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第４章 消費生活に関する施策の展開

基本目標１ 消費者の安全・安心の確保

食品、商品・サービスの安全性の確保は、消費者の生命、健康、財産に関する基本

的な権利です。食品、商品等に関する正しい知識や危険性について情報提供を行うと

ともに、事業者に対する監視指導の強化、事業者による自主管理体制の促進を図って

いく必要があります。

重点目標(1) 食品の安全・安心の確保

近年、輸入農畜産物の安全性の問題、食品の産地偽装に関する問題や健康食品に

よる健康被害など、食品の安全を脅かす事件が相次いで発生し、食品の安全対策が

求められています。

このため、県では、「沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例」に基づき、平

成 24 年 1 月に「第２期沖縄県食品の安全安心推進計画」を策定し、生産から消費に

至るまで一貫した安全安心な食品の確保に取り組んでいます。

第 2 次計画では、「沖縄県食品の安全安心推進計画」と整合性を図るとともに、以

下の施策を重点的に取り組みます。

① 安全な食品の提供

●農薬の適正使用の徹底及び危害防止

【現状と課題】

安全・安心な農産物を供給するためには、農産物の生産段階で使用される農

薬の適正な使用が大切です。農薬取締法では農薬使用者に対して使用基準の遵

守が義務づけられており、また、農薬使用時には、周辺環境に対する危害防止

にも努めることとされています。

そのため、農薬使用者や販売業者に対し、農薬の適正な使用及び危害防止の

周知徹底を図る必要があります。

取り組み内容

・農薬危害防止運動を実施します。

・農薬適正使用に関する講習会等の開催及び啓発活動を行います。

・農薬販売所に対する立入検査を行います。

（営農支援課）
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【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

農薬販売所への立入検査 件 100 100

【その他参考となる数値】

・農薬適正使用講習会の開催回数

●食肉供給工程における監視指導の実施

【現状と課題】

平成 13 年に国内で初めてＢＳＥ(*7)が確認されて以来、牛・山羊の特定部位

の除去及び検査を実施しており、食品の安全を確保するため、引き続きＴＳＥ

(*8)（ＢＳＥ）対策に取り組む必要があります。

食肉からの健康被害を防止し、食肉の安全性を確保するため、食肉・食鳥肉

の検査を実施する必要があります。

・牛や山羊のＴＳＥ（ＢＳＥ）スクリーニング検査(*9)を実施します。

・ＴＳＥ（ＢＳＥ）の感染源となる異常プリオン蛋白質が蓄積する特定部位（頭

部・脊髄及び小腸）の除去を徹底します。

・食肉・食鳥肉の安全を確保するため、と畜検査や食鳥検査を実施し、食用不適

部位を排除します。

・と畜場及び食鳥処理場の衛生管理について、監視指導を徹底するとともに自主

管理体制の構築を促進します。

（生活衛生課）

【(*7)(*8)(*9)は 19 頁参照。】

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

ＴＳＥ(ＢＳＥ)スクリーニング検査の実施 ％ 100 100

と畜場の監視回数 回 72 72 以上

食鳥処理場（大規模・認定小規模）の監視回数 回 43 42 以上
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●食品衛生法に基づく適正な食品表示の推進

【現状と課題】

食品の表示は、消費者が食品を選択するための重要な情報源であり、消費者

が安心して食品を購入できるように適正で正確な表示を行う事が求められてい

ます。

そのため、食品関連事業者に対し食品衛生法に基づく表示について普及啓発

を行うとともに、監視を充実させる必要があります。

・食品製造業者、食品販売事業者に対して、表示適正化の指導を強化するととも

に講習会等を開催し、適正な表示知識の普及啓発を行います。

（生活衛生課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 度）（平成 28 年度）

食品表示の監視件数 件 2,100 2,000

●食中毒予防のための食品関連事業者等に対する監視指導及び自主管理体制確立

の推進

【現状と課題】

近年の県内における食中毒事件の発生件数は、平均して年間 25 件で推移して

おり、県では、食品衛生広域監視班を設置し、大量調理施設や広域流通食品を

製造する施設に対する監視を強化しています。

食中毒予防には、県による監視等のみならず、食品関連事業者自らが食品衛

生に関する認識を深め、自主管理体制を構築することが重要であり、食品関連

事業者自らがＨＡＣＣＰ(*10)の考え方を取り入れた高度自主管理体制を構築す

る必要があります。

【(*10)は 19 頁参照。】
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・食品関連事業者に対して、食品衛生に関する最新の知識の習得を促し、HACCP
の考えを取り入れた自主管理体制の確立を促進します。

・夏場の食中毒の発生が増加する時期にあわせて、食中毒防止キャンペーンを実

施するなど、食品営業者、消費者へ食品衛生の普及啓発を行います。

・食品衛生講習会を開催し、食品関連事業者に対して食品衛生に関する指導、助

言を行い、食品衛生思想の普及啓発に努めます。

・「沖縄県食品衛生監視指導計画に基づき、食中毒の発生するリスクの高い業種、

大規模施設や広域流通食品の製造施設を重点施設として、計画的かつ効率的な

監視指導を行います。

・不良食品流通防止のため、食品収去検査を強化し、保健所、衛生環境研究所及

び中央食肉衛生検査所において、食品の残留抗生物質、食品添加物等の検査を

実施します。

（生活衛生課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

食中毒発生予防対策のための講習会の実施 件 290 300

食品営業施設の監視回数 回 13,000 13,000

食品の収去検体数 件 1,950 2,000

●薬事法に基づく適正な食品表示の推進

【現状と課題】

県民の健康に対する志向は、非常な高まりをみせており、このような状況を

反映して、健康食品が流通しています。

しかし、健康食品の中には、特定の商品がガンの予防に、糖尿病等に効果が

ある等と医薬品的な効能効果を記載したチラシ、新聞、インターネット等を利

用して広告し販売されているものがあります。

このような広告は、これを信じて服用した消費者に正しい医療を受ける機会

を失わせ疾病を悪化させるなど、保健衛生上の危害を生じさせることがありま

す。
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・健康食品製造業者・販売業者、新聞社、ラジオ、広告代理店等に対して関係課

と連携し薬事法に係る講習会を開催し指導します。

・薬事法に抵触する健康食品の取扱店に対しては、立入検査を実施し、指導しま

す。

・医薬品を混入している疑いのある健康食品については、含有成分を分析し指導

します。

（薬務疾病対策課）

●米・米加工食品のトレーサビリティの推進

【現状と課題】

平成 20 年 9 月に発覚した事故米の不正転売事件が契機となり、平成 21 年 4
月に「米トレーサビリティ法」(*11)が公布され、平成 23 年 7 月以降、同法に

よって、事業者には消費者への産地情報伝達が義務づけられるようになりまし

た。

米トレーサビリティ制度の導入によって、誤って事故米が流通するなどの事

故が発生した場合にも、流通過程を追跡することで流通先を特定し、商品の回

収等、迅速に対応することが可能になります。

このように、米トレーサビリティ制度は、消費者の米に対する信頼を確保す

るために重要な役割を演じていますが、同制度が有効に機能するには事業者が

同法を遵守する必要があります。

【(*11)は 19 頁参照。】

・消費者に対して、米・米加工食品の産地に関する情報を積極的に提供するため、

生産者及び流通・加工業者等に対してトレーサビリティの普及啓発をするとと

もに、システムの導入を促進します。

（流通政策課）

【その他参考となる数値】

・米トレーサビリティ制度に関する説明会等の実施回数

●その他食品のトレーサビリティの推進

【現状と課題】

近年、農産物の安全・安心に対する消費者の関心が急速に高まっています。

農産物の安全性確保については、事業者が消費者に対して生産方法等に関す

る情報を適切に提供するとともに、万一、事故が発生した場合にも、その流通
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過程を追跡、遡及し、安全な流通経路を確保できるトレーサビリティシステム

(*12)を導入することが課題となっています。

現在、米や牛肉については、各種法律によってトレーサビリティシステムの

導入・構築が推進されておりますが、その他の食品についても同様にシステム

整備が重要です。

このようなことから、生産者及び流通・加工業者等に対して、入出荷の記録、

保存によるトレーサビリティについて普及啓発を行う必要があります。

【(*12)は 19 頁参照。】

・消費者に対して、農産物の履歴に関する情報を積極的に提供するため、生産者

及び流通・加工業者等に対してトレーサビリティの普及啓発をするとともに、

システムの導入を促進します。

（流通政策課）

【その他参考となる数値】

・食品トレーサビリティに関する説明会等の実施回数

●原発事故後の放射能汚染への対応について

【現状と課題】

福島第一原子力発電所の事故により、一部の食品等から放射性物質が検出され

たり、出荷制限や摂取制限の指示が行われるなど、放射能による食品への汚染が

全国的に問題となっております。本県においても｢第 2 期 沖縄県食品の安全安心

推進計画｣において、必要に応じて調査するとされています。

（生活衛生課）

② 消費段階における食の安全性確保の普及・啓発

●食品の安全性に関する理解促進

【現状と課題】

食中毒等の食品による健康被害の中には、消費者の食品の安全性に関する知

識不足が原因となっているものもあります。

消費者が、自らの判断で安全な食品を選び、安全に取り扱うことができるよ

う、科学的知見に基づく正しい知識を身につける機会を提供する必要がありま

す。
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・消費者対象に、食中毒予防のための衛生管理に関するイベントを開催し、知識

を普及啓発します。

・県のホームページにおいて、食品の安全安心に関する情報を掲載し、県民に食

品に関する知識を身につける機会を提供します。

（生活衛生課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

食中毒予防イベントの開催 回 6 6

●食育の推進

【現状と課題】

子ども達の食生活については、発育の重要な時期でありながら、一部には栄

養摂取の偏り、肥満等による生活習慣病の低年齢化や朝食欠食などの問題があ

り、健康への影響が懸念されています。

食育を学校教育活動全体を通して推進できるよう、指導体制の整備を図るこ

とや食育の指導力向上のために、教師や栄養教諭等、学校給食関係者等の資質

の向上を図る必要があります。

さらに、保護者、地域社会、関係機関等の連携を図り、学校給食を生きた教

材として活用するために、地域の産物を使用したり、地域の伝統的な料理を提

供することを促進する必要があります。

・学校教育活動全体を通した食育を推進します。（全小中学校）

・研修会を開催します。（健康教育研究大会、連絡協議会、指導者研修会等）

・研究校・研究地域を指定します。（１校・１地域）

・給食だより等による啓発活動を行います。（全調理場）

・郷土料理の提供、地場産物の活用を促進します。（全小中学校・関係県立学校）

・個別指導を推進します。（全小中学校・関係県立学校）

（教育庁：保健体育課）
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【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

研修会の開催 件 4 4

研究校の指定 校 1 1

研究地域の指定 地域 1 1

●学校教育における衛生教育の充実

【現状と課題】

給食の時間、学級活動や関連教科等、学校教育活動全体を通して、安全な食

品を選択する知識や能力を身につけさせるための指導をしています。

管理者及び教職員等、指導者の衛生教育に関する意識の高揚を図る必要があ

ります。

併せて、栄養教諭等や養護教諭が関連教科等の職員と連携し、学校教育活動

全体を通した食に関する指導の充実を図る必要があります。

・研修会を開催します。（衛生管理実技講習会、調理・衛生講習会）

・文書による啓発を行います。（学校における食中毒防止について等）

・学校教育活動全体を通した衛生教育を推進します。（全小中学校）

（教育庁：保健体育課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

研修会の開催 回 2 2

文書による啓発 回 4 4



- 19 -

用 語 解 説

(*7)ＢＳＥ（牛海綿状脳症 Bovine Spongiform Encephalopathy）
牛に発症した伝達性海綿状脳症（＝ＴＳＥ）のこと

(*8)TＳＥ（伝達性海綿状脳症 Transmissible Spongiform Encephalopathy）
異常化したプリオンというたんぱく質が原因となり、人や動物の脳の組織にスポンジ

