお
稲荷さん 

①小学生以

上と保護者
②小学生以
上と高齢者

③小学生と
保護者およ
び高齢者 

④小学生以
上 
⑤小学生以

上保護者お
よび高齢者

宮原児童センターで実施 
【27 年度実績】 
①手打ちうどん作り 

対象者：小学生以上と保護者 
実施日：平成 27年 5月 30 日（土） 
内 容：親子で協力し、手打ちうどんを作る。 

②お月見会 
実施日：平成 27年 9月 13 日（日） 
内 容：お団子作りと会食。 

③みんなで作る豚汁＆おにぎり 
実施日：平成 27年 11月 29 日（土） 
内 容：みんなで協力して豚汁＆おにぎりを作り、会食する。 

④クッキーにアイシングしよう 
実施日：平成 27年 12月 12 日（土） 
内 容：各人思い思いの柄をクッキーに描き試食。 

⑤肉うどんとお稲荷さん 
実施日：平成 28年 2月 21 日（日） 
内 容：参加者同士で協力し、肉うどんとお稲荷さんを作り、会

食する。 

64
青少年育成
課 

じゃがいもほり
幼児・児童と
その保護者、

高齢者 

本郷児童センターで実施  
【27 年度実績】 

実施日：平成 27年 7月 11 日（土） 
目 的：親子でじゃがいもの収穫体験を共有し、コミュニケーション

を深め、世代交流を行うとともに、食への関心を持ってもら

う。また、地域で栽培されている野菜の事を知り、愛着を感
じてもらうことを目的としている。 

内 容：地域の自治会長の畑にて、地域の方々の世代交流とコミュニ

ケーションを図りながら楽しく親子でじゃがいもの収穫をお
こなった。 

【28 年度予定】 

実施日：平成 28年 6月下旬 
内 容：地域の自治会長の畑にて、地域の方々の世代交流とコミュニ

ケーションを図りながら楽しくじゃがいもの収穫をおこな

う。 
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65
青少年育成
課 

幼児食とおやつ
の講座 

幼児食期の
幼児とその

保護者 

三橋児童センターで実施  
【27 年度実績】 
実施日：平成 27年 10月 15 日（木） 

目 的：離乳食期を終え、幼児食期を迎えた幼児の保護者を対象と
し、食事とおやつの与え方について、大宮区保健センター
の栄養士さんから専門的に学び、疑問や悩みの解消を図る

とともに、楽しく子育てできるよう、サポートする。 
内 容：栄養士さんによる講話 
「幼児食とおやつの講座」 

【28 年度予定】 
実施日：平成 28年 10月 20 日（木） 
目 的：離乳食期の乳児をもつ母親を対象とし、栄養士から専門的

に学ぶ場を設け、離乳食についての不安や悩みの解消を図る
とともに、楽しく子育てできるようサポートする。 

66
青少年育成
課 

①バケツ稲 
②豆腐白玉パフ

ェ作り 

①2～4歳の
幼児とその
保護者 

②小学生と
その保護者

天沼児童センターで実施  
【27 年度実績】 
①バケツ稲 

実施日：平成 27年 5月 15 日（金） 
内 容：種もみを、小さいバケツにて芽出しをし、苗にする。そ

の苗を幼児親子で、10L のバケツに土と水を入れ、田植

えをし、稲刈りをする。 
②豆腐白玉パフェ作り 
実施日：平成 27年 8月 6日（木）

内 容：大宮東公民館の調理室にて、親子参加の簡単なおやつ作
り。 

67
青少年育成
課 

①クッキングク

ラブ 
②お茶体験 
③離乳食講座 

①小学生 

②小学生 
③0 歳児とそ
の保護者

片柳児童センターで実施  

【27 年度実績】 
①クッキングクラブ 
実施日：平成 27年 5月 17 日（日） 

平成 27 年 7月 19日（日） 
平成 27 年 9月 20日（日） 
平成 27 年 11月 22日（日） 

平成 28 年 1月 17日(日） 
平成 28 年 3月 13日(日） 

目 的：クッキングを通して、食に対して関心が持てる機会をす

る。 
内 容：簡単なお菓子作り（生キャラメル、シャカシャカシャー

ベット、ラップでおにぎり、クレープ作り、ロールサン

ド、チョコパティ―） 
②お茶体験  
実施日：平成 27年 6月 27 日（土） 

平成 27 年 11月 28日（土） 
平成 28 年 2月 21日（土） 

目 的：子どもの体験活動の普及として、日本文化である茶道を

楽しむ機会を作る。また、茶道を通して礼儀作法を知る
機会とする。 

内 容：ボランティア講師による茶道体験 

③離乳食講座  
実施日：平成 27年 6 月 17 日（水） 
目 的：保健センターより講師派遣を依頼し、離乳食について専

門的な話を聞く機会とする。 
内 容：食事方法や月齢ごとの離乳食について保健センターの管

理栄養士より保護者向けに話をする。保護者の個々の質

問、相談に栄養士が答える。 
【28 年度予定】 
①クッキングクラブ 

年 6回実施。平成 28年 5月、6月、8月、10月、12 月、2月。
その他平成 27年度同様。 

②お茶体験  

年 2回実施。その他平成 27年度同様。 
③離乳食講座  
平成 28 年 11月 15日実施。その他平成 27 年度同様。 
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68
青少年育成
課 

①おかしなクラ

ブ 
②子ども公民館

①小学生 
②小学生 

春野児童センターで実施  
【27 年度実績】 
①おかしなクラブ 

実施日：平成 27年 11月 14 日（土） 
平成 27 年 12月 12日（土） 
平成 28 年 1月 9 日（土） 

平成 28 年 2月 13日（土） 
内 容：簡単なお菓子作り 

②子ども公民館 

実施日：平成 27年 5月 16 日（土） 
平成 27 年 7月 4 日（土） 
平成 27 年 12月 5日（土） 

平成 28 年 3月 12日（土） 
内 容：ピザ・うどん・カップタルト・クリスマスカップケーキ

の調理 

【28 年度予定】 
②子ども公民館 
実施日：5月・12月・2月                 

場 所：春野児童センター               
内 容：電気・電子調理器具を使った簡単なお菓子作り
目 的：皆でワイワイガヤガヤとお菓子作りをすることで、食の

楽しさを知る。 

69
青少年育成

課 

中央区・桜区合同

中高生料理教室

さいたま市

内中高生 

与野本町児童センター・大戸児童センター・向原児童センター・大久保

東児童センター共催で実施  
【27 年度実績】  
実施日：平成 28年 2月 13 日（土） 

目 的：自分で作る力・食に関する知識を高め、理解を増やすこと
を目的とする。 

内 容：昼食とバレンタインチョコを作成 

【28 年度予定】 
実施日：平成 29年 2月 
場 所：与野本町コミセン調理室 

内 容：手軽でおいしい昼ごはん＆バレンタインのお菓子作り 

70
青少年育成

課 

おいもほりにい

こう! 

幼児とその

保護者 

与野本町児童センター・大戸児童センター・向原児童センター共催で実
施  

【27 年度実績】  
実施日：平成 27年 10月 14 日（水） 
目 的：幼児とその保護者に対して、自然に親しむ場を提供すると

ともに、収穫の喜びを体験する機会とし、食育事業の一環と
する。 

内 容：地域の農家のさつまいも畑で、親子でさつまいも 3株を掘

り、収穫する。 
【28 年度予定】 
実施日：10月 

目 的：幼児とその保護者に対して、自然に親しむ場を提供すると
ともに、収穫の喜びを体験する機会とし、食育事業の一環と
する。 

内 容：地域の農家のいも畑を借上げ、親子でさつまいも 3株を掘
る。 

71
青少年育成

課 
離乳食講座 

乳幼児とそ

の保護者 

与野本町児童センターで実施  
【27 年度実績】 
実施日：平成 27年 5月 20 日（水） 

平成 28 年 2月 17日（水）
目 的：離乳食を開始する予定の乳児の保護者及び与え方に悩んで

いる保護者の方に講話、相談の機会を提供する。 

内 容：栄養士による離乳食についての講話 
【28 年度予定】 
実施日：平成 28年 5月 18 日（水） 

平成 29 年 2月 8 日（水） 
場 所：与野本町児童センター 
内 容：栄養士による離乳食についての講話 
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72
青少年育成
課 

