
「川崎市消費者行政推進計画」 概要

① 趣 旨
「川崎市消費者行政推進計画（以下「消費者行政推進計画」という。）」は、

消費者の権利の尊重と自立支援に向けた取組を行うとともに、消費者行政の計画
的な推進を図るための総合的な計画として策定している。

② 経 緯
「消費者行政推進計画」は、昭和50(1975)年度から毎年度策定し、平成

20(2008)年度からは、中期的な視点から市全体で取り組む課題や方向性を明確に
するため、３か年間の計画として策定している。このたび、新型コロナウイルス
感染症の影響や消費生活のデジタル化、法改正など消費者を取り巻く状況が変化
していることから、これらに的確に対応し消費者行政を推進するため、令和５
(2023)年度からの計画を策定する。

消費者⾏政
推進計画

１ 川崎市消費者行政推進計画策定にあたって

消費者教育の
推進に関する法律
（第10条２）

川崎市
総合計画

基本理念に基づき制定

川崎市消費者の利益の擁護
及び増進に関する条例

条例に基づき策定
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「消費者行政推進計画」は、川崎市総合計画を上位計画とした、消費者行政に
関わる分野別計画であり、「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」
に基づき策定している。

また、平成24(2012)年12月に施行された「消費者教育の推進に関する法律」に
おいて、消費生活に関する教育を総合的かつ一体的に進めていくとしており、消
費者行政推進計画に定める消費者教育の施策を拡充することで、消費者行政推進
計画の一部を「消費者教育推進計画」と位置付けている。