状の変化を起こし、起立不能等の症状を示す遅発性かつ悪性の中枢神経系の病気のこと。

ＴＳＥに関係する病気として、牛のＢＳＥ、めん羊及び山羊のスクレイピー等がある。

(*9)ＢＳＥ（ＴＳＥ）スクリーニング検査

平成 13 年から実施しているＢＳＥ検査に、平成 17 年 10 月 1 日からめん羊及び山羊

が加わったことにより、検査名称も伝達性海綿状脳症（TSE)検査に改正された。

(*10)ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis Critical Control Point）ハサップ

Hazard Analysis ＝危害分析 Critical Control Point ＝重要管理点

食品の衛生管理手法の一つで、製造における重要な行程を連続的に監視することによ

って、ひとつひとつの製品の安全性を保証しようとする衛生管理法であり、危害分析、

CCP（重要管理点）、CL（管理基準）モニタリング、改善措置、検証、記録の７原則か

ら成り立っている。

(*11)米トレーサビリティ法

正式には「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」とい

う。

米や米加工品の取引に関する記録を保存することにより、問題が発生した場合に、流

通ルートの特定や回収を迅速に行う。

また、米や米加工品の産地情報についても、商品の包装への記載や店内での掲示など

の方法で一般消費者へ伝達することを義務づけている。

(*12)トレーサビリティシステム

食品の生産・加工・流通などの各段階で、各々の食品に関する情報を追跡・遡及でき

るようにする仕組み。
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重点目標(2) 食品以外の安全性の確保

近年、ガス湯沸器による一酸化炭素中毒事故や長期間使用に伴い劣化した扇風機

による火災事故など、製品が原因となって、消費者の生命、身体に重大な危害を与

えた事故が発生しています。

このような、日常的に利用する商品、サービスによる重大事故を防止するため、

不適切な商品、サービスの流通を抑制し、消費者の安全を確保する必要があります。

そのためには、販売業者や店頭での調査・検査を通して、技術水準等を満たさな

いなど、事故の原因となる危険性を含んだ商品、サービスを排除していくことが重

要です。

① 食品以外の商品・サービスの安全性の確保

●液化石油ガス保安法に基づく立入検査の実施

・販売業者への定期的な立入検査とともに、（社）沖縄県高圧ガス保安協会と連

携し、協会が行った巡回指導で問題のあった販売業者についても立入検査を行

い、販売業者の意識向上を促すとともに改善に向けた指導等を行います。

（産業政策課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

ＬＰガス販売店への立入検査 件 20 20

●電気用品安全法に基づく立入検査の実施

・毎年度、販売事業者を選定し、販売の目的で陳列されている電気用品に対し、

安全性を示す適正な表示や事故原因として多く挙げられている対象電気用品に

ついて重点的に立入検査を実施します。

・立入検査を行った販売事業者に違法等が見受けられた場合には、適時指導を行

い、法の周知徹底を図ります。

（産業政策課）
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【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

電気用品販売事業者への立入検査 件 12 12

●消費生活用製品安全法に基づく立入検査の実施

・消費生活用製品による消費者の危害発生の防止のため、県内における販売店へ

の立入検査を通して、事業者指導を行います。

・権限を委譲した市町村の立入検査が円滑に行えるよう、技術的助言を行います。

（県民生活課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

消費生活用製品販売事業者への立入検査 店舗 5 5

●事業者への個人情報の保護に関する指導・助言の実施

・沖縄県個人情報保護条例対象事業者に対して、同条例第47条に基づき自主的に

個人情報の保護のための適切な措置を講ずることができるよう指導及び助言を

行います。

・同条例第48条に基づき沖縄県個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、同条例

対象事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成し、公表します。

（総務私学課行政情報センター）

【その他参考となる数値】

・事業者へ対する助言・指導等の件数
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② 消費者事故等の情報の提供

●消費者安全法に基づく情報提供等の実施

【現状と課題】

平成 19 年の年末から平成 20 年の年初にかけて立て続けに発生した、中国製

冷凍餃子事件、こんにゃくゼリーによる窒息事故は、消費者庁設立の契機とな

った事案です。

両事案とも、緊急対応が必要であったにもかかわらず、所管法令や所管省庁

が明確でなかったことが初動対応の遅れにつながり、結果的に被害の拡大をも

たらしております。

このような所管法令等が明確でない、いわゆる「すき間事案」に該当する消

費者事故等へ適切に対応することを目的として、平成 21 年に消費者安全法が施

行されました。

被害拡大防止のためには、消費者へ事故等の情報を提供することが重要です。

・消費者庁が公表する情報について、県ホームページとリンクすることで、消費

者へ提供します。

・県内で発生した「すき間事案」に該当する事故等について、関係機関と連携し

情報収集等を行います。

（県民生活課）

【その他参考となる数値】

・市町村等への情報提供の件数

・消費者事故等の国への報告件数

③ 生活関連商品の価格動向の情報収集・提供

●生活関連商品の価格動向の情報収集・提供

【現状と課題】

経済のグローバル化が進展する中、近年の物価動向は、国内のみならず国外

における需給関係の影響も大きくなってきています。

新興国の経済成長や自然災害を要因とする原油価格、資源価格等の高騰など

が、生活関連物資の価格上昇や供給量の減少に繋がるおそれがあります。

県では、通常の経済活動により形成される価格を除いた、買占め・売惜しみ

等を原因とする不適正な価格形成により、消費者が不利益を被らないよう、価

格動向の情報収集を継続的に行い、消費者へ情報提供していくことが必要です。
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・価格動向に関する情報については、ホームページ等により広く県民に情報提供

します。

・生活関連物資の流通の円滑化及び価格の安定を図るため、必要と判断したとき

は、事業者に対して、生活関連物資の円滑な供給その他必要な措置を求めます。

（県民生活課）

【その他参考となる数値】

・県民への情報提供の回数
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基本目標２ 消費者の自立支援

自立した消費者として自主的かつ合理的に行動するためには、消費者の選択の機会

が確保されるとともに、必要な知識や判断力を身につけるための消費者教育の機会が

提供されるなど消費者の自立を支援する施策の展開が必要です。

重点目標(1) 消費者の選択の機会の確保

消費者が商品、サービスを選択する場合、その目安とするのが表示や広告です。

表示や広告が適切になされていなければ、消費者が必要とする商品、サービスを

選択する機会を奪うことになります。

その一方で、消費者には、表示や広告が示す情報を正確に受け取る知識や判断力

が求められます。

このように、商品、サービスに関する適切な表示等がなされることと、消費者自

身が必要な知識を身につけることの両方がそろうことで健全な消費生活を営むこと

が可能になります。

そのためには、事業者へは法律を遵守するよう指導、助言等を行い、消費者へは

知識を習得する機会を提供することが重要です。

① 規格、計量、表示、広告の適正化

●不当な景品類及び表示に対する監視・指導の強化

【現状と課題】

消費者の多様なニーズとともに多種多様な商品・サービスが供給され、ＩＴ

化も急速に進み、さらに、規制緩和が進展する中、商品又は役務の取引につい

ての競争も激化しています。

そのような中、一部の事業者にはモラルの低下や、不当に顧客を誘引する表

示等も多く見受けられます。

こうした、違反事業者については他の法令による表示規制を行う関係課との

情報を共有し、連携を図りながら適切な措置を行う必要があります。

・消費者の適正な商品又は役務の選択を確保するため、監視・指導を強化し、悪

質なケースについては事業者名の公表を含めた行政処分を実施します。

（県民生活課）
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【その他参考となる数値】

・事業者からの相談件数

・不当表示に対する指導件数

●家庭用品品質表示法に基づく立入検査の実施

【現状と課題】

「家庭用品品質表示法」制定以降、家庭用品の品質表示が広く定着していま

すが、商品サイクルの短期化や海外からの輸入商品の増加など、店頭で販売さ

れる商品数は増大する傾向にあります。

このため、事業者が法律を遵守し、商品が適正な表示がなされているか確認

する必要があります。

また、同法の調査対象となる指定品目が市場に溢れているため、十分な監視

・指導が求められています。

・家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、県内における販売店への立

入検査を通して、事業者指導を行います。

・権限を委譲した市町村の立入検査が円滑に行えるよう、技術的助言を行います。

（県民生活課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

立入検査店舗数 店舗 7 7

●健康増進法に基づく適正な食品表示の推進

【現状と課題】

現在の食生活は、農林水産物のみならず多種多様な加工食品で成り立ってい

ます。県民が食品の摂取について正しい選択を行い、健康な食生活を維持する

ためには、必要な情報が提供される必要があります。

また、近年、高齢化に伴う健康への不安や健康志向が高まる中、いわゆる「健

康食品」への県民の関心・ニーズも高まっています。

他方で、食品の表示に関しては、健康増進法に加え、食品衛生法、薬事法、

ＪＡＳ法、計量法等多数の法令がそれぞれの観点から、指導監視等を行ってお

り、健康食品の品質等の表示に関しても、健康危害・トラブルを避けるため、

関係法令に基づく適切な対応が求められています。
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・健康増進法に基づき、表示が必要な食品については、事前に相談を受け付け、

適正な表示を指導するとともに、既に流通している商品については、適正な表

示がなされているかを監視し、表示が不適正な製造業者に対しては速やかに改

善を行うように指導を行います。特に、いわゆる「健康食品」については、そ

の製造販売等に関わる事業者が健康増進法に基づく栄養表示基準及び虚偽誇大

表示の禁止等を正しく理解し、法令遵守（コンプライアンス）の確立と適正な

表示を行うことにより、県民の健康食品危害の防止に資するよう事業者を対象

とした研修会を開催します。

（健康増進課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

栄養表示及び虚偽広告規制の巡回指導 回 4 15

健康増進法に関する表示講習会の実施 回 1 1

【その他参考となる数値】

・栄養表示の適正指導と虚偽誇大広告規制に関する指導等の件数

●ＪＡＳ法に基づく適正な食品表示の推進

【現状と課題】

消費者の食の安全・安心に対する関心が高まっている中、食品表示は消費者

が食品を購入する際の情報を知りうる手段として重要なものです。

近年における食品の偽装表示問題の発生等により、食品表示に対する消費者

の目も厳しくなっており、食品を供給する側の正確かつわかりやすい情報提供

が求められています。

このようなことから、食品表示に係る監視及び指導を促進し、消費者の選択

の機会を確保する必要があります。



- 27 -

・ＪＡＳ法(*13)に基づく食品表示の適正化を図るため、食品表示１１０番(*14)
の運営、巡回指導及び調査等の実施、並びに制度の普及啓発を図るための講習

会等を開催します。

（流通政策課）

【(*13)(*14)は 33 頁参照。】

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

巡回指導・任意調査・立入検査数 回 （※）474 400

食品表示に関する講習会等の実施 回 20 15

※事業の実施体制が異なるため基準年を平成 22 年度としている。

【その他参考となる数値】

・食品表示１１０番による問い合わせ件数

●商品の正確計量の監視の実施

【現状と課題】

適正な計量を確保するためには、①正確な計量器の使用と②正確な計量行為

が日常的に行われる必要があります。①については、取引用計量器の定期検査

（法定検査）で対処しています。②については、密封商品の場合、消費者が計

量している場面に不在であることもあり、風袋(*15)を含めた量を内容量として

表記している等、誤った計量行為がなされているケースが見受けられます。

こうしたケースを是正するため、食料品スーパー等に対して立入検査を実施

し、商品量目制度（食料品、日用品等の消費生活関連物資であって、相当程度

計量販売が行われている商品を特定商品と定め、特定商品については一定の誤

差の範囲内で適正に計量することを義務づける制度）を啓発し、併せて計量販

売商品の誤差の実態を公表していくことが必要です。

【(*15)は 33 頁参照。】
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・消費者への影響度が高い大型系列店舗を中心に商品量目立入検査を継続的に実

