
資料１　

１．部会設置の目的

２．検討事項

３．部会構成

本審議会委員および臨時委員のうちから会長が指名する者（９名）

４．スケジュール

第１回

第２回

第３回

・関係機関との連携（消費者行政と教育行政の緊密な連携協働、県と市町、消

費者団体等との連携）

消費者教育専門部会について

　消費者施策に関する基本的な計画（以下、「基本計画」という。）の改定に

あたって、計画に盛り込むべき消費者教育推進のための方向や、計画に定める

べき内容等について検討いただくため、滋賀県消費生活条例第10条の規定に

より、消費者教育専門部会を設置する。

・消費者や場の特性（年齢、性別、障害の有無、学校・地域・家庭・職域等）

に配慮した消費者教育の実施

・各ライフステージ（幼児期から高齢期までの各発達段階）での体系的な消費

者教育の実施

議　題

・議論確認、まとめ

・各ライフステージにおける体系的な
消費者教育について（続き）
・関係機関との連携について

・必要な消費者教育の内容について
・各ライフステージにおける体系的な
消費者教育について

平成26年12～
平成27年1月（予
定）

平成26年11月21日

平成26年10月27日

日　時

未定

県消費生活センター

県庁本館４Ａ会議室

場　所

県消費生活審議会
（消費生活条例による設置）

消費者委員

（５人）
事業者委員

（３人）

学識経験者委員

（７人）

臨時委員

（３人）

県消費者教育専門部会
（消費生活条例による設置）

消費者委員(2人) 事業者委員(2人)

学識経験者委員(2人) 臨時委員(3人)

消費者教育の推進方策につい

て検討

→検討結果は審議会に報告

「県消費者基本計画」の制

定・改正について審議



※参考

滋賀県消費生活条例施行規則
（会議）

第３条 審議会の会議は、会長が招集する。

２ 審議会は、委員および臨時委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くこ

とができない。

３ 会長は、会議の議長となる。

４ 審議会の議事は、出席した委員および臨時委員の過半数で決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。

（専門部会の組織等）

第４条 専門部会は、委員および臨時委員のうちから会長が指名する者をもつて組

織する。

２ 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。

３ 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

（専門部会の議事）

第５条 第３条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中

「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替え

るものとする。

２ 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求める

ときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

３ 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもつて審議会の議決とすること

ができる。

（関係者の出席等）

第６条 会長および部会長は、審議会および専門部会の議事に関して必要があると

認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出

を求めることができる。

滋賀県消費生活条例
（組織）

第９条 審議会は、委員15人以内で組織する。
２ 審議会に、特別の事項を調査審議し、または苦情等の特別の事案のあつせんもし

くは調停を行うため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

※以下省略

（専門部会）

第10条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。



滋賀県消費生活センター
０７４９－２３－０９９９
平日・土日 ９時１５分～１６時

消費者ホットライン
０５７０－０６４－３７０
ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ・守ろうよみんなを！

１ 消費者取引の適正化
（１） 取引等の適正化
（２） 広告・表示の適正化
（３） 計量の適正化
（４） サービスの適正化

２ 商品・サービスの安全・安心の確保
（１） 消費者事故等の適正処理および

消費者への情報提供
（２） 食の安全・安心の確保
（３） 商品等の安全の確保
（４） 医薬品等の安全の確保
（５） サービスの安全の確保
（６） 生活関連物資の安定供給