一部を消費者
教育推進計画
と位置付け

１ 安全が確保される権利

２ 選択の機会が確保される権利

３ 適正な価格を保証される権利

４ 意見が施策に反映され、適切、迅速に

救済される権利

５ 必要な情報及び教育の機会が提供される権利

６ 自主的な行動が保証される権利

７ 環境の保全への配慮

※国の責務

・基本理念にのっとり、消費者政策を推進する

基本理念

消費者基本法※

本計画期間を令和５(2023)年度から令和７(2025)年度とする。

「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」の実現めざすべき姿

Ⅰ 安全の確保

Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進

【消費者教育推進計画】

Ⅵ 消費者支援協定

Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実

7つの施策の柱

消費者⾏政及び消費者教育の推進において、本市がめざすべき姿を位置づけ

分野別計画

（１）消費者行政推進計画策定の趣旨と経緯

（２）消費者行政推進計画の位置付け

※地方自治体の責務

・国の施策に準じて施策を講ずる

・当該地域の社会的、経済的状況に応じた

消費者政策を推進する

（３）消費者行政推進計画期間

２ 消費者行政推進計画（令和２～４年度）の主な取組の成果

Ⅰ 安全の確保

・調査及び商品に関する各法に基づく立入検査、食品等の検査等を実施すること

により、商品・サービス、食の安全性を図った。

Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

・家庭用品の品質表示の立入検査及び特定計量器の定期検査、商品量目の立入検

査等を実施することにより表示、計量等の適正化を推進した。

Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

・市内のスーパー及び大手コンビニエンスストア等と締結している協定に基づ

き、供給体制の確認を行った。また、協定の実効性を高めるため、生活協同組

合の協力を得て、締結団体と情報伝達訓練を実施すること等により、供給体制

の充実を図った。

・生鮮品等の集荷と充実を図り、安定供給を確保した。

Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

・土曜日電話相談を継続し、平日に相談できない相談者の利便性を向上させた。

・法改正等により新しい知識を吸収するため、相談員向けの研修を実施し、ス

キルアップを図るとともに、専門的アドバイスとして弁護士による助言により、

相談体制の充実を図った。

・事前予約制等によりコロナ禍においても円滑な消費生活相談体制を構築した。

・外国人市民の消費者被害の拡大防止に向けて関係機関と連携を強化した。

Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】

・障害者相談支援センターや地域活動支援センター等の職員を対象に、障害者

の消費生活見守り講座を実施し、見守り関係者との連携を強化した。

・幅広い世代に対して、「消費者市

民社会」の考え方の普及や消費を

通じて持続可能な社会を築くため

の行動事例について、「消費者市

民社会」のイメージ動画を作成し、

YouTubeやSNS等での発信、デジタ

ルサイネージによる広報を実施し、

その概念の普及に取り組んだ。



③

本市の消費生活相談に

おける年代別既支払額は、

70歳以上が最も多く、高齢

者における被害総額は高

額である。（図２）

３ 消費者を取り巻く現状

①

相談者の年代別割合をみると、国と比べ、本市は若い世代の相談割合が多く、また

20歳代から60歳代まで概ね同じ相談割合となっている。（図１）

（資料）川崎市消費者行政センター調べ、消費者庁の資料から作成

相談者の属性

（図１）令和３（2021）年度 契約当事者の年代別割合

②

令和４（2022）年４月の改正民法施行に伴い、成年年齢が20歳から18歳に引下げられ

たことにより、未成年者取消権の適用が17歳以下となっている。

高齢者の被害状況

（資料）川崎市消費者行政センター調べ
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（図２）本市の令和３（2021）年度 年代別既支払額総額
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（単位：千円）

④

インターネットの普及や新型コロナウイルス感染症等の影響による電子商取引の増加

やキャッシュレス決済の普及により、インターネット関連のトラブルの増加が見られる。ま

た、介在している事業者が複数あることなどにより、解決に至るまでの対応時間・回数が

増加しており、相談内容が複雑化している。 （図３、４）

相談内容の複雑化

（資料）川崎市消費者行政センター調べ
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（単位：件）（図３）本市のインターネット通販に関する消費生活相談件数の推移
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（図４）本市の消費生活相談件数・総対応数の推移

（資料）川崎市消費者行政センター調べ

（単位：件）
相談件数

令和2～4年度
消費者行政
推進計画

の主な評価

①土曜日電話相談の実施、相談員研修の充実及びコロナ禍における相
談の事前予約制導入等により、円滑な消費⽣活相談体制を構築し、
令和３(2021)年度において、年度内完了率が99.4%となり目標を
達成した。
②動画作成及びYouTube等での発信により「消費者市⺠社会」の概念
を広報周知することにより、消費者教育を推進した。

毎年度、消費者⾏政事業概要において、消費者⾏政推進委員から意⾒を聴取し、点検・評価を実施

（１）消費者を取り巻く社会経済環境の変化等

Ⅵ 消費者支援協定
・消費者支援協定店と連絡体制を確保し、協定店との協力体制を維持した。

Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実
・附属機関等と協議を実施し、そこでの意見を反映させるとともに、モニター
へのアンケート等の実施により市民意見の把握に努めた。

・消費者教育のためのデジタル教材を作成し、小中学校に提供することにより

消費者教育を推進した。

・成年年齢引下げに伴う啓発として、Webやパンフレット等により、若年者へ

の消費者教育を推進した。

成年年齢引下げ

近年、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル化の急速な進展、法改正等に
より、消費者を取り巻く社会経済環境は、大きく変化している。

（年度）



③ ＳＤＧｓに貢献する消費者等を育てる消費者教育の推進
＜４課題 (5)への対応＞

② 消費生活相談機能の更なる充実
＜４課題 (1)(2)(3)(4)への対応＞

① 若年者から高齢者までのライフステージに応じた消費者教育の推進
＜４課題 (1)(2)(3)(4)への対応＞

「消費者行政推進計画（令和２年～令和４年度）」において、消費生活相談体
制の構築及び「消費者市民社会」の普及、成年年齢引下げに伴う若年者への消費
者教育の実施等に取り組み、成果を上げており、引き続き消費者の安心・安全に
向けた従来の取組を行う必要があるとともに、消費生活相談の利便性の更なる向
上や「消費者市民社会」の考え方について行動変容につなげるための啓発、成年
年齢引下げに伴う若年者への継続的な啓発等が課題としてあげられる。