施します。また、事業者及び従業員に対して正確計量の啓発を行うとともに検

査結果等をホームページで公開します。

（計量検定所）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

商品量目立入店舗数 店舗 20 20

【その他参考となる数値】

・商品量目検査品数

●介護サービス情報の公表の実施

【現状と課題】

介護サービス利用者等が介護サービスの選択を行う際の判断材料となる情報

を提供する必要があります。

また、公表された情報を掲載・閲覧するホームページについては、利便性の

向上を図る必要があります。

・事業者の提供する介護サービスに関する情報を公表していきます。

（高齢者福祉介護課）

【その他参考となる数値】

・介護サービス情報の公表件数
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② 消費者取引の適正化

●貸金業者に対する監督・指導の実施

【現状と課題】

県の貸金業苦情相談窓口に寄せられる相談件数は平成 13 年度に年間 1,000 件

を超え、以降も 1,400 ～ 1,500 件の間で推移していましが、平成 23 年度は 198
件に減少しています。

近年、社会問題となっている多重債務問題への対応として、平成 15 年及び平

成 18 年の貸金業法改正及び平成 22 年 6 月の改正法完全施行により、貸金業者

に対する規制が強化されるとともに、上限金利の引き下げや貸付額の総量規制

が導入されました。

これにより、消費者の借入総額が抑制され、返済金利の負担も軽減されるこ

とから、多重債務者の新たな発生の抑制が期待されます。

現在は、業者に対する規制の強化もあり、登録業者数は、ピーク時の 1,081（平

成 10 年年度末）から 59（平成 23 年度末）になるなど減少傾向が続いておりま

すが、従前からあった、取り立て行為や無登録貸金業者に関する被害のほか、

商品等の現金化や保証料等の名目による実質高金利による貸付など、脱法行為

と思われる相談も寄せられ、被害の内容が複雑化する傾向があります。

今後も貸金業者に対する指導の強化、違法行為を行う業者への行政処分、消

費者啓発事業や金銭教育との連携、苦情相談受付体制等の継続が必要です。

・貸金業者に対する指導の強化、違法行為を行う業者への行政処分、消費者啓発

事業や金銭教育との連携、苦情相談受付体制等の充実・強化を図ります。

（県民生活課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

立入検査件数 件 44 25

【その他参考となる数値】

・県知事登録業者への指導等件数

・苦情相談受付件数
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●ゴルフ場等に係る会員契約の適正化の推進

・法令に抵触する事業活動により、消費者被害を与えている事業者もしくはおそ

れのある事業者に対し、必要があれば報告徴収や立入検査により違反事例を明

らかにし、行政指導及び行政処分を行い違反の排除に努めます。

（県民生活課）

●割賦販売法に基づく立入検査の実施

・割賦販売法に係る「友の会」や「冠婚葬祭互助会」の取引を公正にし、その健

全な運営を図ることにより、会員となっている消費者の利益を保護するために、

許可割賦販売業者に対し立入検査を行います。

・特定商取引法違反業者を加盟店としている個別クレジット業者に対しても、必

要に応じて立入検査等を行います。

（県民生活課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

定期的な立入検査 件 1 1

●宅建業者に対する監督・指導の実施

【現状と課題】

消費者にとって、宅地建物の購入は「一生に一度」とも表現される程、大き

な金銭的負担を伴う消費行動です。アパート等の賃貸借契約についても、重要

事項の説明や原状回復費用の負担など、宅地建物の取引に関しては、金銭的負

担の大きさゆえ、ひとたびトラブルが発生すると、多大な損失を被る可能性が

あります。

また、近年、投資用マンションの悪質な勧誘行為に関するトラブルが社会問

題化していることもあり、宅地建物の取引にまつわる被害等を未然に防止する

ために、悪質な宅建業者に対して監督・指導を実施する必要があります。
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・宅建業法に基づき、消費者との取引に関する違法行為があった業者に対して、

指導等を行います。

（建築指導課）

【その他参考となる数値】

・県知事許可業者への指導、監督件数

③ 悪質事業者の監視及び取締りの強化

●不当な取引行為に対する行政指導及び処分の強化

【現状と課題】

商品やサービス、取引形態が多様化する一方で、次々と新手の悪質商法が発

生し、消費者被害は増加しています。

本来の目的を隠して近づく手口、消費者心理につけ込む手口、利益や収入を

うたい文句にした手口など、次々と新手の悪質商法が発生し、その手口は、悪

質化、巧妙化しています。

こうした消費者被害を未然に防止するために、悪質な事業者に対して、厳正

に対処する必要があります。

・消費者被害の未然防止・拡大防止のため、悪質な事業者に対しては、事業者名

を公表するなどの行政処分を実施します。

（県民生活課）

【その他参考となる数値】

・行政処分の件数

●悪質商法の取締り強化

【現状と課題】

悪質事業者による不当な取引行為については、悪質商法（主要な経済事犯）

として、警察本部生活保安課に設置している「悪質商法１１０番」で相談を受

けるとともに、特定商取引に関する法律違反等で摘発しています。
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・関係機関と連携した被害防止対策を推進するとともに、悪質商法は、主要な経

済事犯として、特定商取引に関する法律等を始めあらゆる法令による取締りの

強化を図ります。

（警察本部：生活保安課）

【その他参考となる数値】

・法律違反による摘発件数

●高度情報通信社会の進展に対応したサイバー犯罪への対策の実施

【現状と課題】

高度情報通信社会の進展に伴い、ワンクリック請求(*16)、フィッシング詐欺

(*17)、インターネット・オークション詐欺(*18)などのサイバー犯罪(*19)によ

る消費者被害が発生しています。

このような状況に対応するため、サイバー犯罪の取り締まりを強化するとと

もに、サイバー犯罪に関する情報の周知や対処法を身につける研修会等を実施

することが必要です。

【(*16)(*17)(*18)(*19)は 33 頁参照。】

・ホームページ等を活用して、サイバー犯罪の現状や各種対策方法等を広報しま

す。

・サイバー犯罪の現状やインターネットを利用する際に遭いやすいトラブルへの

対処法を身に付けてもらうことを目的として、各種研修会等に講師を派遣しま

す。

・サイバー犯罪の取り締まりの強化を図ります。

（警察本部：生活保安課）

【その他参考となる数値】

・サイバー犯罪の検挙件数

・サイバー犯罪の検挙人数

・サイバー犯罪等に関する相談対応件数
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用 語 解 説

(*13)ＪＡＳ法（Ｊapanese Agricultural Standard)

正式名称は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律。

ＪＡＳ規格制度（品質の基準）と食品表示制度（品質表示の基準）の２つを定めてお

り、この定められたルールに基づき消費者の身の回りの食品などにＪＡＳマークや名称

・原産地などが表示されている。

(*14)食品表示１１０番

食品表示に関する情報や相談などを受付けている。

（ＴＥＬ：０９８－８６６－２２７４）

(*15)風袋（ふうたい）

風袋とは、表示された商品以外のもの。例えば、パック売りされている商品のうちト

レーやラップ、附属のたれ、わさび、ツマなどが風袋である。

(*16)ワンクリック請求

迷惑メールやショートメッセージメールに記載されたホームページアドレスをクリッ

クすると突然、「登録されました」と表示され、不当な料金を請求される。バナー広告

や無料サイトなどにアクセスして、いきなり入会したことになるケースもある。

(*17)フィッシング詐欺

金融機関やオンラインショップなどからのメールを装い、住所や氏名、銀行口座番号

やクレジットカード番号、有効期限、ＩＤ、パスワードなどを返信させたり、偽のホー

ムページアドレスのフォームなどにこれらの個人情報を入力させ、金銭をだまし取る行

為。

(*18)インターネット・オークション詐欺

インターネット・オークションやネット通販を利用した詐欺犯罪。代金を前払いした

のに商品の引き渡しがされず連絡が取れないなどのケースが多い。また、匿名性の高い

取引であることから、個人情報を悪用し、他人になりすましてオークションに参加し詐

欺をはたらくケースもある。

(*19)サイバー犯罪

インターネットなどの高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピューター又

は電磁記録を対象とした犯罪など、情報技術を利用する犯罪。
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重点目標(2) 啓発活動及び消費者教育の推進

① 家庭・地域・学校における消費者教育の推進

●消費者教育の推進

【現状と課題】

消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるよう、商品・役

務等の身近な問題をテーマにした各種講座や、消費者被害の未然防止を図るた

めに、消費生活に関する専門的知識をテーマにした講座を実施しています。

また、消費者教育の推進に関する法律（平成 24 年法律第 61 号）が平成 24 年 8
月 22 日に公布され、平成 24 年 12 月 13 日に施行されました。この法律は、国

及び地方公共団体の責務等を明らかにし、国民の消費生活の安定及び向上に寄

与することを目的としています。

・消費者意識の高揚と商品知識等の普及啓発を図り、「かしこい消費者」を育成

するため、「消費者学習教室」、「くらしのサポート講座」、「親子実験教室」等

の各種講座・教室を実施します。

（県民生活センター）

・国（消費者庁）や県内の関係機関とも連携を図り、消費者教育の更なる充実の

ために取り組みます。

（県民生活センター、県民生活課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

消費者啓発講座受講者数 人 8,890 9,500
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●小・中・高等学校等における消費者教育への支援

【現状と課題】

小・中・高等学校等では、主として社会科、家庭科等の授業を通して、すべ

ての生徒に消費者教育を実施しています。また、総合的な学習の時間や特別活

動等において学校独自の取組をしている学校もあります。

変化の激しい経済社会、消費生活に対応していくためには、継続的な消費者

教育を通して、自主的な意思決定能力や価値判断能力、実践的な態度を育成す

る必要があります。

・各小・中・高等学校等に対して、研修会等あらゆる機会を通じて、啓発活動や

情報提供、資料提供を行います。

（教育庁：県立学校教育課・義務教育課）

●県民生活課（県民生活センター）と教育委員会との連携強化

【現状と課題】

携帯電話の普及に伴い、インターネットを介したサイバー犯罪やネット取引

等に関する消費者トラブルに遭う小・中・高校生が増えてきています。

10代が遭遇する消費者トラブルの多くがインターネットを介してのものです

が、ネットによる被害のみならず、その他、様々な種類の被害を防止するため

に、学校現場での消費者教育が重要になっています。

・消費者教育を推進するために、県民生活課（県民生活センター）と教育委員会

との間で意見交換を行います。

・小・中・高校生の消費者トラブルの事例について、情報を共有し対応について

検討します。

（県民生活課、県民生活センター、教育委員会）

●沖縄県金融広報委員会による消費者啓発事業の実施

【現状と課題】

沖縄県金融広報委員会は、「金融経済情報の提供」と「金融経済学習の支援」

を二本柱とした金融に関する広報活動を通じ、健全で合理的な家計運営の啓発

活動を行っています。

また、金融・金銭教育研究校や金融学習グループの活動支援や、講演会の開

催、情報誌や金融広報資料の無料配布等、金融に関する広報及び消費者教育活

動を展開しています。

沖縄県金融広報委員会(*20)は昭和 47 年に発足して以来、時代に合った活動

【(*20)は 38 頁参照。】
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を展開しているところです。今後も、会の活動について周知を図り、積極的に

活動を展開していく必要があります。

・各関係団体や金融広報アドバイザー(*21)との連携の強化を図り、消費者に対

する講座や講演会、金融・金銭教育研究校や金融学習グループの活動支援を積

極的に行います。 （県民生活課）

【(*21)は 38 頁参照。】

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

金融に関する講演会・講座参加人員 人 4,000 5,000

重点目標(3) 消費者政策への消費者意見の反映

① パブリックコメントの実施

●政策形成過程でのパブリックコメント等の実施

・消費者施策に関する重要事項の決定においては、消費者の代表を構成員とする

消費生活審議会の審議、パブリックコメントの実施等を通じて、消費者の意見

を反映させるよう努めます。

（県民生活課）

② 知事への申出制度の活用

●県民から知事への申出制度の周知

・県民から知事への申出制度(*22)を実効性のあるものにするために、制度の周

知を図るとともに、必要に応じて消費者の申出内容について調査します。

（県民生活課）

【(*22)は 38 頁参照。】
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重点目標(4) 消費者の組織的な活動への支援

