
 

 

平成 27 年度滋賀県消費者基本計画実施状況 

 

滋賀県消費者基本計画（第２次）の概要 
 

１ 計画策定の趣旨 

消費者施策に関する基本的な方向や必要な事項を定め、もって消費者施策の計
画的・総合的な推進を図る。 

       さらに、消費者が社会や自然環境とのつながりを意識し、持続可能な社会の構
成員として主体的な行動をとることを目指した計画。 

 
２ 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 
 

３ 基本理念 

消費者の８つの権利※を尊重するとともに、消費者が自主的・合理的に行動で
きるよう消費者の自立を支援することを基本とする。 

 
  ４ 消費者施策の展開の方向 

Ⅰ消費者の自立のための

支援

Ⅱ消費者トラブルの防止と

救済

Ⅲ安全・安心な消費生活の

確保

Ⅳ環境に配慮した消費者行動

の推進

1.消費者教育の推進および情報提供
2.消費者の活動促進
3.事業者や事業者団体による自主的
な取組の促進

1.消費生活相談体制の充実
2.苦情処理と紛争解決
3.救済のための連携

1.消費者取引の適正化
2.商品・サービスの安全・安心の確保

1.環境に配慮した消費者行動の推進

４つの基本的方向と９つの重点施策により消費者施策を展開します。

基本的方向と重点施策

 ※消費者の８つの権利 

   ①基本的な需要が満たされること ②健全な生活環境が確保されること ③安全が確保される

こと ④適正な商品等が供給されること ⑤商品等の選択機会が確保されること ⑥消費者教

育を受けられること ⑦被害の救済を受けられること ⑧意見が反映されること 

資料２ 



 

 

滋賀県消費者基本計画（第２次）に基づいた実施状況 

 滋賀県消費者基本計画（第２次）を効果的に推進するため、主要な施策の実施状況を

把握し、点検・評価することにより、次の施策へ繋げていく。 

 
 基本的方向Ⅰ 消費者の自立のための支援 
 
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 

◇消費生活フェスタの開催 

    消費者問題全般への意識向上および被害の未然防止を図るため、消費者問題に関する催しを 

開催した。また、消費者団体等に活動発表の場を提供することにより、消費者団体の活動促進 

を図った。 

 

 
                                    

消費生活フェスタ 

消費者団体による消費生活クイズ大会 

  

 

 

◇「子どものためのくらしとお金フェスタ」の開催（滋賀県金融広報委員会との共催） 

  滋賀県金融広報委員会と共催して子どもとその保護者を対象にした、くらしに身近な金融 

経済に関するイベントを開催した。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

（２）学校における消費者教育の推進 

◇消費者教育支援事業の実施 

 学校での消費者教育を推進するため、消費者教育教材の作成および教材を活用したモデル 

授業を小学校および中学校において実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「マナビィといっしょにおつかいすごろく」  「Let’s Choice! Let’s Study!」        

（小学校高学年用）                     （中学生用） 



 

 

◇高校生のための消費生活講演会（滋賀弁護士会との共催） 12 校  835 人 

   悪質商法による若者の消費者被害を未然に防止するため、弁護士・消費生活相談員が学校に 

出向き、主に高校３年生の生徒を対象に講演会を開催した。 

 

◇大学におけるくらしの一日講座 ３大学４回（滋賀医大、滋賀大経済、滋賀短大） 850 人 

 大学の要請に応えて、若者に多い消費者被害についての注意点などについて講座を開催した。 

 

◇若者向け情報誌を活用した消費生活情報の発信  掲載回数６回 

 若者向けの情報誌（レイクスマガジン）に消費者トラブル等の情報を掲載し、相談窓口の周

知を行った。 

 

（３）社会人の消費者教育の推進 

◇くらしの情報セミナー ３回  127 人 

くらしに関するタイムリーな情報を提供することにより、適切な判断・行動・自己責任が果 

たせる「自立した消費者」を育成するため、セミナーを開催した。 

 

◇くらしの一日講座 27 回  1,337 人 

各種団体の要請に応えて、消費生活センターまたは要請元の会場で、くらしに身近な問題に 

ついて学習する機会を提供した。 

 

◇消費者講座 ２回  192 人 

高齢者の消費者被害を防ぐため、民生委員・児童委員・福祉施設関係者等を対象として、 

地域の見守りに関する講座を開催した。 

 