これまでの取組の成果や消費者を取り巻く社会経済環境の変化、国の動向等を
踏まえ、今後、対応すべき課題を５つに整理する。

(1) 各年齢層に応じた消費生活相談の未然防止

(2) 成年年齢引下げによる若年者を狙った消費者被害拡大の懸念

(3) 消費者被害額が大きい高齢相談者への対応

(4) 社会のデジタル化等による相談内容の複雑化

(5) 持続可能な開発目標に対応した消費者意識の醸成

４ 評価と現状を踏まえた課題

⑤
持続可能で多様性と包摂性のある社会に向け、消費生活において、エコ商品、サステ

ナブルファッション等のエシカル消費の取組が進む中、エシカル消費に関する消費者意
識調査で興味がない人が未だに４割を占めている。（図５）

（資料）消費者庁「倫理的消費（エシカル消費）」に関する消費者意識調査報告書

・若年者から高齢者までのライフステージに応じた消費者教育を推進することに
より、消費者トラブルを未然に防止し、安全・安心な消費生活の確保を図る。
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①これまでの施策を着実に進め、消費⽣活の安定と消費者の⾃⽴を促進するためには、引
き続き消費者⾏政施策に取り組む必要があることから、条例に基づく基本理念及び７つ
の施策の柱は、継続する。
②これまでの取組及び消費者を取り巻く社会経済環境の変化、本市の現状、国の動向
を踏まえた課題への対応を整理し、次の３つを主な施策の方向性とする。

（図５）エシカル消費の興味度

SDGｓ

相談者の属性

相談内容の複雑化

高齢者の被害状況

成年年齢引下げ

SDGｓ

興味がある
（計・％）

興味がない
（計・％）

令和元
(2019)年度
(n=2803)

59.1 40.9

平成28
(2016)年度
(n=2500)

35.9 64.1

・持続可能で多様性と包摂性のある社会を目指し、消費生活におけるＳＤＧｓの
実現のため、エシカル消費等ＳＤＧｓに貢献する消費者等への普及啓発を実施
する。

・年々複雑化する消費者トラブルに適切かつ迅速に対応すべく、相談機能の更な
る充実と利用者の利便性の向上を図る。
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５ 基本的な考え方と主な施策の方向性

「消費者行政推進計画」において、各年齢層に応じた相談者への対応や、若年

者・高齢者など、消費者被害の拡大が見込まれる年齢層の消費者被害の未然防止、

社会のデジタル化やSDGsなどの社会経済環境の変化による課題に的確に対応する

ため、２つの本市の基本的な考え方を整理する。

めざすべき姿である「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、３つの主な施策の方向性を設定し、取組内容の充実

を図り、「消費者行政推進計画」における施策に反映する。

国は、消費者基本法第９条に基づき、消費
者政策の推進に関する基本的な計画として
「消費者基本計画」を策定し、令和３(2021)
年度に、新型コロナウイルス感染症の影響等、
社会経済環境の変化に対応するため改定を
行った。

また、いわゆる霊感商法や法人等からの不
当な寄附の勧誘等による被害の救済を図るた
め、令和４(2022)年12月に「消費者契約法」
等の改正及び「法人等による寄附の不当な勧
誘の防止等に関する法律」が成立した。

（１）基本的な考え方

（２）主な施策の方向性

（２）国の動向

◆令和４(2022)年度における消費者
基本計画工程表改定の主なポイント

①消費者被害の防止の強化

【関連する対応】概要P5 本編P28,31～33

②デジタル社会における消費者保護

【関連する対応】概要P5 本編P28,29,31,33

③SDGsに貢献する消費者・事業者の取組・

協働の推進

【関連する対応】概要P5,6 本編P31,35

④成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育の推進

【関連する対応】概要P5 本編P28,33

※消費者庁において、消費者市民社会を目指した消費者教育の推進は、エシカル消費の普及・啓発活動などと
共に「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成に貢献する施策としています。



