
 

 

2021年度事業報告 

 

本協会の目的と概況 

 

１ 本協会の目的 

 本協会は、消費者の権利の確立及び消費者の自立支援を推進し、消費者の利益の擁護

及び増進に努めるとともに、消費生活相談に係る情報や消費生活に関する情報を収集・

提供し、消費者被害の発生及び拡大の防止、被害救済のための活動を行い、消費生活の

安定・向上に寄与することを目的としている。 

2021 年度においても、新型コロナウイルス感染症拡大が収まらない中での活動とな

ったが、それぞれが工夫をして本協会の役割を果たすべく活動することができた。本部・

支部による会員向け Web研修、Webによる理事会・支部長会、本部事務所のリモートワ

ーク化など、本部支部ともにオンライン化が推進され、会員もオンラインスキルを習得

することができた。また、2021 年度からホームページの刷新を図り、2022 年度に入っ

てリニューアルされたホームページが公開された。 

本協会は、消費者トラブルを収集分析して、デジタルサポートを含め、効果的な消費

者教育を推進し、広く適切な情報発信を行うとともに、適格消費者団体としての活動を

行うことを求められている。 

また、地方自治体における消費生活相談員の処遇は必ずしも十分ではなく、同時に消

費生活相談員の人材不足が指摘されているところ、消費生活相談のデジタル化が検討さ

れているが、消費生活相談の役割が確保され、現状の消費生活相談の質が向上するよう

に、本協会として意見を発信していく必要がある。 

消費生活相談員は、消費者の安全安心な暮らしを守るために、消費生活相談に関する

知識、経験、相談対応の高い技術が求められ、消費者教育の担い手でもある。全国の消

費生活相談員である会員が、役割を果たすべく活躍できるよう、本協会は今後も資質向

上のための研修や情報提供、サポート等を実施していく。 

 

２ 本協会の概況 

2022年３月 31日現在 

（１）正会員       1676名  

（２）個人賛助会員    ７名 

（３）賛助会員      自治体１  企業・団体 76 

 

 

事業報告 



 

 

 

＜公益事業＞ 消費者相談  

消費者問題に関する教育・啓発・調査研究等 

       集団的訴訟制度事業 

 

Ⅰ 消費者相談 

消費者からの消費生活に関する相談対応事業（定款第４条（１）事業） 

  相談対応事業は、自主事業と自治体からの受託事業がある。 

 

１ 相談対応業務 

（１）週末電話相談の実施     

  消費者被害の救済と未然防止、消費者支援を目的に実施した。本部週末電話相談室

では平日に継続相談対応をした。また、寄せられた相談事例を本協会として多方面に

情報発信するなど、様々な形で活用した。 

2021年度相談件数・相談体制 

・相談内容 消費生活に関する商品・役務、契約に関する苦情および問合わせ等 

 ・実施場所 東京本部事務所（東京） 関西事務所（大阪） 北海道事務所（札幌） 

 ・実施日数 延べ 121 日 

・担当した消費生活相談員 延べ人数 361 人 

 

 

・2021年度も新型コロナウイルス感染症拡大により、１～３回の緊急事態宣言、２～３

回のまん延防止等重点措置が発令されたことから、週末電話相談室は２か月～10 か月

間にわたり閉鎖せざるを得なかった（事務所によって緊急事態宣言・まん延防止等重点

措置の回数、期間に違いがあり閉鎖期間が異なる）。 

・東京本部事務所 緊急事態宣言第３回目の４月末～５月、第４回目の７月～８月、ま

ん延防止等重点措置の１月は、週末電話相談と平日相談を中止した。 

 東京本部事務所 関西事務所 北海道事務所 

相談日 毎週 土曜日・日曜日 

10時～12時・13時～16時 

（72日） 

平日継続相談対応 

毎週 日曜日 

10時～12時・13時～16時 

（18日） 

毎週 土曜日 

13時～16時 

（31日） 

相談体制 

 

（相談員数） 

３～４人体制 

火曜日継続相談１人体制 

(延べ 263人) 

 ２～３人体制 

(延べ 37人) 

２人体制 

(延べ 61人) 

受付電話番号 03－5614－0189 06－6203－7650 011－612－7518 



 

 

・関西事務所 緊急事態宣言等発出により、４月 18 日～９月 26 日、１月 23 日～３月

20日の週末電話相談を中止した。 

・北海道事務所 緊急事態宣言等発出により、５月１日～７月 10日、８月 7日～10月

２日の週末電話相談を中止した。 

 

（２）電話相談 110 番の実施     

① 実施目的とテーマ 

ア 実施目的 

例年、時宜にかなったテーマを取り上げ「電話相談 110 番」を実施している。 

消費者からの相談に助言やあっせん対応を行うことで個別の問題解決につなげ

るとともに、相談情報を集約・分析して問題があると認められることについて、

関係する行政機関等へ提言や要望をすることにより制度改正等にも資すること

を目的としている。 

2021年度は、数年にわたるコロナ禍により社会全体が混乱し家族で頻繁な行き

来ができない状況から、訪問販売や電話勧誘販売では法律の規制逃れの悪質な手

口や勧誘の巧妙化が見受けられた。そこで特定商取引法改正の必要性を視野に、

現状把握と問題点の拾い出し等の必要性から電話相談 110番を実施した。 

イ テーマ  

「突然の訪問・電話勧誘でトラブル」 

② 実施概要 

ア 開催日  2022 年２月５日（土）～２月 27日（日）の土曜日・日曜日  

合計８日間 

イ 開催場所及び時間 本協会事務所所在地の東京、北海道 

本部（東京）事務所 （土曜日・日曜日 10:00～16:00）   

北海道事務所（土曜日のみ 13:00～16:00）       

ウ 相談受付件数  295件 

 

（３）受託による相談対応業務 

以下の自治体等から消費生活相談業務等事業を受託し、各支部の会員が実施した。 

① 消費生活相談業務 

ア 東京都  渋谷区 

イ 福岡県  大牟田市、古賀市、福津市、水巻町、新宮町、岡垣町、久山町、 

筑前町、芦屋町、中間市 

ウ 福島県    二本松市、大玉村 

エ 大阪府  守口市 

② 市町相談サポートデスク設置事業 兵庫県 



 

 