食育講話 
０歳児の乳
児の保護者

向原児童センターで実施  
【27 年度実績】  
実施日：平成 27年 11月 20 日（金） 

目 的：離乳食について知り、理解を深める。 
内 容：中央区保健センターの管理栄養士から主に離乳食のすすめ

方について話を聴き、質問タイムも設定し、悩みに対する

回答を全員で共有できるようにする。 
【28 年度予定】 
実施日：平成 28年 11月 11 日(予定) 

内 容：中央区保健センター栄養士による食育講話 

73
青少年育成
課 

離乳食講座 
乳児の保護
者 

大戸児童センターで実施  

【27 年度実績】   
実施日：平成 27年 6月 11 日（木） 

平成 28 年 2月 18日（木） 

目 的：栄養士の講話を招き、乳児の食についての理解を深め、 
不安を解消することを目的とする。 

内 容：栄養士による講話や個別相談 

【28 年度予定】 
実施日：6月と 2月の計 2回 
目 的：栄養士の講話を聞き、食についての理解を深め、グループ談

議や個別相談で不安を解消する 
内 容：栄養士による講話や個別相談 

74
青少年育成
課 

食育講座 
乳幼児とそ
の保護者 

浦和別所児童センターで実施  
【27 年度実績】 
実施日：平成 27年 6月 1日（月） 

平成 28 年 1月 18日（月） 
目 的：食育についての理解を深めまる。 
内 容：南区保健センターの栄養士から、幼児食についてや朝食の

重要性、食事のバランスについてなどの話を聴いた。また、
栄養士と保健師による個別相談も行った。 

75
青少年育成

課 

①楽しくつくろ
う～クッキン

グ～ 
②食育講座 

①小学生 
②乳幼児親
子 

文蔵児童センターで実施  
【27 年度実績】 

①楽しくつくろう～クッキング～ 
実施日：平成 27年 5月 16 日（土） 

平成 27 年 6月 20日(土) 

平成 27 年 7月 18日(土） 
平成 27 年 8月 15日(土） 
平成 27 年 11月 21日(土） 

平成 27 年 12月 19日(土） 
平成 28 年 2月 20日(土） 

目 的：簡単な調理や共に食べることによって食の楽しさ、大切

さを知る。 
内 容：楽しくクッキングをしながら食べる。 

②食育講座  

実施日：平成 27年 6月 19 日(金) 
平成 27 年 12月 15日(火） 

目 的：乳幼児期の食について理解を深める。 

内 容：南区保健センターの栄養士による食育講座と食に関する
相談役を行う。また個別相談も行う。 
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76
青少年育成

課 

①べっこうあめ
づくり 

②ポップコーン
づくり 
③デイキャンプ

親子カレーづ
くり 
④チョコフォン

デュ 
⑤チョコデコ 

①小学生 
②小学生 

③幼児親子
④小学低学
年 

⑤小学高学
年 

岩槻児童センターで実施  
【27 年度実績】 
①べっこうあめづくり 

実施日：平成 27年 4月 3日（金） 
平成 27 年 9月 12日（土） 

内 容：ホットプレートを使用。砂糖水をつくりアルミカップに

流す。ホットプレートで沸騰させ、黄金色になったら冷
やし固めてでき上がり。 

②ポップコーンづくり 

実施日：平成 27年 7月 18 日（土） 
平成 27 年 7月 28日（火）           

内 容：ホットプレートを熱しコーンを敷く。ふたをしてコーン

が弾ける様子を見ながら出来上がるのを待つ。コーンが
白く膨らんだら塩を振ってできがり。 

③デイキャンプ親子カレーづくり  

実施日：平成 27年 11月 3 日（火）  
内 容：火からおこしカレーを作る 

④チョコフォンデュ  

実施日：平成 28年 2月 6日（土） 
平成 28 年 2月 20日（土） 

内 容：溶かしたチョコレートにスナック菓子等をつけて出来上

がり。 
⑤チョコデコ 
実施日：平成 28年 2月 13 日（土） 

内 容：チョコペンやトッピングを使って、クッキー等にデコレ
ーションをしていく。 

【28 年度予定】 

①べっこうあめづくり 
実施日：隔月第 3土曜日 
内 容：季節の材料等を使ったクッキング 

77
青少年育成
課 

①仲本ファー

ム・プチトマト
栽培 
②食育あそび 

③栄養士・保健師
による食育の
話し 

④学生ボランテ
ィア食育のお
はなし 

①利用者全
般 
②乳幼児と

その保護者
③乳幼児と
その保護者

④乳幼児と
その保護者

仲本児童センターで実施  
【27 年度実績】 

①仲本ファーム・プチトマト栽培  
実施日：平成 27年 5月～7月中旬 
内 容：プランターに苗を植え、成長を見守る中で自然の恵みを

実感するとともに、収穫し味わうことで野菜に親しみを
持つ。 

②食育あそび  

実施日：平成 27年 6月 15 日（月） 
内 容：親子でお弁当づくり遊びを通じ、おいしい食事をバラン

スよく食べる疑似体験を行った。 

③栄養士・保健師による食育の話し 
実施日：平成 27年 10月 22 日（木） 
内 容：保護者の質問に答える形での情報提供。 

④学生ボランティア食育のおはなし  
実施日：平成 28年 3月 8日（火） 
内 容：さいたま市健康増進課「食育を実践しようプロジェクト」

の一環。学生手作りのシアターを親子で楽しんだ。 

78
青少年育成

課 

さるはなキャン
プフェスタ・親子
のつどい 

市内小学生

とその親子

【27 年度実績】 
実施日：平成 27年 10月 18 日（日） 
内 容：野外炊飯、レクリエーション 

【28 年度予定】 
実施日：平成 28年 10月 23 日（予定） 
内 容：野外炊飯、レクリエーション 

79 環境総務課

ネットワーク型
環境教育拠点施

設＠さいたまＣ
ＩＴＹの拡充 

市民全体 

市内の環境施設、事業者等が連携して、それぞれが持つ既存の環境教育
資源を有効活用し、学び、行動に結びつくわかりやすい情報を提供する
環境教育拠点施設の拡充を進め、多くの人が環境への関心を持つ機会づ

くりを行う。 

【過去実績】  拠点施設数  利用者数 

平成 25 年度  17 施設   34,318 人 
平成 26 年度  17 施設   26,657 人 
平成 27 年度  18 施設   56,618 人 

基本計画の具

体的施策 
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80 環境総務課
環境保全標語・
ポスター作品コ
ンクールの実施

市内の小学
5年生及び
中学 2年生

市内中学 2年生を対象に環境保全標語を、市内小学 5年生を対象に環境
保全ポスターをそれぞれ募集する作品コンクールを実施し、児童・生徒
一人ひとりが環境に関心を持ち、どのような取組が必要かを考え、でき

ることから行動するためのきっかけづくりを行う。 

【過去実績】［応募作品数］ 

平成 25 年度 1,504 点（標語 1,065 点、ポスター439 点） 
平成 26 年度 2,645 点（標語 2,025 点、ポスター620 点） 
平成 27 年度 1,500 点（標語 1,126 点、ポスター374 点） 