◇消費生活相談員資格取得支援講座（（公財）関西消費者協会へ業務委託） 

期 間：平成 27 年 10 月～平成 28 年２月（計 10 日間、20 講座） 

場 所：県消費生活センター（彦根市） 

受講者：45 人 

 

◇金融経済講演会の開催（滋賀県金融広報委員会との共催） 

滋賀県金融広報委員会との共催により「くらしとお金講演会」を開催し、くらしに身近な

金融経済に関する情報を正しく消費者に伝えるよう努めた。 

 

◇消費者月間記念シンポジウムの開催（消費者団体との共催） 

５月の消費者月間にあわせ、ＮＰＯ法人消費者ネット・しがとの共催によりシンポジウ 

ムを開催し、「消費者市民社会」について消費者が考える機会を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 月８日（日）ビバシティ彦根       ５月 30 日（土）ピアザ淡海 

   「日本人を幸せにする経済学」   「晩ごはん何にしますか？～食生活から考える消費者市民社会」 

      講師：森永卓郎氏             講師：髙橋久仁子氏                

 

 



 

 

（４）消費者への情報提供 

◇新聞・テレビ番組「テレビ滋賀プラスワン」・ホームページ・携帯サイト等 

様々な媒体で消費生活に関する情報を発信することで、悪質事業者の新たな手口を紹介する 

など県民に向けての注意喚起が図れた。 

 

２消費者の活動促進 
 

◇消費者団体との連携 

事業に取り組むにあたり、消費者団体と意見交換等を行い、連携を図った。 

 

３事業者や事業者団体による自主的な取組の促進 
 

◇事業者団体との情報交換、啓発活動 

事業者団体・事業者が行う消費者への適切な情報提供や苦情対応について、情報交換や啓 

発活動を行うことにより、その活動を促進した。 

 

 

基本的方向Ⅱ 消費者トラブルの防止と救済 
 

１消費生活相談体制の充実 
 

◇消費生活相談の受付  消費生活相談受付件数（県窓口分） 4,360 件 

滋賀県消費生活センター（彦根市）および滋賀県庁県民活動生活課（大津市）において県民 

からの消費生活に関する相談を受け付け適切に処理するとともに、県内で受け付けた相談情報 

の分析を行い、各消費生活相談窓口に注意すべき相談案件等についての情報提供を行った。 

 

◇レベルアップ研修会 

県および市町の消費生活相談員および窓口担当職員が、各分野の専門知識を身につける機会 

を設けることで消費生活相談員等の資質の向上を図った。 

 

２苦情処理と紛争解決 
 

◇建設工事紛争審査会の運営 

建設工事の請負契約に関する紛争に対して、専門家による公正・中立的な立場から、あっ 

せん、調停または仲裁の方法で迅速かつ簡便な解決を図った。 

 

３救済のための連携 
 

（１）弁護士・司法書士会との連携 

◇多重債務者無料相談会（滋賀弁護士会・滋賀県司法書士会と共催） 

９月から 12 月の第１土曜日に実施し、借金問題で困っている方の支援を行うことができた。 

 

（２）高齢者等との関わりが深い団体等との連携 

◇交通安全協会女性団体連合会と連携した高齢者世帯への啓発 

滋賀県交通安全協会女性団体連合会が行う交通安全高齢者世帯訪問指導と連携。高齢者向け 

リーフレット「悪質業者の視点」と、困ったときにすぐ相談できるよう県消費生活センターの 

電話番号等を記載した啓発マグネットを配布した。 

 

 



 

 

 ◇滋賀県老人クラブ連合会との連携 

   同クラブの大会においてパネル展示やちらしで注意喚起したほか、参加者にリーフレットを

配布して啓発を行った。 

 

（３）その他公的機関との連携  情報提供件数 11 件 

◇消費生活侵害事犯の被害が疑われる相談の情報提供 

詐欺的商法・悪質商法の被害防止、被害回復のため、相談者からの承諾が得られた 

案件について、滋賀県警生活環境課に情報提供を行った。  

 

◇特殊詐欺発生予報  予報発信回数 ３回 

県警本部と県消費生活センターが特殊詐欺に関する発生情報を共有し、特殊詐欺の

多発傾向が予想される場合に、その手口をいち早く県民に知らせる制度として平成 26

年６月に創設した。県警からの広報と、しらしがメールにより周知した。 

 

 