１ 消費生活相談体制の充実
（１） 県の消費生活相談体制の充実・強化
（２） 市町の消費生活相談体制の充実・強化支援

２ 苦情処理と紛争解決

３ 救済のための連携
（１） 弁護士会、司法書士会との連携
（２） 高齢者等との関わりが深い団体等との連携
（３） その他公的機関との連携

１ 環境に配慮した消費者行動の推進
（１） 持続可能な滋賀社会の実現に向けた

消費者行動の推進
（２） 環境学習・環境保全活動の支援

１ 消費者教育の推進および情報提供
（１） 消費者啓発の推進
（２） 学校における消費者教育の推進
（３） 社会人の消費者教育の推進
（４） 消費者への情報提供

２ 消費者の活動促進
（１） 消費者団体・ＮＰＯ等との連携
（２） 行政への消費者意見の反映

３ 事業者や事業者団体による
自主的な取組の促進

基本的方向Ⅱ

消費者トラブルの防止と救済

基本的方向Ⅰ

消費者の自立のための支援

基本的方向Ⅲ

安全・安心な消費生活の確保
基本的方向Ⅳ

環境に配慮した消費者行動の推進

第1章 基本計画の策定にあたって

第３章 消費者施策の展開

第４章 計画の推進と進行管理

１ 滋賀県消費者行政推進連絡調整会議での総合調整

・消費生活調整監をトップとし、庁内の消費者施策を実施
する部局等で構成する消費者行政推進連絡調整会議に
よる全庁的な総合調整および計画の推進

２ 社会的、経済的状況の急激な変動への対応

・緊急かつ重大事における「滋賀県消費者保護緊急
対策本部」の設置

・災害時等の市場の状況把握
・消費者への適切な情報提供
・冷静な消費行動の呼びかけ

３ 滋賀県消費生活審議会による確認・評価

・ＰＤＣＡ（計画、実行、確認、行動）サイクルに
基づく施策の実効性の確保

・消費生活審議会への報告および確認・評価
・確認・評価結果の施策へ反映

４ 県民への情報提供

・ホームページ等による
消費者基本計画・消費
者施策および消費生活
審議会の確認・評価・
結果についての公開

５ 計画の見直し

・消費者を取り巻く社会経済
環境の変化に対応するため
必要に応じて見直し

第４章 計画の推進と進行管理

３ 消費者を取り巻く状況と課題

（１）高度情報通信社会への対応
インターネット取引等が普及する中で求められる、消費者の情報に
対する的確な収集・選択・判断

（２）経済状況の悪化への対応
多重債務問題への対応
経済的困窮者につけ込む悪質商法への対応

（３）契約トラブルへの対応
消費者と事業者 情報・交渉力の格差
事業者による消費者への十分な説明 トラブル時の相談窓口の周知

（４）「持続可能な滋賀社会」の実現への対応
環境保全と経済成長を両立 「持続可能な滋賀社会」の実現

（５）「大規模災害」への対応
災害発生時等における消費者の行動への対応

５ 消費者施策推進の方向
（１）消費者の自立のための支援を行います
（２）消費者トラブルの防止と救済を図ります
（３）安全・安心な消費生活の確保に努めます
（４）環境に配慮した消費者の行動を推進します

１ 旧計画の評価
・県が実施する消費者施策を体系的に集約
・ＰＤＣＡによる年度ごとの点検・評価の実施
・身近な消費生活相談窓口の充実

→平成２３年度より 全市町に消費生活相談窓口開設
・事業者指導の体制強化
→計画期間中特定商取引法に基づく業務停止命令等の行政処分 ９件

・滋賀県食の安全・安心推進条例の制定

第２章 消費者施策展開の方向

② 健全で質の高い
環境の下で消費生
活を営むこと

４ 基本理念
・県、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体の相互の信頼を基調と

し、消費生活条例に掲げられた消費者の８つの権利を尊重するとともに、
消費者が自らの利益の擁護および増進のため自主的、合理的に行動す
ることができるよう消費者の自立を支援します。

２ 消費者行政の状況
（国） 消費者庁設置等消費者の視点に立った消費者行政への転換
（県） 消費生活センターの機能強化

消費生活調整監の設置 庁内各部署の横断的取組を推進
滋賀県消費者行政活性化基金を活用した事業の実施

（市町） 消費生活相談窓口の充実
滋賀県消費者行政活性化基金を活用した事業の実施

③ 消費生活に係る
商品または役務に
よって生命、健康
および財産を侵さ
れないこと

④ 消費生活におい
て、適正な質を有
し,適正な表示のさ
れている商品また
は役務の供給を受
けること

⑤ 消費生活に係
る商品または役務
について消費者の
自主的かつ合理的
な選択の機会が確
保されること

⑥ 消費生活にお
いて必要な情報お
よび教育の機会が
提供されること

⑦ 消費生活にお
いて不当に受けた
被害から適切かつ
迅速に救済される
こと

⑧ 消費者施策に
消費者の意見が反
映されること

① 消費生活におけ
る基本的な需要が
満たされること

消費者の
８つの権利１ 基本計画策定の趣旨

・規制緩和や情報技術の進展により消費者取引が複雑・多様化
・消費者の安全・安心を脅かす製品事故・食品偽装事件の発生
・消費者庁の設置など消費者の視点に立った消費者行政への転換
・社会情勢の変化に伴う新たな課題への対応
・社会や自然環境とのつながりを意識した消費者の主体的な行動が

必要

２ 計画の性格
○消費生活条例第７条の２の規定に基づき、消費者の視点に立った

消費者施策を計画的・総合的に推進するための計画
○国の「消費者基本計画」や県の基本構想および他の関連計画と

整合性を図った計画
○滋賀県消費生活審議会等の意見・提案を反映させた、県民参加に

よる計画
○旧計画の内容を継承しつつ、新たな課題への対応を反映させた計画

３ 計画の期間
平成２３年度（2011年度）から平成２７年度（2015年度）までの５年間

第1章 基本計画の策定にあたって

滋賀県消費者基本計画の概要