基本計画の具

体的施策 

81 環境総務課
環境フォーラム

の実施 

来場者及び
展示発表団
体（市民、事

業者、学校、
行政）など市
民全体 

市民、事業者、学校、行政などが連携し、それぞれの立場で行っている
環境保全への取組についてブース展示やミニステージを活用した発表

を行い、お互いの情報交換の場とするとともに、多くの方々に環境に関
心を持っていただくための環境教育の場を創出し、自主的な環境保全へ
の取組を促進する。 

【過去実績】［参加者数］ 
・平成 24年度 

 講演会：401 人、スタンプラリー：900 人 
 その他見学者：多数 
・平成 25年度 

スタンプラリー：800 人 
その他見学者：多数 

・平成 26年度 

スタンプラリー：1,162 人 
その他見学者：11,000 人（推計） 

・平成 27年度 

スタンプラリー：1,045 人 
  その他見学者：11,000 人（推計） 

基本計画の具

体的施策 

82 環境総務課
さいたまこども
エコ検定の実施

市内の小学 3
年生～6年生

（推奨学
年：小学4年
生） 

将来を担う子どもたちを対象に環境に関する検定を実施し、環境への関

心を高め、行動を始めるとともに、さいたま市の環境を理解することを
通じて、地域への愛着を深めるきっかけづくりを行う。 

【過去実績】  実施校数 実施人数 
 平成 25年度   2 校    197 人 
 平成 26 年度  10 校   1,048 人 

（平成 25年度、26年度は試行事業として特定の小学校を対象に実施）
 平成 27年度  32 校   3,604 人 

83
環境未来都
市推進課 

ＥＶ教室の実施
市内の小学
校児童 

［目的］  
究極のエコカーとも呼ばれる電気自動車（EV）について、小学生にその
意義や必要性を学んでもらい、環境について考えるきっかけとする。

［内容］ 
電気自動車（EV）についてのクイズ形式の授業 
実車の確認及び試乗 

【27 年度実績】 
三室小学校 ：平成 27年 6月 18 日（木） 

太田小学校 ：平成 27年 7月 8日（水） 
北浦和小学校：平成 27年 10月 1日（木） 
春野小学校 ：平成 27年 10月 14 日（水） 

上小小学校 ：平成 27年 11月 24 日（火） 
（27 年度参加者）小学生 578人 

【28 年度予定】 
 市内小学校４校で教室を実施予定 

84
地球温暖化
対策課 

節電の啓発 市民全体 

・浦和レッズ及び大宮アルディージャホームゲームで、大型映像装置に

より節電を啓発する画像を映写し、併せて場内アナウンスを行う。
・大宮アルディージャ競技場内及び街頭での節電啓発品（うちわ）によ
る節電の呼び掛け。 

（競技場・街頭でのうちわ配布実績） 
H24 1,700 枚   
H25 2,500 枚 

H26 1,500 枚 
H27  3,000 枚 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

85
地球温暖化
対策課 

施設見学会、セミ
ナーの実施 
（さいたま市地

球温暖化対策地
域協議会の事業
として実施） 

①浮島太陽光発
電所・川崎火力
発電所見学会

②夏の親子施設
見学会 
③地球温暖化対

策セミナー 

①さいたま
市在住、在
勤または在

学の 18 歳
以上 
②さいたま

市在住、在
学の小中学
生と保護者

③市民全体

①新エネルギーを普及させるための啓発活動として、浮島太陽光発電所
及び川崎火力発電所の見学会実施。定員20名。 

【27 年度実績】 

参加者数 15名 
②環境教育の一環として、施設見学会を実施。埼玉県環境整備センター
及びホンダ技研工業株式会社 寄居工場の見学を行ったほか、移動中

の車内でエコドライブに関する出前講座を実施。定員 34名。 
【27 年度実績】 
参加者数 30名（大人 12名、子ども 18名） 

③環境教育の一環として、気象予報士を講師に招き、地球温暖化対策セ
ミナーを実施。定員 140名。 

【27 年度実績】 

参加者数 101 名 

86
地球温暖化
対策課 

うちエコ診断 
（さいたま市地
球温暖化対策地

域協議会の事業
として実施） 

さいたま市
在住、在勤

埼玉県地球温暖化対策防止活動推進センターと連携し、市内在住、在勤

の方を対象にうちエコ診断を実施。 
うちエコ診断とは、うちエコ診断士が家庭のどこから・どれだけの二
酸化炭素が出ているかの診断を行い、それぞれのライフスタイルに合

わせた省エネ・省ＣＯ2のアドバイスを行う事業。募集件数 30件。
【27 年度実績】 
受診者数 31件 

87
地球温暖化
対策課 

①さいたま市エ

コライフ川柳
②さいたまこど
もエコアイデ

ィアコンクー
ル 
（さいたま市地

球温暖化対策地
域協議会の事業
として実施） 

①さいたま

市在住、在
勤または在
学 

②さいたま
市在住、在
学の小学生

市民が環境及び地球温暖化問題に関心を持つ契機をすることを目的と
し、「さいたま市エコライフ川柳」、「さいたまこどもエコアイディア
コンクール」を実施。 

 [募集期間]平成 27 年 6月下旬から 9月 7日 
【27 年度実績】 
①さいたま市エコライフ川柳 

応募者数：366 句（220 名） 
優秀作品：エコ横綱 1名、エコ大関 2名、エコ関脇 17名、こど

も名人の部 3名 

表 彰 式：平成 27年 10月 10 日（土）、出席者 21名 
②さいたまこどもエコアイディアコンクール 
応募者数：52作品（応募者数 47名） 

優秀作品：エコ横綱 1名、エコ大関 9名、エコ関脇 20名 
表 彰 式：平成 27年 10月 10 日（土）、出席者 20名 

88
地球温暖化
対策課 

出前講座の実施
（さいたま市地
球温暖化対策地

域協議会の事業
として実施） 

市民全体 

環境教育の一環として、さいたま市地球温暖化対策地域協議会の会員が

講師となり、市民を対象とした出前講座を実施。 
【27 年度実績】 
5 件（174 名） 

89
地球温暖化
対策課 

エコライフＤＡ
Ｙさいたま 

市民全体 

「エコライフ DAY」とは、一人ひとりが「ある 1日」に省エネ・省資源

など環境に配慮した生活を実行し、その成果を数字で把握することで、
省エネ・省資源の活動を「見える化」し、さらなるエコライフに取り組
むための事業。 

【27 年度実績】 
[参加人数] 市職員・家族 7,917 人、市立学校の児童・生徒・教員・

家族 12,888 人、地域協議会 359 人 

90
資源循環政

策課 

ごみの減量及び3
Ｒの推進のため
の啓発 

市民（クリー
ンさいたま
推進員含む）

①ごみの減量及び 3Ｒの推進を図るため出前講座を実施する。 
「3Ｒをはじめよう」をテーマとし、小学生以上の市民を対象に、ご

みの減量や 3Ｒに関心を持っていただくための講座を開催する。 
【27 年度実績】 
3 回（廃棄物対策課との合同開催を含む） 

②ごみの分別及び減量化を推進するため「クリーンさいたま推進員」に
対し説明会を行う。 
 各区のクリーンさいたま推進員に対し、推進員の役割や市の施策に関

する説明会を実施する。 
【27 年度実績】 
1 回（説明会・講演会） 

③イベントでの啓発活動を実施する。 
環境フォーラム等のイベントを通じ、来場者に対し３Ｒの普及促進の
ための啓発活動を実施する。 

【27 年度実績】 
9 回 

91
資源循環政

策課 

さいたま市ごみ
ゼロキャンペー

ン市民清掃活動
の実施 

市民全体 

毎年 5月 30日（ごみゼロの日）に近い 5月の日曜日に市内全域で市民

清掃活動を実施している。市民参加による清掃活動を通じて、環境美化
に対する市民意識の向上を図る。 
【27 年度実績】（5月 31日実施） 

・可燃ごみ 52,750kg、不燃ごみ 6,970kg、合計 59,720kg 収集 
・自治会参加率：86.7%（H26:87.2%） 
・参加団体数：807団体（H26:809 団体） 

・参加人数：95,537 人（H26: 96,618 人） 

基本計画の具

体的施策 
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92
資源循環政
策課 

夏休み親子リサ

イクル施設見学
会 

市内在住の
小学 4年生、
及び市外在

住で市内小
学校に在籍
する4年生と

その保護者

親子リサイクル施設見学会は、夏休み期間を利用して、小学 4年生とそ
の保護者を対象に、環境施設の見学を通して、ごみ減量やリサイクルに
対する意識を高めていただくことを目的としている。 

【過去実績】 
 平成 23年度  116 組 215 人 

 平成 24 年度  126 組 240 人  
 平成 25 年度  121 組 227 人 
 平成 26 年度  111 組 220 人  

 平成 27 年度  101 組 192 人  

93

西清掃事務
所東清掃事
務所大崎清

掃事務所 

ごみスクールの
実施 

市内の公

立・私立保育
園、幼稚園の
未就学児。

市内の小学
校の生徒 

幼少期から段階的に環境問題を楽しく学んでもらうことで、ごみの減量

化につながる３Ｒと市の施策を推進する。 
未就学児の内容に関しては、ごみの分別・リサイクル・収集作業車のし
くみ。小学校では、四年生を対象に社会科の授業で「副読本」と「家庭

