
Ⅱ４(５)消費生活〔１６年度政策評価〕

政策名
（中項目）

政策分類
（略称）

所管部課
政策評価
担当部

政策目標

政策指標

指標１

指標２

指標３

政策指標の推移

年度実績 年度見込 年度見込 年度目標 年度目標

13 16 17 22

指標１ 5,657人 6,774人 　12,407人
（達成度） （45.60%） （54.60%） （100.00%）
指標２ 11回 14回 18回 30回
（達成度） （36.66%） （46.66%） （60.00%） （100.00%）
指標３ 88.45% 85.00% 90.00% 100.00%
（達成度） （88.45%） （85.00%） （90.00%） （100.00%）

【実績評価】（政策指標の推移から）

①政策評価

【総合評価】（今後の政策の方向性）

 　消費生活は、21世紀を向え、激変している。まず、消費をめぐるトラブルは、年々多様化、複雑化
し、相談件数も劇的に増加している。こうした状況を踏まえ、苦情処理に事後的に対処するだけではな
く、相談業務の中での啓発・情報提供事業を一層充実し、自分で判断して被害を未然に防ぐことができ
る、自立した、かしこい消費者を積極的に育成していく。そのため、都や民間の活動団体、庁内他部署
などとも連携を図り、被害の多い高齢者や若者等が集まりやすい施設等に積極的に出かけ、重点的に情
報提供・啓発を実施していく。対象を絞って啓発することで、より効果的で、実際に即した成果が得ら
れるものと考える。
　それとともに、21世紀は環境の世紀と言われており、環境へ配慮した消費行動（グリーンコンシュー
マー）を一層推進する必要がある。そのためには、今後、消費者と事業者と行政の三者の連携がさらに
重要となる。消費者団体との連携を一層深めるとともに、事業者をどれだけ取り込み、その中から、ど
れだけ意欲を持った人材を発掘・育成できるかが大きな課題となる。事業者向けの啓発や研修会を開催
し、事業者の意識を変え、意識の高い事業者や人材を発掘していく。その後、消費者と事業者と行政の
三者の協働で、町会や高齢者団体の会合、学校や児童館、地域のイベント等に出向いて講師を勤めるな
どして、積極的な啓発活動を展開していき、研修会等をより時代の変化に対応し、区民のニーズに沿っ
たものにして、参加者の増を図っていく。

（79.45%）

消費生活を取り巻く社会環境は大きく変化しており、今回、その変化（消費者トラブルの劇的増
加、環境に配慮した消費生活の推進）に対応した政策を実現するための指標を掲げた。今後、各消
費者団体等との協働を通して、これらの指標を達成し、自立した、かしこい消費者の育成を目指し
ていく。

グリーンコンシューマー普及のための事業（シンポジウム、消費生活展、エコリサイ
クルフェア等）への参加者数、来場者数。

消費者問題に関する情報提供（情報誌の発行）と啓発（研修会・出前啓発等）の1年間
における実施回数。

4,538人
（36.58%）

79.45%

（22.10%）

（75.74%）

年度実績

平成16年度文京区政策評価表

年度実績

14

2,742人

ゆとりある消費生活を支援する

区民部経済課

ゆとりある、健康で安全な消費生活を実現するため、区民が自己責任を持って主体的
に行動できる自立した消費者になることを支援するとともに、環境に配慮した消費生
活をめざす消費者活動（グリーンコンシューマー活動）の推進を図る。

1年間の消費者研修会の総募集人数（定数）に対する総受講者数の割合（受講率）。

Ⅱ基本政策
　４地域の活力
　（５）消費生活

区民部

75.74%
（33.33%） （40.00%）

15

10回 12回

政策評価シート１



Ⅱ４(５)消費生活〔１６年度政策評価〕

政策名； ゆとりある消費生活を支援する

政策評価担当部の改革プラン （記入日 17 年 1 月 24 日）

（外部意見等）

学識経験者

区民意見・要望等（聴取した媒体等）

②改革プラン

①消費者を巡るトラブルについては、区消費生活相談員や都啓発員により多発する消費者被害事例
等を、若者・高齢者等の被害が多く発生している層に向け啓発を行い、自らトラブルを回避できる
消費者育成を行う。
②環境に配慮した消費者行動の推進は、生活者である区民の目線・意識を踏まえた取り組みとする
ため、消費者団体の協力を得て検討し実施する。また、消費経済の提供がわである事業者も推進事
業への参加を図ることで、より広範で確実な事業とする。

政策評価シート２



Ⅱ４(５)消費生活〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項
目）

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22
指標 75.74% 79.45% 90.00% 100.00%
（達成度） （75.74%） （79.45%） （90.00%） （100.00%）