① 消費者団体の自主的な活動への支援

●消費者団体訴訟制度(*23)の導入の推進

・適格消費者団体となることを希望する団体に対して助言及び情報提供等の援助

を行います。

（県民生活課）

【(*23)は 38 頁参照。】

●消費者団体との意見・情報交換の実施

・消費者団体の自主的な活動を支援するため、消費者団体との意見・情報交換を

行います。

（県民生活課）

② 消費生活協同組合の指導監督

●消費生活協同組合に対する監督・指導の実施

・消費生活協同組合の健全な発展を図るため立入検査だけではなく、重要な事項

等について文書指導を行います。また、懸案事項等について報告を求めるなど、

消費生活協同組合の育成・指導を行います。

（県民生活課）
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用 語 解 説

(*20)金融広報委員会

国、県、日本銀行、金融経済団体等により構成されている。

中立・公正な立場から、健全で合理的な家計運営に役立つことを目的として、暮らし

に身近な金融に関する広報や消費者教育活動を行っている。

(*21)金融広報アドバイザー

金融広報アドバイザーとは、金融広報活動の指導者として金融広報中央委員会（日本

銀行）から委嘱を受けている者で、県内各地で開催されている講演会や学習会において

金融経済に関する情報提供や知識普及等の活動を行っている。

(*22)県民から知事への申出制度

「県民から知事への申出制度」とは、沖縄県消費生活条例第８条の「消費者の権利が

侵害され、又はそのおそれがあると認めるときは、知事に対しその旨を申し出て、適当

な措置をとるべきことを求めることができる」制度のこと。

(*23)消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度は、内閣総理大臣への申請に基づき認定される適格消費者団体が、

不特定多数の消費者の利益を擁護するため、事業者の不当な行為に対して差止請求権を

行使することを可能とする制度のこと。
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基本目標３ 消費者被害の未然防止と救済

消費者被害を未然に防止するため、迅速かつ効果的な情報提供を行うとともに、消

費者が被害に遭った場合には、苦情相談が適切に行われ、速やかに救済されることが

必要です。

重点目標(1) 苦情処理及び紛争解決の促進

① ＰＩＯ－ＮＥＴの活用

●ＰＩＯ－ＮＥＴの運用・活用

・ＰＩＯ－ＮＥＴ（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）

(*24)を適正に運用することで、消費者被害状況や傾向を把握し、多様化・複

雑化する消費者被害に対する相談処理の適正化・迅速化に努めます。

（県民生活課、県民生活センター）

【(*24)は 43 頁参照。】

② 苦情処理及び紛争解決の促進

●県民生活センターでの相談・あっせん

・消費生活に関する苦情相談処理を通して、消費者の権利の主張を支援するとと

もに、消費者が自立して事業者と交渉できるよう助言し、困難なケースについ

てはあっせんを行います。

・非常勤の嘱託員として配置している弁護士から専門的知見に基づいた指導、助

言を受けて、適切な解決を図ります。

・消費生活に必要な情報の提供を行い、消費者がトラブルに巻き込まれないよう

に、自分で考え、行動する力である消費者力の向上に努めます。

（県民生活センター）
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【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

あっせん介入に対する解決件数 ％ 93 94

【その他参考となる数値】

・相談受付件数

●商品テストの実施

・消費者トラブルの救済と未然防止を図るため、消費者からの専門的・技術的相

談への対応や、日常生活用品の品質・機能や安全性について商品テストを実施

します。

（県民生活センター）

【その他参考となる数値】

・消費者からの依頼による商品テスト実施件数

●消費者からの個人情報に係る苦情相談対応の実施

【現状と課題】

高度情報通信社会の進展に伴い、事業者の個人情報の取扱いについて、今後、

消費者からの苦情相談が増加することが考えられます。

行政情報センターは、個人情報保護に係る苦情相談の総合窓口として位置づ

けられているため、苦情対象事業者を所管する関係課等及び県民生活課と連携

し、苦情に適切に対応する必要があります。

・沖縄県個人情報保護条例第 49 条に基づき、事業者が行う個人情報の取扱いに

係る苦情相談について迅速かつ適切に処理します。

（総務私学課行政情報センター）
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【その他参考となる数値】

・事業者が行う個人情報の取扱いに係る苦情相談受付件数

●沖縄県消費生活審議会消費者苦情処理部会の活用

・県民生活センターのあっせん等による解決が著しく困難な事例については、沖

縄県消費生活審議会消費者苦情処理部会に付託し、その活用を図り、紛争の解

決に努めます。

・消費者苦情処理部会の調停により解決できなかった事案で、一定の要件を満た

すものについては、消費者の訴訟の費用に充てる資金の貸付その他訴訟活動に

必要な援助を行います。

（県民生活課）

【その他参考となる数値】

・苦情処理部会への付託件数

【消費者訴訟費用の資金貸付の要件】

① 消費者苦情処理部会の調停によって解決されなかったもの。

② 同一又は同種の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがあるもの。

③ １件当たりの被害額が規則で定める額（50万円）以下のもの。

④ 沖縄県消費生活審議会において、当該訴訟を援助することが必要である

と認めたものであること。

●裁判外紛争解決手続制度（ＡＤＲ制度）の周知の実施

【現状と課題】

平成 19 年に施行された、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（Ａ

ＤＲ法）(*25) により、裁判外での紛争手続きの拡充・活性化を図ることを目

的として、一定の要件に適合した民間の紛争解決事業者が和解の仲介業務を行

えるようになりました。

近年、内容が多様化・複雑化した消費者トラブルが増大していることから、

訴訟に比べ簡易、迅速、廉価に紛争処理が可能となるＡＤＲ制度について、消

費者トラブルの解決方法のひとつとして周知を図る必要があります。

【(*25)は 43 頁参照。】
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・裁判外紛争解決手続体制や他の裁判外紛争解決機関に関する周知を図ること

で、多様な方法による消費者トラブルの解決の推進を図ります。

（県民生活課）

●消費者からの住宅に関する苦情相談処理の実施

【現状と課題】

平成 19 年に設置された「住まいの総合相談窓口」は、住宅の賃貸借契約のト

ラブルや住宅の建設・リフォームに関する技術的な相談など、住宅に関する様

々な相談へ対応する窓口として運営しています。

・消費者が安心して利用することのできる住宅相談窓口の運営に取り組みます。

（住宅課）

【その他参考となる数値】

住宅に関する相談の受付件数



- 43 -

用 語 解 説

(*24)ＰＩＯ－ＮＥＴ（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）

国民生活センター(*25)と都道府県・政令指定都市の消費生活センター(*26)間をオン

ラインで結び、消費者からの消費生活に関する苦情相談情報を共有し活用できるシステ

ム。

(*25)「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ法）

司法制度改革の一環として、裁判外紛争解決手続の拡充・活性化を図るため制定され

た法律。

裁判外紛争解決手続は、厳格な裁判制度と異なり、第三者の知見を反映して紛争の実

情に即した迅速な解決を図るなど柔軟な解決が可能であるという特徴がある。

ＡＤＲ法では、民間紛争解決手続（民間事業者が行ういわゆる調停・あっせん）の業

務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めるなどを内容とし

ている。
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重点目標(2) 市町村における消費者行政の体制整備の促進

① 市町村における消費者行政の体制整備の促進

●市町村における消費者行政の体制整備の促進

【現状と課題】

消費者基本法では、「地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者

との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるように

するため、苦情のあっせん等に努めなければならない。この場合において、都

道府県は、市町村との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地

への配慮を必要とする苦情処理のあっせん等を行うものとする」こととされて

います。

しかしながら、平成 23 年度の本県の消費生活相談件数の受理状況は、全国平

均の相談分担率 66.3 パーセント（消費者庁地方協力課調べ）に比べ、27.4 パー

セントであり、相談が県に集中している状況です。

平成 21 年に施行された消費者安全法では、消費生活センターについて、都道

府県は義務、市町村では努力義務と明文化されるなど、より具体的に示された

ことから、市町村においても、苦情処理に関する体制を整えることが求められ

ています。

また、消費生活相談は契約（または解約）に関するものが大部分を占めるた

め、電話では相談内容が伝わりにくい面もあり、契約書などの書面を見ながら

面接することが望ましいと言えます。

今後、市町村には、消費者トラブルへの対応や消費者への啓発・情報提供な

ど、消費者の最も身近な自治体として果たす役割が増すと考えられることから、

地域の特性を取り入れた消費者行政に関する指針の制定や消費者行政の体制を

整備するなど、きめ細かな消費者施策の充実と強化が求められています。

・市町村に対して、市町村消費者行政連絡会議等あらゆる機会を通じて、相談窓

口の設置及び相談員の配置を要請します。

・消費者行政に関する条例の制定や基本計画の策定について、情報提供や助言等

を行います。

（県民生活課）
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【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

消費生活相談の相談分担率 ％ 27.4 50

消費生活相談窓口設置市町村数 市町村 ※ 16 41

※平成 24 年 4 月 1 日現在

【その他参考となる数値】

・消費生活相談員を配置した相談窓口を設置している市町村数

・消費者行政に関する条例を制定した市町村数

・消費者行政に関する基本計画を策定した市町村数

重点目標(3) 高齢者等の被害の防止

① 高齢者等への注意喚起、見守り体制の強化

●高齢者等の悪質商法被害防止のための連携強化

【現状と課題】

全国的に高齢者等を狙った悪質商法事犯が増加しています。高齢者等の場合

は、だまされたことに気づきにくいこと、また、被害にあっても誰にも相談し

ないという特徴があります。

高齢者等の被害を防止するためには、高齢者等と日常的に接している身近な

方々が、見守り、気づき、相談機関につなぐことが重要です。

そのため、市町村職員、民生委員、介護支援専門員、訪問介護員及び関係機

関等に対し、消費者被害やその防止等のための知識の普及や周知を図るなど連

携を強化し、見守りのネットワークづくりを整備する必要があります。
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・高齢者宅を訪問する機会の多い、市町村職員、民生委員、介護支援専門員、訪

問介護員等に対し、消費者被害やその防止のための知識の普及や相談機関を周

知します。併せて、沖縄県老人クラブ連合会と連携し、各老人クラブを通じて

高齢者に対する周知を行います。

（高齢者福祉介護課）

・高齢者等に分かりやすい啓発活動（演劇、ビデオなど）を行い、見守り新鮮情

報(*26)等の活用により悪質事業者の手口等の情報提供を行います。

・高齢者と接する機会の多い関係機関、団体等に対する情報提供を通じて、悪質

商法に対する知識の向上を図るとともに、被害の未然防止及び適切な相談・支

援機関につなぐ体制づくりに役立てます。

・悪質な訪問販売などが特定商取引法又は県条例に違反する場合には、厳正に対

処し悪質商法による被害の未然防止を図ります。

（県民生活課）

【(*26)は 49 頁参照。】

高齢者等の被害防止のための地域ネットワーク形成イメージ

　　連携
・気付き 　　助言・契約解除等の支援
・相談の支援

  地域ネットワークへの支援
 （情報提供・協力依頼・研修） 　被害防止

地域の被害防止ネットワーク
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●成年後見制度及び日常生活自立支援事業の利用の促進