ごみの出し方マニュアル」を基にパワーポイントで環境教育を実施す
る。 
【過去実績・28 年度予定】 

・未就学児 
 西   東  大崎 

H24 年度         6 件 

H25 年度 17 件 13 件 20 件 
H26 年度 25 件 23 件 20 件 
H27 年度 28 件 28 件 48 件 

・小学校 26 校（H28 年度予定 36 校） 
※小学校については、3清掃事務所で、共同開催 

94 経済政策課

食品表示法に基

づく食品表示（品
質事項）に対する
指導・啓発の実施

市内の米穀
出荷、販売事

業者 

「食品表示法に基づく食品表示（品質事項）の適正化を図るための事務

実施要領」に基づき、米穀小売業者に対して立入調査を実施した。 
 【27 年度実績】 
立入調査 4 件 

95 労働政策課

ワークステーシ
ョンさいたま再
就職チャレンジ

コーナーにおけ
るセミナー 

・子育てしな
がら仕事を

したい者 
・再就職を希
望している

者 

子育て世代を中心とした求職者の就職を支援することを目的に、子育て
や仕事に関するテーマのセミナー等を開催している。 

 本年度は年間 22回以上の開催を予定しており、その中で消費者生活
に関わる内容についても扱っている。（後期については現状未定だが、
実施予定。） 

【27 年度実績】 
・11月 25日 
・1月 25日 

 「知って得する税金と保険のハナシ」 
【28 年度実施】 
 ・6月 13 日 

 「知って得するマネーセミナー」 

96 観光国際課 多言語生活相談

さいたま市
在住、在勤、

在学等の外
国人市民 

英語、中国語、韓国・朝鮮語のネイティブスピーカーによる情報提供、
生活相談等を図ることで、外国人市民も住みやすいまちづくりを推進す

る。 

【実施内容】 

 日時：中国語   ／毎週火曜日 9：00～12：00 
                 13：00～15：00 
    英 語   ／毎週水曜日 9：00～12：30 

                 13：00～14：30 
    韓国・朝鮮語／毎週木曜日 9：00～12：00 
                 13：00～15：00 

 場所：国際交流センター 

【過去実績】相談件数 

  年 度    英語 中国語 韓国語 
 27 年度実績   1 件  16 件  2 件 
 26 年度実績   5 件   9 件  2 件 

 25 年度実績   4 件  46 件  6 件 
 24 年度実績  11 件  15 件  3 件 

97 農業政策課

食品表示法に基
づく食品表示（品
質事項）に対する

相談・苦情の対応
及び指導・啓発の
実施 

市内業者 

食品表示法に基づく品質表示の適正化を図るため、事務実施要領に基づ

く食品表示（品質事項）の相談・苦情への対応及び指導・啓発を行った。
【27 年度実績】 
・食品表示に対する相談・苦情への対応件数 10 件 

・巡回指導調査実施件数 45 件 

基本計画の具

体的施策 

98 農業政策課
農情報ガイドブ

ック作成 
市民 

地産地消推進に向け、さいたま市農情報ガイドブック及びガイドマップ
の作成、配布を行い、市民へ広く農情報をＰＲしている。 

【27 年度実績】 
8,000 部作成 
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99 農業政策課
地場産農産物料
理講習会 

市民（親子、
一般） 

ふるさとの味伝承士や農村女性アドバイザー等を講師として、市民を対
象に旬の地場産農産物を活用した料理講習会を開催し、郷土料理の調理
方法や農産物に関する情報提供を行った。 

【27 年度実績】 
 4 回開催 

100都市計画課
都市計画マスタ
ープランについ

ての出前講座 

高校生以上

将来的な人口減少や少子高齢化の進行などの社会情勢の変化に対応し
た、さいたま市として目指す都市のあり方ついての講座を行う。 
【27 年度実績】 

１件 
（大宮東中学校 PTAより依頼があり、地区懇談会の中で開催した。）

101都市計画課
景観についての
出前講座 

小学生（高学
年） 

将来のまちづくりを担う子供たちに景観に興味を持ってもらうため、ク

イズなどを用いて楽しみながら景観について学びます。 

【28 年度予定】 

１件（北浦和小学校チャレンジスクールより依頼があり、土曜チャレ
ンジスクールの中で開催した。） 

102交通政策課
学校モビリティ
マネジメント 

三橋小学校
5年生 

小学生を対象に、公共交通に関する授業等を実施し、将来を担う子供た
ちが「人や社会、環境にやさしい」という観点から「多様な交通手段を
かしこく利用できる意識」を持つようになることを目指した取組み。

将来的には、小学校等の授業として、定着させていく取組みが必要。

【過去実績】 

平成 27 年度 1件（小学校１） 
平成 26 年度 1件（小学校１） 

103開発調整課 土地月間 市民 

毎年 10 月を「土地月間」、10月 1日を「土地の日」とし、土地に関す

る基本理念の普及・啓発活動の充実を図る。 

【27 年度実績】 

 ポスター掲示            29 カ所 
 パンフレット及びリーフレット配布  13 カ所 
 地価に関するパネル展示        4 カ所 

 不動産無料相談会への後援        1 回 
 催事情報システム放映 
 市ＨＰへの記事掲載 

 市報への記事掲載 

【27 年度 土地月間以外の実績】 

 地価に関するパネル展示         2 カ所 
 不動産無料相談会の開催（各回定員 12名）  4 回 
 不動産無料相談会の後援          1 回 

 一般公開講演会の後援           1 回 

104
西区 

総務課 

西区防犯のつど

い 

西区内の自

治会、小・中
学校ＰＴＡ、
老人クラブ

など 

西区で開催する防犯のつどいにおいて、講演及びチラシ配付により啓発

活動を実施 
【過去実績】 
平成 27 年度   参加者 256 人 

平成 26 年度   参加者 256 人 
平成 25 年度   参加者 298 人 
平成 24 年度   参加者 241 人 

平成 23 年度   参加者 300 人 

105
大宮区 
総務課 

大宮区安全・安心
のつどい 

大宮区民 

区民の防災、防犯及び交通安全への意識の高揚と知識の普及を目的に開
催。 

埼玉県警防犯指導員ひまわりによる振り込め詐欺をテーマにした寸劇
を交え講習を行った。 
【27 年度実績】 

参加者：897名 

106
大宮区 

総務課 

ぬり絵で振り込
め詐欺被害防止
啓発事業 

区内の保育
園や幼稚園

の未就学児
童 

高齢者を狙った振り込め詐欺被害が多発しているため、埼玉県警のシン

ボルマスコットポッポくんと、さいたま市ＰＲキャラクターのつなが竜
ヌゥの描かれた振り込め詐欺被害防止ぬり絵を、園児等に着ぐるみを見
ながら塗ってもらい、完成作品を祖父母といった親族にプレゼントして

もらうことで、改めて振り込め詐欺について認識いただき、多発してい
る振り込め詐欺による被害の防止を目指すもの。 
【27 年度実績実績】 

4 会場にて実施 

107
見沼区 
総務課 

防犯講演会 

見沼区防犯
連絡協議会

協議員、自治
会、区内防犯
団体等 

防犯講演会の開催により防犯意識の共有を図り、安全・安心なまちづく
りを推進する。 

【27 年度実績】 
内 容：振り込め詐欺対策 
参加者：149名 
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108
見沼区 
総務課 

防犯強化月間に
おける啓発活動

市民 

年末の犯罪増加への対策として、見沼区において 12月を見沼区防犯強
化月間し、期間内の 1週間を特に強化週間として地域団体と協働で啓発
活動を集中実施する。 

【27 年度実績】 
内 容：街頭での啓発品配布等による防犯啓発活動 

    （12月 14 日～18 日実施） 

109
桜区 
総務課 

防犯講演会の開
催 

桜区自主防

犯活動団体
市民 

桜区で開催する防犯講演会で、講演を通して啓発をする。 

【過去実績】 
・平成 27年度 身近な犯罪に遭わないために 

・平成 26年度 振り込め詐欺対策 
管内犯罪発生状況、振り込め詐欺の状況・対策について 

・平成 25年度 振り込め詐欺対策 

管内犯罪発生状況、振り込め詐欺の状況・対策について 
振り込め詐欺対策について落語を交えた講演 

110
浦和区 
総務課 

防犯のまちづく
り推進事業 

社会福祉協

議会主催の
ふれあい会
食に参加さ

れる浦和区
内在住で 70
歳以上のひ

とり暮らし
高齢者 

振り込め詐欺被害者の 90％以上は 60歳以上であり、振り込め詐欺の一
種であるオレオレ詐欺の被害者の 99％が 60歳以上であることを鑑み、
社会福祉協議会が主催するふれあい会食に参加される高齢者を対象と