現状

課題

達成度： 方向性：

評価

　消費者啓発・研修の内容は、社会情勢や住民要望により常に変化していく。その変化に
対応して、時代に即したトピカルで、区民が興味を持つような研修内容を実現するために
は、絶えず情報収集を行い、現状の消費者問題の課題の把握に努めなければならない。ま
た、参加者を増加させ、より広範囲の区民を啓発するためには、待ちの体制から積極的に
現場に出向いていくことが必要である。

今後、着実に成果の向上を図る

　研修会等を通じて、消費者問題について意識の高い、自立した消費者を育てる。そのた
め、研修会が、時代の変化に対応した、消費者のニーズのあったものとなるよう内容の充
実を図り、定数に対する受講率が年間100％となるよう努める。

85.00%

年度見込

16

年度実績

13

平成１６年度文京区施策評価表

①　消費生活の変化にあわせた情報提供、学習機会の充実を図る。

　グリーンコンシューマーリズムの普及等消費生活に関する知識を高め、自立した消費者
を育成するため、研修会等を実施する。また、地域の消費者団体に調査研究や実践活動の
成果を発表する場を提供するなど、消費者団体と連携して企画展等を開催し、消費生活に
関するタイムリーな情報を、区民に見やすく・分かりやすく提供する。

区民部経済課 区民部経済課

ゆとりある消費生活を支援する。

（85.00%）

　消費者研修会は、毎年10～20回以上実施し、多数の区民が受講し、受講率も80%弱で推移
している。しかし、参加者の一部はリピーターも多く、広範囲の区民に啓発されていると
はいえない状況にある。また、学校での消費者教育も実施したいが、カリキュラムに余裕
がなく、なかなか実施できない。区内の中学1年生全員にリーフレットを送付しているが、
授業としての活用は少ない。

　研修会の内容が、消費者のニーズに沿った情報提供、啓発となっているかをみるため、
受講率（1年間の研修会の総受講者数÷研修会の総募集人数×100％）を指標とする。

　消費生活センターは「グリーンコシューマー活動」を推進しており、グリーンコン
シューマーリズムの普及等を地域で推進している消費者団体と積極的に連携していくこと
により、研修会等をより区民のニーズに沿ったものとして、参加者の増を図っていく。そ
のための具体的な方法としては、第一に、消費者グループ活動助成等、区の助成制度を積
極的に活用して事業を行ってもらい、第二に、町会や高齢者団体の会合に出向き、出前講
座を行う。第三に、未来の賢い消費者を育てるため、学校や児童館等で出前講座を行う。
それらの出前講座の講師には、消費者団体を積極的に活用し、団体活動の成果にも結び付
けていく、等を考えている。

達成しつつある

88.45%
（88.45%）

施策評価シート１①



Ⅱ４(５)消費生活〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項
目）

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 10回 12回 18回 30回

（達成度） （33.33%） （40.00%） （60.00%） （100.00%）

現状

課題

達成度： 方向性：

　消費者相談の件数は、14年度1,520件だったものが、15年度は2,350件と劇的に増加し
た。そのため、相談員の雇用体制を変え、1日の従事者を平均2名から3名に増加し、より多
くの相談に対処でき、研修にも積極的に参加することが可能になった。しかし、なお増加
し複雑化する相談の対応に毎日追われているので、被害に遭う前にそれを回避する知識を
伝え、自分の判断で対処できるかしこい消費者を育成するという、啓発・情報提供の役割
を今後一層充実していく必要がある。

評価

達成しつつある 今後、着実に成果の向上を図る

　相談業務の中に啓発・情報提供の事業を位置づけ、自分で被害を回避できる消費者を積
極的に育てる。そのためには、毎日相談に追われている相談員だけですべてを行うことは
不可能なので、都の出前講座、相談員協会等民間の活動団体などを活用し、被害が多く
なっている高齢者や若者とそれらの家族に重点的に情報提供・啓発を実施していく。さら
に、庁内他部署とも連携を図り、対象者が集まりやすい地域交遊館、社員寮、学校、児童
館等に積極的に出かけ、啓発・情報提供することを今後検討していく。

　現在の相談内容を見ると、インターネットや携帯電話、街頭勧誘、訪問販売など消費者
があまり心積もりを持たないところで契約がすすめられているトラブルが目に付く。問題
となる契約の実態はどんなものか、被害の多い高齢者・若者等に対象を絞って啓発するこ
とで、より効果的で、実際に即した成果が得られるものと考える。また、啓発を受ける対
象者も、身近な問題として理解しやすく参考になると考えられ、こうした啓発を続けるこ
とで、消費者被害を未然に防ぎ、かしこい消費者を増やすことにつなげていきたい。

