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第２章 調査結果の要約 

＜市民対象＞ 

１ 回答者のプロフィール 

  回答者の居住区の比率は、「青葉区」28.6％、「宮城野区」16.7％、「若林区」9.8％、「太白区」

21.2％、「泉区」22.3％となっており、これは区ごとの人口の比率とほぼ同じである。 

  その他回答者のプロフィールについては、11～14ページに示したとおりである。 

 

２ 私たちのくらしや社会のことについて 

  くらしの中で最も大きな問題と感じることは、「少子・高齢化の進行」で 31.6％となっている。

次に、「経済格差社会の進行」（13.7％）、「社会保障をめぐる環境の変化」（10.5％）が続いてい

る。「少子・高齢化の進行」はどの年代においても最も多く、「経済格差社会の進行」は年代が低

くなるにつれ多くなる傾向が見られる。また「社会保障をめぐる環境の変化」は 50～60 歳代で

多くなっている。 

 

３ 商品（食品を除く）・サービスに関することについて 

(1) 商品（食品以外）の購入やサービスを利用する際何を考慮するか 

  「非常に考慮する」と「考慮する」を合わせた『考慮する』は、＜機能や品質＞（94.8％）、

＜安全性＞（93.6％）、＜価格＞（93.1％）が 9 割を超えており、＜購入（利用）時の接客態度

（説明や対応）＞（71.6％）が続いている。 

 

(2) 商品（食品以外）の購入やサービスの利用に関するトラブルの有無 

  最近の商品の購入やサービスの利用に関するトラブルの有無について見ると、「ない」が 80.6％、

「ある」が 15.8％となっている。 

 

(3) 商品（食品以外）の購入やサービスの利用に関するトラブルの内容（複数回答） 

  最近の商品の購入やサービスの利用に関するトラブルの有無について「ある」と回答した人に、

トラブルの内容をたずねたところ、第 1 位が「商品やサービスの内容（偽物、欠陥品、量や質、

性能や効果などが違ったなど）に関するもの」で 55.1％、それに「事後の応対や苦情への対応（納

得のいく説明がない、苦情に対する誠実な対応がないなど）に関するもの」が 39.2％で続いてい

る。 

 

(4) 商品（食品以外）の購入やサービスの利用に関するトラブルについての相談の有無 

最近の商品の購入やサービスの利用に関するトラブルの有無について「ある」と回答した人に、

そのトラブルについて、どこかに相談したかをたずねたところ、「相談した」が 43.5％、一方、

「相談しなかった」が 54.8％となっている。「相談した」は女性（50.6％）が男性（35.6％）を
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15.0ポイント上回っている。年代別では、「相談した」は 20歳代（35.5％）で、他の年代に比べ

少ない。 

 

(5) トラブルについての相談先（複数回答） 

  最近の商品の購入やサービスの利用に関するトラブルについて「相談したことがある」と回答

した人に、どこに相談したかをたずねたところ、第 1位が「事業者（お客様相談窓口等を含む）」

で 55.7％、第 2位が「家族や知人」で 41.2％、第 3位が「消費生活センター」で 19.8％となっ

ている。 

 

(6) 相談しなかった理由（複数回答） 

最近の商品の購入やサービスの利用に関するトラブルについて「相談しなかった」と回答した

人に、相談しなかった理由をたずねたところ、第 1位が「相談するほどのことではない（自分で

解決できる）と思ったから」で 47.3％、これに「相談しても解決しないと思ったから」（32.7％）、

「面倒だったから」（31.5％）が続いている。 

 

４ 食品に関することについて 

(1) 食品を購入する際何を考慮するか 

  「非常に考慮する」と「考慮する」を合わせた『考慮する』は、＜価格＞が 92.2％と最も多く、

次に、＜消費期限や賞味期限＞（85.2％）、＜産地＞（84.4％）、＜原材料＞（76.7％）が続いて

いる。 

 

(2) 食品購入に関するトラブルの有無 

  最近の食品購入に関するトラブルの有無について見ると、「ない」が 82.5％、「ある」が 13.4％

となっている。 

 

(3) 食品購入に関するトラブルの内容（複数回答） 

  最近の食品購入に関するトラブルの有無について、「ある」と回答した人にそのトラブルの内

容についてたずねたところ、第 1位が「変な味やにおいがした」（26.3％）、第 2位が「異物が混

入していた」（22.0％）となっている。 

   

(4) 食品購入に関するトラブルについての相談の有無 

最近の食品購入に関するトラブルの有無について、「ある」と回答した人にそのトラブルにつ

いて相談したかをたずねたところ、「相談した」が 42.7％、一方、「相談しなかった」が 54.5％

となっている。「相談した」は他の年代に比べ、20歳代、70歳代で多く、50歳代で少ない。 

 

(5) トラブルについての相談先（複数回答） 

  最近の食品購入に関するトラブルについて、「相談した」と回答した人に、どこへ相談したか

をたずねたところ、「事業者（お客様相談窓口等を含む）」が 85.3％と最も多く、次に、「家族や

知人」が 19.3％で続いている。 
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(6) 相談しなかった理由（複数回答） 