して、会食開催時に振り込め詐欺防止啓発を実施する。 
【過去実績】 
平成 27 年度 8団体 301 名 

平成 26 年度 9団体 296 名 

111
南区 

総務課 
防犯講演会 

区内在住・在

勤・在学の方

南区で開催する防犯講演会で、講演を通して啓発する。 
（28 年度はテーマ未定） 

【過去実績】講演会テーマ 
平成 27 年度 振り込め詐欺防止・子どもの安心 
平成 26 年度 振り込め詐欺防止 

112
南区 
高齢介護課

高齢者のための
消費生活講座 

60 歳以上の
方 

正しい対応方法を学び、悪質商法の被害を防ぐ。 

113
緑区 
総務課 

地域防犯講習会
の開催 

緑区内の自
治会、ＰＴ
Ａ、青少年育

成会、商店
会、 
青色防犯パ

トロール隊

地域防犯講習会のなかで、さいたま市消費生活総合センターより講師を

招き、「特殊詐欺防止」をテーマに消費生活講座を開催した。 

開催日時：平成 27年 7月 25 日（土）9時 5分～9時 40分 

開催場所：さいたま市緑区役所 3 階大会議室 
受講人数：25名 

114
岩槻区 
総務課 

振り込め詐欺被

害防止の啓発講
話 

シニアクラ
ブ等の団体
に所属する

高齢者 

シニアクラブやシルバー人材センター等の高齢者が集まる団体から希
望があった場合に、岩槻警察署職員に協力を依頼し、又は、区役所職員

が現地に出向いて啓発講話を実施する。 
【27 年度実績】  
 全 5 回実施 

115予防課 

住宅用火災警報
器悪質訪問販売

について、リーフ
レット及びさい
たま市ホームペ

ージでの注意喚
起 

市民 

・リーフレット 
消防訓練、防災訓練や火災予防運動期間中の広報活動及び住宅モデル地

区指定事業や高齢者家庭防火訪問時に配布。 
【過去実績】作成及び配布部数 
 平成 24年度 A4 版 6,000 部／A5 版  5,000 部 

 平成 25 年度 A4 版 6,000 部／A5 版 13,000 部 
 平成 26 年度 A4 版 6,000 部／A5 版 13,000 部 
 平成 27 年度 A5 版のみ 13,000 部 

・さいたま市ホームページ 
 「住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意ください」 

【過去実績】 
 平成 24年度から継続公開中 

116予防課 

消火器悪質訪問

販売について、さ
いたま市ホーム
ページ内で注意

喚起 

市民 

・さいたま市ホームページ 
 「消火器の悪質な訪問販売、点検にご注意を」 

【過去実績】 
 平成 25年度から継続公開中 

117予防課 

防炎品の活用に

ついて、さいたま
市ホームページ
内で紹介 

市民 

・さいたま市ホームページ 

 「防炎品を使用しましょう」 
【過去実績】 
 平成 24年度から継続公開中 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

118予防課 

火災発生危険の

ある製品に関す
る情報提供 

市民 

・さいたま市ホームページ 
 「製品火災（リコール情報）」 
 消防庁からの情報提供を受け、ホームページに掲載。 

 現在、21件の該当製品について公開中 

119水道総務課

水道施設見学会、
出前講座（公民館
講座）、小学校水

道教室 

・水道施設見

学会「市内在
住、またはさ
いたま市の

水道を使用
している方
(定員で締

切)」 
・出前講座
（公民館講

座）「高校生
以上」 
・小学校水道

教室「市内小
学 4年生」

・水道施設見学会 
水道水を使用している市民を対象に水道水が家庭に届くまでの過程
の周知、情報提供等を行う。（年 1回） 

  平成 27年度実績  37 人参加 
・出前講座（公民館講座） 
 公民館に出向き、水道事業の説明や防災対策、悪質な訪問販売等の

事例紹介や対策を説明。（高校生以上対象） 
  平成 27年度実績 3 公民館 89 人参加 
・小学校水道教室 

低年齢層からの水の情操教育を目的とし、市内小学校の 4年生を対象
に、水(水道水)がどのように作られるかや、水を取り巻く環境を講義
する。 

  平成 27年度実績  50 校  5,250 人参加 

120指導１課 

学習指導要領に

基づく消費者教
育の推進 

市立小・中学

校の児童生
徒 

・小学校 

①家庭科の授業において、物や金銭の大切さ、計画的な使い方及び身
近な物の選び方や買い方を学習する。（第 5学年） 

・中学校 

②社会科の公民的分野の授業で、消費者の権利を守るための法律につ
いて学習する。（第 3学年） 
③技術・家庭科の家庭分野の授業で、消費者の基本的な権利と責任、

販売方法の特徴、物資・サービスの選択、購入及び活用について学
習する。（第 1～3学年） 

・小・中学校 

④校外学習や修学旅行の際に、計画的なお金の使い方について実践す
る。（小学校第 5・6学年及び中学校全学年） 

【過去実績】 

平成 26 年度 約 54,000 人の児童生徒 
平成 27 年度 約 54,000 人の児童生徒 

基本計画の具

体的施策 

121高校教育課
学習指導要領に
基づく消費者教

育を推進 

市立高等学
校の生徒 

①高等学校学習指導要領必修科目「家庭基礎」及び必修・選択科目「現
代社会」「政治経済」において、家庭における経済生活、社会の変化
と消費生活及び消費者の権利と責任について理解できるようにする。

②高等学校学習指導要領必修科目「情報」において、情報化の進展が
社会に及ぼす影響を理解させるとともに、情報モラルや情報セキュリ
ティなどについて理解できるようにする。 

③特別活動等において、携帯安全教室等を行い、ＳＮＳの危険性やト
ラブル、ネット被害などについて理解できるようにする。 
【過去実績】 

平成 26 年度実績：およそ 2500名の生徒 
平成 27 年度実績：およそ 3500名の生徒 

基本計画の具

体的施策 

122教育研究所

＜教職員研修事
業＞ 
初任者研修にお

ける消費者教育
の推進 

市立中学校
教諭（家庭

科） 

消費生活にかかわる事例や現状を理解し、生徒への消費者教育を推進す

る。 
【過去実績】初任者研修中学校（家庭科）参加人数 
 平成 23年度 1 人 

 平成 24 年度 2 人 
 平成 25 年度 3 人 
 平成 26 年度 3 人 

 平成 27 年度 1 人 
 平成 28 年度 3 人 
 ※参考 市立中学校数 57 校 
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担当課 該当施策 対象 施策の詳細・内容等 備考 

123教育研究所
携帯・インターネ

ット安全教室 

全ての市立

小・中・特別
支援学校に
在籍する児

童生徒とそ
の保護者、勤
務する教職

員 

児童生徒が携帯電話やインターネットを安全に使うことができるよう
にするために学校と家庭の連携を深めたり、児童生徒や保護者、教職員
が専門家から助言を受けたりする機会を持つことを目的としている。 

携帯・インターネット安全教室の内容の中で、インターネットの有料サ
ービスを利用する際の注意点、情報の真偽をしっかり確かめることの大
切さなどについて触れることで、児童生徒や保護者への消費者教育を推

進している。  
指導者として、平成 28 年度は「ＮＴＴドコモ埼玉支店」「ＫＤＤＩ株
式会社」「埼玉県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課」「ＬＩＮＥ

株式会社」と連携して実施している。  

【過去実績】実施人数・実施校 

平成 26 年度 
 全ての市立小・中・特別支援学校 162 校で実施  
 参加者数：児童生徒 42,788 人 保護者 4,402 人 

平成 27 年度 
 全ての市立小・中・特別支援学校 162 校で実施  
 参加者数：児童生徒 42,600 人 保護者 5,673 人 

124教育研究所
情報モラル学習
サイト「ス学(マ

ナ)ビ」 

小学校高学
年の児童か

ら中学生、高
校生、保護
者、教職員ま

で 

児童生徒自らがさいたま市のキャラクター「ヌゥ」と一緒に、スマート
フォンアプリの機能やトラブル未然防止の方法、対処方法等について学

べる学習サイト。 
スマートフォンの代表的なアプリごとに、それぞれのアプリの機能やト
ラブル対処方法等について説明している。 

平成 28 年 4月には、様々なネットトラブルに迅速に対応できるように、
サイト内にさいたま市消費者生活総合センター、埼玉県警察、教育相談
室等、各種相談窓口へのリンクを掲載するなど、内容の拡充を図った。