Ⅰ 安全の確保

・安全で安心な暮らしの確保に向けた
必要な調査・検査等の実施

Ⅱ 表⽰、計量等の適正化及び不適正な取引⾏為の禁⽌

・消費者が適切な選択を行うための
価格・量目の表示、計量の適正化

・消費者被害の未然防止等のための
実態調査及び改善指導

Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

・生活必需物資の安定供給

・災害時や異常な物価高騰時等に対
応するための生活物資の調達、供
給体制の整備

施策 主な取組

1 商品・サービスの安全性確保
(1)商品等の安全性の調査
(2)商品に関する各法に基づく⽴入検査の実施 等

2 食の安全性確保
(1)農作物の安全性確保
(2)食品衛⽣に関する監視指導・検査
(3)食中毒等の調査 等

3 監視指導 (1)法律等に基づく環境衛⽣関係営業施設や水道等の監視指導 等

4 商品廃棄に係る汚染防止 (1)廃家電製品等に関する再資源化を含む適正な処理・処分の実施 等

5 放射性物質に対する安全性確保 (1)食品、水道水等に係る放射性物質の検査 等

1 表示・包装の適正化
(1)表示基準等による適正化の実施
(2)過大包装の適正化 等

2 計量の適正化 (1)特定計量器、商品量⽬等に関する検査及び適正計量の普及・啓発 等

3 不適正な取引行為の禁止
(1)事業者との情報交換及び必要に応じた法令等の遵守
(2)近隣⾃治体や関係機関との連携 等

1 生活必需物資の確保及び
価格の安定

(1)市場における⽣鮮品等の安定供給
(2)都市農業の優位性を活かした地産地消の推進 等

2 災害緊急対策
(1)災害時における協定に基づく⽣活必需物資の供給
(2)震災時における飲み水確保のための応急給水拠点の整備 等

６ 消費者行政推進計画における施策
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Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

・複雑化・多様化する消費者被害等
への迅速かつ適切な対応

・市民の安全、安心な消費生活を営
むための消費生活相談機能の充
実、強化

施策 主な取組

1 消費生活相談機能の充実

(1)全世代の多様なトラブルに対応した専⾨知識と経験を持つ消費⽣活相談員による相談の実施
(2)◎デジタル化の進展や国のいわゆる霊感商法等の悪質商法への対策など、社会経済環境の
変化により整備された関連法令等に対応するため、職員及び消費⽣活相談員の資質の向上を図る
ための研修を実施 （ 、 への対応）

(3)◎高齢者・若年者等に向けた特別相談の実施に加え、悪質商法などに対する国の動向や法の改正
等を踏まえ、必要に応じた特別相談等の検討
（ 、 、 への対応）
(4)◎【新規】消費生活相談のデジタル化の推進 （ への対応）

①消費者ニーズに対応するWeb会議ツールを利⽤したオンライン相談の導⼊等
(5)◎国等が検討を進める消費生活相談サービスの業務・システム体系の進捗を踏まえた相談体制の
構築 （ への対応）

2 被害の救済 (1)悪質商法に対する被害救済に向けた関係機関との連携 等

5

相談内容の複雑化

Ⅴ 消費者市⺠社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】

1 市民に向けた効果的な情報発信

(1)◎リーフレットやデジタルサイネージなどによるインターネット関連などの時宜にかなった様々な消費者
トラブル事例等の効果的な情報発信 （ への対応）
①デジタル化の進展やコロナ禍によるインターネット関連の消費者トラブル事例を消費⽣活相談事例集やホームペー
ジ、メルマガ等により、 重点的に広報

(2)消費者市⺠社会に向けた消費者教育講座の実施 等
◎「消費者市⺠社会」の広報 （ への対応）
①消費者の⾏動変容につなげる持続可能な社会を築くための⾏動事例の広報・啓発

2 様々な場やライフステージに
応じた消費者教育・啓発の推進

(1)地域社会／全世代への取組
◎【新規】地域の団体等と連携した消費者被害注意喚起情報の発信
（ への対応）
①全世代の消費者被害未然防⽌のための町内会・自治会等への啓発チラシの配布等

(2)地域社会／高齢者／障害者への取組
◎地域の高齢者等の⾒守りの担い⼿となっている関係者等への情報提供・情報共有
（ への対応）
①地域包括⽀援センターや福祉関係者等との連携、消費者被害に関する情報提供・事例共有

