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資料 ２
第２次北海道消費生活基本計画案〈新旧対照〉

北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

第1章 計画策定に当たって 第1章 計画策定に当たって
この章では、本計画を策定するに当たっての経緯や目的など策定の趣 この章では、本計画を策定するに当たっての経緯や目的など策定の趣

旨、また、計画策定の根拠・位置付け、さらには、計画の期間について 旨、また、計画策定の根拠・位置付け、さらには、計画の期間について
記載します。 記載します。

１ 計画策定の趣旨 １ 計画策定の趣旨
北海道における消費者行政については、昭和49年に、昭和40年代後半 北海道では、「北海道消費生活条例」（以下「道条例」という。）に基

の石油危機を契機とする物価高騰対策を重視した「北海道道民生活安定 づき、平成23年3月に「北海道消費生活基本計画」（以下「基本計画」と
条例」を策定し、また、平成11年には、消費者の保護・自立の支援等を いう。）を策定し、健全で豊かな消費生活の実現に向けて、消費生活相
重視した「北海道消費生活条例」（以下、「道条例」という。）に全面改 談体制の充実・強化や、迅速な消費者事故対応及び情報提供体制の整備
定し、これらに基づき、消費生活の安定及び向上に向けた各施策を推進 などに取り組んできました。
してきました。 この間にも、商品・役務に起因する身体への危害、高齢者等を狙った
一方、国においては、平成16年に「消費者保護基本法」が全面改正さ 悪質商法、ホテルのレストラン等における不適切なメニュー表示問題な

れ、消費者政策の基本となる「消費者基本法」となったほか、消費者取 ど、消費者の安全・安心を揺るがす事案は後を絶たず、消費者問題の多
引や品質表示等の適正化の観点から、特定商取引に関する法律（以下、 様化・複雑化は進んでいます。
「特定商取引法」という。）や農林物資の規格化及び品質表示の適正化 国においては、訪問購入を規制するための「特定商取引に関する法律」
に関する法律（以下、「ＪＡＳ法」という。）など、関係法令が数次に （以下「特定商取引法」という。）の改正や、消費者教育の総合的･一体
わたり改正されました。さらに、平成21年には、国の消費者行政を一元 的な推進を図る｢消費者教育の推進に関する法律」（以下「推進法」とい
的に所管する「消費者庁」が新たに発足するとともに、地方自治体の消 う。）が制定されたほか、「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景
費生活相談等の事務の実施を明記した「消費者安全法」が制定されまし 品表示法」という。）や、「消費者安全法」の改正が行われました。
た。そして、平成22年3月には、消費者政策が新たなステージに入った 道では、この度の基本計画の改定に当たっては、こうした関係法令の
ことを踏まえ、平成22年度から26年度までの5年間を対象とする新たな 制定・改正や、消費者を取り巻く環境の変化などを考慮するとともに推
「消費者基本計画」が策定されました。 進法に基づく「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（以下「基本
また、近年、全国的な情報化の進展やライフスタイルの多様化等によ 方針」という。）を踏まえて、誰もがどこに住んでいても、生涯を通じ

り、消費者を取り巻く環境も大きく変化してきており、製品事故の多発 て様々な場で消費者教育を受けることができる機会を提供し、効果的に
や販売方法がより悪質・巧妙化するなど、消費者問題がますます複雑・ 消費者教育を推進するとともに、深刻化している高齢者等の消費者被害
多様化しており、道内においても、食品の偽装問題など食の安全・安心 の防止などを盛り込み、道内の消費者行政をより一層推進することをそ
の信頼を大きく揺るがす事案が発生したほか、新たな商品や販売方法の の主たる目的としています。
多様化を背景として、不当請求や高齢者などを狙った悪質商法が後を絶
たない状況となっています。
こうした関係法令の制定・改正や消費者行政の機能強化の動き、さら

には消費者を取り巻く環境の変化などを踏まえ、北海道では、我が国の
消費者政策の基本となる「消費者基本法」との整合性を図りつつ、地域
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の状況に応じた消費者施策を推進するため、平成21年10月、道条例を
10年ぶりに改正しました。
この改正道条例の第6条の2において、「知事は、道民の消費生活に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を定めなけ
ればならない。」と規定されたところであり、これに基づき、今般、「北
海道消費生活基本計画」（以下、「基本計画」という。）を策定するもの
です。
特に、平成21年の道条例の改正後に初めて策定する今回の基本計画に

おいては、北海道における消費生活の将来的な「目指すべき姿」に向か
って歩み始める第一歩として、住民が安心して暮らせる地域づくりに資
するため、道や市町村の消費生活相談体制を充実・強化するとともに、
迅速な消費者事故対応及び情報提供体制を整備するなど、道内の消費生
活行政をより一層推進する上での体制整備をその主たる目的としていま
す。