最近の食品購入に関するトラブルについて、「相談しなかった」と回答した人に、相談しなか

った理由をたずねたところ、第 1位が「相談するほどのことではない（自分で解決できる）と思

ったから」で 43.9％、第 2位が「面倒だったから」で 41.7％、第 3位が「相談しても解決しな

いと思ったから」で 25.2％となっている。 

 

５ インターネットについて 

(1) インターネットの利用状況 

  インターネットを「使う」は 64.7％で、年代が低くなるにつれ多くなる傾向を示している。な

お、「使う」は男性（72.9％）が女性（59.5％）を 13.4ポイント上回っている。 

 

(2) 最もよく使うインターネットの機器 

  インターネットを「使う」と回答した人に、インターネットを使うときに最も使用する機器を

たずねたところ、「パソコン」が 53.8％と最も多く、次に、「スマートフォン」が 34.2％で続い

ている。 

「パソコン」は男性（65.6％）が女性（43.0％）を 22.6ポイント上回っており、一方、「スマ

ートフォン」は女性（42.2％）が男性（25.4％）を 16.8ポイント上回っている。 

 「パソコン」は概ね年代が高くなるにつれ多くなっており、一方、「スマートフォン」は年代

が低くなるにつれ多くなっている。 

 

(3) インターネット上の取引経験（複数回答） 

  インターネットを「使う」と回答した人に、インターネット上の取引経験をたずねたところ、

第 1位が「国内のサイトで商品・サービスを購入」で 75.5％、第 2位が「旅行、宿泊などの予約・

申込み」で 68.5％となっており、これらの利用が他の利用を大きく引き離している。なお、若い

世代の方が多様な取引を利用している傾向がみられる。 

 

(4) インターネットでの取引頻度 

インターネット上の取引経験が「ある」と回答した人に、インターネットでの取引頻度をたず

ねたところ、「年に数回」が 39.3％で最も多く、次に、「月に 1～3回程度」が 33.1％で続いてい

る。また、「ほとんど毎日」も 8.7％あった。 

 

(5) インターネット取引について感じること（複数回答） 

インターネット上の取引経験が「ある」と回答した人に、インターネットの取引について感じ

ることをたずねたところ、第 1位が「時間や場所を選ばずいつでも利用できる」（82.9％）、第 2

位が「個人情報が漏れないか心配だ」（70.3％）となっている。 

 

(6) インターネット取引時に注意していること（複数回答） 

  インターネット上の取引経験が「ある」と回答した人に、インターネットの取引時に注意して

いることをたずねたところ、第 1位が「有名な大手事業者のサイトやネットショッピングモール
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を利用する」で 71.1％、第 2 位が「サイトの健全性や事業者の信頼性を確認する」で 53.3％と

なっている。 

 

６ 普段の生活について 

(1) 東日本大震災の前後での普段の生活の意識・行動の変化 

「震災前も後もそうしている」で多かった項目は、＜物を大切にし、できるだけ長く使う＞

（78.5％）、＜ごみを減らし、再利用やリサイクルを行う＞（64.0％）、＜食品ロス（消費されない

まま廃棄される食品のこと）をなくす・減らす＞（63.9％）だった。 

また、「震災後にするようになり、今もそうしている」で多かった項目は、＜エネルギー問題に関

心を持つ＞（40.9％）、＜保存食や水、生活用品の備蓄をする＞（34.0％）、＜省エネ製品の購入、

節電・節水など、省エネを心がける＞（28.7％）だった。 

なお、＜保存食や水、生活用品の備蓄をする＞は「震災直後はしていたが、最近はしていない」

の中でも最も多く、21.6％だった。 

 

(2) 「問題商法」「悪質商法」について 

  「問題商法」「悪質商法」について見ると、「ニュースなどで見聞きして内容を知っている」が

全ての項目で第１位となっている。＜不当請求・架空請求＞、＜キャッチセールス＞、＜当選商

法＞では「勧誘を受けたが回避した」が第２位、＜買え買え詐欺＞、＜利殖商法＞、＜SF（催眠）

商法＞、＜無料（体験）商法＞、＜訪問購入（押し買い）＞では「初めて聞いた」が第２位とな

っている。 

  

(3) 消費者被害にあわないため日頃注意していること（複数回答） 

  消費者被害にあわないために日頃注意していることは、第１位が「うまいもうけ話には裏があ

ると考え、安易に乗らない」で 84.3％、第２位が「本当に必要な契約（購入）かよく考え、必要

ないときはキッパリ断る」で 81.3％となっている。以下、「クーリング・オフ制度を知っている」

（73.4％）、「怪しいサイトは見ない。怪しいメールは開かない」（62.7％）などとなっている。 

 

(4) 消費者被害にあわないために最も大切だと思うこと 

消費者被害にあわないために最も大切だと思うことは、「家庭内での教育やコミュニケーショ

ン」が 42.9％で最も多い。次に、「取引や売買に関する規制の強化」（13.7％）、「マスメディアに

よる報道」（9.7％）、「各世代の環境に合わせた学校教育や生涯学習」（8.4％）が続いている。 
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＜事業所対象＞ 