これにより、友達とのネットトラブルや高額請求などの被害に直面した
時など、誰かに相談したいと思った児童生徒が、すぐに各種相談窓口に
相談できるようになった。 

アドレス： http://www.saitama-city.ed.jp/sumanabi/ 
【27 年度実績】 
教育研究所Ｗｅｂページ閲覧数 

19,628,566 回（前年比 192.9％） 

125各公民館 

消費者講座 

※詳細別途 
成人の方 

市民の消費者意識の高揚を図ることを目的として、消費者講座等を実施
する。 

【27 年度実績】 
市内公民館で 6講座 11回 
参加人数 223 人 

126各公民館 

食育に関する学
習事業 

※詳細別途 

小学生、中学
生、成人の方

食育を通して、心と身体の健康と、豊かな人間性、自然への感謝の気持
ちを育むために、食育講座、料理教室等を実施する。 

【27 年度実績】 
市内公民館で 105講座 119 回 
参加人数 1,870 人 

127各公民館 

環境に関する学

習事業 

※詳細別途 

小学生、中学
生、成人の方

市民を対象として、身近な視点から環境問題を考えるきっかけづくりと
して、環境講座を実施する。 
【27 年度実績】 

市内公民館で 37講座 58回 
参加人数 4,187 人 

128各公民館 

国際理解に関す

る学習事業 

※詳細別途 

成人の方、外
国人の方 

国際化に対応し、国際理解教育を推進するため、国際理解講座等の講座
を実施する。 
【27 年度実績】 

市内公民館で 8講座 51回 
参加人数 149 人 

129桜図書館 

埼玉大学生によ

る「食育おはなし
会」 

幼児から小
学生、保護者

埼玉大学家庭科教育学研究室の学生が、絵本の読み聞かせや紹介を交え

ながら、食育について理解を深めるような解説をする。 
【27 年度実績】 
テーマ：「やさい」 

【28 年度予定】 
テーマ：「くだもの」 
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各公民館事業詳細 

区 公民館名 館内講座№ 事業種別 事業名 主な内容 開催時期 回数 対象 定員 参加人数

北 大砂土 21 消費者教育 相続を考える 知っておきたい相続のあれこれを学びま
す。 

11 月 2 どなたでも 20 人 30 

北 日進 50 消費者教育 暮らしとお金・相続の話 お金、経済の流れ、相続について考える。 2 月 2 成人の方 40 人 48 
北 植竹 40 消費者教育 遺言・相続・贈与の基礎知識 遺言や相続について基礎知識を学び、法

的知識を深める。野村證券の協力のもと
行う。 

3 月 2 成人 30 47 

大宮 大成 10 消費者教育 相続について 税制改正となった相続税を学び、知識の
向上を目的とします。 

6 月 1 成人 50 人 40 

中央 与野本町 27 消費者教育 ～ストレスなく片づけがラクにな
る仕組みをつくる～「ライフオー
ガナイズ」 

ストレスフリーの収納や片づけを習慣化す
るコツまで、個々にあった快適生活の仕組
みづくりを学びます。 

１０月 3 成人 20 人 27 

浦和 上木崎 31 消費者教育 時短につながるキッチンの整理
術 

キッチンのお片付けにテーマを絞り、より快
適な暮らしができるきっかけ作りを行う 

2 月 1 成人 30 31 

西 指扇 20 食育 大人にじいろ公民館 
（料理プチ薬膳） 

生活・文化の振興を図るため、様々な年
齢層の方々にご参加いただける講座を開
催する。 

3 月 １ どなたでも 16 人 19 

西 植水 1 食育 春のケーキつくり教室 季節にあったケーキを製作する事で、技
術の向上と食に対する理解を深める。 

5 月 １ どなたでも 16 人 10 

西 植水 7 食育 かんたんにできるパン教室 家庭で出来るパンの技法を学び、食に対
しての理解を深める。 

７月 １ どなたでも 16 人 16 

西 植水 13 食育 秋のお菓子をつくろう 季節にあったお菓子を製作する事で、技
術の向上と食に対する理解を深める。 

９月 １ どなたでも 16 人 19 

西 内野 7 食育 ｎａｔｕｒａｌパンクラブ（託児付） 食の安心・安全を学びながらのパンづくり 6 月 １ どなたでも 24 人 23 
西 内野 27 食育 大人女子 楽部（託児付） ストレッチや料理を通して家庭生活の向上

を図る。 
12 月～

1月

3 30 歳以上の
女性 

20 人 56 

北 大砂土 6 食育 親子パン作り教室 親子でパン作りの基礎を学びます。 6 月 １ 大砂土公民館
地域在住の小
学生と保護者

12 組 28 

北 大砂土 25 食育 太巻き作り教室 太巻き作りを通して手作りの楽しさを学び
ます。 

1 月 １ どなたでも 16 人 19 

北 大砂土 27 食育 手づくり味噌教室 材料からこだわった味噌を作ります。 2 月 １ どなたでも 16 人 16 
北 日進 2 食育 食育講座 華麗なフランス料理にチャレンジ 5 月 １ 成人の方 15 人 16 
北 宮原 3 食育 エコクッキング 環境にやさしい料理の実習をしながら環境

と食についての理解を深めます。 
5 月 １ 成人 20 人 14 

北 宮原 36 食育 そば打ち教室 そば打ちを楽しく体験しましょう。 12 月 １ 成人 16 人 16 

西 馬宮 16 環境教育 環境講座「自然観察」 荒川沿いを散策しながら、自然環境や緑

をテーマとした学習を行います。 

9 月 １ 市内在住在勤

の成人の方

20 人 6 

西 内野 10 環境教育 大人カワイイ新聞エコバッグ（託

児付） 

エコバッグづくりを通して環境について学

ぶ。 

7 月 １ どなたでも 20 人 19 

北 大砂土 5 環境教育 ホタルと音楽の夕べ ホタル観賞及び野外の音楽コンサートを

通じて、市民の環境学習及び音楽文化の

振興に寄与する 

6 月 １ 北区・見沼区

在住の方 

- 3000 

北 宮原 37 環境教育 ミニガーデニング教室 お正月に向けて寄せ植えをしましょう。 12 月 １ 成人 40 人 39 

北 宮原 45 環境教育 リサイクル講座 リサイクル小物作りを楽しみましょう。 3 月 １ 成人 16 人 16 

北 植竹 26 環境教育 正月用ガーデニング教室 正月用の寄せ植え（ガーデニング）を学ぶ 12 月 １ 成人 20 28 

大宮 大宮東 7 環境教育 アレンジハーブ教室 ハーブについての基礎知識と、暮らしの中

で活かせるアレンジハーブを学ぶ。 

6 月 2 成人 16 人 27 

大宮 大宮東 22 環境教育 環境講座 身近なエコ活動・リサイクルについて学び

ます。 

10 月 2 成人 15 人 21 

見沼 大砂土東 8 環境教育 環境講座 牛乳パックを利用した小皿づくりを通してリ

サイクルについて考えます。 

7 月 １ 成人の方 15 人 12 

見沼 七里 3 環境教育 園芸サロン 七里地区社会福祉協議会共催事業。樹

木の剪定方法等を学びます。 

4月～3月11 成人の方 30 243 

見沼 七里 8 環境教育 七里発見伝 自然散策 「新緑

と花木を訪ねて」 

七里発見伝シリーズ。自然に親しみなが

ら、地域を散策します。 

5 月 １ 成人の方 25 人 19 

中央 大戸 32 環境教育 中央区の花「ばら」を育てよう 中央区の花「ばら」を上手に育て、咲かせ

る方法を名人に教えてもらいます。 

3 月 １ どなたでも 16 人 31 

西 植水 26 国際理解 国際理解講座 料理をとおして、各国の食事情を学ぶ 3 月 1 どなたでも 16 人 16 

見沼 大砂土東 26 国際理解 国際理解講座「フランス菓子」 外国料理作りを通して、その国の食文化

を学びます。 

3 月 1 成人の方 12 人 12 

見沼 七里 19 国際理解 にほんご教室 地球っ子クラブ２０００との共催事業。地域

の子育て中の外国籍の親子のサポートを

します。 

７月・８月 3 外国籍の親

子 

- 24 

浦和 南箇 13 国際理解 外国人のための日本語教室 市内在住の外国人の方を対象に日本語

習得の支援を行う 

4月～3月41 市内在住の

外国人 

15 人 41 

南 南浦和 29 国際理解 国際理解講座 中国の語学、料理等を通して国際理解を

深める。 

9 月 2 成人 15 人 4 

南 谷田 11 国際理解 国際理解講座 国際理解の推進を図る 7 月 1 成人 40 人 18 

緑 原山 25 国際理解 国際理解講座／フランス家庭

料理 

フランスの郷土料理をフランス人シェフか

ら学び、日本とフランスの文化や生活の違

いなどの話を聞きます。 

11 月 1 成人 16 人 15 

岩槻 岩槻城址 27 国際理解 語学講座 中国語（4 日間） 異文化への理解を深め、また、旅行等に

役立つ中国語を学びます。 

1 月 1 成人 20 人 19 
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(3)用語解説  （ ）内は最初に出てくるページ 

