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「滋賀県消費者基本計画（第３次）原案」への意見反映の整理 
 

第53回消費生活審議会（平成27年6月5日）での計画素案に対する意見と原案への反映 

該当箇所 
(素案ページ) 

意   見 
原案への反映の考え方 

（原案ページ） 

● 目指す 姿

に つ い て

(P23) 

【 事 務 局 案 】 

みんなでつくる

消費者安全・安

心社会 

（目指す姿を掲げることについては異論なし。） 

・滋賀らしさを感じられるものだといい。 

・地域性や時代性がわかる言葉が入るといい。 

・“みんなでつくる”という消費者市民社会の考

え方が、時代性を反映している。 

・その保護に力を入れてきた「豊かな環境」を

今後も守っていく、ということも地域性のひと

つ。 

・消費者教育の柱の一つが環境教育。滋賀県は

消費行動によって琵琶湖（地域）の環境を守る

という意識が明確にある。今まで、環境教育と

して進めてきた部分を、消費者基本計画の中に

取り込み、一体的に推進していく考えも含めた

キャッチフレーズだといい。 

※具体的な表現や言い回しについては、次回

までに考えていただき、ご提案いただくこと

となった。 （P24） 

＜当日の提案＞ 

【提案１】 

みんなで考え、つくる消費者安全・安心社会 

【提案２】 

“わたしが”つくる消費者安全・安心社会 

＜事務局案＞ 

・みんなでつくる滋賀の消費者安全・安心社

会 

・滋賀からつくる消費者安全・安心社会 

・みんなでつくる「消費者市民“滋賀”社会」 

● 基本方針

に つ い て

(P24) 

・事業者に問題があるような「消費者を事業者

から法律で守ります、それでもできない事業者

は法律で指導します」という構成になっている

のが気になる。 

・基本方針は、「市場の中で消費者の利益を確保

するための仕組み」がまずあって、そのために

「行政はどう関与すべきか」という整理順にな

っていて、一定の意味がある。 

→順序としては、暫定的にこの素案どおりで進

める。（具体施策や、それを具体化する基本的枠

組を検討する中で変更の可能性は残す。） 

・事業者側に問題があるように受け止められ

ないよう、指導等の対象は「法令に違反する

事業者」である、ということを明らかにする。 

→P26「重点施策１（１）取引の適正化」に「法令

に違反する行為を行っている事業者や、」と追

記 

→P40「重点施策９ 事業者指導の強化」を 

「重点施策９ 法令違反事業者等への指導強

化」と変更 

● 消費者施

策の 展開 に

ついて 

◇重点施策１

「消費者取引

の 適 正 化 」

（P25） 

・サービス関連の規制が少ないのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

・規制や指導は法令の根拠がないとできない

が、法令等が整備された際の対応について追

記する。 

→P26「（１）取引等の適正化」に、「法律の改正

等に当たってはわかりやすい情報提供に努め

る」と追記 
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・ちゃんとやっている事業者と消費者が協力し

て、悪質な事業者を市場から排除できるような

システムができると、うまく回っていくのでは

ないか。 

・事業者への指導という面だけでなく、コン

プライアンスにも働きかけることについて

書き込む。 

→P26「（１）取引等の適正化」に、「消費者関連

法遵守のための注意等を適時行う」と追記 

・先進的な取組を行っている事例について情

報収集や提供を行う。 

→P33【具体的な取組例】先進的な取組につい

て、広く PR を行います。 

→P42「３ 事業者・事業者団体との連携」に、

「また、先進的な取組については、広く PR を行

い、取組の広がりにつなげます。」と追記。 

● 消費者施

策の 展開 に

ついて 

◇重点施策５

「 消 費 者 教

育・学習の推

進」(P30) 

・事業者も、消費者と一緒に学びたい、意見も

聞きたいと思っている。 

・意識ある事業者と協力することによって、よ

り効率的な消費者教育を進めていけるのではな

いか。 

・意欲のある優良企業への支援のあり方等とい

う観点を入れられるといい。 

 

 

 

 

・事業者による消費者教育は、消費者向けの教

育活動に加えて、企業による消費者被害を防止

するための教育もある。企業内部でのコンプラ

イアンス推進の取り組みを促進させることはで

きないか。 

 

・計画に書くのはいいが、合わせて予算措置を

講じてもらわないといけない。 

・大学が、行政とともに消費者教育の推進主体

となり得るよう、最終的には大学が自主的、自

立的に消費者教育を推進できるような支援がで

きればいい。 

 

 

 

・事業者による消費者への学習支援への橋渡

しとなるよう、消費者教育に積極的な事業者

についてはＨＰ等で紹介するなど、意識ある

事業者の取り組みを広くＰＲするように努

める。 

→P33【具体的な取組例】先進的な取組につい

て、広く PR を行います。（再掲） 

→P42「第５章 関係機関・団体との連携強化～ 

３ 事業者・事業者団体との連携」に、「また、先

進的な取組については、広く PR を行い、取組

の広がりにつなげます。」と追記。（再掲） 

・事業者への指導という面だけでなく、コン

プライアンスにも働きかけることについて

書き込む。 

→P26「（１）取引等の適正化」に、「消費者関連

法遵守のための注意等を適時行う」と追記（再

掲） 

・国からの交付金の増額が望めず予算に制約

のあるなか、優先順位をつけて実施していく

必要がある。既存の取組との有効な連携や、

将来に向けた人材育成による消費者教育の

推進等について記載する。 

→P32「（１）消費者教育・学習の機会拡充と体

系的な消費者教育の推進」に「幅広い主体と連

携しながら」と追記。 

→P34「（２）消費者教育の担い手の育成と支
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・人材育成の到達目標とする具体的な水準を詰