③ 消費生活相談巡回指導等事業業務 岡山県 

④ 消費者庁 SNS を活用した消費生活相談の試行・分析業務 

⑤ 日本郵政株式会社 かんぽ商品等に関する消費生活相談窓口業務 

⑥ 東京電力ホールディングス株式会社 ふくしまの食相談センター業務 

 

 

Ⅱ 消費者問題に関する教育・啓発・調査研究等 

消費者の自立及び利益の擁護・増進のために必要な消費者教育・啓発事業（定款

４条（２）事業） 

消費生活に関する調査研究及び情報提供事業（定款４条（４）事業） 

消費生活に関する専門家養成及び会員の資質向上のための支援事業（定款４条

（５）事業） 

消費生活に関する問題及び消費者行政に対する提言・意見の表明等事業（定款

４条（６）事業） 

消費者教育・啓発事業等は、自主事業のほか、国、自治体等からの受託事業がある。 

 

１ 消費者出前講座 

全相協消費者講座 

   公益社団法人としての役割を果たすべく、全国の消費者を対象として無料の「全 

相協消費者講座」を実施している。例年 150件程度を予定しているが、2021年度も

新型コロナウイルス感染症拡大により実施が困難となり、合計 55 件にとどまった。 

高齢者            24件 

障がい者          ４件 

   若年者（学生・新入社員等） 21件 

高齢者・障がい者の見守り  ６件 

 

２ 公開シンポジウム 

例年、公益社団法人として、時宜にあったテーマを選定しシンポジウムを開催し、講

演やパネルディスカッション等により、問題の明確化を図り、本協会としての活動や取

組みに繋げている。 

2021 年度は、コロナ禍によりインターネットの利用が拡大し、国としてもデジタル

化の推進を図っている一方、高齢者をはじめとするデジタルデバイドの問題が顕著にな

っていることから、「高齢者等のデジタルデバイド解消のために」をテーマとして開催

した。 

・テーマ   「高齢者等のデジタルデバイド解消のために  

         ～すべての人がインターネットの有益性を享受するために～」 



 

 

・日時    11 月 12日（金）14：00～16：40   

・Webにより実施 

・内容 

来賓御挨拶 消費者庁 長官  伊藤 明子 氏  

基調講演  「デジタル化による消費生活への影響 デジタルデバイドへの対処」 

        講師    一橋大学 法学研究科 教授 山本 和彦 氏 

講演    「高齢者のデジタルデバイドの解消のための総務省の取組み」 

講師 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課長 松井 正幸 氏 

パネルディスカッション 

   コーディネーター 名古屋経済大学名誉教授 田口 義明 氏 

   パネリスト 消費者庁地方協力課 課長補佐 阿部 龍斗 氏 

         総務省総合通信基盤局 消費者行政第一課長 片桐 義博 氏 

         （一社）全国携帯電話販売代理店協会 俣野 通宏 氏  

         本協会 理事 消費生活相談員 石田 幸枝 

 

３ 研修講座 

公益活動を促進するため、会員の資質向上を目指し各種研修を実施した。2021年度

も Webによる研修を多数開催し、全国の会員に参加してもらうことができた。 

（１） 消費生活相談員養成講座・消費生活相談員資格試験対策講座 

「消費生活相談員資格認定制度」の進展に寄与するとともに、消費生活相談員

の人材不足の解消の一助となるよう、消費生活相談員養成講座・消費生活相談

員資格試験対策講座を実施した。 

① 本部 

2021年度も新型コロナウイルス感染症拡大のため、通信コースのみの実施とな 

った。 

    ・消費生活相談員資格試験対策講座（通信コース）Webによる実施 

     ４月 16日～12月 12日  

② 支部 

 ・九州支部 消費生活相談員養成講座 Web研修（配信 7月～10月）  

「改正割賦販法の概要と活用」 弁護士 池本 誠司 氏 

「消費者契約法について」   弁護士 上田 孝治 氏 

 

（２）本部による研修 

全国の会員向けに本部主催による Web研修を実施し、多数の会員の参加を得た。 

研修資料等は会員ホームページに掲載し活用されている。 

 



 

 

日程 実施方法 テーマ 講師 

10月９日 Web 消費者契約法に関する検討会報

告書 説明会 

消費者庁制度課  

課長 黒木 理恵 氏 

11月３日 Web 個人情報保護法改正 個人情報保護委員会 

委員長 丹野 美絵子 氏 

12月 23日 Web 個別クレジットを利用したモニ

ター商法の学習教材販売におけ

る判決の解説 

弁護士 本間 紀子 氏 

弁護士 瀬戸 和宏 氏 

2022年 

１月７日 

Web 所有者不明土地解消に向けた民

事基本法制の見直し 

法務省民事局民事 

第二課長 藤田 正人 氏 

 

１月 19日 

Web 日本損害鑑定協会による損害鑑

定人の実務について 

（公社）日本損害鑑定協会 

副会長 藤原 昌明 氏 

 

３月９日 

Web 日本貸金業協会による若年者へ

の対応について 

日本貸金業協会  

常務執行役 遠藤 清一 氏 

 

（３）各支部による研修 

  各支部において、消費生活相談員として必要なテーマ、消費者に伝えたいテーマを

選択し、会員や消費者に対し研修を実施している。2021年度も、新型コロナウイルス

感染症拡大のため Webによる実施となったが、主催した支部の会員だけでなく、他の

支部の会員も参加することができ、また、複数の支部の共催による研修も開催され、

支部同士の連携を図ることができた。 

 

北海道支部 

日程 会場 テーマ 講師 

2022年 

２月５日 

Web 生命保険協会。生命保険文化センタ

ーとの意見交換会 

（一社）生命保険協会 

（公財）生命保険文化センター 

 

東北支部  

   

日程 会場 テーマ 講師 

６月 26日 仙台市 

Web・対

面併用 

「IPA 安心相談窓口に寄せられるネ

ット被害相談とその手口・相談事例」 

（独）情報処理推進機構 セキ

ュリティセンター  企画部 

加賀谷 伸一郎 氏 

８月 21日 Web 「わかりやすく学べる Zoom の基礎

知識」 

関西支部長 

澤村 美賀  



 

 

９月４日 Web 第１回 

「相談対応困難者へのマニュアル活

用」 

中部支部長 

清水 かほる  

11月６日 Web 

 