２ 計画の位置付け ２ 計画の位置付け

この基本計画は、道条例第6条の2の規定に基づき、道民の消費生活に (1) この基本計画は、道条例第6条の2の規定に基づき、道民の消費生活
関する施策についての基本的な方針や、道民の消費生活に関し、道が総 に関する施策についての基本的な方針や、道が総合的かつ計画的に講
合的かつ計画的に講ずべき施策、その他必要な事項を定める計画です。 ずべき施策等を定める計画です。
このため、道の消費生活に関する個別の計画や施策等は、この基本計 (2) また、推進法第10条で定める消費者教育推進計画として位置付ける

画が示す方針に基づいて策定・推進されるものです。 ものとします。
また、この基本計画は、平成14年に制定した「北海道行政基本条例」 (3) なお、この基本計画は、北海道行政基本条例第7条第1項に基づき、

第7条第1項に基づき、平成20年3月に策定した「新・北海道総合計画（ほ 道の総合計画が示す政策の基本的方向に沿って策定する消費生活に関
っかいどう未来創造プラン）」が示す政策の基本的方向に沿って、同条 する特定分野別計画となるものです。
第4項に基づき策定する、消費生活に関する特定分野別計画となるもの
です。

３ 計画の期間 ３ 計画の期間

この基本計画の期間は、平成22年度から25年度までの4年間とします。 この基本計画の期間は、平成26年度から30年度までの概ね5年間としま
なお、平成21年10月に改正した道条例の附則において、「知事は、平 す。

成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化
等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に
基づいて必要な措置を講ずる」ものとされており、道条例に策定根拠を
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置くこの基本計画の改定等にあたっては、基本的に道条例の施行状況に
ついての検討と合わせて行うこととします。

第2章 消費生活を取り巻く現状と課題 第2章 消費生活を取り巻く現状と課題

この章では、消費生活を取り巻く社会情勢の変化や道の消費者行政の この章では、消費生活を取り巻く社会情勢の変化や道の消費者行政の
取り組み等を通じて浮き彫りになっている、消費者を巡る現状や課題に 取組等を通じて浮き彫りになっている、消費者を巡る現状や課題につい
ついて記載するとともに、こうした状況の中で行われた国や道の消費者 て記載するとともに、こうした状況の中で行われた国や道の消費者行政
行政の機能強化等の動きについて記載します。 の機能強化等の動きについて記載します。

１ 消費者を巡る現状と課題 １ 消費者を巡る現状と課題

(1) 消費者問題の複雑化・多様化 (1) 消費者問題の多様化・複雑化
ア 高度情報通信社会や技術革新・規制緩和・国際化等の進展により、 ア 高度情報通信社会や技術革新・規制緩和・国際化等の進展により、
新たな商品や役務の提供など、消費生活の質や豊かさの向上にプラス 新たな商品や役務の提供など、消費生活の質や豊かさの向上にプラス
となる面が増える一方で、取引方法が複雑化・多様化し、関連する知 となる面が増える一方で、商品・役務の内容や取引方法が多様化・複
識や情報の専門性・高度化などが進み、消費者と事業者間における情 雑化し、関連する知識や情報の専門化・高度化などが進み、消費者と
報の格差はますます拡大する中、消費者の知識・経験不足につけ込ん 事業者間における情報の格差はますます拡大する中、消費者の知識・
だ様々な悪質商法が発生しています。 経験不足につけ込む様々な悪質商法が発生しています。

イ 例えば、携帯電話やインターネットの普及などにより、自宅で手軽 イ 最近では、インターネットのサイトを介して、自宅で手軽に商品や
に商品や役務を購入できるなど利便性の向上が図られましたが、一方 役務を購入できるなど利便性の向上が図られましたが、一方で、ワン
で、ワンクリック詐欺※や有料サイトに係る不当請求などの悪質商法 クリック詐欺※や有料サイトに係る不当請求などの悪質商法が発生して
が発生しています。 います。

また、利用者間のつながりを構築する場等を提供している会員制の
ウェブサービスである「SNS」（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）や「オンラインゲーム」のトラブルも相次いでいます。
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《語句の説明》 《語句の説明》

・ワンクリック詐欺 :携帯電話に届いた広告メールや架空請求メールを開き、内 ・ワンクリック詐欺：携帯電話やパソコン等に届いた広告メールや架空請求メー

容を確認しようとクリックしただけで「登録」となり、料 ルを開き、内容を確認しようとクリックしただけで「登録」

金を請求されるトラブル。最近、パソコンでも増えてきて となり、料金を請求されるトラブル。

いる。 ・Ｓ Ｎ Ｓ：インターネット上で友人を紹介しあって、個人間の交流を支援す

るサービス（サイト）。「Facebook」や「mixi」など多くのサービ

スが存在。

Social Networking Serviceの頭文字をとった略語。

ウ こうした中、道の消費生活相談においても、ハガキや封書を用いた ウ こうした中、道の消費生活相談においても、インターネットを利用
不当請求に関する相談は減少してきていますが、インターネットを利 した有料サイトに係る不当請求などの相談は、依然として高い割合で
用した有料サイトに係る不当請求などの相談は、依然として高い割合 推移しています。
で推移しています。