基本的方向Ⅲ 安全・安心な消費生活の確保 
 

１消費者取引の適正化 
 

（１）取引等の適正化 

◇特定商取引に関する法律の適正運用 

特定商取引に関する法律と消費生活条例の適正な運用により、消費者被害の未然防止や拡大 

防止を図った。法に違反した販売方法などについて、違反事実を確認できた悪質な事業者に対

して行政指導を実施した。 

   文書指導  ２ 件 

   口頭指導 10 件 

 

◇貸金業者の指導監督 

   貸金業者に対して、貸金業法をはじめとする関係法令等の遵守を徹底し、業務の適正な運営

を確保するよう指導・助言を行った。 

業者の登録に関する業務（登録および更新要件審査、変更、廃業等） 

    登録業者数      ６業者（Ｈ26.４.１現在）→５業者(Ｈ27.３.31 現在） 

貸金業者に対する業務指導、報告徴収 

貸金業者に対する立入検査、現地確認等     

立入検査       ６業者 

その他訪問調査･指導  28 業者（みなし貸金業者） 

 

◇建設業者の指導監督 

建設業を営む者の資質の向上等を図り、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護した。 

      建設業法に基づく営業の停止処分       ３件 

      建設業法に基づく許可の取消処分     １件 

   建設業法に基づく営業所立入調査の実施  ２件 
 

（２）広告・表示の適正化 

◇不当景品類・不当表示の防止指導 
関係機関からの通知や申告による情報に迅速に対応し、改善が必要な場合は事業者に早期に 

注意を行うなど表示の適正化に努めた。 

文書指導 １件 

口頭注意 ５件（すべて不当表示関係） 

※みなし貸金業者を含む 



 

 

◇不当景品類・不当表示の防止啓発 

平成 26 年度の景品表示法改正概要についての冊子を、県内の事業者へ配布し、制度の周知 
を図った。 

   県商工会、県商工会議所を通じて約 25,000 冊 

 

◇家庭用品品質表示指導          

家庭用品品質表示法第 19 条第２項に基づく立入検査を実施した。 

     検査実施市町数   15 市町 

    検査実施店舗数   62 店舗 

    不適正表示件数    ５件 

 

◇「食品表示 110 番」の設置 

県民からの食品表示について情報提供や疑問、問合せなどを受け付ける電話窓口として設置 

し、指導等を行った。 

    相談件数      142 件 

 

 ◇食品表示の適正化に関する調査・指導 

食品表示法および関係法令に基づく適正な食品表示が行われるよう、事業者に対する調査・

指導を行った。 

調査・指導件数  17 件 

 

◇米トレーサビリティ法に基づく適正流通の推進 

米トレーサビリティ法の関係者への周知に努め、また、米の産地情報の適正な伝達や記録の 

保持等が行われるよう指導を行った。 

   指導件数     13 件 

 

（３）計量の適正化 

◇計量指導・取締り 計量器定期検査 

取引や証明に使用される「はかり」を対象に、２年に１回、小型はかり（ひょう量 500 ㎏ 

以下）と大型はかり（ひょう量 500 ㎏超）に分けて性能や精度を検査した。 

小型はかり  2,341 台 

大型はかり    134 台 

 

２商品・サービスの安全・安心の確保 

（１）消費者事故の適正処理および消費者への情報提供 

◇消費者安全法による通知 

消費者からの相談を受け、消費者安全法に基づき、消費者庁へ重大事故情報としての通知を 

行った。  

通知件数  ５件 

 

（２）食の安全・安心の確保 

◇食の安全確保推進事業 

滋賀県食の安全・安心審議会において、滋賀県食の安全・安心推進条例で策定を規定してい 

る推進計画に基づく施策の実施状況を報告した。 

また、行政、食品関係事業者および消費者が、食の安全・安心に関するそれぞれの取り組み

や立場について語り合い、相互理解を深めるために、シンポジウムおよび意見交換会を開催し 

た。 

シンポジウム テーマ：「食品添加物は本当に安全なの？」 参加人数   87 人 

   意見交換会  テーマ：食肉の安全、食中毒予防など    参加者数  244 人 



 

 

◇食品関係営業許認可・監視指導事業 

食品関係営業施設に対して、計画的かつ効率的な監視指導を実施し、施設の衛生管理、 

不適正表示の改善等の指導を行った。 

食品関係営業許可事務 

新規許可：      1,587 施設 

継続許可：       2,172 施設 

食品関係営業許可施設に対する監視指導 

監視指導件数： 12,957 施設 

 