第２回 

「相談対応困難者へのマニュアル活

用と GP討議」 

中部支部長 

清水 かほる  

12月４日 Web 「Zoom研修基礎講座 PartⅡ」 関西支部長 

澤村 美賀  

12月 11日 Web 消費者教育講師養成講座 PartⅡ 

「若者の消費者教育・高校生へのア

プローチ」～実践編～ 

東北支部  

小玉 順子  

2022年 

１月 22日 

Web 生命保険協会との意見交換会 

生命保険学習会 

（一社）生命保険協会 

（公財）生命保険文化センター 

 

３月 11日 

Web 「迷惑メールの現状と対策につい

て」 

（一財）日本データ通信協会迷

惑メール相談センター 

谷原 秀彦 氏 

 

３月 12日 

Web 損害保険協会との学習会 

「火災保険について」 

（一社）日本損害保険協会東北

支部 五味 正夫 氏 

 

関東支部  

   

日時 会場 テーマ 講師 

５月６日 紙面配

布 

第 1回東京都出前講座スキルアップ

研修 

「講座に生かすテキストと教材」 

 

７月４日 Web 第 1回一般研修・第 2回東京都出前

講座スキルアップ研修 

「デジタルプラットフォームに関す

る法整備の現状と問題点について」 

弁護士 齋藤 雅弘 氏 

８月 18日 Web 損害保険協会による研修 

「住まいの保険」 

（一社 ）日本損害保険協会  
関東支部特命課長   

奥 英昭 氏 

９月５日 Web 第２回一般研修・第３回東京都出前

講座スキルアップ研修 

関東支部  

鈴木 伸子 



 

 

「魅力ある講座の組み立て方、進め

方 ～コロナ禍での工夫、実演を中

心に～」 

10月３日 Web 第３回一般研修 

「個人情報保護法の基本と法改正の

概要」 

個人情報保護委員会  

委員長 丹野 美絵子 氏 

11月６日 Web 合同地域研修・第４回一般研修・第

４回東京都出前講座スキルアップ研

修 

「改正特商法・預託法の概要と活用」 

弁護士 

池本 誠司 氏 

11月 19日 Web （一社）東京損害保険代理業協会に

よる研修 

「相次ぐ自然災害と損害保険～３年

前の甚大災害を振り返って」 

（一社）東京損害保険代理業協

会 佐藤 明日香 氏 

（一社）福岡県損害保険代理業

協会 大塚 昭彦 氏 

12月５日 Web 生命保険文化センターによる研修 

「相談事例から学ぶ＋生命保険相談

マニュアルの活用方法」 

（公財）生命保険文化センター 

倉田 紀美恵 氏 

2022年 

１月 26日 

Web 生命保険協会との意見交換会 （一社）生命保険協会 

２月６日 Web 第５回東京都出前講座スキルアップ

研修 

「WEB 講座おける資料の作成、活用

について」 

関東支部  

柿沼 由佳 

 

中部支部  

   

日程 会場 テーマ 講師 

４月 24日 Web 支部報告会・相談員研修会  

「全相協の活動（団訴・審議会等の

動き）について」 

理事・団訴室長  

石田 幸枝    

７月３日 Web 講師養成講座 

①「やってみよう！～実践ワークを

使った消費者教育授業の進め方」 

（第１回関西支部一般研修と共催）                                                    

② Zoomの使い方研修 

 

① 関西支部  

大久保 育子   

柿木 富士子  

② 関西支部長 澤村 美賀    

 

 

名古屋

市 

消費生活相談勉強会 （法律ゼミ） 

愛知県弁護士会との共催        

 

 



 

 

①７月 17日 

 

 

②2022年 

２月 19日 

Web・対

面併用 

①「取引デジタルプラットフォーム

を利用する消費者の利益の保護に関

する法律」の活用法、今後の課題                                       

②知的障害者の理解のために 

～消費者被害相談の現場において～           

① 弁護士 板倉 陽一郎 氏 

② 名古屋市手をつなぐ育成会 

宮原 あけみ 氏 他２名 

名古屋市障害者基幹支援セ

ンター 渡邊 理恵子 氏 

９月 18日 Web 生命保険文化センター勉強会 

「生命保険の最新情報 トラブル事

例」 

生命保険協会との意見交換会                                                                                   

（公財）生命保険文化センター 

（一社）生命保険協会 

10月 16日 Web 個人情報保護法研修会                           

「個人情報を取り巻く最新の情報と

法律改正」  

意見交換                                                                                                                                                                                                                                                                          

個人情報保護委員会 

委員長 丹野 美絵子 氏           

11月 20日 名古屋

市 

損害保険協会勉強会  

「暮らしの中の危険と損害保険」                        

（一社）日本損害保険協会 

そんぽ ADR センター 

鈴木 勝彦 氏               

 

①11月 20日 

 

②2022年 

１月 15日 

名古屋

市 

団訴勉強会 

① 水つまりトラブル訴訟の現状 

裁判の流れ 事例検討 

② 電気・ガスの電話勧誘と訪問販

売の規制について 

被害回復給付金制度について   

当協会団訴検討員 

弁護士 石川 真司 氏  

３月 26日 名古屋

市 

「小学生も消費者です」を利用した

小学生向け消費生活講座           

※消費者教育研究会と共催 

消費者教育研究所  

関東支部  

柿沼 由佳 

 

北陸支部 

日程 会場 テーマ 講師 

７月 10日 Web 「独占禁止法＆景品表示法 最新

違反事例等」 

公正取引委員会事務総局近畿中

国四国事務所 渡邊 陽一 氏 

①７月 17日 

 

②７月 18日 

 

③８月７日 

Web ① 事前接続テストとミニ講座 

「Zoomについて」 

② 事前接続テストとミニ講座 

「相談実務における質問」 

③ 「定期購入とオンラインゲーム

課金トラブル」＆「最新のプラッ

(一社) EC ネットワーク 

理事 原田 由里 氏 

 



 

 

トフォーム 

９月４日 Web 公開講座「民法(債権法) ～改正の

ポイント～」 

兵庫県弁護士会 

弁護士 上田 孝治 氏 

10月２日 

 