めていく必要がある。 

・消費者教育の担い手は、日々幅広い消費者問

題に対応している消費生活センターの相談員

が、より重要ではないか。 

援」【具体的な取組例】に「大学等と連携した人

材育成の取り組みについて検討します。」と追

記。 

・消費者教育を担う専門人材のほか、草の根

的な消費者教育の広がりを期待した人材育

成について記載する。 

→P34「（２）消費者教育の担い手の育成と支

援」に「専門人材の育成・支援とあわせて、消費

者講座への参加者等を対象に、自らの学習を

周囲への啓発や高齢者等への見守りに活かし

てもらうよう働きかけるなど、消費者教育のす

そ野の広がりも目指します。」と追記。 

● 消費者施

策の 展開 に

ついて 

◇重点施策８

「高齢者等へ

の 支 援 」

（P37） 

・高齢者を一律に扱うのは難しい。「対応（支援）

が必要な人」として捉える必要がある。 

・高齢者は情報弱者という面もある。現代型取

引に十分対応できない点でも不利益を被ってい

るという観点が必要。 

・素案には外国人に対する対応の記述が少ない。

相談したくても、相談するところが分からない

のではないか。日本語の習熟が十分でない外国

人も情報弱者の典型例。高齢者等の等に含めて

触れていけるといい。 

・行政が全部やるのは無理。地域の消費者団体

や事業者団体等と連携して、うまく機能するよ

うになるといい。 

・消費者安全法の改正により設置できることと

なった、「消費者安全確保地域協議会」等を活用

できないか。 

・民生委員のような人に、行政と連携して相談

員的な役を担ってもらえればいい。 

・見守りは市町レベルの話。県は、それらをど

う把握し、うまく調整するか。市町レベルでの

見守りの状況を調べ、連携できる部分は今後の

システムに取り入れることも大事。 

 

 

 

・「高齢者等」の定義を明記する。また、情

報弱者についての記述を追記する。 

→P39「（１）高齢者等への的確な情報提供」

に、“高齢者等”の説明として、「高齢者や障害

のある人、また、外国人等、情報が得にくく情

報量が限られる、いわゆる情報弱者等、消費

生活上特に配慮を要する消費者」と追記。 

 

 

 

・各市町では、福祉や防災分野での高齢者の

見守り活動が進んでいるところが多い。「消

費者安全確保地域協議会」の独自設置にこだ

わらず、地域の実情に合わせて、これら既存

のネットワークや仕組みを活用しながら進

めることが有効だと考えられる。（現在、各

市町に実態を照会中） 

 

・県は、県社協等の県域組織への情報提供や

支援依頼を行うほか、各市町での取組や他府

県での取組事例について情報提供等を行う。 

→P39「（２）高齢者等の見守り体制の充実強

化」に「市町における福祉や防災分野での見守

り活動など、既存ネットワーク等との連携によ

り、地域の実情に応じた取り組みが進むよう、
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・いかに早く被害に遭わないための情報を伝え

ていくか。地域での声掛け運動や、出前講座等、

粘り強い地道な啓発活動が重要。 

各市町での取組や他府県での取組事例につい

て情報提供を行うなど、地域での見守り体制充

実のための支援を行います。」と追記。 

・従来の地道な啓発の取組についても、引き

続き行う。 

●連携につい

て(P40) 

● 消費者市

民社会の 構

築に向けた気

運づくり（P33） 

 

・行政だけで行うのは金銭的にも人的にも無理。

消費者教育や、消費者被害の防止・救済等に取

り組む上で、既存組織と連携するなど、他の団

体とうまく役割分担するという意識が今後はさ

らに重要。 

・個別の具体例を挙げていけば、今後の消費者

教育や消費者問題のいい例になる。 

 

・消費者市民社会の構築に向けた気運づくりの

ためにも、消費者安全法の改正により設置でき

ることとなった、「消費者安全確保地域協議会」

等を活用できないか。 

 

→P41「第5章」冒頭で、関係機関や団体との連

携について、今回、章を新たに起こした背景、

連携の重要さを記載。 

→P34「（３）消費者市民社会の構築に向けた気

運づくり」に、「それぞれの専門や得意分野を

活かしながら連携・協働を図る」旨を追記。 

→個別の具体例については、各重点施策の

【具体的な取組例】に記載。 

・「消費者安全確保地域協議会」は、地域の

実情に応じ市町ごとに考えてもらう。 

・関係団体等とのネットワークを広げるため

の場づくりに努めることとする。 

→P41「第 5 章」冒頭に、「連携を進めるに当た

っては、積極的な情報提供等、透明性の確保

に努めるとともに、消費者教育をはじめとする

消費者施策の実施主体間のネットワークを広

げるため、情報交換や交流の場（機会）づくりに

努めます。」と追記。 

→P34「（３）消費者市民社会の構築に向けた気

運づくり」に、「より良いくらし、より良い社会の

形成に主体的に参画し、発展に寄与できるよう

積極的に支援します。そのような取組を通し

て、気運づくりに努める」旨を追記。 

→個別の具体例については、各重点施策の

【具体的な取組例】に記載。 

●その他 

◇重点施策３

（P29） 

・「生活関連物資の安定供給」とあるが、地方路

線バス等もあり、「生活関連物資」とするより、

「生活関連物資およびサービス」とした方が分

かりやすい。 

→P30「重点施策３ 生活関連物資およびサー

ビスの安定供給」と変更。 

 