エ また、近年、高齢者の消費者被害に関する相談の割合が、高齢者人
エ 知識、経験が不足していたり、判断力が十分ではない若年者や高齢 口の伸び率以上に増加しており、一度被害にあった高齢者が再び狙わ
者、障がい者などを狙う悪質商法も社会問題化しております。 れるケースも増えています。高齢者は、一人暮らしの人も多く、判断
年代別の傾向としては、30歳代以下では、インターネットなどの通 力が低下している場合も見受けられ、また、｢お金｣、｢健康｣、｢孤独｣

信販売に関するトラブルが多く見られ、一方、70歳以上の高齢者では、 といった高齢者の不安に悪質事業者がつけ込んでくるケースも多く見
訪問販売に関するトラブルが多くなっています。 られます。
この要因としては、若年者は、社会的経験が少なく、交渉や契約に 平成25年度に北海道立消費生活センター（以下「道センター」とい

不慣れで判断力も未熟である場合も多く、また、高齢者は一人暮らし う。）に寄せられた消費生活相談のうち、60歳以上の人からの相談割
の人も多く、加齢により判断力が低下している場合も見受けられ、こ 合は全体の34.8％を占め、平成21年度の21.9％から約13％増加してい
うしたことにつけ込んだ悪質商法による被害が発生していると考えら ます。相談内容をみると、「食料品」に関する相談が最も多く、この
れます。 うち「健康食品」に関する相談においては60歳以上が約8割を占めてい

ます。また、「運輸・通信サービス」や「金融・保険サービス」に関
する相談も多く、そのうち「預貯金・証券等」の相談では、60歳以上
が75%を占めています。
なお、全国的な傾向として、障がい者等の相談件数が増加しており、

中でも訪問販売でトラブルの多い「新聞」が最も多く、対面で強引な
勧誘を受けるケースが多いことがうかがえます。これは、障がいのた
めに、その場で的確な判断や対応ができにくいこと、被害を受けたこ
とを他人に伝えにくいこと、さらにはそれらのために何度も悪質商法
の標的にされてしまうことがあります。
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こうした高齢者や障がい者等の消費者トラブルに際しては、本人だ
けではなく、周囲が気付いて被害に対応することが求められています。

オ このようなことから、消費者被害の拡大防止のため悪質事業者に対 オ このようなことから、消費者が様々なトラブルに巻き込まれた時に、
する迅速かつ厳正な指導・処分や、消費者被害の未然防止のため消費 どの地域に居住していても、最も身近な市町村において、安心して相
生活に関する教育や消費者に対する普及啓発はもちろん重要ですが、 談することができるよう、全ての市町村において、消費生活相談を処
特に、消費者が様々なトラブルに巻き込まれた時に、どの地域に居住 理できる体制を維持し、向上させていくことが重要であり、消費者被
していても、最も身近な市町村において、安心して消費生活相談を受 害の拡大防止のため悪質事業者に対する迅速かつ厳正な行政措置を行
けることができるよう、全ての市町村において、消費生活相談を概ね う必要があります。また、消費者自身も消費生活に関する合理的な意
処理できるように、体制を早急に強化することが最も大きな課題とな 志決定を行い、被害を認識し、危害を回避したり、被害に遭った場合
っています。 に適切に対処したりすることができる力を育てることが課題となって

います。
※「概ね処理」：道立消費生活センター等の助言を受けながら苦情相談を

概ね処理できる

「簡易な相談に対応」：クーリング・オフの仕方等の簡易な苦情相談

まで対応できる

「照会・問合せのみ」：一般的な消費生活相談（「照会」、「問い合わせ」等）

のみ対応できる

(2) 消費者に対する危害の発生 (2) 様々な消費者被害の発生
ア 国際化の進展や規制緩和などにより、消費者にとっては商品や役務 ア 国際化の進展や規制緩和などにより、消費者にとっては商品や役務
の選択の幅が広がり、利便性の向上が図られてきていますが、一方で、 の選択の幅が広がり、利便性の向上が図られてきていますが、一方で、
外国産原材料の国産偽装や輸入加工食品による健康被害、家庭用製品 全国的には外国産原材料の国産偽装や輸入加工食品による健康被害、
等による使用事故の多発など、消費者の食の安全・安心（食品の安全 冷凍食品への農薬混入など、消費者の食の安全・安心（食品の安全性
性・信頼性）に対する関心や製品に対する不安感が非常に高まってい ・信頼性）に対する信頼を裏切る事件や、化粧品や介護ベッド用手す
ます。 りの使用による身体的な被害の発生、実態のない「温泉付有料老人ホ