【現状と課題】

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等は、判断能力が不十分となった本

人の利益を考えながら、本人を代理して法律行為をしたり、本人が同意を得な

いでした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。しかし、制度に

対する理解が進んでおらず、活用が十分になされていません。

日常生活自立支援事業（旧 地域福祉権利擁護事業）は、サービスの利用は

増加傾向にあるものの、まだ十分に活用されていない状況です。

・成年後見制度(*27)等の普及啓発を行います。

① 成年後見制度等の広報・啓発

成年後見制度や日常生活自立支援事業（旧 地域福祉権利擁護事業）(*28)
についてパンフレットやポスターを活用した広報を行うなど、制度の周知を

図っていきます。

② 任意後見制度等講習会開催

判断能力が衰えないうちに、あらかじめ自分の望む財産の使い方や生活の

場所などの意思表示をしておくために、第３者に代理権を付与する任意後見

制度について普及啓発を図るため、一般向けに講習会を開催します。

・市町村長申立の活用促進

① 成年後見制度市町村長申立実務研修の開催

本人に身よりのない場合等に、市町村長が家庭裁判所に後見等の開始の申

立を行う市町村長申し立ての実務について担当職員等に研修を行うことによ

り、必要がある場合には適正に市町村長申立が行われる体制を整備します。

（高齢者福祉介護課）

【(*27)(*28)は 49 頁参照。】

●地域包括支援センターの職員に対する情報提供や研修の実施

【現状と課題】

地域包括支援センター(*29)について住民への周知を図ることや、地域包括支

援センターへの権利擁護や成年後見に関する専門職の配置、研修の充実などが

課題となっています。

【(*29)は 49 頁参照。】
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・地域包括支援センター職員に対する研修において、被害の実態や対処法などの

講義を実施します。

・市町村に設置された各地域包括支援センター同士のネットワーク形成を図り、

高齢者の消費生活に関する問題等の共有を図ります。

・消費者保護の所管課等の情報を提供し、連絡体制を整備するよう助言します。

（高齢者福祉介護課）

【その他参考となる数値】

・消費者トラブルに関する情報提供等の実施

●警察による防犯活動・犯罪の取締りの推進

・高齢者等に係る各種の犯罪被害を予防するため、高齢者等を対象とした防犯

講習会、防犯座談会の開催や、広報媒体を利用した防犯広報を実施します。

また、一人暮らし高齢者宅等に対しては、定期的に警察官が訪問し、相談に応

じます。

・さらに、特定商取引法に違反した悪質訪問販売事業者等の犯罪の取締り活動を

強化し、この種犯罪の予防、再発及び被害拡大の防止を図ります。

（警察本部）



- 49 -

用 語 解 説

(*26)見守り新鮮情報

国民生活センターが高齢者等の消費者トラブルの予防や早期発見、被害拡大防止を目

的として、全国の消費生活センター等が把握した悪質商法の情報や悪質業者の手口など

わかりやすくメールマガジン等で紹介するもの。

URL 見守り新鮮情報

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

(*27)成年後見制度

判断能力の不十分な成年者を保護するため、法的手続きのもとに、本人の行為能力を

制限したり、本人に代わって契約行為等を代行する者を選任する制度。

(*28)日常生活自立支援事業（旧 地域福祉権利擁護事業）

日常生活自立支援事業は、成年後見制度の対象とならないまでも金銭管理等に不安の

ある高齢者等を各地の社会福祉協議会の「生活支援員」が援助するサービスであり、利

用すれば悪質商法被害等の防止に効果がある。

(*29)地域包括支援センター

市町村などが、平成 18 年度以降、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括

的に支援することを目的として設置するもので、地域の社会資源を総合的に活用して介

護予防事業のマネジメントや介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的

な相談・支援などを行う拠点。
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重点目標(4) 消費者被害の防止

① 迅速かつ効果的な情報提供

●各種広報媒体を活用した消費生活に関する情報提供

【現状と課題】

消費者トラブルは依然として多く、次々に新手の悪質商法が現れる等、消費

者問題の多様化・複雑化が進んでいます。このような状況に対応するため、消

費者トラブルや悪質商法等に関する情報について、県の広報誌や新聞、ラジオ、

ホームページ等、様々な広報媒体を通じて情報提供を行っています。

・消費者自身が消費者トラブルを未然に防止できるよう、悪質商法等に関する情

報について、あらゆる広報媒体を通じて情報提供を行います。

・消費者被害が拡大するおそれのある事例については、マスコミに対して積極的

かつ迅速に情報提供を行います。

（県民生活課、県民生活センター）

●多重債務対策及びヤミ金融被害防止対策の推進

【現状と課題】

深刻化した多重債務問題の改善を図るため、沖縄県多重債務対策協議会及び

沖縄県ヤミ金融(*30)被害防止対策会議を開催し、相談窓口の設置・拡充及び相

談対応の強化、情報共有、県民啓発、関係団体・機関の連携等の対策について

協議、検討しています。

県民生活センター等の相談窓口に寄せられる多重債務に関する相談は減少傾

向にあり、貸金業法の改正によって新たな多重債務者(*31)の発生は抑制される

ことが期待されるところです。

しかし、引き続き、多重債務問題に直面する多くの方々がいることも事実で

あり、今後も関係団体・機関と連携を密にして対策に取り組む必要があります。

ヤミ金融に関する相談も減少傾向にありますが、商品等の現金化（換金商法）

や、保証料名目で金銭をだましとられたという相談、ヤミ金融業者等の違法広

告・勧誘等、引き続きヤミ金融被害の防止に対応する必要があります。

【(*30)(*31)は 51 頁参照。】



- 51 -

・沖縄県多重債務対策協議会及び沖縄県ヤミ金融被害防止対策会議の構成団体・

機関等との連携を図り、多重債務問題の改善及びヤミ金融に係る情報の共有と

被害防止に取り組みます。

・多重債務問題改善プログラムに則り、関係機関等と連携し①相談窓口の整備・

強化、②セーフティーネット貸付けの提供、③多重債務発生予防のための金融

経済教育の強化、④ヤミ金利用防止の啓発に取り組みます。

（県民生活課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

沖縄県多重債務問題対策協議会の開催 回 2 2

沖縄県ヤミ金融被害防止対策会議の開催 回 2 2

用 語 解 説

(*30)ヤミ金融

ヤミ金融とは、無登録で営業している業者や、法定利息の何十倍、何百倍とい

った高金利で金銭を貸し付ける業者、悪質な取立をする業者のこと。

(*31)多重債務者

従来は、複数の消費者金融等から借入れを行い、債務が膨らんでいた者が多か

ったことから、複数債務を抱える債務者（金融庁の定義では５件以上の借入先が

ある利用者）を「多重債務者」と呼び、その対策が講じられてきた。現在では、

消費者金融等からの借入れのほか、現下の厳しい経済情勢における収入減などの

理由から、返しきれない債務を抱える債務者も多く、このような方たちも含めて

「多重債務者」と総称している。
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基本目標４ 環境に配慮した消費生活の推進

大量生産、大量消費という社会システムは、大量廃棄という副産物を生み出し、身

近なごみ問題から資源の枯渇や地球温暖化問題などの様々な環境問題を引き起こして

います。

こうした環境問題の解決に向けて、消費者一人ひとりのライフスタイルの見直しを

促す環境教育を推進するとともに、環境に配慮した行動が求められています。

重点目標(1) 環境教育の推進

① 環境教育の推進

●環境教育の推進

【現状と課題】

環境保全に関する知識の普及や環境保全活動への支援等を行うため、平成 2
年 3 月に「沖縄県地域環境センター」を設置し、環境に関する図書やビデオの

貸し出し等を行っています。平成 18 年度からは、一般県民や環境保全活動に取

り組む各種団体等を対象にした各種セミナー、出前講座、野外観察会等を開催

しています。

環境教育推進法第 8 条の規定に基づき、本県の環境教育を総合的・体系的に

推進するため、「沖縄県環境教育推進方針」を平成 18 年 3 月に策定しました。（計

画期間：平成 17 ～ 24 年度）。

学校における環境教育を推進するため、教育庁と連携し、平成 15 ～ 17 年度

に順次、小学校編、中学校編、高等学校・環境団体編の体験型環境教育プログ

ラム「沖縄県環境教育プログラム」を作成するとともに、当該プログラムの活

用を図ることを目的に平成 17 年度から平成 20 年度にかけて、教員等を対象に

した研修を実施しました。

引き続き、学校のみならず、各家庭や地域社会等における環境教育の場・機

会の提供や環境に関する情報の収集と発信、人材育成及び各主体の実践活動に

対する支援などを行うことにより環境教育の推進を図る必要があります。

・環境保全に関する県民意識の向上等を図るため、各種セミナー等を実施します。

（環境政策課）
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【目標数値】

項 目 名 単位 現況値 目標値

（平成 23 年度）（平成 28 年度）

環境セミナー、出前講座等の開催回数 回 24 30

【その他参考となる数値】

・セミナー等への参加人数

重点目標(2) 循環型社会の形成

① ごみ減量化の推進

●ごみ減量化の推進

【現状と課題】

循環型社会の形成に向けて、県内のごみの減量とリサイクルを広域的に推進

するため、市町村やＮＰＯ等と連携し、また、各種広報媒体を活用しながら、

ごみの分別排出に対する県民意識を高揚するための啓発事業及び環境教育等を

実施しています。

広く県民等による、ごみ減量化・リサイクル推進の取組を促進するため、市

町村等の協力を得て、「ごみ減量・リサイクル推進週間」（5 月 30 日～ 6 月 5 日）、

「環境衛生週間」（9 月 24 日～ 10 月 1 日）を実施しています。

買い物の際には、マイ・バッグ（買い物袋）を持参して、レジ袋を受け取ら

ない等とする「環境にやさしい買い物キャンペーン」（10 月 1 日～ 10 月 31 日）

を行っています。

また、将来を担う子ども達に、ごみの減量・リサイクルの意識付けが重要で
あることから、主として小学校高学年を対象に、ごみ減量リサイクル講座（通
称：買い物ゲーム）を平成12年度から平成23年度まで実施しました。

持続可能な循環型社会を形成するためには、市町村、ＮＰＯ等との連携を図
りながら、引き続きごみの減量・リサイクルの推進を図る必要があります。

・環境に配慮した消費生活の推進を図るため、各種団体、消費者を対象とした普

及啓発活動に取り組みます。

（環境整備課）
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重点目標(3) 地球環境保全活動の推進

① 地球環境保全活動の推進

●地球環境保全活動の推進

【現状と課題】

環境負荷の少ない「持続的発展が可能な社会」を目指し、県民、事業者、市

民団体、行政等のパートナーシップの構築を図るとともに、おきなわアジェン

ダ 21 県民会議等と連携した地球温暖化対策の普及啓発、県内各産業分野におけ

る ESCO 事業(*32)導入の促進等、地球温暖化防止に関する施策を推進していま

す。

本県の温室効果ガス排出量は、平成 12 年度から平成 20 年度にかけて約 11 パ

ーセント増加しています。

また、排出量の中でも、運輸部門(*33)や民生部門(*34)（家庭、業務）の占め

る割合が高くなっています。

これらの状況を踏まえ「沖縄県地球温暖化対策実行計画」（平成 23 年３月策

定）では、温室効果ガスの排出量を「平成 12 年度と同レベル～ 8 パーセント」

(*35)削減することを目標にしています。

同計画では、本県の地域特性を踏まえ、４つの重点施策を掲げており、温室

効果ガスの排出量削減に向けて、これら施策を着実に実施する必要があります。

【(*32)(*33)(*34)(*35)は 55 頁参照。】

・県民・事業者、国や市町村等からなる沖縄県地球温暖化対策実行計画協議会を

設置し、各種施策の取組方針を策定するとともに、おきなわアジェンダ 21 県

民会議や沖縄県地球温暖化防止活動推進センターと連携し、県民・事業者等の

取組の拡充・推進を図ります。

また、PDCA サイクルを導入することで、温室効果ガスの排出抑制に向けた

対策を着実に推進します。

（環境政策課）

【目標数値】

項 目 名 単位 現況値（※） 目標値（※）

（平成 20 年度）（平成 32 年度）

温室効果ガスの排出量 万 t-CO2 1,390 1,251

※「沖縄県地球温暖化対策実行計画」に基づく目標
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用 語 解 説