Web 「対応困難者への相談対応標準マ

ニュアルの活用」 

中部支部長  

清水 かほる 

11月 22日 Web 「迷惑メールについて学んでみま

せんか」 

(一財)日本データ通信協会  

迷惑メール相談センター次長  

谷原 秀彦 氏 

2022年 

１月 29日 

Web 「不動産売買契約・建物賃貸借契約

の基礎知識＆トラブルに対する相

談対応ついて」 

(一財)不動産適正取引推進機構 

調査研究部 山本 正雄 氏 

①２月９日 

 

②２月 16日 

Web ① 「高齢者向けスマホの知識講

座」 

② 「啓発講座をする手法」 

関西支部長  

澤村 美賀  

２月 25日 Web 「生命保険 相談事例から学ぶ」 (公財)生命保険文化センター 

生活情報室主査 南 武志 氏 

３月４日 Web 生命保険協会との意見交換会 (一社）生命保険協会 

 

関西支部 

日程 会場 テーマ 講師 

5月 22日 

 

Web 支部報告会 研修（九州支部と共

催） 

「電気通信関連法改正・アラカルト

～消費者保護ルールと発信情報開

示制度の改正～」 

弁護士 川添 圭 氏 

７月３日 Web 一般研修①「やってみよう！～実践

ワークを使った消費者教育授業の

進め方」 

（中部支部と共催） 

関西支部  

大久保 育子  

柿木 冨士子  

９月４日 Web 一般研修② 

「実践解説！ＩＰＡに寄せられる

スマホとパソコンのセキュリティ

関連トラブル相談対処法」  

（独）情報処理推進機構 

加賀谷 伸一郎 氏 

11月 27日 Web 一般研修③ 

「決済手段の事例解決と最新情

報」 

山本国際コンサルタンツ 

代表 山本 正行 氏 

司法書士 山田 茂樹 氏 



 

 

2022年 

２月 12日 

Weｂ 一般研修④ 

「相談現場に役立つ！改正民を踏

まえた住宅関係（契約不適合責任

及び賃貸借関係）について」 

弁護士 鈴木 尉久 氏 

２月 23日 Web 一般研修番外編  

「Zoomの使い方」 
関西支部長 澤村 美賀 

 

九州支部 

日程 会場 テーマ 講師 

５月 22日 Web 「電気通信関連法改正・アラカ

ルト～消費者保護ルールと発信

情報開示制度の改正～」    

（関西支部と共催） 

 

弁護士 川添 圭 氏 

７月３日 鹿児島市 賃貸住宅契約の相談対応 元鹿児島県宅地建物取引業協会 

桑畑 綱男 氏 

７月 15日～

10月 15日 

Web 聞き手にストレスを与えないプ

レゼンテーション 

九州大学 名誉教授・博士  

脇山 真治 氏 

９月 25日 Web 若年者の啓発講座～パワーポイ

ントと Zoomの効果的な使い方 

鹿児島大学 教育学部 

准教授 石橋 愛架 氏 

11月 21日 宮崎市 

Web・対面

併用 

第１部「オンライン時代のゲーム

の安心・安全に向けて」 

第２部「デジタル化の進展と消費

生活相談」 

 

第１部  

ガンホー・オンライン・エンタ 

ーテイメント(株) 

大熊 達也 氏 

第２部  

理事長 増田 悦子    

2022年 

２月 19日 

Web 生命保険協会との意見交換会 （一社）生命保険協会 

３月 20日～ 

５月 15日  

Web配信 生命保険相談事例から学ぶ （公財）生命保険文化センター

生活情報室 長谷 実里 氏 

３月 20日～ 

５月 15日 

Web配信 「賃貸借契約の諸問題」 司法書士 及川 修平 氏 

３月 20日～

５月 15日 

Web配信 「自然災害と損害保険」 （一社）日本損害保険協会  

九州支部 

事務局長 山本 周 氏 

 



 

 

（３）週末電話相談室の研修講座・その他の活動 

会員向け研修や他団体との連携等は、新型コロナウイルス感染症拡大のため実

施が見送られるケースが多かった。事例集「こんな相談ありました！！Vol.21」、

週末電話相談報告書等の作成を行った。 

① 本部（東京）事務所 

・週末電話相談に寄せられた相談から９事例を選び、事例集「こんな相談あり 

ました!!vol.21」を作成した。 

・週末電話相談報告書を作成した。 

・東京都消費生活総合センター実施の高齢者 110番に参加した。 

９月４日(土)・５日（日）・11日（土）・12日（日）の４日間 

・行政、業界団体等へ意見を伝えるために週末電話相談を活用した。 

・テレビ、新聞、雑誌等マスコミからの取材対応を行った。 

・消費生活相談員向け（週末相談担当者及び関東支部会員対象）研修会を対面 

 と Web併用により実施した。 

「対応困難者への対応 －消費生活相談員関連のメンタルヘルス－」 

② 関西事務所 

・８月 21日（土）Web開催 

 「相談事例から学ぶ」（生命保険文化センター） 

「週末相談カード入力の注意点」（週末相談アドバイザリースタッフ青木麻 

由美） 

② 北海道事務所 

・北海道電気通信消費者支援連絡会に参加した。 

 

４ 自主研究会への助成 

  会員活動の活性化と専門性を高めることを目的として、会員が自主的に行う調

査・研究活動のため、自主研究グループに対して活動資金の助成を行った。 

 支部 研修会名 活動内容 

東北支部 消費者問題に関す

る研究会 

研修会 Web （団訴勉強会と合同開催） 

「定期購入に関する勉強会」 

講師 弁護士 齋藤 雅弘 氏 

関東支部 金融研究会 支部の自主研究会のうち金融研究会に助成を行った。

研究会では決済手段について坂勇一郎弁護士に講師を

依頼して、法的な規制や事例検討を行った。 

中部支部 高齢者問題研究会 ・例会 SDGｓの取組（性差別、環境とジェンダー、紙

オムツ、生理用品等のリサイクル等に関して意見交

換等)、Zoom の利用について研修会 



 

 

・外部団体の講演会セミナーなどへの参加 

中部支部 消費者教育研究会 支部と共催で小学生向け消費生活講座講師養成講座を

行った。 

 

５ 交流会の実施      

賛助会員である企業、自治体の消費者関連部門担当者、本協会会員が、消費者問 

題や商品・サービスに関する意見交換・情報交換を通じて、相互理解を深めること

を目的に、各支部で講演会・懇談会を開催した。2021年度も、新型コロナウイルス

感染症拡大のため、Webや Web対面併用による開催となった。 

支部 開催日 テーマ 講師 

北海道支部 

2022 年 

２月 23日

（祝水） 

Web 

「THE RULE online  

～つたえる！つたわる？テレ

ワーク編～」 

 