１ 回答者のプロフィール 

  事業所の形態は、「単独事業所」が 57.2％、「支社・支店・営業所（他に本社・本店がある）」

が 29.6％、「本社・本店（他に支社・支店・営業所・工場がある）」が 12.8％となっている。 

  その他回答者のプロフィールについては、73～76ページに示したとおりである。 

 

２ 消費者・顧客からの意見や苦情 

(1) 消費者・顧客からの意見や苦情の件数の傾向 

  消費者・顧客からの意見や苦情（件数の傾向）は、「意見や問い合わせはほとんどない」が 40.2％

で最も多く、次に、「変わらない」が 31.0％となっている。以下「直接消費者・顧客に対応する

事業ではない」（10.4％）、「増加傾向にある」（9.2％）が続いている。 

 

(2) 消費者・顧客からの意見や苦情の内容 

  消費者・顧客からの意見や苦情（件数の傾向）について「増加傾向にある」、「変わらない」、「減

少傾向にある」と回答した事業所に、消費者・顧客からの意見や苦情内容の傾向をたずねたとこ

ろ、「変わらない」が 54.5％と半数以上を占めている。次に、「複雑化している」が 27.7％とな

っている。 

 

(3) 事業所に寄せられる苦情や問い合わせ内容（複数回答） 

  消費者・顧客からの意見や苦情（件数の傾向）について「増加傾向にある」、「変わらない」、「減

少傾向にある」と回答した事業所に、事業所に寄せられる苦情や問い合わせ内容をたずねたとこ

ろ、第 1位が「価格・料金（商品の価格や利用料、サービスの使用料など）」で 45.5％、第 2位

が「商品の機能、サービスの質（品質・性能、故障、不具合、使い勝手、サービスの内容・水準

など）」で 44.3％となっている。以下、第 3位「接客・対応（販売時等の接客態度、クレーム処

理、保証、アフターサービスなど）」（31.8％）、第 4 位「安全・衛生（身体への影響、商品の安

全性、食品の衛生など）」（17.0％）が続いている。 

 

(4) 苦情や問い合わせの処理方法 

消費者・顧客からの意見や苦情（件数の傾向）について「増加傾向にある」、「変わらない」、「減

少傾向にある」と回答した事業所に、苦情や問い合わせの処理方法をたずねたところ、第 1位が

「その場（電話での応対を含む）で説明、あるいは必要に応じて謝罪を行っている」で 75.4％、

第 2位が「苦情や相談をもとに再発防止策を講じている」で 58.0％、以下第 3位「苦情や相談の

内容を社内に周知徹底させている」（47.7％）、第 4位「必要に応じて商品の交換や代金の弁済を

行っている」（36.0％）が続いている。 
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３ 消費者・顧客対応への取り組み等について 

(1) 最も重視している取組 

  最も重視している取組は、「商品の安心・安全への配慮」で 31.0％となっている。次に、「消費

者の志向や意見を参考にした商品の開発や販売体制整備」、「消費者の立場を第一に考えた価格や

契約条件の設定」が 10.9％で続いている。 

 

(2) 今後最も重視すべき取組 

  今後最も重視すべきと考える取組は、「商品の安心・安全への配慮」で 25.6％となっている。

次に、「消費者の志向や意見を参考にした商品の開発や販売体制整備」（10.7％）、「消費者の立場

を第一に考えた価格や契約条件の設定」（9.4％）が続いている。 

 

(3) 一般消費者は商品購入時何を考慮すると思うか 

  「自社が取り扱う商品（製品・サービス）を一般消費者が購入する際どのようなことを考慮す

ると考えているか」について尋ねたところ、「非常に考慮する」と「考慮する」を合わせた『考

慮する』は、＜機能や品質＞（79.6％）、＜価格＞（79.4％）、＜安全性＞（74.0％）、＜購入（利

用）時の接客態度（説明や応対）＞（73.0％）、＜苦情や意見への対応、アフターサービス＞（73.0％）

が多くなっている。 

 

(4) 取り組んでいる社会や地域のための活動（複数回答） 

取り組んでいる社会や地域のための活動は、第 1位が「地域のコミュニティ行事等への参加・

協力」（27.2％）、第 2位が「環境美化・環境保全活動」（23.7％）、第 3位が「東日本大震災の被

災者や被災地への支援」（22.9％）となっている。 

 

(5) 消費者行政が重点的に行うべきことは何か（複数回答） 

消費者行政が重点的に行うべきことは何かについては、第 1位が「不適正・悪質な事業者に対

する監視や指導強化」で 53.4％と半数以上の事業所が挙げている。以下、第 2位が「消費者問題

に関する情報提供」（33.8％）、第 3 位が「災害時の生活関連商品の安定供給の確保」（31.4％）、

第 4位が「消費生活相談窓口の充実強化」（30.0％）となっている。 

 

(6) 「仙台市消費生活センター」の認知度 

「仙台市消費生活センター」の認知度については、「名称も業務内容も知っている」が 28.1％、

「名称は聞いたことがあるが、業務内容までは知らない」が 58.9％であった。 

 