ームの利用権」の販売による財産被害の発生など消費者に対し速やか
な情報提供を要する事件が発生しています。

イ こうした全国的な社会情勢の中、北海道においても、牛肉以外の原 イ こうした中、北海道においても、全国的に注目を集めた牛肉以外の
材料を用いたミンチを牛肉と偽装した事件など、全国的に注目を集め 原材料を用いたミンチを牛肉と偽装した事案やホテルのレストラン等
た事件などが発生しており、本道の食の安全・安心に対するイメージ でメニュー表記と異なる食材を使用していた食材偽装事案など、安全
の低下が懸念されます。 ・安心な北海道の食ブランドの信頼を揺るがす事案が発生しています。
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ウ このようなことから、法律に違反した悪質事業者に対する厳正な行 ウ このようなことから、法律に違反した事業者に対する厳正な行政措
政措置はもちろんのこと、人の生命・身体に危害を及ぼす重大事故が 置はもちろんのこと、消費者の生命・身体に危害を及ぼす重大事故や
発生した場合の的確かつ迅速な対応や、商品や役務による消費者の生 多数の消費者の財産被害が生じる事態に的確かつ迅速に対応し、商品
命・身体・財産上の被害を未然に防止するため、必要な情報を消費者 や役務、取引による生命・身体・財産上の被害を未然に防止するため、
に迅速かつ的確に伝達するための体制整備が早急に求められていま 必要な情報を消費者に迅速かつ的確に伝達することが求められていま
す。 す。

(3) 多重債務問題 (3) 多重債務問題
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の 信用購入あっせん業者（クレジット業者）や消費者金融業者が過剰

増加が、深刻な社会問題となっています。このようなことから、貸金 な信用供与や貸付を行うことで、返済しきれない程の借金を抱えてし
業法が改正され、貸金業者からの借入残高が年収の３分の１を超える まう「多重債務者」が平成18年度末には過去最高の171万人となり、経
場合、新規の借入れをすることができなくなるなど規制が強化され、 済問題を背景とした生活保護受給者や児童虐待件数、さらには自殺者
新たな借り入れができずに無登録業者（ヤミ金）を利用する多重債務 の増加が深刻な社会問題になったことから、国では割賦販売法や貸金
者が増加する懸念や、最近では、クレジットカード現金化※といった 業法を改正して「借り手」、「貸し手」双方に対する規制強化を行うと
新たな問題も発生しており、こうした多重債務問題に対する適切 ともに、「多重債務者対策本部」を発足させ国、地方公共団体、弁護
な対応が求められています。 士会、民間団体等が一体となって実施する各種の対策に取り組んでき

ました。
これにより多重債務問題は一時に比べ落ち着きをみせていますが、

《語句の説明》 多額の借入残高を有する層は現在も相当数存在し、今後も継続的に多
・クレジットカード現金化：クレジットカードで現金化するとうたって、クレ 重債務者対策を講じていく必要があります。

ジットカードのショッピング枠で商品等を購入さ

せ、それを業者が買い取るなどと言って消費者に

現金を渡すというもの。一時的に現金を手に入れ

ることができても、その金額よりも高額なクレ

ジットカードの支払いに追われるため、予想以

上に債務が膨らんでしまうおそれがある。

(4) 環境問題の深刻化 (4) 環境問題の深刻化
我が国では、経済の高度成長により、私たちの暮らしの豊かさや利 我が国では、経済の高度成長により、私たちの暮らしの豊かさや利

便性・快適性が向上しましたが、大量生産・大量消費・大量廃棄の産 便性・快適性が向上しましたが、大量生産・大量消費・大量廃棄の産
業構造・ライフスタイルは、資源やエネルギーの大量消費をもたらし、 業構造・ライフスタイルは、資源やエネルギーの大量消費をもたらし、
廃棄物による環境汚染問題や、地球温暖化などの地球環境問題を引き 廃棄物による環境汚染問題や、地球温暖化などの地球環境問題を引き
起こしました。 起こしました。
消費者として、ごみの排出量の削減やエネルギーの節約など、日常 消費者は、これまでも、日常の消費生活が与える環境への負荷をで

の消費生活が与える環境への負荷をできるだけ低減するよう、自主的 きるだけ低減するよう、ごみの排出量の削減やエネルギーの節約に努
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・積極的に取り組むことが強く求められています。 めてきましたが、多様化する地球環境問題やエネルギー供給の不確実
性などから、さらなる取組が求められています。

２ 消費者行政を巡る動き ２ 消費者行政を巡る動き
(1) 国の動き (1) 国の動き
高度情報通信社会や国際化、技術革新等が進展した社会においては、 国においては、各省庁の所管分野に横断的にまたがる事案に対し、い