◇滋賀県食品高度衛生管理認証制度（セーフードしが）の推進 

食品等事業者による自主的な衛生管理の高度化を図るため、ＨＡＣＣＰの理念を取り入れた 

滋賀県独自の認証制度（愛称：セーフードしが）を推進した。 

 

◇環境こだわり農産物認証制度の運営                                     

化学合成農薬、化学肥料の使用量を慣行の５割以下に減らし、かつ濁水流出防止など琵琶湖 

をはじめとする環境への負荷を減らした技術で栽培された農産物を｢環境こだわり農産物｣と

して県が認証し、生産者が自身の取り組みを伝えるとともに、消費者の商品選択の判断に役立

てている。 

環境こだわり農産物に対する残留農薬検査                           

分析試料 30 検体（玄米 20 検体、野菜・果実 10 検体） 

分析農薬 玄米 25 農薬、野菜・果実 31 農薬 

分析結果 食品衛生法の残留基準値を上回る農薬は検出されなかった。 

環境こだわり農産物を使用した加工食品のマーク表示の承認 

平成 27 年度末  60 品目 

 

（３）商品等の安全の確保 

◇家庭用品安全対策の推進 

有害物質を含有する恐れのある家庭用品について検査を行い、健康被害の防止に努めた。 

試買テストの実施 

実施期間 平成 27 年 10 月 27 日～平成 27 年 11 月 16 日 

     検査対象 出生後 24 か月以内の乳幼児用の繊維製品 15 検体 

     検査項目 ホルムアルデヒド 

     実施結果 違反検体なし 

 

（４）医薬品等の安全の確保 

◇薬事監視指導 

消費者に、有効かつ安全な医薬品等の供給を図るため、医薬品製造業者、販売業者に対して 

監視指導を実施した。また、消費者からの医薬品等に関する苦情・相談について適切な措置を 

講じた。 

医薬品等についての品質検査 

    指定医薬品等の収去検査を実施した。（医薬品：20 検体  医療機器：１検体） 

     違反なし 

    健康被害を未然に防ぐため、健康食品の試買調査を実施し、無承認無許可医薬品の取締り 

を実施した。 

         強壮用健康食 品： ３検体 

     医薬品成分の検出： ０件 

     不適表示の確 認： ０件 

   医薬品等の苦情・相談処理 

    医薬品等に係る苦情を受付け、処理した。  33 件 



 

 

基本的方向Ⅳ 環境に配慮した消費者行動の推進 
 
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 

◇家庭省エネ診断事業の推進 

家庭での節電や CO2 排出削減行動の定着、加速を図るため、「節電・省エネ提案会」 

を県内各地で 36 回開催した。 

 

◇新しい環境習慣推進事業 

環境にやさしい買い物推進事業 

  事業者、県民団体、行政で構成される「買い物ごみ減量推進フォーラムしが」では、買物 

に伴って生じるごみの減量や資源化の推進に取り組んでおり、一層のレジ袋の削減、マイバ 

ッグ等の利用を推進するため、平成 25 年２月に「レジ袋削減の取組に関する協定」を締結 

し、４月からレジ袋の無料配布中止を県域で一斉に実施した。 

 

◇「おいしが  うれしが」キャンペーンによる地産地消の推進 

地産地消に積極的に取組む食品販売事業者を推進店として、また、地産地消を応援する生産

事業者、加工事業者、流通事業者等をサポーターとしてキャンペーン制度への登録を促すとと

もに、統一ＰＲ資材の配布や各事業者が自主的に行う県産農畜水産物やその加工品の取扱いの

促進とそのＰＲ、事業者間の連携等について支援することにより地産地消のより一層の推進を

図った。 

推進店    1,401 店舗（飲食店、小売店、ホテル・旅館、農産物直売所等） 

サポーター   298 事業者（生産事業者、加工事業者、流通事業者等） 

 
 
 
 
 

 

（２）環境学習・環境保全活動の支援 

◇環境学習センター事業 

環境学習に関する相談対応、情報提供 

自治会や子ども会などの地域団体や学校、企業や市町などから相談を受け、環境学習・活 

動に関する活動団体や講師の紹介、研修場所や企画内容等について情報提供を行うほか、ホ 

ームページやメールマガジンなどにより発信を行い、環境学習の活動の場づくりを応援し 

た。 

 

◇環境美化活動推進事業 

環境保全に関する県民意識の高揚および実践活動の推進のために設立された「美しい湖国を 

つくる会」が行う清掃・啓発活動の運営費を補助金により支援した。 
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１ 計画改定の趣旨 
消費者を取り巻く社会経済情勢や、消費者行政を巡る状況の変化を踏まえ、今後の施策の展開方向を示す。 