(3)学校／若年者への取組
◎ＧＩＧＡスクール端末に対応したデジタル教材の活用促進と内容の充実
（ 、 への対応）
①⼩中学⽣に向け、消費者トラブルの知識の普及を図るため、デジタル教材による消費者教育を展開
②若年者のインターネット関連の消費者トラブル等の未然防⽌を図るため、教育委員会と連携し、インターネッ
ト関連取引のリスクの理解など、デジタル教材等の内容のさらなる充実

・消費者が自立し、自主的かつ合理
的に行動する力を身に付けるため
の支援

・「消費者市民社会」の形成に向けた
消費者教育の推進

◎重点取組

相談者の属性

高齢者の被害状況

成年年齢引下げ

SDGｓ

◎重点取組

相談内容の複雑化

相談内容の複雑化

＜施策の方向性① ＞

『若年者から高齢者までのライフス
テージに応じた消費者教育の推進』

に向けた対応

＜施策の方向性② ＞
『消費生活相談機能の更なる充実』

に向けた対応

＜施策の方向性③ ＞
『ＳＤＧｓに貢献する消費者等を

育てる消費者教育の推進 』
に向けた対応

６ 消費者行政推進計画における施策

相談内容の複雑化相談者の属性

相談内容の複雑化

相談者の属性 高齢者の被害状況成年年齢引下げ



Ⅵ 消費者支援協定

・市民意見を反映した総合的な消費
者行政の推進と関係部署、関係機
関との連携強化

1 消費者意見の反映 (1)消費者⾏政推進委員会、食の安全確保対策懇談会における審議及び協議 等

2 消費者行政の円滑な推進
(1)消費者⾏政連絡調整会議等の開催
(2)国や関係機関、消費者団体との連携

・事業者の自主的な改善の促進と冊
子、ホームページ等による情報提供

Ⅶ 施策推進のための⾏政体制の充実

1 消費者支援協定の締結 (1)家庭用電気製品の修理、上下水道の水回り⼯事、住宅⼯事、葬儀等に関する⽀援協定
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施策 主な取組

2 様々な場やライフステージに
応じた消費者教育・啓発の推進

(4)職域／事業者への取組
◎【新規】事業者への消費者志向経営の啓発 （ ５-(2)-③への対応）
①事業者に向けた消費者市⺠社会の広報及び消費者志向経営に関する講座の実施

3  地域の消費者教育の担い手の
育成及び多様な主体間の連携

(1)担い⼿の育成
①消費⽣活相談員の研修⽀援
②環境教育を推進する地域環境リーダーの育成

(2)多様な主体との連携及び育成
①消費者団体との連携及び各消費者団体間の連携促進

Ⅴ 消費者市⺠社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】（続き）

SDGｓ

・消費者が自立し、自主的かつ合理
的に行動する力を身に付けるため
の支援

・「消費者市民社会」の形成に向けた
消費者教育の推進

◎重点取組

＜施策の方向性③ ＞
『ＳＤＧｓに貢献する消費者等を

育てる消費者教育の推進 』
に向けた対応

６ 消費者行政推進計画における施策

７ 消費者行政推進計画の実効性の確保 ８ 今後のスケジュール

毎年度「消費者行政事業概要」を作成し、消費者行政推進計画の進行管理及び事業実績の評価を実施し、
適宜取組の見直しを行い、点検・評価結果を公表する。

成果指標による達成状況を把握し、消費者行政推進計画を効率的に推進する。

成 果 指 標 基準値 実績値
目標値

前回 今回

①消費生活相談の年度内完了率
98.2％

（平成26(2014)年度）
99.4％

（令和３(2021)年度）
99.0％以上

（令和４(2022)年度）
99.0％以上

（令和７(2025)年度）

②消費行動の中で「消費者市民

社会」の考え方を意識している

市民の割合（アンケート）

64.3％
（平成27(2015)年度）

88.7％
（令和４(2022)年度）

92.0％以上
（令和４(2022)年度）

92.0％以上
（令和７(2025)年度）

令和４(2022)年度
令和５(2023)年度～
令和７(2025)年度

消費者行政
推進計画改定

計画に基づき実施
改定に向けた

検討・調整
パブリック
コメント

計画
改定