消費者問題は複雑化・多様化する傾向にあり、複数の省庁にまたがる事 わば「消費者行政の司令塔」として、各行政機関の権限の円滑な調整を
案も数多く発生するなど、これまでの行政の仕組みでは適切に対処する 図るとともに、必要な事案に対しては、自ら迅速に対応する新たな組織
ことが困難な状況が生じるとともに、食の安全・安心に対する消費者の として、「消費者庁」が平成21年9月に発足しました。また、消費生活上
信頼を揺るがす事件や、 高齢者の資産を狙った様々な悪質商法などの の生命・身体被害に係る事故の原因を究明するため、消費者安全調査委
消費者被害が相次いで発生しました。こうした社会情勢の変化などを踏 員会が平成24年10月に設置されました。
まえ、これまでの行政のパラダイム（価値規範）を転換し、国民一人ひ 消費生活関連法の整備では、平成24年8月に被害の発生・拡大防止を図
とりの立場に立ったものとするため、各省庁の所管分野に横断的にまた るために実施し得る他の法律に基づく措置がない、いわゆる「すき間事
がる事案に対し、いわば「消費者行政の司令塔」として、各行政機関の 案」について、事業者に対する勧告や必要な措置を講ずる等の消費者安
権限の円滑な調整を図るとともに、必要な事案に対しては、自ら迅速に 全法の改正、訪問購入業者に対する不当な勧誘行為（いわゆる押し買い）
対応する新たな組織として、「消費者庁」が平成21年9月に発足しまし 等を規制した特定商取引法の改正のほか、消費者教育に関する基本方針
た。 の策定や消費者教育推進会議の設置などを義務づけた推進法が制定され
また、新たな法律として、都道府県への消費生活センターの必置、道 ました。さらに平成25年6月には、食品衛生法、農林物資の規格化及び品

及び市町村の消費生活相談事務の明文化、消費生活センターなどを通じ 質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）、健康増進法の三法に分散し
た消費者事故情報の消費者庁への一元的集約のほか、各省庁への措置要 ていた食品表示に関する基準を一元化する｢食品表示法｣が制定され、平
求などを通じての消費者庁の調整権限、各省庁の規制がなされていない 成25年10月以降、ホテルのレストラン等のメニュー表示偽装が社会問題
「すき間」事案に対処する消費者庁の勧告・命令権限などを定めた「消 化したことを受け、平成26年6月に景品表示法が改正されました。合わせ
費者安全法」が平成21年9月から施行されました。 て消費生活相談員の地位向上を目指した資格制度の法制化や地域で高齢

者等の消費者被害に遭いやすい人たちへの見守り活動を支援する制度を
盛り込んだ消費者安全法の改正が行われています。

一方で、消費生活の現場は地域であり、消費に伴う様々な問題も地域 一方で、消費生活の現場は地域であり、消費に伴う様々な問題も地域
で生じていることから、地方消費者行政の充実・強化なくして、消費生 で生じていることから、地方消費者行政の充実・強化なくして、消費生
活の安定・向上はあり得ないとの考えから、国では、平成21年度から平 活の安定・向上はあり得ないとの考えから、国では、平成21年度から平
成23年度までを地方消費者行政の「集中育成・強化期間」と位置付け、 成23年度までを地方消費者行政の「集中育成・強化期間」と位置付け、
地方消費者行政活性化基金造成のための交付金の創設や地方交付税措置 地方消費者行政活性化基金（以下「基金」という。）造成のための交付
の増額などを通じた地方公共団体への支援を行っています。 金の創設や地方交付税措置の増額などを通じた地方公共団体への支援を

行い、平成24年7月には、｢地方消費者行政の充実・強化のための指針」
を策定し、｢集中育成・強化期間｣後における地方消費者行政の充実・強
化に向けた方向性が示され、平成25年度まで基金等活用期間が延長され
ました。その後、地域社会の消費者問題解決力の向上等を目指した、



- 8 -

北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

地方の計画的・安定的な取組に対する支援を強化していくため、さらに
基金等の活用期間を最長平成39年度まで延長する方針が示されました。

(2) 道の動き (2) 道の動き
北海道においても、こうした国が実施する地方消費者行政の充実・強 北海道としては、こうした国が実施する地方消費者行政の充実・強化

化のための施策を有効活用し、平成21年2月に「北海道消費者行政活性 のための施策により、平成21年2月に基金を造成し、道及び市町村の消費
化基金」（以下、「基金」という。）を造成し、道及び市町村の消費生活 者行政の機能強化に関する施策を進めています。
行政の機能強化 に関する施策に取り組んでいます。 また、行政組織の面からは、国における消費者行政の一元化や機能強
また、法規的な観点からは、国における消費生活行政の機能強化や法 化等の動きを踏まえて、道においても、消費者行政の機動的、効率的な