立教大学 理学部生命理学科   

特任准教授 古澤 輝由 氏 

東北支部 

2022 年 

３月 26日

（土） 

 

「美しさの心理学～外見の

美・ふるまいの美」 

※3月 16日福島県沖地震のた

め中止 

東北大学大学院 

文学研究科 教授  

阿部 恒之 氏 

 

関東支部 

10月 20日

(水) 

Web 

｢加齢に伴い変化する判断能力

のメカニズムとその対応 

～その「ハイ」は本心です

か？～」  

 

慶応義塾大学医学部  

特任助教  江口 洋子 氏 

中部支部 

2022 年 

２月 26日

（土）

Web・対面

併用 

災害に関連した消費生活で活

用できる各種制度と対応方法  

 

弁護士・防災士  

永野 海 氏  

北陸支部 

12月４日 

(土) 

Web・対面

併用 

「ネット社会に蔓延るクレー

マー」 

サントリーコミュニケーシ

ョンズ株式会社 お客様志

向経営推進本部 専任部長

(前お客様センター長)  

亀田 敦 氏 

関西支部 

12月 12日

（土） 

Web 

１部  

「持続可能な未来を描こう－

ＳＤＧｓからめざす社会－」 

２部 ワールドカフェ   

京都大学大学院 

法学研究科 

准教授  



 

 

１ラウンド：「今やっている

こと」 

２ラウンド：「消費者と事業

者が協働でできること」 

カライスコス・アントニオ

ス 氏 

九州支部 

2022 年 

1月 29日 

（土） 

Web 

「変化する時代におけるお客

さま満足への取り組み」      

「AIと音声認識システムによ

るお客様満足度向上にむけた

取り組み」 

「今後の消費生活相談とデジ

タル化について」 

資生堂ジャパン(株) 

高橋 竜子 氏 

明治安田生命保険（相） 

山内 信介 氏 

  

理事長 増田 悦子 

 

６ 消費者教育の推進     

（１）自主出版 

  ・試験対策テキスト改訂版                    

  ・2020年度消費生活相談員資格試験解答・解説    

   

（２） （一財）宝くじ協会助成による出版 

  ・「こんな相談ありました!!vol.21」             

  ・「民法改正Ｐart３ １８歳で成人になるってどんなこと？」 

 

７ 消費者教育研究所の活動      

（１）教材の作成 

講座で使用する Web教材の作成 

 

（２）消費者庁「令和３年度外部講師を活用した実践的な消費者教育講座」事業の協力 

   特別支援学校の消費生活講座について消費者教育研究所が担当 

 

（３）消費者庁消費者教育推進課 消費者教育ポータルサイト 

新消費者教育ポータルサイト開設に伴う登録作業（２月） 

 

（４）消費者教育関係他団体の行事等に参加 

① 文部科学省主催 令和 3年度消費者教育フェスタ 

・「令和３年度消費者教育フェスタ in愛媛」（2022年１月 19日）オンライン参  

 加 

 ・「令和３年度消費者教育フェスタ in東京」（2022年２月 10日）オンライン及



 

 

び会場参加（グループディスカッション ファシリテーターとして参加） 

オンラインパネル展示（2022年１月 14日～２月 28日）に出展 

② 日弁連消費者教育懇談会  

４月 8日（木）オンラインシンポジウム オンライン参加 

 ６月 4日（金）、10月８日（木）、12月９日（木）懇談会参加 

③  消費者庁 消費者団体との意見交換会（2022年３月 16日）オンライン参加 

 

（５）消費者教育研究所会議（Web） 

・消費者教育研究所の Web会議を３回開催 

８月 14日（土）研究所会議 

研修「障害者の特性を踏まえた消費生活相談窓口の対応について」（矢吹香月） 

   10月 16日（土）、2022年１月 16日（日）研究所会議 

 

（６）依頼に応じて講師派遣 

  ・国民生活センター講座「消費者教育に携わる講師養成講座」（６月３、４日） 

  ・栃木県消費者教育講師養成講座（７月 30日） 

  ・各支部からの依頼による消費者教育講座（東北支部、中部支部） 

 

８ 広報活動          

（１）機関紙「全相協つうしん JACAS JOURNAL」 

199号から 204号を、以下のとおり隔月に発行し、正会員、賛助会員、全国の消 

費生活センター等に配布した。 

発行号 内       容 

199号 

（５.15） 

・消費者教育・啓発に関する取組み 

・おじゃましますパート２ 

（東洋羽毛工業株式会社、一般社団法人日本共済協会） 

・リーダーシップ  ・判例紹介 皐月宏彰弁護士（奈良弁護士会） 

・北から南から（関東支部）   ・事務局だより 

200号 

（７.15） 

・第 10回定時総会開催 

・ＪＡＣＡＳ200 号発行（JACAS JORNAL200 号発行に寄せて～本協会

機関誌の足跡～日臺松子顧問、下谷内冨士子顧問） 

・おじゃましますパート２    

（グリー株式会社、全国生命保険労働組合連合会） 

・リーダーシップ  ・判例紹介 加島宏弁護士（大阪弁護士会） 

・北から南から（中部支部）   ・事務局だより 

201号 ・各省庁の消費生活に関する委員会委員からの報告  



 

 

（９.15） ・おじゃましますパート２    

（一般社団法人生命保険協会） 

・リーダーシップ  ・判例紹介 五反章裕弁護士（東京弁護士会） 

・北から南から（北海道支部）  ・事務局だより 

202号 

（ 2022 年

11.15） 

・公開シンポジウム（Web開催）を開催しました 

高齢者等のデジタルデバイドの解消のために～デジタル化によって

すべての人が豊かな消費生活を送るために～講演：山本和彦一橋大

学教授、松井正幸総務省情報流通行政局情報流通振興課長、パネル

ディスカッションコーディネーター：田口義明名古屋経済大学名誉

教授 

・吉川萬里子顧問 ご逝去 心よりご冥福をお祈り申し上げます 

・各省庁の消費生活に関する委員会委員からの報告（前号より続） 

・リーダーシップ  ・判例紹介 岡崎宣利弁護士（大阪弁護士会） 

・北から南から（東北支部）  ・事務局だより 

203号 

（１.15） 

・後藤巻則消費者委員会委員長と増田悦子本協会理事長との新春対談 

・おじゃましますパート２ 

（一般財団法人家電製品協会 家電製品ＰＬセンター）・団訴報告 

・リーダーシップ  ・判例紹介 本間紀子弁護士（東京弁護士会） 

・北から南から（関西支部）  ・事務局だより 

204号 

（３.15） 

 