２ 計画の性格 

①滋賀県消費生活条例に基づく、消費者施策に関する基本的な方向等を定め、消費者施策の計画的な推進を図るための計画 

②「消費者教育推進法」第 10 条に規定される滋賀県消費者教育推進計画 

３ 計画の期間：平成 28 年度から 32 年度までの 5 年間 

 

第 1 章 計画の基本的な考え方 

 

１ これまでの取組 
第 2 次基本計画に４つの基本的方向と９つの重点施策を定め、消費者施策を展開 

 

２ 消費者を取り巻く現状と課題 

 

第２章 消費生活をめぐる現状と課題 

（１）社会経済情勢の変化 

   ①人口減少社会の到来と高齢化の進行 ④環境・エネルギー問題 

   ・高齢者の単独世帯の増加 ・持続可能社会への転換の必要性 

   ②高度情報通信社会の進展 ⑤食品表示その他「食」の諸問題 

   ・スマートフォンの急激な普及 ・メニュー等における不適正な表示問題 

   ・デジタルコンテンツに関する相談増加 ・食品ロスの増加 

   ③商品や取引形態の複雑化・多様化 

   ・消費者向け電子商取引の規模拡大 

   ・消費生活におけるグローバル化の進展 
 

（２）国における消費者行政の現状 

  ・消費者教育推進法および食品表示法の制定 ・特定商取引法、景品表示法等の改正 
 

（３）滋賀県における消費生活相談体制の状況 

  ・消費生活相談窓口の設置（平成 23 年度より全市町に設置。） 

  ・消費生活相談窓口の認知度（県消費生活センター：50.9％ 市町相談窓口：62.2％） 
 

（４）滋賀県における消費生活相談の状況 

  ・相談件数は平成 22 年度以降概ね 12,000 件台で推移。平成 25、26 年度と約 14,000 件に増加。 

  ・65 歳以上の高齢者の相談件数が急増（全相談の 30％を超過） 

  ・デジタルコンテンツ（アダルト情報サイト、出会い系サイト等）に関する相談が約 2,600 件と全体の 2 割を占める。 

  ・通信販売に関する相談割合が高く、特にインターネット通販の相談件数が増加。 

（５）滋賀県における事業者指導等の状況 
  ・特定商取引法や景品表示法等による指導 

  ・特殊詐欺の発生（被害件数の半数が 65 歳以上。65 歳以上の被害額総額は全体の 65.9％を占める。） 

（６）消費者教育の状況 

 ①消費者教育推進法の施行（平成 24 年 12 月） 

   【基本的方向】誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けられる機会を提供し、  

          効果的に推進する。 

 ②滋賀県における消費者教育の現状  

  ・幼稚園では「環境に配慮したくらし」や「安全安心な遊具の使い方」に関することが中心。 

  ・小学校、中学校、高校、特別支援学校では、平成 23～25 年度に完全実施された新学習指導要領に基づき実施。 

  ・大学や専修学校での実施状況は、大学に比べ専修学校での実施率が低く 4 割未満。 

  ・事業所における従業員への消費者教育は半数以上で実施されず。ただし、従業員 300 人以上規模では約 6 割で実施。 

  ・消費者教育を推進するための支援としては、実践事例の紹介や、消費者教育教材の提供等へのニーズが高い。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■重点施策７ 消費生活相談体制の充実強化 
（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 

■重点施策８ 高齢者等への支援 
（１）高齢者等への的確な情報提供 

（２）高齢者等の見守り体制の充実強化 

■重点施策９ 法令違反事業者等への指導強化 

 

■重点施策４ 消費生活情報の発信・啓発 

■重点施策５ 消費者教育・学習の推進 
（１）消費者教育・学習の機会拡大と体系的な消費者教育の推進 

  ①学校等における消費者教育の推進 

  ②消費者の特性や場の特性に応じた消費者教育の推進 

  ③消費生活に関連する教育との連携推進 

（２）消費者教育の担い手（人材）の育成と支援 

（３）消費者市民社会の構築に向けた気運づくり 

■重点施策６ 環境に配慮した消費者行動の推進 

（１）環境に配慮した消費者行動の推進 

（２）環境学習・環境保全活動の支援 

第４章 消費者施策の展開 

Ⅱ「自ら考え行動する」消費者になるための支援 

Ⅲ 消費者被害の防止と救済 

 