11回 14回

（36.66%） （46.66%）

年度実績 年度見込

13 16

ゆとりある消費生活を支援する。

平成１６年度文京区施策評価表

　情報社会の進展は経済社会に様々な変革を生み、消費生活にも便利さと快適さをもたら
す一方、従来にはなかったトラブルや被害を生み、消費者が対峙する問題は、多様化、複
雑化しつつ増加している。こうした状況を踏まえ、トラブルに遭遇した消費者の相談に十
分対処するとともに、消費者が自発的に情報を得て、自身で選択・判断して未然に被害を
防ぐことができるための体制の充実を図っていく。

　消費者問題に関する情報提供（情報誌の発行）と啓発（研修会・出前啓発等）の1年間に
おける実施回数。

　消費者被害やトラブルによる相談は、毎年劇的に増加している。次々に発生する問題に
事後的に対処するだけではなく、消費者ひとり一人が知識を持って、自ら被害を回避でき
るように、情報提供と啓発を充実していく。そのため、情報誌「くらしのパートナー」を
毎年6回発行し、研修会・出前啓発を年間24回実施することを目標とする。

②　消費者相談や被害を未然に防ぐ体制を充実させる。

区民部経済課 区民部経済課

施策評価シート１②



Ⅱ４(５)消費生活〔１６年度施策評価〕

平成１６年度文京区施策評価表
③施策評価
政策名
(中項

ゆとりある消費生活を支援する。

施策名
(小項目)

③　地域に密着したグリーンコンシューマー活動などを推進する。

施策
所管課

区民部経済課
施策評価
担当課

区民部経済課

施策概要

　20世紀の社会システムである大量生産・大量消費・大量廃棄は、地球規模の環境問題を
引き起こしてきた。そのため、21世紀の生活は、地球環境への配慮を考えた消費行動（グ
リーンコンシューマー）を推進する必要がある。そこで、事業者と消費者が一体となっ
た、グリーンコンシューマーリズムの普及活動を、消費者団体等と協働して、地域で推進
するものである。

施策目標

　グリーンコンシューマーの専門家である消費者団体と協働して活動を推進するととも
に、地域の住民や事業者の参加も図り、行政の他部署との連携も強化して、区内全域で幅
広くグリーンコンシューマー活動を普及させる。そのため、グリーンコンシューマー普及
事業へ、毎年区の人口の7%（統計学で、正規分布を５つに区切ると最も意識の高い層は全
体の7%となる。）の方が参加することを目標とする。

施策指標
　消費者団体等と協働で行った、グリーンコンシューマー普及のための事業（シンポジウ
ム、消費生活展、エコリサイクルフェア等）への年間の参加者数、来場者数。

年度実績 年度実績 年度実績 年度見込 年度見込 年度目標 年度目標
13 14 15 16 17 22

指標 2,742人 4,538人 5,657人 6,774人 12,407人

（達成度） （22.10%） （36.58%） （45.60%） （54.60%） （100.00%）

現状

　消費者団体は、地域に根づいた活動を行ってきており、一定の信頼を得ている。その
ネットワークを活用し、消費者団体と協働で活動することにより、グリーンコンシュー
マー活動等消費者の利益を向上させる活動を広げていくことができ、グリーンコンシュー
マー普及事業への参加者も増加傾向にある。しかしながら、消費者活動は地道な活動であ
り、多くの区民の短兵急な意識改革はなかなか難しく、即時的な成果は出にくい状況にあ
る。

課題

　グリーンコンシューマーの普及活動は、消費者団体と行政だけでは、今後より一層の成
果を出すことは難しい。消費者だけでなく、事業者、生産者、行政のすべてがグリーンコ
ンシューマ活動を推進することが重要である。したがって、事業者をどれだけ取り込み協
働で活動できるか、また、その中で、どれだけ意欲を持った人材を発掘・育成できるかが
大きな課題となる。また、具体的な活動としては、買物の手引きの作成、普及や地域のイ
ベントに積極的に出向いての啓発活動等を行っていきたい。

評価

達成度： 達成しつつある 方向性：今後、着実に成果の向上を図る

　今後、さらにグリーンコンシューマ活動を推進するためには、消費者と事業者と行政の
三者の連携が重要である。まず、事業者向けにグリーンコンシューマーの啓発や研修会を
開催し、事業者の意識を変えていく。その後、事業者との交流を図り、意識の高い事業者
や人材を発掘し、三者の協働で地域に出向き、積極的な活動を展開していく。また、その
ためには、行政の他部署とのより強力な連携も不可欠であると考える。

施策評価シート１③