(*32)ＥＳＣＯ事業

ＥＳＣＯ（Energy Service Company の略）事業とは、ＥＳＣＯ事業者が顧客に対し、

建物等の省エネルギーに必要な技術・設備・資金などを包括的に提供し、削減された光

熱水費の範囲内でその報酬を受け取る事業。

設備投資費やサービス料も、すべて光熱水費削減分でまかなうため、事業の採算性が

重視され、顧客の新たな財政支出を必要としない。確実な省エネルギーを実現できるた

め、温室効果ガスの削減につながり、地球温暖化防止対策に有効である。

(*33)運輸部門

人や物の輸送に伴うもので、自家用自動車や鉄道、航空機が排出する温室効果ガスを

指す。

(*34)民生部門

一般家庭や企業（いわゆる事務所であり、製造業における工場のような、直接温室効

果ガスを排出するものは除かれる。）が排出する温室効果ガスを指し、運輸部門に計上

されるものは含まれない。

(*35)平成12年度と同レベル～8パーセント

平成 19 年度のレベルからであれば、約 10 ～ 17 パーセントに相当する。
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第５章 計画の実効性の確保

１ 沖縄県消費者行政連絡会議の設置

消費者行政の関連施策を実施する課で構成する沖縄県消費者行政連絡会議を設置

し、全庁的な総合調整を行い、計画を推進します。

２ 沖縄県消費生活審議会への報告

沖縄県消費生活審議会に計画の推進状況について報告します。

３ 数値目標等の設定

計画の推進状況を把握するため、達成目標となる数値の設定が可能なものについ

ては、原則として計画の最終年度である平成 28 年度までに達成する数値を「目標数

値」として設定します。

「目標数値」の設定にそぐわないものについては、事業の執行状況を把握します。

また、「目標数値」以外に事業の執行状況を定量的に把握することが可能な数値

があれば、これを「その他参考となる数値」として掲示します。

４ 進行管理及び実施状況の公表

毎年、消費者基本計画に掲げる数値目標に基づき施策の進行管理を行い、その実

施状況をホームページ上で公表します。
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《参 考 資 料》
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○ 第２次沖縄県消費者基本計画施策・事業一覧

農薬の適正使用の徹底及び危害防止 営農支援課

食肉供給工程における監視指導の実施 生活衛生課

食品衛生法に基づく適正な食品表示の推進 生活衛生課

食中毒予防のための食品関連事業者等に対

する監視指導及び自主管理体制確立の推進
生活衛生課

薬事法に基づく適正な食品表示の推進 薬務疾病対策課

米・米加工食品のトレーサビリティの推進 流通政策課

その他食品のトレーサビリティの推進 流通政策課

原発事故後の放射能汚染への対応について 生活衛生課

食品の安全性に関する理解促進 生活衛生課

食育の推進 保健体育課

学校教育における衛生教育の充実 保健体育課

液化石油ガス保安法に基づく立入検査の実施 産業政策課

電気用品安全法に基づく立入検査の実施 産業政策課

消費生活用製品安全法に基づく立入検査の

実施
県民生活課

事業者への個人情報の保護の指導・助言の実施
総務私学課

行政情報センター

② 消費者事故等の情報提
供 消費者安全法に基づく情報提供等の実施 県民生活課

③ 生活関連商品の価格動

向の情報収集・提供 生活関連商品の価格動向の情報収集・提供 県民生活課

不当な景品類及び表示に対する監視・指導
の強化

県民生活課

家庭用品品質表示法に基づく立入検査の実

施
県民生活課

健康増進法に基づく適正な食品表示の推進 健康増進課

ＪＡＳ法に基づく適正な食品表示の推進 流通政策課

商品の正確計量の監視の実施 計量検定所

介護サービス情報の公表の実施 高齢者福祉介護課

貸金業者に対する監督・指導の実施 県民生活課

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化の推進 県民生活課

割賦販売法に基づく立入検査の実施 県民生活課

宅建業者に対する監督・指導の実施 建築指導課

不当な取引行為に対する行政指導及び処分
の強化

県民生活課

悪質商法の取締り強化 生活保安課

高度情報通信社会の進展に対応したサイ

バー犯罪への対策の実施
生活保安課

消費者教育の推進
県民生活センター

県民生活課

小・中・高等学校等における消費者教育への支援
県立学校教育課

義務教育課

(2)

担当課

規格、計量、表示、広告

の適正化

①

消費段階における食の

安全性確保の普及・啓
発

食品以外の商品・サービ
スの安全性の確保

①

施策名

③

基本
目標

重点目標 施策の方向

安全な食品の提供

①

②

②

悪質事業者の監視及び
取締りの強化

２

 
消

費
者

の
自

立
支

援

1

 
消

費
者

の
安

全
・
安

心
の

確
保

食品の安全・安心の

確保

消費者の選択の機

会の確保

(1)

(2)

(1)

食品以外の安全性
の確保

消費者取引の適正化

啓発活動及び消費

者教育の推進

① 家庭・地域・学校におけ

る消費者教育の推進
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消費者教育の推進
県民生活センター

県民生活課

小・中・高等学校等における消費者教育への支援
県立学校教育課

義務教育課

県民生活課（県民生活センター）と教育委員
会との連携強化

県民生活課
県民生活ｾﾝﾀｰ
教育委員会

沖縄県金融広報委員会による消費者啓発事業の実施 県民生活課

① パブリックコメントの実施
政策形成過程でのパブリックコメント等の実施 県民生活課

② 知事への申出制度の活
用

県民から知事への申出制度の周知 県民生活課

消費者団体訴訟制度の導入の推進 県民生活課

消費者団体との意見・情報交換の実施 県民生活課

② 消費生活協同組合の指
導監督

消費生活協同組合に対する監督・指導の実
施

県民生活課

① ＰＩＯ－ＮＥＴの活用
ＰＩＯ－ＮＥＴの運用・活用

県民生活課
県民生活センター

県民生活センターでの相談・あっせん 県民生活センター

商品テストの実施 県民生活センター

消費者からの個人情報に係る苦情相談対応の実施
総務私学課

行政情報センター

沖縄県消費生活審議会消費者苦情処理部会
の活用

県民生活課

裁判外の紛争解決手続制度（ＡＤＲ制度）の周知の実施 県民生活課

消費者からの住宅に関する苦情相談処理の実施 住宅課

(2) 市町村における消
費者行政の体制整
備の促進

① 市町村における消費者
行政の体制整備の促進

市町村における消費生活相談処理体制の整
備

県民生活課

高齢者等の悪質商法被害防止のための連携
強化

高齢者福祉介護課
県民生活課

成年後見制度及び日常生活自立支援事業の
利用の促進

高齢者福祉介護課

地域包括支援センターの職員に対する情報
提供や研修の実施

高齢者福祉介護課

警察による防犯活動・犯罪の取締りの推進 警察本部

各種広報媒体を活用した消費生活に関する
情報提供

県民生活課
県民生活センター

多重債務対策及びヤミ金融被害防止対策の推進 県民生活課

(1) 環境教育の推進 ① 環境教育の推進
環境教育の推進 環境政策課

(2) 循環型社会の形成 ① ごみ減量化の推進
ごみ減量化の推進 環境整備課

(3) 地球環境保全活動
の推進

① 地球環境保全活動の推
進 地球環境保全活動の推進 環境政策課

３
 

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
と
救
済

４
 

環
境
に
配
慮
し
た

 
　
消
費
生
活
の
推
進

(3) 消費者政策への消
費者意見の反映

(2)

(4) 消費者被害の防止 ① 迅速かつ効果的な情報
提供

(4) 消費者の組織的な
活動への支援

① 高齢者等への注意喚
起、見守り体制の強化

(3) 高齢者等の被害の
防止

(1) 苦情処理及び紛争
解決の促進

② 苦情処理及び紛争解決
の促進

啓発活動及び消費

者教育の推進

① 家庭・地域・学校におけ

る消費者教育の推進

① 消費者団体の自主的な
活動への支援
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○ 沖縄県消費生活条例

平成 17 年 12 月 27 日

沖縄県条例第 67 号

目次

第１章 総則（第１条―第 10 条）

第２章 消費者の安全の確保（第 11 条―第 14 条）

第３章 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

第１節 表示、広告等の適正化（第 15 条―第 20 条）

第２節 不当な取引行為の禁止（第 21 条―第 23 条）

第３節 生活関連物資の供給及び価格の安定（第 24 条―第 27 条）

第４章 消費者啓発及び消費者教育の推進（第 28 条）

第５章 消費者被害の救済（第 29 条―第 33 条）

第６章 環境の保全への配慮（第 34 条－第 36 条）

第７章 沖縄県消費生活審議会（第 37 条）

第８章 雑則（第 38 条―第 40 条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に

かんがみ、県民の消費生活における利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重

及びその自立の支援その他の基本理念を定め、県及び事業者の責務並びに消費者の果

たすべき役割を明らかにするとともに、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的

な施策（以下「消費者政策」という。）の基本となる事項を定めることにより、県民

の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

（基本理念）

第２条 消費者政策の推進は、県、市町村、事業者及び消費者の相互の信頼を基調とし

て、次に掲げる消費者の権利を尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増

進のため自主的かつ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こと

を基本としなければならない。

(1) 消費者の安全が確保されること。

(2) 商品及び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。

(3) 消費者に対し必要な情報が提供されること。

(4) 消費者に対し教育の機会が提供されること。

(5) 消費者の意見が消費者政策に反映されること。

(6) 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されること。

２ 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適

正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなけ

ればならない。

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行

われなければならない。

４ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

（県の責務）

第３条 県は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の

支援その他の基本理念にのっとり、消費者政策を推進する責務を有する。
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２ 県は、消費者政策を推進する上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村

が推進する消費者政策について、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものと

する。

３ 県は、消費者政策の推進に当たっては、市町村と相互に協力するとともに、消費者

の意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

（事業者の責務）

第４条 事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念

にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

(1) 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

(2) 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

(3) 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

(4) 事業者と消費者との間に生じた苦情（以下「消費者苦情」という。）を適切かつ迅

速に処理するために必要な体制の整備等に努め、消費者苦情を適切に処理すること。

(5) 県又は市町村が実施する消費者政策に協力すること。

２ 事業者は、その供給する商品及び役務について、流通の円滑化及び価格の安定に努

めなければならない。

３ 事業者は、事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の

信頼を確保するよう努めなければならない。

（事業者団体の役割）

第５条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、消費者苦情の処理体制の

整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者

の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

（消費者の役割）

第６条 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、及び必要な情報

を収集する等自主的かつ合理的に行動するとともに、消費者相互の連携を図ることに

よって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。

（消費者団体の役割）

第７条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費

者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費生

活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

（県民の申出）

第８条 県民は、この条例の定めに違反する事業活動により、又はこの条例に定める措

置がとられていないことにより、消費者の権利が侵害され、又はそのおそれがあると

認めるときは、知事に対しその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めるこ

とができる。

２ 知事は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内

容が事実であると認めるときは、この条例に基づく措置その他必要な措置をとるもの

とする。

３ 知事は、必要があると認めるときは、申出の内容及びその結果について県民に情報

を提供するものとする。

（国等への措置要請）

第９条 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国及び

関係地方公共団体に対して適切な措置を講ずるよう要請し、又は協力を求めるものと

する。
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（消費者基本計画）

第10条 知事は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基

本的な計画（以下「消費者基本計画」という｡）を策定するものとする。

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 消費者政策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項