【英数字】 

・GDP（P2） 

国内総生産。国内で新しく生産された商品やサービスの付加価値の総計。一国の国内の経済活動の

規模や動向を総合的に示す指標として用いられ、GDP の伸び率がいわゆる経済成長率に値します。

国内総生産には名目国内総生産(名目 GDP)と実質国内総生産(実質 GDP)があり、実質 GDP は、名

目GDPから物価変動の影響を除いたもの。また、名目国内総生産を実質国内総生産で割ったものを

GDP デフレーターと呼び、GDPデフレーターの変動が物価変動となります。GDP デフレーターの

変化率がプラスであればインフレーション、マイナスであればデフレーションの状態とされます。 

・ICT（P15）、ICTリテラシー（P17） 

Information and Communication Technology「情報通信技術」の略で、情報・通信に関する

技術の総称。従来から使われている「IT（Information Technology）」に代わる言葉として使われ

ています。 

ICTリテラシーは情報技術（コンピュータ等の情報機器）を使いこなす能力、更にはそこから得ら

れる各種情報を有効に利活用する創造的能力という２つの意味で使われています。 

・PIO ネット（全国消費生活情報ネットワークシステム）（P8） 

国民生活センターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センター

に寄せられる消費生活に関する苦情・問合せ等の相談情報（消費生活相談情報）を登録・集約してい

るシステムです。 

【あ行】 

・あっせん（P14） 

当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを

進めて解決を図るものです。あっせんはあくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、

あっせん人が解決案を提示することもありますが、拘束されるわけではなく拒否することができます。 

消費生活相談においては、事業者に対して相対的に交渉力・情報力に劣る消費者の立場を鑑み、消

費生活センターが間に入ってあっせんを行います。 

・エシカル消費（P16） 

環境や社会に配慮した製品やサービスを選んで消費すること。「倫理的な」という意味の英語の形

容詞エシカルをつけたことばで、倫理的消費とも言います。 

自然保護や省資源に役だてようとする「エコ消費」、健康で持続的な社会を目ざす生活スタイル「ロ

ハス」、搾取しないために途上国商品を適正価格で購入する「フェアトレード（後述参照）」、社会的

弱者の支援につながる「チャリティー消費」、地域活性化の一助となる「地産地消」などを包括する

用語です。環境や人権に配慮しない企業の商品を排除（ボイコット）するという回避行動もエシカル

消費に含まれます。 
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・送り付け商法（P10）、ネガティブ・オプション（P9） 

商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払う

ことを狙った商法。ネガティブ・オプションと同義。従来からカニなどの魚介類の送り付け商法が散

見されていましたが、平成24年度から平成25年度にかけて、代金引換配達サービスを利用して高

齢者に健康食品が送付されるケースが急増。全国の消費生活センターや警察等の関係機関が消費者に

対して周知活動を大々的に行ったり、宅配事業者の協力で、悪質事業者リスト掲載の事業者の代引配

達契約解除に加えて、配達時に受取人に対して覚えのないものは受取拒否ができることを説明しても

らうなど、多面的な被害防止活動を展開しました。 

【か行】 

・改正貸金業法（P10） 

平成 18年 12月に、国会で全会一致で可決・成立し、平成22年 6月18日に、完全施行されま

した。返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題となり、

これを解決するためにつくられた法律で、ポイントとして、①借入残高が年収の 3 分の 1 を超える

と新規借入ができないこと、②グレーゾーン金利の撤廃で、法律上の上限金利が引き下げられたこと、

③貸金業者への規制強化、が挙げられます。この法律の施行により、消費生活相談における多重債務

に関連する相談は減少し続けています。 

・環境教育（P16） 

温暖化や自然破壊など地球環境の悪化が深刻化し、環境問題への対応が人類の生存と繁栄にとって

緊急かつ重要な課題となっている中で、自然環境を守り、引き継いでいくためには、環境への負荷が

少なく持続可能な社会を構築することが大切です。そのためには、国民が様々な機会を通じて環境問

題について学習し、自主的・積極的に環境保全活動に取り組んでいくことが重要です。 

消費生活の足場ともいえる環境保全や、そのために行われる環境教育は、持続可能な消費の実践を

目指す消費者教育との関わりが深いものとなっています。 

・グローバル化（P2） 

技術革新・規制緩和によって「人・モノ・カネ・情報」が国境を越えて行き交うようになったこと。

ボーダレス化（境界や国境がない、または意味をなさない）と同様の意味合いで用いられます。 

・劇場型の勧誘（P11） 

複数の業者が役回りを分担して消費者をだまそうとする悪質な勧誘方法で、例としては、勧誘に前

後して、消費者の自宅に販売会社（A社）のパンフレットや申込書が封筒で発送され、勧誘業者であ

るB社が「A社の封筒は届いていないか。A社が販売している権利（未公開株、社債など）は大変価

値があるが、封筒が届いた個人しか購入することができない。代わりに買ってくれれば権利を高値で

買い取る（または「代理で購入して欲しい」「名義を貸してくれたら謝金を支払う」「あなたの名前で

買った」）などと電話で消費者に勧誘し契約をあおったり、違法である名義貸しをした弱みにつけ込

んで金銭を支払わせるといった手口があります。役回りの中では、警察官や自治体職員など公的機関

や弁護士など司法関係者を騙った成りすましも多く見受けられます。 
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・公社債（P11） 

PIOネット（前述参照）における商品別分類で、証券会社、銀行、保険会社等の金融機関が扱う公

社債で、国債や地方債の他、リッチョー・ワリシンなどの金融債、転換社債・新株予約権付社債など

の社債、外債などが該当します。（公社債投信は投資信託に該当するため対象外） 

・国際理解教育（P16） 

国際理解教育は、社会経済の国際化の進展に合わせ、海外の文化や外国の人々との接点を理解させ、

地球規模の社会問題（環境や資源など）を考えさせることなどをねらいとしています。これは内外の

社会情勢及び地球環境に与える影響を自覚するという点で消費者市民社会の形成に向けた教育と深

く関係しているもので、消費者教育の重要な要素と位置付けられます。 

・国交省のガイドライン（P10） 

国土交通省が取りまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。民間賃貸住宅にお

ける賃貸借契約は、退去時の原状回復費用の負担についてトラブルが発生することが多く、こうした

退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例

及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な

基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめられたものです。 

ポイントとして、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人

の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧す

ること」と定義し、その費用は賃借人負担とする一方、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等

の修繕費用は、賃料に含まれるものとされ、原状回復費用として請求すべきでないとされています。 

【さ行】 

・消費者教育推進計画（推進計画）（P3） 

消費者教育の推進に関する法律において、都道府県及び市町村が作成することを努力義務とされた

計画。国の消費者教育の推進に関する基本的な方針（基本方針）を踏まえて、消費者教育推進計画を

策定することとされています。 

・消費者教育推進地域協議会（地域協議会）（P3） 

消費者教育の推進に関する法律において、都道府県及び市町村が組織することを努力義務とされた

協議会。消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の当該都

道府県又は市町村の関係機関等を構成員とし、消費者教育の推進に関する構成員相互の情報の交換及

び調整、消費者教育推進計画の作成・変更における意見陳述等の事務を行います。 

・消費者教育の推進に関する基本的な方針（基本方針）（P3） 

消費者教育の推進に関する法律で、政府に定めることが義務付けられたもので、平成25年 6月に

閣議決定されました。消費者教育の推進の意義及び基本的な方向、推進の内容、関連する他の消費者

政策との連携に関する事項を定めるとともに、都道府県消費者教育推進計画及び市町村消費者教育推

進計画の基本となるものになっています。誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、

消費者教育を受けることができる機会を提供するため、国・地方、行政・民間、消費者自身も含め幅
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広い主体を担い手として、担い手を支援し、育成し、情報を共有し、連携を図って、効果的に進めて