■重点施策１ 消費者取引の適正化 

（１）取引等の適正化 

（２）広告・表示等の適正化 

■重点施策２ 商品･サービスの安全性の確保 

（１）商品・サービスの安全性の確保 

（２）食の安全・安心の確保 

（３）消費者事故情報等の収集・提供 

■重点施策３ 生活関連物資およびサービスの安定供給 

Ⅰ 安全・安心な消費生活の確保  

 

１ 行政機関との連携 

 ・国、他都道府県との連携 

 ・市町との連携 

 ・庁内関係部局等との連携 

  
２ 消費者団体・ＮＰＯとの 

連携 

 

３ 事業者・事業者団体との 

連携 

 

４ 弁護士会、福祉関係団体等

多様な主体との連携 

 

５ 消費者等の意見の施策への

反映と透明性の確保 

 ・関係者の意見の消費者施策 

  への反映 

 ・施策や審議会での審議状況 

  のホームページ等での公表 

第５章 

関係機関・団体との 

連携強化 

１ 計画の推進体制 
 ・滋賀県消費者行政推進連絡調 

  整会議での総合調整 

 ・社会的、経済的状況の急激な 

  変動への対応 
 
２ 計画の進行管理 
 ・PDCA サイクルに基づき、施 

  策の実効性の確保を図る。 

 
３ 計画の見直し 
 ・必要に応じ計画の見直しを行 

  う 

第６章 

 計画の推進体制と 

 進行管理 

 

１ 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する。 

２ 目指す姿 

３ 基本方針 

第３章 消費者施策推進の基本方針 

みんなでつくる 滋賀の消費者安全・安心社会 

Ⅰ 安全・安心な消費生活の確保 

Ⅱ 「自ら考え行動する」消費者になるための支援 

Ⅲ 消費者被害の防止と救済 

消費者の８つの権利 

①基本的な需要が満たされること 

②健全な生活環境が確保されること 

③安全が確保されること 

④適正な商品等が供給されること 

⑤商品等の選択機会が確保されること 

⑥消費者教育を受けられること 

⑦被害の救済を受けられること 

⑧意見が反映されること 



基本的方向Ⅰ　消費者の自立のための支援 　基本方針Ⅰ　安全・安心な消費生活の確保
　１．消費者教育の推進および情報提供 　１．消費者取引の適正化

（１） 消費者啓発の推進 （１） 取引等の適正化

（２） 学校における消費者教育の推進 （２） 広告・表示等の適正化

（３） 社会人の消費者教育の推進 　２．商品・サービスの安全・安心の確保
（４） 消費者への情報提供 （１） 商品・サービスの安全性の確保

　２．消費者の活動促進 （２） 食の安全・安心の確保

（１） 消費者団体・ＮＰＯ等との連携 （３） 消費者事故情報等の収集・提供

（２） 行政への消費者意見の反映 　３．生活関連物資およびサービスの安定供給
　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 　新　「滋賀県消費者教育推進計画」として位置づけ
　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 基本方針Ⅱ　「自ら考え行動する」消費者になるための支援
（２） 市町の消費生活相談体制の充実・強化支援 　１．消費生活情報の発信・啓発

　２．苦情処理と紛争解決 　２．消費者教育・学習の推進
　３．救済のための連携 （１）消費者教育・学習の機会拡大と体系的な消費者教育の推進

（１） 弁護士会、司法書士会との連携 （２）消費者教育の担い手（人材）の育成と支援

（２） 高齢者等との関わりが深い団体等との連携 （３）消費者市民社会の構築に向けた機運づくり

　３．環境に配慮した消費者行動の推進
　 （１）環境に配慮した消費者行動の推進

基本的方向Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保 （２）環境学習・環境保全活動の支援

　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 基本方針Ⅲ　消費者被害の防止と救済
（６） 生活関連物資の安定供給 　１．消費生活相談体制の充実強化

（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

基本的方向Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進 新２．高齢者等への支援
　１．環境に配慮した消費者行動の推進 （１）高齢者等への的確な情報提供

（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）高齢者等の見守り体制の充実強化

（２） 環境学習・環境保全活動の支援 新３．法令違反事業者等への指導強化

滋賀県消費者基本計画（２次➣３次）の施策体系

（第２次）滋賀県消費者基本計画（H23～27） （第３次）滋賀県消費者基本計画（H28～32）