・各支部から交流会の報告 

・おじゃましますパート２ 

 （ライオン株式会社、大同生命保険株式会社）  

・リーダーシップ ・判例紹介 川井康雄弁護士（第二東京弁護士会） 

・北から南から（九州支部）  ・事務局だより 

 

（２）ホームページ等 

ホームページには、公益社団法人である本協会として、適格消費者団体、週末

電話相談、消費者教育の取組みや、意見・要望書を随時、掲載した。また、消費

生活相談員としてレベルアップを図るための研修講座の動画やレジュメを掲載

した。ＳＮＳでの情報発信を行った。 

ホームページのリニューアルを開始した（2022年度全面完成予定）。 

 

（３）報道機関への情報提供 

最近の消費生活相談の傾向等に関する情報や、消費者行政や消費者問題につい

ての意見等を報道機関に提供し、消費者問題について広く広報した。 

 



 

 

９ その他の連携・交流活動     

行政、企業、業界団体、消費者団体等と連携し、本協会及び消費生活相談員の意

見、要望を伝えた。 

（１）行政、企業、業界団体、消費者団体への講師派遣や執筆活動 

 

（２）消費者団体、弁護士会との意見交換、会議参加等による連携 

 

（３）各種業界団体との懇談会・研修会の実施 

 

（４）消費者庁、消費者委員会、その他省庁における意見交換会への参加 

 

10 受託事業    

国、地方自治体等から事業を受託し実施した。 

（１）消費者庁 

① 令和３年度消費生活相談員担い手確保事業 

② 外部講師を活用した実践的な消費者教育講座 

 

（２）（独）国民生活センター 

① 出版物委託販売業務 

② 消費生活相談員研修講座講師手配業務 

 

（３）地方自治体等 

① 消費生活出前講座  

  地方自治体から消費生活出前講座の事業を受託し、会員が講師として講座を実

施した。  

  ・東京都・・・高齢者見守り人材向け出前講座  

  ・兵庫県・・・くらしの安全・安心啓発事業 

  ・三重県四日市市・・・消費生活 出前講座 

  ・兵庫県洲本市・・・・消費生活出前講座 

  ・兵庫県淡路市・・・・消費生活出前講座 

   

② 消費生活相談員等研修講座 

地方自治体から消費生活相談員研修講座等の事業を受託し実施した。 

・北海道・・・消費者行政推進事業（消費生活相談員等スキルアップ研修） 

 ・岩手県・・・消費者見守り体制促進事業研修業務 

・栃木県・・・栃木県かしこい消費者講座事業 



 

 

  ・千葉県・・・消費者教育コーディネーター育成オンライン講座業務 

  ・長野県・・・消費生活相談員資格取得支援通信講座開催業務 

  ・長野県・・・消費者大学開催業務(Web) 

・長野県・・・消費者教育中核的人材育成研修業務 

  ・愛媛県・・・消費者相談人材養成事業に係る業務 

・福岡県・・・消費者安全確保地域協議会設置促進研修業務 

  ・宮崎県・・・消費生活相談員研修（資格取得支援）事業 

  ・宮崎県・・・消費生活啓発相談員レベルアップ研修開催業務 

  ・甲府市・・・甲府市消費者見守りサポーター養成講座 

③ 消費者教育教材等作成 

地方自治体から消費者教育のための教材作成等の事業を受託し実施した。 

 ・北海道・・・北海道消費者行政強化事業(民法改正相談窓口周知リーフレ 

ット等作成) 

・東京都中央区・・・「ちゅうおう消費者たより」の原稿作成業務 

  ④ その他 

    ・東京都大田区・・・資料コーナー・展示場の業務 

 

（４）その他 

① 講師活動 

    自治体、事業者、事業者団体、消費者団体、学校等からの依頼により会員が、 

80講座（集合研修 44講座、オンライン講座及びオンライン講座併用 36講座） 

に出向き講師を務めた。 

 

11 その他 

（１）委員等就任 

   国、地方自治体の各種委員会へ、会員を委員として推薦した。 

会員は委員会に出席して、消費者の意見を伝え、消費者の権利、利益の確保のた 

めに尽力した。 

＜国＞ 

内閣府   税制調査会 

内閣府   消費者委員会 

内閣府   消費者委員会 食品表示部会 

内閣府   消費者委員会 公共料金等専門調査会 

内閣官房  ギャンブル依存症対策推進関係者会議 

消費者庁  消費者教育推進会議 

消費者庁  特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会 



 

 

消費者庁  消費者契約に関する検討会 

消費者庁  景品表示法検討会 

消費者庁  オンラインゲームに関する消費生活相談員向けマニュアル作成に 

係るアドバイザー会議 

   消費者庁  消費者保護のための啓発用デジタル教材開発に向けた有識者会議 

   消費者庁  消費者保護のための啓発用デジタル教材開発に向けた有識者会議 

         成年向け教材開発分科会 

   消費者庁  取引 DPF消費者保護法官民協議会準備会 

   消費者庁  令和３年度魚介類の名称のガイドライン改正案検討会 

総務省   情報通信審議会 

総務省   情報通信審議会 情報通信政策部会 

総務省   情報通信審議会 情報通信政策部会 総合政策委員会 

総務省   情報通信審議会 情報通信技術分科会 

総務省   情報通信審議会 情報通信技術分科会 技術戦略委員会 

総務省   情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用環境委員会 

総務省   情報通信審議会 電気通信事業政策部会 接続政策委員会 

総務省   情報通信行政・郵政行政審議会 

総務省   接続料の算定等に関する研究会 

総務省   新たな携帯電話周波数の割当方式に関する検討会 

総務省   公正競争確保の在り方に関する検討会議 

総務省   消費者保護ルールの在り方に関する検討会 

総務省   消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合 

総務省   青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスク

フォース 

総務省   競争ルールの検証に関するワーキンググループ 

総務省   ネットワーク中立性に関するワーキンググループ 

総務省   固定ブロードバンドサービスの品質測定手法の確立に関するサブ 

ワーキンググループ 

法務省   日本司法支援センター評価委員会 

金融庁   金融トラブル連絡調整協議会 

金融庁   多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会 

厚生労働省 生活衛生関係営業対策事業費補助金審査・評価会 

国土交通省 貨物自動車運送適正化事業対策協議会 

国土交通省 交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会技術安全ワーキンググ

ループ 

国土交通省 事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会 



 