律の制定・改正、さらには消費者を取り巻く環境の変化などを踏まえ、 推進体制の構築に向けて、庁内の消費者行政の集約・一元化を図り、平
悪質商法に対 成22年4月に「消費者安全課」を設置しました。平成26年4月には、前年
する規制強化に向けて、禁止する不当な取引方法を拡充するなど、地域 に表面化したホテルのレストラン等におけるメニューの不適切な表示問
の状況 題を受け、食品表示の監視体制を強化し、表示の適正化を図っています。
に応じた消費者施策を推進するため、平成21年10月に道条例を改正しま このほか、平成25年2月に施行された特定商取引法の改正趣旨を踏まえ、
した。 道条例においては、事業者が消費者から物品を購入する行為等が、消費
さらには、行政組織の面からも、国における消費生活行政の一元化や 者を保護するべき対象となる取引に含まれることを明確にするため、平

機能強化等の動きを踏まえて、道においても、消費生活行政の機動的、 成26年10月に条例改正を行いました。
効率的な推進体制の構築に向けて、庁内の消費生活行政の集約・一元化
を図り、平成22年4月に「消費者安全課」を新たに設置しました。

(3) 市町村の動き (3) 市町村の動き
こうした国や道の動きなどを踏まえ、道内の市町村では、基金を活用 こうした国や道の動きなどを踏まえ、道内の市町村では、基金を活用

し、住民への相談窓口の周知や被害防止のための啓発を進めるとともに、し、住民への相談窓口の周知や被害防止のための啓発を進めるとともに、
消費生活センターや相談窓口の整備、消費生活相談員の資質向上を図る 消費生活センターや相談窓口の整備、消費生活相談員の資質向上を図る
など、消費者行政の機能強化に取り組んでいます。 など、消費者行政の機能強化に取り組んでいます。
また、複数の市町村により専任の消費生活相談員を配置し、相談に対 また、複数の市町村により専任の消費生活相談員を配置し、相談に対

応する地域もあり、今後、同様な対応を図るよう複数市町村で検討を進 応する地域もあり、今後、同様な対応を図るよう複数市町村で検討を進
めている地域も見られます。 めている地域も見られます。

第3章 消費者施策の基本的な方針 第3章 消費者施策の基本的な方針

この章では、道として、今後、消費者施策を推進していく上で、行政 この章では、道として、消費者施策を推進していく上で、行政・事業
・事業者・消費者それぞれが果たすことが求められる責務や役割を記載 者・消費者それぞれが果たすことが求められる責務や役割を記載すると
するとともに、北海道の消費生活の将来的に目指すべき姿について、そ ともに、北海道の消費生活の将来的に目指すべき姿について、その基本
の基本的なスタンスや方針などについて記載します。 的なスタンスや方針などについて記載します。
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１ 行政・事業者・消費者の責務、役割 １ 行政・事業者・消費者の責務、役割

道民の消費生活の安定及び向上が図られるためには、国や道、市町村 道民の消費生活の安定及び向上を図るためには、国や道、市町村がそ
がその責務を十分に果たすことはもちろんですが、消費者に商品や役務 の責務を十分に果たすことはもちろんですが、消費者に商品や役務を提
を提供する側の事業者・事業者団体の責務や、消費生活の主役を担う消 供する側の事業者・事業者団体の責務や、消費生活の主役を担う消費者
費者・消費者団体の役割も重要です。 ・消費者団体の役割も重要です。
道条例においては、道及び事業者・事業者団体の責務、消費者・消費 道条例においては、道及び事業者・事業者団体の責務、消費者・消費

者団体の役割を明記しており、消費者の権利の尊重や自立の支援に向け 者団体の役割を明記しており、消費者の権利の尊重や自立の支援に向け
て、それぞれがその責務や役割を果たしていくことが求められています。て、それぞれがその責務や役割を果たしていくことが求められています。
また、消費者安全法においては、道及び市町村の消費生活相談や消費 また、消費者安全法においては、道及び市町村における消費生活相談

者事故等の発生に関する情報の通知等に係る事務の実施が、義務付けら 業務の実施や消費生活協力団体及び消費生活協力員の育成･確保、消費者
れています。 安全確保地域協議会の設置、消費者事故等の発生に関する情報の通知等

に係る事務の実施が求められています。

(1) 道の責務 (1) 道の責務
道は、その社会経済の情勢や地域の実情に応じ、国や市町村と緊密に 道は、社会経済の情勢や地域の実情に応じ、国や市町村と緊密に連携

連携し、また、道民の意見や協力を得ながら、消費者の権利の尊重及び し、また、道民の意見や協力を得ながら、消費者の権利の尊重及び自立
自立の支援に向けた施策を講ずる責務を有しています。そのため、道民 の支援に向けた施策を講ずる責務を有しています。そのため、道民の消
の消費生活に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、国の施策との調 費生活に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、国の施策との調整を
整を図りながら自ら必要な施策を実施するとともに、消費生活の主役を 図りながら自ら必要な施策を実施するとともに、消費生活の主役を担う
担う地域住民に最も身近な立場にある市町村が、消費生活関連施策を策 地域住民に最も身近な立場にある市町村が、消費生活関連施策を策定し
定したり、消費生活相談業務などを実施するに当たって必要な助言を行 たり、消費生活相談業務などを実施するに当たって必要な助言を行うな
うなどの支援を行う責務を有しています。 どの支援を行う責務を有しています。
また、消費者安全法に基づき、事業者に対する消費者からの苦情相談