３ 知事は、消費者基本計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。

第２章 消費者の安全の確保

（危害商品等の供給禁止）

第11条 事業者は、消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれの

ある商品及び役務を供給してはならない。

（危害商品等の調査）

第12条 知事は、事業者が供給する商品又は役務について、消費者に危害を及ぼす疑い

があると認めるときは、速やかに必要な調査を行うものとする。

２ 知事は、前項の規定により、調査を行う場合において必要があると認めるときは、

当該事業者に対し、当該商品又は役務の安全性について、必要な資料の提出又は説明

を求めることができる。

（指導及び勧告）

第13条 知事は、事業者が供給する商品又は役務について、消費者に危害を及ぼし、又

は及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、危害を

防止するために当該事業者に対し、当該商品又は役務の製造若しくは販売の中止又は

回収その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

２ 知事は、前項の規定による勧告をした場合において必要があると認めるときは、当

該勧告の内容及びその結果について消費者に情報を提供するものとする。

（緊急危害防止措置）

第14条 知事は、事業者が供給する商品又は役務について、消費者に重大な危害を及ぼ

し、又は及ぼすおそれがあり、当該危害を防止するため緊急の必要があると認めると

きは、法令に定める措置をとる場合を除き、直ちに当該商品又は役務の名称、これを

供給する事業者の氏名若しくは名称又は住所その他当該事業者を特定する情報を消費

者に提供することができる。

第３章 消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保

第１節 表示、広告等の適正化

（表示等の適正化）

第15条 事業者は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際し選択等を誤

ることがないよう、その供給する商品及び役務の表示について、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。

(1) 品質、内容その他の必要な事項を明確かつ平易に表示すること。

(2) 販売価格又は利用料金を商品又は見やすい場所に表示すること。

(3) 品質、内容、価格その他の消費者の判断に影響を与える重要な事項について、著

しく事実に相違する表示又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利で

あると消費者を誤認させるような表示を行わないこと。

２ 事業者は、品質の改善及び消費生活の合理化に寄与するため、その供給する商品及

び役務について、適正な規格を定めるよう努めなければならない。
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（広告の適正化）

第16条 事業者は、消費者が商品の購入又は役務の利用に際し選択等を誤ることがない

よう、その供給する商品及び役務の品質、内容、価格その他の消費者の判断に影響を

与える重要な事項について、著しく事実に相違する広告又は実際のものよりも著しく

優良であり、若しくは有利であると消費者を誤認させるような広告をしてはならない。

（自主基準の設定）

第17条 事業者及び事業者団体は、前２条に規定する事項に関する基準（以下「自主基

準」という。）を定めるよう努めなければならない。

２ 事業者及び事業者団体は、自主基準を定めるに当たっては、消費者の意見が反映さ

れるよう努めなければならない。

３ 事業者団体は、自主基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め知事に届け出なければならない。

４ 知事は、事業者団体が自主基準を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、当

該事業者団体に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

５ 事業者及び事業者団体は、自主基準を定め、変更し、又は廃止したときは、県民に

その旨を周知させなければならない。

（県基準の設定）

第18条 知事は、表示、広告等の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、法

令に定めがある場合を除き、第 15 条及び第 16 条に規定する事項に関し、事業者が遵

守すべき基準（以下「県基準」という。）を定めることができる。

２ 知事は、県基準を定め、変更し、又は廃止したときは、速やかに告示するものとす

る。

（指導及び勧告）

第19条 事業者は、県基準を遵守しなければならない。

２ 知事は、事業者が県基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、こ

れを遵守するよう指導し、又は勧告することができる。

（適正計量の実施）

第20条 事業者は、販売その他の取引に際して消費者が不利益を被ることのないよう量

目の明示及び適正な計量を実施しなければならない。

第２節 不当な取引行為の禁止

（不当な取引行為の禁止）

第21条 事業者は、消費者との間で行う商品又は役務の取引に関し、次の各号のいずれ

かに該当する行為であって規則で定めるもの（以下「不当な取引行為」という。）を

してはならない。

(1) 消費者に対し、販売の意図を明らかにせず、又は商品若しくは役務に関する重要

な事項につき事実と異なることを告げて、若しくは事実を故意に告げず、又は将来

における不確実な事項につき断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契

約を締結させること。

(2) 消費者を威迫して困惑させる等消費者の十分な意思形成を妨げて、又は高齢者そ

の他の者の取引に関する知識若しくは判断力不足に乗ずる等の不当な手段を用いて、

契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(3) 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する等消費者に不当な不利益を

もたらすこととなる内容の契約を締結させること。
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(4) 消費者に対し、事実と異なることを告げて、若しくは威迫して困惑させる等の不

当な手段を用いて、契約（契約の成立又はその内容について当事者間に争いがある

ものを含む。）に基づく債務の履行を迫り、若しくは債務の履行をさせ、又は契約

に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること。

(5) 消費者の正当な根拠に基づく契約の解除等を不当に妨げ、又は契約の解除等に基

づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させること。

（指導及び勧告）

第22条 知事は、事業者が不当な取引行為を行っていると認めるときは、当該事業者に

対し、当該不当な取引行為を是正するよう指導し、又は勧告することができる。

２ 知事は、前項の規定による勧告をした場合において必要があると認めるときは、当

該勧告の内容及びその結果について消費者に情報を提供するものとする。

（被害拡大防止措置）

第23条 知事は、不当な取引行為により消費者に重大な被害を及ぼし、又は及ぼすおそ

れがある場合において、当該被害の発生及び拡大を防止するため必要があると認める

ときは、直ちに当該商品又は役務の名称、取引方法、これを供給する事業者の氏名若

しくは名称又は住所その他当該事業者を特定する情報を消費者に提供することができ

る。

第３節 生活関連物資の供給及び価格の安定

（情報の収集、調査等）

第24条 知事は、県民の消費生活との関連性の高い物資（以下「生活関連物資」という。）

及び役務について、常にその価格及び需給の動向に関する情報の収集及び調査を行う

とともに、県民に必要な情報を提供するものとする。

２ 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

（供給等の協力要請）

第25条 知事は、生活関連物資の流通の円滑化及び価格の安定を図るため必要があると

認めるときは、当該生活関連物資の生産、輸入又は販売を行う事業者に対し、円滑な

供給、価格の安定その他必要な措置をとるよう協力を求めることができる。

（特定生活関連物資の指定）

第26条 知事は、生活関連物資のうち、その価格の動向又は需給の状況が県民の消費生

活に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該生活関連物

資を特定生活関連物資として指定することができる。

２ 知事は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、同項による指定を解除す

るものとする。

３ 知事は、第１項の規定による指定又は前項の規定による指定の解除をしたときは、

その旨を告示するものとする。

（特定生活関連物資の調査等）

第27条 知事は、前条第１項の規定により指定した特定生活関連物資に関し、価格上昇

の原因、需給の状況その他必要な事項について、速やかに調査を行うものとする。

２ 知事は、前項の調査の結果、当該特定生活関連物資を供給する事業者がその円滑な

流通を妨げ、又は適正な利得を著しく超えることとなる価格で供給を行っていると認

めるときは、当該事業者に対し、当該特定生活関連物資の売渡し、価格の引下げその

他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
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第４章 消費者啓発及び消費者教育の推進

第28条 知事は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報

の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものと

する。

２ 知事は、市町村が推進する消費者に対する啓発及び教育について、必要な情報の提

供、助言その他の支援を行うものとする。

３ 知事は、消費者の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な支援又は協力

を行うものとする。

第５章 消費者被害の救済

（消費者苦情の処理）

第29条 知事は、消費者苦情の申出があったときは、専門的知見に基づいて適切かつ迅

速に処理されるようにするため、その原因、内容等を調査し、あっせんその他の必要

な措置を講ずるものとする。

２ 知事は、前項の規定による調査に当たって必要があると認めるときは、当該消費者

苦情に係る事業者その他の関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることが

できる。

３ 知事は、第１項の規定による消費者苦情の処理の申出があった場合において、その

消費者苦情が県民の消費生活に影響を及ぼすものと認めるときは、当該消費者苦情に

係る商品及び役務に関する情報を展示その他の方法により消費者に提供するものとす

る。

４ 知事は、消費者苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにする

ため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。

（市町村との連携）

第30条 知事は、市町村が実施する消費者苦情の処理について、必要な情報の提供、助

言その他の支援を行うものとする。

２ 知事は、市町村との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配

慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力

的に対応するものとする。

（沖縄県消費生活審議会の調停）

第31条 知事は、第 29 条第１項の規定によるあっせんその他の措置によっては、当該消

費者苦情の解決が困難であり、かつ、県民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及

ぼすおそれがあると認めるときは、沖縄県消費生活審議会の調停に付することができ

る。

２ 沖縄県消費生活審議会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者その他の

関係者に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。

３ 知事は、第１項の規定により調停に付した場合において必要があると認めるときは、

当該消費者苦情の概要及び調停の結果について消費者に情報を提供するものとする。

（訴訟の援助）

第32条 知事は、消費者が事業者を相手として提起する訴訟が次の各号のいずれにも該

当する場合は、当該消費者に対し、規則で定めるところにより当該訴訟に要する費用

に充てる資金の貸付けを行うほか、訴訟を維持するため必要な資料の提供その他の援

助を行うことができる。

(1) 前条第１項の調停によって解決されなかった消費者苦情に係るものであること。

(2) 同一又は同種の被害が多数発生し、又は多数発生するおそれがある消費者苦情に

係るものであること。
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(3) １件当たりの被害額が規則で定める額以下の被害に係るものであること。

(4) 沖縄県消費生活審議会において、当該訴訟を援助することが必要であると認めた

ものであること。

（貸付金の返還等）

第33条 前条の規定により訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けを受けた者は、当該

訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付けに係る資金を返還し

なければならない。

２ 知事は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、規則で定める

ところにより、当該貸付けに係る資金の全部又は一部の返還を猶予し、又は免除する

ことができる。

第６章 環境の保全への配慮

第34条 知事は、環境の保全に配慮した消費生活を推進するため、資源及びエネルギー

の有効利用に関する知識の普及、指導、情報の提供その他必要な施策を講ずるものと

する。

第35条 事業者は、その事業活動において、廃棄物の発生の抑制、資源の再使用、再生

利用等資源及びエネルギーの有効利用を積極的に行い、環境の保全に配慮するよう努

めるものとする。

２ 事業者は、商品の内容品の保護又は品質の保全等の包装について、必要以上に過大

又は過剰な容器包装を用いないよう努めるものとする。

第36条 消費者は、その消費生活において、廃棄物の発生の抑制、資源の再使用、再生

利用等資源及びエネルギーの有効利用を積極的に行い、環境の保全に配慮するよう努

めるものとする。

第７章 沖縄県消費生活審議会

第37条 県民の消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を審議させ、並びに消費者

苦情の調停を行わせ、及び消費者が事業者を相手に提起する訴訟の援助に関する事項

を調査審議させるため、沖縄県消費生活審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２ 知事は、次に掲げる場合は、審議会に諮問しなければならない。

(1) 第 10 条第１項の消費者基本計画を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 第 13 条第１項又は第 27 条第２項の規定による認定をしようとするとき。

(3) 第 18 条第１項の県基準を定め、変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、消費生活の安定及び向上に関する重要な事項につい

て、調査審議させる必要があるとき。

３ 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

４ 審議会の組織及び運営については、規則で定める。

第８章 雑則

（立入調査等）

第38条 知事は、第 13 条第１項、第 19 条第２項、第 22 条第１項及び第 27 条の規定の

施行に必要な限度において、事業者に対し報告を求め、又は当該職員に当該事業者の

事務所、営業所、工場、店舗、倉庫その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物

件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により、職員が立入調査又は質問をする場合には、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。

（公表）

第39条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業者の氏名又
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は名称、住所及びその行為の内容その他必要な事項について公表することができる。

(1) 第 12 条第２項、第 29 条第２項又は第 31 条第２項の規定による資料の提出若しく

は説明をせず、又は虚偽の資料の提出若しくは説明をしたとき。

(2) 第 13 条第１項、第 19 条第２項、第 22 条第１項又は第 27 条第２項の規定による

勧告に従わなかったとき。

(3) 前条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定

による調査を拒み、妨げ、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をしたとき。

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、規則で定める

ところにより、当該事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

（委任）

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。
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○ 沖縄県消費生活審議会規則

平成 18 年３月 31 日

規則第 22 号

改正 平成 23 年３月 31 日規則第 19 号

（趣旨）

第１条 この規則は、沖縄県消費生活条例（平成 17 年沖縄県条例第 67 号。以下「条例」

という。）第 37 条第４項の規定に基づき、 沖縄県消費生活審議会（以下「審議会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成 23 年規則 19 号〕