 

文部科学省 消費者教育推進委員会 

農林水産省 農漁業保険審査会委員会 

農林水産省 食育推進会議委員 

最高裁判所 司法修習委員会委員 

東京地方裁判所 東京地方裁判所委員会 

 

＜地方自治体＞ 

北海道     北海道消費者苦情処理委員会 

北海道     北海道消費生活審議会 

千葉県     千葉県消費者行政審議会 

千葉県     千葉県有料県産品推奨審査会 

千葉県     千葉県水道事業運営審議会 

東京都     東京都消費生活対策審議会 

東京都     東京都公益認定等審議会 

東京都     東京都商品等安全対策協議会 

東京都     東京都特別職報酬等審議会 

東京都     東京都総務局退職管理委員会 

愛知県     愛知県消費生活審議会 

石川県     石川県消費生活審議会  

大阪府     大阪府消費者保護審議会 

大阪府     大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会 

大阪府     おおさかスマートエネルギー協議会家庭部門会議 

大阪府     大阪府環境審議会 

広島県     広島県消費生活審議会 

佐賀県     情報公開・個人情報保護審査会 

福岡県     福岡県食品安全・安心委員会 

福岡県     福岡県中山間地域等直接支払制度委員会 

福岡県     福岡県環境審議会 

熊本県     熊本県消費生活審議会 

鹿児島県    鹿児島県生活安定審議会 

鎌倉市     鎌倉市消費生活委員会 

静岡市     静岡市消費生活審議会 

静岡市     静岡市消費者苦情処理委員会 

名古屋市    名古屋市消費生活審議会  

大阪市     大阪市消費者保護審議会 

大阪市     大阪市大規模小売店舗立地審議会 



 

 

堺市      堺市消費生活審議会 

福岡市     福岡市消費生活審議会 

春日市     個人情報保護審議会  

長崎市     消費者苦情処理委員会 

長崎市     総合計画審議会 

鹿児島市    消費生活審議会 

鹿児島市    鹿児島市町界町名地番整理委員会 

 

（２）要望書・意見書等 

自主事業として週末電話相談室、電話相談 110番を開催し、消費生活相談を広く

受け付け、消費生活相談員の知識経験に基づき、トラブルの実態の把握と問題点の

抽出している。それを踏まえて、現状の法律の不備を改善するため、以下のとおり

消費者庁、業界団体等へパブコメ・要望書を提出した。  

消費者庁 2021年４月 27日 

「消費者基本計画工程表改定素案」に対する意見 

声明 2021年６月９日 

特定商取引法・預託法の改正にあたって  

個人情報委員会 2021年６月 17日 

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライ

ン（通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提

供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編）の一部

を改正する告示」等に関する意見 

総務省  

総合通信基盤局電気通信

事業部料金サービス課 

2021年８月 17日   

「競争ルールの検証に関する報告書 2021」（案）に

関する意見 

総務省  

総合通信基盤局電気通信

事業部消費者行政第一課 

地方消費者行政専門調査

会 

2021年８月 18日 

消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書 

2021（案）に対する意見 

 

消費者庁 2021年 10月 20日  

「消費者契約に関する検討会報告書」に対する意見 

消費者庁 2021年 11月６日 

「消費者裁判手続特例法等に関する検討会報告書」に

関する意見 



 

 

消費者庁 2021年 12月 22日  

「通信販売の申込み段階における表示についてのガイ

ドライン（案）」に関する意見  

総務省 

総合通信基盤局電気通信

事業部消費者行政第一課 

2022年１月７日 

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令（案）

等に対する意見  
消費者庁 2022年１月 11日 

「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の

利益の保護に関する法律施行令(案)」等 に関する意

見  
消費者庁 2022年３月 24日 

「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の

利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係

るガイドライン」に関する意見 

 

 

Ⅲ 集団的訴訟制度事業 

消費生活に関する事業者の不当行為等に対する差止請求等事業（定款４条（３）

事業） 

本協会は、2007 年に内閣府より適格消費者団体の認定を受け、消費者契約法、特定

商取引法、景品表示法等に基づき、事業者の不当な行為の差止請求を行っている。差

止請求事案は、本協会の週末電話相談（東京本部事務所、関西事務所、北海道事務所）、

ホームページ上の「消費者被害メール便」等に寄せられた消費者からの情報等である。

それらの情報の中から事業者の不当行為を把握し、それを、弁護士、消費生活相談員

からなる「専門検討会議」において分析・検討の上、理事会で差止請求の要否を決定

し、事業者の不当行為の差止請求を行っている。 

 

１ 差止請求 

（１）本年度終了した事案 （詳細はホームページ参照） 

① ダイエットサプリの定期購入の広告表示の使用停止  

相手方事業者：株式会社オンリーワン 

 申入日：2020年 11月 16日 

終了日：2021 年８月６日 

事業者の広告画面における「初回 6 日分が！500 円」「初回 6 日分が 500 円（税

抜）送料無料」、「365 日全額返金保証」「返金保証」「今なら、返金保証付き…」

等は、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示であり、景表法第 30



 

 

条第１項第２号に基づき使用停止を求めた。 

事業者は、申入れを受け定期購入販売を終了し、商品も処分したと回答があった。 

 ② コンタクトレンズ製造販売業者の会員規約の不当条項についての使用停止 

相手事業者：株式会社メニコン 

申入日：2019 年９月 24日  

終了日：2021 年 10月 5日 

   会員規約に、１年間は退会できず、退会した場合は、支払い残月を解約金として

支払うとあり、消費者契約法 9 条 1 号及び 10 条に該当すると考えられ、使用停

止を求めた。 

   結果、ソフトタイプの定期交換型コンタクトレンズは、解約金なくいつでも退会

できると改訂された。 

 ③ 塾入会／開示書面・契約書面の不当条項についての使用停止 

相手方事業者：株式会社Ａｖｅｒ（武田塾） 

   申入日：2019 年９月 24日 

終了日：2022 年３月８日 

月謝払いの場合に特定商取引法の適用を否定する規約となっていたため、特定商

取引法第 48条 1項又は第 49条 1項及び第 48条 8項及び第 49条 7項により無効

として使用停止をもとめた。 

   結果、月額支払いであっても特定商取引法に該当する場合は、法律に則った解約

となった。 

 