や苦情処理のためのあっせんのうち広域的な見地を必要とするもの、消
費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査・分析のうち専
門的な知識及び技術を必要とするもの、広域的な見地から消費者安全確
保のために必要な情報収集・提供、市町村との消費者事故等の発生に関
する情報交換などの事務の実施、重大消費者事故等が発生した場合の速
やかな国への報告等が義務付けられています。さらには、専門的な知識
・経験を有する消費生活相談員等を配置した消費生活センターを必ず設
置しなければならないこととなっています。
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(2) 市町村の責務 (2) 市町村の役割
市町村は、消費者安全法に基づき、事業者に対する消費者からの苦情 市町村は、地域住民に最も身近な行政機関として、自主的かつ計画的

に係る相談や苦情処理のためのあっせん、消費者安全確保のために必要 に消費生活に関する施策を実施するとともに、国や道と緊密に連携し、
な情報収集・提供、都道府県との消費者事故等の発生に関する情報交換 地域住民の意見や協力を得ながら、消費者の権利の尊重及び自立の支援
などの事務の実施、重大消費者事故等が発生した場合の速やかな国への に向けた施策を講ずることが求められています。
報告等が義務付けられています。
また、専門的な知識・経験を有する消費生活相談員等を配置した消費

生活センターの設置に努めなければならないこととなっています。

(3) 事業者・事業者団体の責務 (3) 事業者・事業者団体の責務
事業者は、供給する商品及び役務に係る消費者の安全や公正な取引を 事業者は、供給する商品及び役務に係る消費者の安全や公正な取引を

確保すること、必要な情報を明確かつ平易に提供すること、消費者との 確保すること、必要な情報を明確かつ平易に提供すること、消費者との
取引に際して消費者の知識・経験・財産等の状況に配慮すること、消費 取引に際して消費者の知識・経験・財産等の状況に配慮すること、消費
者の苦情に適切に対応すること、消費者の意見を事業活動に適切に反映 者の苦情に適切に対応すること、消費者の意見を事業活動に適切に反映
すること、道の消費生活に関する施策に協力することなどが求められま すること、道の消費生活に関する施策に協力する責務を有しています。
す。 また、事業者団体は、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体
また、事業者団体は、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体 制整備や、消費者の信頼を確保するための自主的な活動を行う責務を有

制整備や、消費者の信頼を確保するための自主的な活動を行うことなど しています。
が求められます。

(4) 消費者・消費者団体の役割 (4) 消費者・消費者団体の役割
消費者は、自ら進んで、消費生活に関する必要な知識を習得し、必要 消費者は、自ら進んで、消費生活に関する必要な知識を習得し、必要

な情報を収集するなど、自主的・合理的に行動するよう努めることや、 な情報を収集するなど、自主的・合理的に行動するよう努めることや、
知的財産権の適正な保護へ配慮するよう努めることが求められます。 知的財産権の適正な保護へ配慮するよう努めることが求められます。
また、消費者個人による努力には限界があることから、消費者団体は、 また、消費者団体は、それぞれの設立目的に応じて消費生活に関する

消費生活に関する必要な情報の収集や提供、意見の表明、消費者に対す 必要な情報の収集や提供、意見の表明、消費者に対する啓発及び教育活
る啓発及び教育活動、消費者被害の防止や救済のための活動などを通じ、動、消費者被害の防止や救済のための活動などを通じ、消費生活の安定
消費生活の安定及び向上を図るための健全で自主的な活動を行うことが 及び向上を図るための健全で自主的な活動を行うことが求められます。
求められます。

２ 道の施策の基本的な展開方針 ２ 道の施策の基本的な展開方針

道条例の第2条では、条例の基本理念が謳われており、「消費者の利 道条例の第2条では、「消費者の利益の擁護及び増進は、道民の消費生
益の擁護及び増進は、道民の消費生活における基本的な需要が満たされ、活における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
その健全な生活環境が確保される中で、消費者の権利が尊重されるとと で、消費者の権利が尊重れるとともに、消費者が自主的かつ合理的に行
もに、消費者が自主的かつ合理的に行動することができるよう地域の状 動することができるよう地域の状況にじて消費者の自立が支援される
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況に応じて消費者の自立が支援され ることを旨として、行われなけれ ことを旨として、行われなければならない」と、条例基本理念が謳われ
ばならない」と規定しています。 ています。
こうした基本理念の考え方に基づき、道民の消費生活の安定及び向上 こうした基本理念の考え方に基づき、道民の消費生活の安定及び向上