いくことを示した指針となっており、国や地方公共団体だけでなく、消費者、消費者団体、事業者、

事業者団体、教職員、消費生活相談員、地域福祉関係者、その他の幅広い消費者教育の担い手の指針

となることを目指しています。 

・消費者教育の推進に関する法律（推進法）（P3） 

平成 24 年 8月成立、同年 12月施行。消費者教育の基本理念として、「消費生活に関する知識を

修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれること」および「消費者

が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与す

ることができるよう、その育成を積極的に支援すること」等を定めた法律。また、消費者教育推進に

関する施策を策定し、実施することを国や地方公共団体の責務としています。さらに、消費者教育の

推進に関する基本方針を定めることを政府に義務付けています。さいたま市にとっては、市町村消費

者教育推進計画の策定及び消費者教育地域協議会の設置が努力義務に規定されています。 

・消費者力（P4） 

消費生活を営むうえで必要な基本的知識を持ち、消費者としてよりよく生きていく力。具体的には、

消費生活について、正しい知識や基本的な考え方を身につけ、消費者自らが主体となって考え選択し、

トラブル時に対応できること。 

・消費生活講座、消費生活セミナー（P4） 

いずれも消費生活に関わるトピックスや注意事項などを、講師がわかりやすく説明するものですが、

消費生活講座は、団体・グループからの申し込みを受けて、市民が開催する集会や会合等に講師が出

向いて説明するもので、公民館主催の講座や市内の学校の授業、老人会、自治会、ＰＴＡ、その他自

主的な学習グループなどを対象に実施しています。一方消費生活セミナーは、消費生活総合センター

が主催して経済・社会情勢に即したテーマを取り上げ、ホームページや市報に掲載して広く参加者を

募集して実施するものです。 

さいたま市の消費生活講座では、日頃消費生活相談を行っている消費生活相談員が、対応した相談

事例などの豊富な経験を活かして、数多くの講座で講師としても活躍しています。 

・食育（P16） 

健康な食生活を送るために食品選択や安全性、表示の仕組み、さらには農業との関係を学ぶこと。

子どもだけでなく、消費者全体が対象。平成 17 年 7 月食育基本法施行。平成 18 年 3 月食育推進

基本計画が閣議決定。同計画は、朝食欠食者率(小学生 0%、20歳・30歳代男性 15%以下)、学校

給食における地場産物使用割合(30%以上)、教育ファームに取り組む市町村の割合(60%以上)などの

数値目標を掲げています。この計画を受けて、地場産農作物を学校給食に提供する動きが広がってい

ます。 

食品ロスの削減や地産地消の推進といった取組は、持続可能な社会の形成を目指す消費者教育の課

題でもあり、栄養バランス等の観点から適切な食生活を選択すること、食品の安全性に関する知識と

理解を深めること等は、栄養表示を含めた食品表示の適切な理解を始め、食における危険を回避する

能力を育む消費者教育と密接な関係があるため、食育の内容は、消費者教育の重要な要素になってい
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ます。 

【た行】 

・出会い系サイト（P8） 

インターネット、特にウェブサイトを通じて、不特定の男女等の出会いを仲介するウェブサイトの

総称。スマートフォンの普及と共に利用が拡大しています。勧誘方法あるいは料金の請求方法などに

悪質な手法を用いるサイトが急増し、消費者トラブルとなる事例が多くみられます。 

・デジタルコンテンツ（P8） 

デジタル化された情報で構成されたものの総称ですが、消費生活相談においては、PIOネット（前

述参照）における分類項目で、インターネットを通じて得られる情報に関する相談を指します。代表

的な例として、利用していない、もしくは利用について承諾していない有料サイトなどからの不当・

架空請求が挙げられます。近年デジタルコンテンツに関する消費生活相談は、情報通信の進展ととも

に増加傾向にあり、全国的に最も相談の多い項目になっています。 

・電子マネー取引（P15） 

クレジットカードと同じく電子決済手段の一種ですが、クレジットカードが取引のたびに決済情報

のやりとりを行うアクセス型であるのに対して、電子マネーは取引ごとに決済情報をやりとりする必

要がないストアドバリュー型に分類されます。ストアドバリュー型は、ICカードやパソコンにあらか

じめ現金や預金と引換えに電子的貨幣価値を引き落としておき、経済活動の際に同貨幣価値のやりと

りを通じて代価を支払うものです。 

具体的には、「スイカ」や「パスモ」など鉄道系や、「ワオン」「ナナコ」などの流通系、「エディ」

など独立系の IC型電子マネーの他、おサイフケータイやAmazonギフト券や iTunes カードなどギ

フトカード式のプリペイド型電子マネーも含まれます。最近悪質商法の決済手段としてこうしたプリ

ペイド型電子マネーが用いられることが多くなっています。 

【な行】 

・ネガティブ・オプション（P9）、送り付け商法（P10） 

商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払う

ことを狙った商法。送り付け商法と同義。従来からカニなどの魚介類の送り付け商法が散見されてい

ましたが、平成24年度から平成25年度にかけて、代金引換配達サービスを利用して高齢者に健康

食品が送付されるケースが急増。全国の消費生活センターや警察等の関係機関が消費者に対して周知

活動を大々的に行ったり、宅配事業者の協力で、悪質事業者リスト掲載の事業者の代引配達契約解除

に加えて、配達時に受取人に対して覚えのないものは受取拒否ができることを説明してもらうなど、

多面的な被害防止活動を展開しました。 

・ネットバンキング（P15） 

顧客がスマートフォンやパソコンを用いて、インターネットを通じて金融機関のシステムにアクセ

スし、各種金融サービスの提供を受けること。 

居ながらにして残高照会や振込、定期預金や外貨預金、投資信託口座の開設ができ、利便性が高ま
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った反面、インターネットバンキングの口座から現金が勝手に引き出される不正送金の被害がここ数

年急増、厳重なパスワード管理など被害に遭わないための予防策が求められます。 

【は行】 

・光回線サービスの卸売（P10） 

従来光回線サービスの消費者への提供は、一部を除いてＮＴＴ東西が独占していましたが、平成

27年2月1日よりＮＴＴ東西から事業者への光回線サービスの卸売が開始されました。これにより、

ＮＴＴ東西から光回線サービスの卸売を受けた多くの事業者が、卸売を受けた光回線とプロバイダー

や携帯電話等を組み合わせた独自のサービスを、様々な料金や契約形態で消費者に提供するようにな

り、消費者にとっては契約先の選択肢が増えた一方、卸売を受けた事業者の勧誘時の説明不足等に伴

い、消費者が光回線サービスの卸売について十分な理解がないまま契約してトラブルになってしまっ

た事例が、全国の消費生活センターに数多く寄せられました。 

・ファンド型投資商品（P10） 

PIOネット（前述参照）における商品別分類で、運用者が資金を集めて運用し、そこから生じる収

益の配当又は財産について出資者に配分を行うもので、投資信託等他の商品分類に該当しないもの。

商品ファンドや不動産ファンド、預託商法、和牛オーナー契約、森林オーナー契約、株や社債という

形ではない事業への出資などが該当します。 

・フェアトレード（P16） 

開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生

産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」を いいます。 

・訪問購入（P9） 

特定商取引に関する法律で規定された取引名称で、一般的には訪問買取や出張買取と呼ばれている

もので、事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のことです。不用品を買い

取ると言って訪問したのに、貴金属は無いかと威嚇し、出すまで居座って帰らないなど、悪質な事業

者が多く見られたため、平成24年度の法改正で対象取引として規定されました。 

・ホームヘルパー（P12） 

高齢者をはじめ、日常生活に支障がある障がい者・難病患者などの家庭に派遣されて、家事や世話

をする人。特に介護保険法における有資格者である訪問介護員のこと。 

【ま行】 

・マルチ・マルチまがい（P7） 

「特定商取引に関する法律」で規定される「連鎖販売取引」やこれに類似した取引にあたり、商品・

サービスを販売する事業であって、再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者を、特定利益

が得られると誘引し、特定負担を伴う取引をするもの。 

具体的には、「この会に入会すると売値の３割引で商品を買えるので、他人を誘ってその人に売れ

ば儲かります」とか「他の人を勧誘して入会させると１万円の 紹介料がもらえます」などと言って
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人々を勧誘し、取引を行うための条件として、１円以上の負担をさせるような取引を指します。 

・民生・児童委員（P12） 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談

に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。児

童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安

や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。 

地域の高齢者や児童、障がい者など福祉サービスが必要な人のいる家庭が孤立しないよう、窓口と

して行政などにつなげる役割を担っています。 

【わ行】 

・ワンクリック請求（P9） 

Webサイトや電子メールに記載されたURLやボタンを一度クリックしただけで、一方的に、サー

ビスへの入会などの契約成立を宣言され、多額の料金の支払いを求められるという詐欺です。利用者

が間違って契約してしまったように思わせる仕組みや、わざとわかりにくいところに利用規約などを

表示して、利用者が気付きにくいような細工をしていることが多いです。 