（２）協議中の事案 

申し入れを行い協議中の事案は、下記である。 

① インターネット通信販売の契約の不当条項の使用停止  

   相手方事業者：インターネット通信販売事業者 

   申入日：2018 年５月 30日 

② オンラインプログラミングマンツーマンレッスンの不当条項の使用停止      

相手方事業者 プログラミング教室を運営する事業者 

   申入日：2021 年２月５日 

③ インターネット通信販売規約の不当条項の使用停止 

  相手方事業者：インターネット通販を運営する事業者 

  申入日：2021 年９月７日 

④ 美術学院の学生募集要項の不当条項の使用停止 

  相手方事業者：美術学院を運営する学校法人 

  申入日：2022 年３月８日 

 



 

 

２ その他の活動 

（１）適格消費者団体連絡協議会 

   全国 21の適格消費者団体・特定適格消費者団体と適格消費者団体を目指す団体、

消費者庁等による意見交換会議に参加し、事前に本協会の活動報告を提出した。 

① 令和３年度９月適格消費者団体連絡協議会 

    開催日時 2021年９月４日 13時～17時 Web会議 

② 令和３年度３月適格消費者団体連絡協議会 

    開催日時 2022年３月 12日 13時～17時 Web会議 

 

（２）消費者団体訴訟制度連絡会  

   東京都と適格消費者団体（消費者機構日本、本協会）等との意見交換会に参加し

た。本協会から前回会合以降の活動について報告書を提出した。 

開催日時 2021年 12月 17日 11時～12時 都庁審議室 

 

（３）適格消費者団体等懇談会 

  弁護士会と適格消費者団体等との会議に参加し、問題となっている消費者法、適

格消費者団体連絡協議会運営等について意見交換を行った。 

開催日 ４月９日、６月４日、７月 14 日、９月６日、10 月 20 日、12 月８日、

１月 20日、２月 17日、３月２、３日 (Web開催) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜総会・理事会・支部長会＞ 

１ 総会 

  2021年度第 10回定時総会 ６月 12日 

    議事 審議事項  第１号議案 2020年度事業報告（案）承認の件 

             第２号議案 2020年度決算報告（案）承認の件 

             第３号議案 2021年度事業計画（案）承認の件 

             第４号議案 2021年度収支予算（案）承認の件 

             第 5号議案 2021年度役員選任に関する件 

 

２ 2021 年度開催理事会 

  第 1回理事会 ５月 16日 Ｗｅｂ会議 

    議事 審議事項  第１議案 2020年度事業報告        

第２議案 2020年度決算報告         

第３議案 正会員の入会等について 

第４議案 理事・顧問について 

第５議案 事務運営規則について 

       報告事項  １．2021年度事業計画・予算  

２．各理事からの職務執行状況報告  

             ３．その他 

 

  第２回理事会 ６月 12日 Ｗｅｂ会議 

    議事 審議案件  総会第５号議案 役員選任に関する件 

                           

  第３回理事会 ７月 14日 Ｗｅｂ会議 

議事 審議案件  第 1議案 インターネット通販を運営する事業者に対する

申入れ事案について 

         第２議案 正会員・賛助会員の入会等について 

          

  第４回理事会 ８月２８日 Ｗｅｂ会議 

議事 審議案件  第１議案 正会員・賛助会員の入会等について 

第２議案 差止請求の可否（団体訴訟案件） 

       報告事項  １．シンポジウムについて 

               

  第５回理事会 10月１日 Ｗｅｂ会議 

    議事 審議事項  第１議案 団体訴訟室案件 

             第２議案 団体訴訟室案件 



 

 

             第３議案 団体訴訟室案件 

             第４議案 団体訴訟室案件       

       報告事項  １．アインターネット通販を運営する事業者への 

申入れの結果について 

２．11月 12日開催のシンポジウムについて 

 

第６回理事会 11月 18日 Ｗｅｂ会議 

    議事 審議事項  第１議案 正会員・賛助会員の入会等について 

報告事項  １．シンポジウム報告 

２．団体訴訟室からの報告 

３．各理事からの職務執行状況報告 

 ４．その他  

 

第７回理事会  １月８日 Ｗｅｂ会議 

    議事 審議事項  第１議案 団体訴訟室案件 

 

第８回理事会  ２月５日 Ｗｅｂ会議 

    議事 審議事項  第１議案 総会の開催について 

             第２議案 正会員・賛助会員の入会等について 

       報告事項  １．2022年度事業計画案  

             ２．団体訴訟室報告 

３．各理事からの職務執行状況報告 

４ その他 

 

第９回理事会  ３月３日  Ｗｅｂ会議 

    議事 審議事項  第１議案 団体訴訟室案件 

 

第 10回理事会  ３月１２日 Ｗｅｂ会議 

    議事 審議事項  第１議案 2022年度事業計画案 

             第２議案 2022年度予算案 

             第３議案 正会員・賛助会員の入会等について 

報告事項  １．団体訴訟室からの報告 

２．消費者教育研究所からの報告 

３．各理事からの職務執行状況報告 

４．その他  

  



 

 

 

３ 支部長会 Ｗｅｂ会議 

第１回支部長会 ５月 15日 

  第２回支部長会 ８月 29日 

  第３回支部長会 11月 14日 

  第４回支部長会 2022年２月５日 

  第５回支部長会 2022年３月 12日 

 

４ 支部報告会  

 北海道支部   ５月 30日（Web開催） 

 東北支部    ６月 26日（書面開催） 

 関東支部    ５月９日 （書面開催） 

 中部支部    ４月 24日（Web開催） 

 北陸支部     ６月５日 （Web開催） 

 関西支部    ５月 22日（Web開催） 

 九州支部    ５月 22日（Web開催） 