（組織）

第２条 審議会は、委員 12 人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 消費者を代表する者

(3) 事業者を代表する者

（任期）

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長）

第４条 審議会に会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員

がその職務を代理する。

一部改正〔平成 23 年規則 19 号〕

（会議）

第５条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席した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。

（部会）

第６条 審議会に、条例第 31 条の規定による調停（以下「調停」という。）及び条例第 32
条の規定による訴訟の援助に関する事項を処理させるため、消費者苦情処理部会（以

下「部会」という。）を置く。

２ 部会は、会長が指名する７人以内の委員で組織する。

３ 部会に部会長を置く。

４ 部会長は、部会に属する委員の互選により定める。

５ 第４条第３項及び第４項の規定は部会長に、前条の規定は部会の会議について準用

する。

一部改正〔平成 23 年規則 19 号〕

（調停開始の通知）

第７条 部会長は、調停を開始しようとするときは、当事者に対しその旨を通知するも

のとする。

一部改正〔平成 23 年規則 19 号〕
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（調停の打切り）

第８条 部会は、調停が成立する見込みがないと認めるときは、これを打ち切ることが

できる。

２ 部会長は、前項の規定により調停が打ち切られたときは、当事者に対しその旨を通

知するものとする。

一部改正〔平成 23 年規則 19 号〕

（調停終了の報告）

第９条 会長は、調停が成立したとき、又は前条第１項の規定により調停の打切りがあ

ったときは、知事に対しその旨を報告するものとする。

一部改正〔平成 23 年規則 19 号〕

（意見の聴取）

第10条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に学識経験のある者その他関係者

の出席を求め、その意見を聴くことができる。

（庶務）

第11条 審議会の庶務は、環境生活部県民生活課において処理する。

一部改正〔平成 23 年規則 19 号〕

（補則）

第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会に諮

って会長が定める。

附 則

この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。

附 則（平成 23 年３月 31 日規則第 19 号）

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 11 条の改正規定は、平成 23 年４月

１日から施行する。
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○沖縄県消費生活審議会委員名簿

代表区分 氏　名 職　名　等

三宅　俊司 弁護士（沖縄弁護士会）

安里　長従 司法書士（沖縄県司法書士会）

仲宗根　君枝 NPO法人消費者センター沖縄会員

與儀　利枝 沖縄県婦人連合会理事

東條　渥子 沖縄県生活協同組合連合会会長理事

作道　章一 大学教員（一般公募）

園﨑　香代子 栄養士（一般公募）

我謝　育則 沖縄県工業連合会部長

川満　光行 沖縄県商工連合会専務理事

上里　芳弘 沖縄県中小企業中央会事務局長

金城　秀之 沖縄県農業協同組合中央会専務理事

学識経験者

消費者代表

事業者代表
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○ 沖縄県消費者行政連絡会議設置要綱

平成 18 年 10 月 27 日

訓令第 74 号

教育委員会教育長訓令第９号

警察本部訓令第 14 号

改正 平成 21 年 11 月 17 日訓令第 59 号・教育委員会教育長訓令第８号・

警察本部訓令第 21 号

平成 23 年８月 26 日訓令第 119 号・教育委員会教育長訓令第 15 号・

警察本部訓令第 12 号

（設置）

第１条 県民の消費生活の安定及び向上に関する県行政の各分野における施策の円滑な

遂行を図るため、沖縄県消費者行政連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置す

る。

（所掌事務）

第２条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

２ 県民の消費生活の安定及び向上に関する施策案の検討に関すること。

３ 県民の消費生活の安定及び向上に関する施策の連絡調整に関すること。

４ その他県民の消費生活の安定及び向上に関する県行政の各分野における施策の円滑

な遂行を図るために必要な事項の協議に関すること。

（組織）

第３条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

２ 議長は、県民生活統括監をもって充てる。

３ 副議長は、県民生活課長をもって充てる。

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。

（議長及び副議長の職務）

第４条 議長は、会議を総理する。

２ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理し、議長が欠

けたときは、その職務を行う。

（会議の招集）

第５条 連絡会議は、議長が必要に応じ招集する。

（関係職員の出席等）

第６条 議長は、必要に応じ委員以外の関係職員の出席を求め、その意見を徴すること

ができる。

（幹事会）

第７条 連絡会議に幹事をもって組織する幹事会を置く。

２ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。

３ 幹事会は、連絡会議を補佐し、連絡会議に提示する事項について協議調整する。

４ 県民生活課長は、幹事会を必要に応じ招集し、その議長となる。

５ 前条の規定は、幹事会における関係職員の出席等について準用する。

（連絡会議の庶務）

第８条 連絡会議の庶務は、県民生活課において処理する。

（その他）

第９条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議
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の議長が定める。

附 則

この訓令は、平成 18 年 10 月 27 日から施行する。

附 則（平成 21 年 11 月 17 日訓令第 59 号・教育委員会教育長訓令第８号・警察本

部訓令第 21 号）

この訓令は、平成 21 年 11 月 17 日から施行する。

附 則（平成 23 年８月 26 日訓令第 119 号・教育委員会教育長訓令第 15 号・警察本

部訓令第 12 号）

この訓令は、平成 23 年８月 26 日から施行する。

別表第１（第３条関係）

総務部総務私学課長

環境生活部環境政策課長

環境生活部環境整備課長

環境生活部生活衛生課長

福祉保健部高齢者福祉介護課長

福祉保健部健康増進課長

福祉保健部薬務疾病対策課長

農林水産部流通政策課長

農林水産部営農支援課長

農林水産部畜産課長

商工労働部産業政策課長

土木建築部住宅課長

教育庁県立学校教育課長

教育庁義務教育課長

教育庁保健体育課長

警察本部生活安全部生活保安課長

別表第２（第７条関係）

総務部総務私学課行政情報センター室長

環境生活部環境政策課環境企画班班長

環境生活部環境整備課一般廃棄物班班長

環境生活部生活衛生課食品乳肉班班長

福祉保健部高齢者福祉介護課在宅福祉班班長

福祉保健部高齢者福祉介護課介護企画班班長

福祉保健部高齢者福祉介護課介護指導班班長

福祉保健部健康増進課健康づくり班班長

福祉保健部薬務疾病対策課薬務班班長

農林水産部流通政策課流通・市場班班長

農林水産部営農支援課農業環境班班長

農林水産部畜産課生産衛生班班長

商工労働部産業政策課産業基盤班班長

土木建築部住宅課企画班班長

教育庁県立学校教育課産業教育班班長

教育庁義務教育課義務教育指導班班長

教育庁保健体育課健康体育班指導主事

警察本部生活安全部生活保安課課長補佐
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○ 消費者基本法

昭和四十三年五月三十日法律第七十八号

目次

第一章 総則（第一条―第十条の二）

第二章 基本的施策（第十一条―第二十三条）

第三章 行政機関等（第二十四条―第二十六条）

第四章 消費者政策会議等（第二十七条―第二十九条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に

かんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の

支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにする

とともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び

増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確

保することを目的とする。

（基本理念）

第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」とい

う。）の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活

環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び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、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が

提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合

には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、

消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ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ことを基本として行われなければならない。

２ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適

正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなけ

ればならない。

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行

われなければならない。

４ 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を

確保しつつ行われなければならない。

５ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

（国の責務）

第三条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の

支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基

本理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経

済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。

（事業者の責務等）

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念

にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
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一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

二 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

四 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等

に努め、当該苦情を適切に処理すること。

五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

２ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該

商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準

を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

第六条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に

生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の

作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

第七条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必

要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮する

よう努めなければならない。

第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費

者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者

の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

（消費者基本計画）

第九条 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基

本的な計画（以下「消費者基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 長期的に講ずべき消費者政策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項

３ 内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者

基本計画を公表しなければならない。

５ 前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。

（法制上の措置等）

第十条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行な

わなければならない。

２ 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければなら

ない。

（年次報告）

第十条の二 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報

告書を提出しなければならない。

第二章 基本的施策

（安全の確保）

第十一条 国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務について

の必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の

促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な

施策を講ずるものとする。

（消費者契約の適正化等）

第十二条 国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の

契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確
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保等必要な施策を講ずるものとする。

（計量の適正化）

第十三条 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむること

がないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために

必要な施策を講ずるものとする。

（規格の適正化）

第十四条 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品

及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるもの

とする。

２ 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうも

のとする。

（広告その他の表示の適正化等）

第十五条 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を

誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他

の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な

施策を講ずるものとする。

（公正自由な競争の促進等）

第十六条 国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大

を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形

成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置

を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。

（啓発活動及び教育の推進）

第十七条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報

の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費

生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、

家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策

を講ずるものとする。

２ 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じ

た施策を講ずるよう努めなければならない。

（意見の反映及び透明性の確保）

第十八条 国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消費者等の

意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備す

る等必要な施策を講ずるものとする。

（苦情処理及び紛争解決の促進）

第十九条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が

専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつ

せん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村（特別区を

含む。）との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要

とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾

力的に対応するよう努めなければならない。

２ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門

的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の

向上その他の必要な施策（都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。）を講

ずるよう努めなければならない。

３ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門
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的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよ

う努めなければならない。

（高度情報通信社会の進展への的確な対応）

第二十条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適

正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の

促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ず

るものとする。

（国際的な連携の確保）

第二十一条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費

生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争

解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。

（環境の保全への配慮）

第二十二条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費

者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な

施策を講ずるものとする。

（試験、検査等の施設の整備等）

第二十三条 国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設

を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調

査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。

第三章 行政機関等

（行政組織の整備及び行政運営の改善）

第二十四条 国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行

政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。

（国民生活センターの役割）

第二十五条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費

者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者と

の間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間

に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、

検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核

的な機関として積極的な役割を果たすものとする。

（消費者団体の自主的な活動の促進）

第二十六条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ

自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

第四章 消費者政策会議等

（消費者政策会議）

第二十七条 内閣府に、消費者政策会議（以下「会議」という。）を置く。

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 消費者基本計画の案を作成すること。

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して

審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評

価し、及び監視すること。

３ 会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。

二 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おう

とするとき。

第二十八条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
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２ 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

３ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十一条の二の規定により置かれた

特命担当大臣

二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命

担当大臣（前号の特命担当大臣を除く。）のうちから、内閣総理大臣が指定する者

４ 会議に、幹事を置く。

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。

（消費者委員会）

第二十九条 消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律に

よるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）第六条

の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。

附 則

１ この法律は、公布の日から施行する。

２ 総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則〔昭和五八年一二月二日法律第七八号〕

１ この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。

２ この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この

法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に

基づく政令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関

し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必

要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施

行の日〔平成一三年一月六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

一 〔略〕

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに

第三十条の規定 公布の日

（別に定める経過措置）

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要とな

る経過措置は、別に法律で定める。

附 則〔平成一六年六月二日法律第七〇号〕

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

（検討）

２ 消費者政策の在り方については、この法律の施行後五年を目途として検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

（内閣府設置法の一部改正）

３ 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。
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〔次のよう略〕

附 則〔平成二〇年五月二日法律第二七号抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。〔後略〕

〔平成二〇年一〇月政令三一九号により、平成二一・四・一から施行〕

附 則〔平成二一年六月五日法律第四九号抄〕

（施行期日）

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）

の施行の日〔平成二一年九月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一 附則第九条の規定 この法律の公布の日

二～六 〔略〕

（処分等に関する経過措置）

第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命

令を含む。以下「旧法令」という。）の規定によりされた免許、許可、認可、承認、

指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、こ

の法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。以下「新法令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指

定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２ この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の

行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規

定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

３ この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなけれ

ばならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、

法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規

定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

（命令の効力に関する経過措置）

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家

行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律

の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三

項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものと

する。

（政令への委任）

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則〔平成二四年八月二二日法律第六〇号〕

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。