を図るためには、長期的視点に立った将来のあるべき姿を見据え、消費 を図るためには長期的視点に立った将来のあるべき姿を見据え、消費者
者を取り巻く現状 と課題を的確に踏まえながら、着実に施策を推進し を取り巻く現状と課題を的確踏まえ、行政・事業者・消費者の責務、役
ていく必要があります。 割を理解して、着実に施策を推進していく必要があります。
そのために、ここでは、北海道の消費生活の目指すべき姿、将来像を そのために、ここでは、北海道の消費生活の目指すべき姿、将来像を

明らかにするとともに、目指すべき姿に向かって歩み始める第一歩とし 明らかにするとともに、目指すべき姿に向かって、特に本計画期間で重
て、特に本計画期間で取組を急ぐ喫緊の課題について、その方向性を示 点的に取り組む施策についてその方向性を示します。
します。

(1) 健全で豊かな消費生活の実現に向けて（目指すべき姿） (1) 健全で豊かな消費生活の実現に向けて（目指すべき姿）

《目指すべき姿》 《目指すべき姿》

行政・消費者・事業者が連携・協働した健全で豊かな消費生活の実現 行政・消費者・事業者が連携・協働した健全で豊かな消費生活の実現

《公正な市場ルールの形成》 《公正な市場ルールの形成》
技術の発展や取引形態の複雑化・多様化等によって知識や情報の専 消費者と事業者との間の情報の質・量及び交渉力等の格差を埋める

門性が高まったことなどによる、消費者と事業者との間の情報の質・ ため、行政は、消費者に対し様々な支援を行うとともに、事業者に対
量及び交渉力等の格差が是正され、消費者と事業者が対等な関係を構 しては、法律や条例により事業活動の適正化、違法行為の是正等を図
築し、その対等な関係に基づく経済活動のもと、「公正な市場ルール る必要があります。
が形成される消費生活の実現」を、以下の取り組みを 通じて目指し 消費者が自由に適切な商品等を選択できる環境を整え、消費者被害
ます。 の未然防止等を図ることは、悪質な事業行為や事業者を排除するとい

う面で、事業者にとっても公正で自由な競争が確保されることにつな
がります。
道では、以下の取組を通じて公正な市場ルールが形成される消費生

①『道民が最も身近な市町村において、安心して消費生活相談を受け 活の実現を目指します。
ることができ窓口の整備、消費者事故等への迅速かつ適切な対応及 ① 道民が最も身近な市町村において安心して消費生活相談を受ける
び情報提供体制の構築によって、消費者被害の救済や未然・拡大防 ことができる窓口の整備、消費者事故等への迅速かつ適切な対応及
止などが図られる』 び情報提供体制の構築によって、消費者被害の救済や未然・拡大防

止などを図ります。
②『特定商取引法、ＪＡＳ法、景品表示法、道条例など法令等の厳格 ② 特定商取引法、食品表示法、景品表示法、道条例など法令等の厳
な運用による監視・指導によって、適正な事業活動が促進される』 格な運用による監視・指導によって、適正な事業活動の促進を図り

ます。
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③『また、消費生活に関する様々な知識や体験等を習得できる教育機 ③ 消費生活に関する様々な知識の習得や体験等ができる教育機会の
会の一層の充実、各種広報媒体や地域のネットワークなどを通じた 一層の充実、各種広報媒体や地域のネットワークなどを通じた普及
普及啓発活動の活発化などによって、消費者の自立に向けた自主的 啓発活動の活発化などによって、消費者の自立に向けた自主的・合
・合理的な行動が促進される』 理的な行動の促進を図ります。

《行政、消費者、事業者が連携・協働した健全で豊かな消費生活 《行政、消費者、事業者が連携・協働した健全で豊かな消費生活
の実現》 の実現》
また、公正な市場ルールのもと、消費者による賢い消費行動や消費 また、公正な市場ルールのもと、消費者による賢い消費行動や消費

者利益を尊重する事業者への評価・支援が優良な事業活動を後押し、 者利益を尊重する事業者への評価・支援が優良な事業活動を後押し、
また、行政としてもさらに消費者・事業者の適切な活動を維持・促進 また、行政としてもさらに消費者・事業者の適切な活動を維持・促進
する中で、「行政、消費者、事業者が連携・協働※した健全で豊かな する中で、「行政、消費者、事業者が連携・協働した健全で豊かな消
消費生活の実現」を目指します。 費生活の実現」を目指します。

《語句の説明》

・協 働：市民と行政が、相互の理解と信頼のもとに、目的を共有し、積極的

に連携、協力することによって、地域の公共的な課題の解決に当た

ろうとする考え方。

また、「協働」とは、「地域社会づくりに市民が主体的に関わる一

つの形」として、あるいは、「公共的な課題を解決するという目的

を達成するための取組方法の一つ」として位置付けることができる。

（※北海道協働推進基本方針〈平成１５年３月 北海道策定〉より）

(2) 喫緊の課題への対応 (2) 重点的に取り組む施策

★消費生活相談体制の整備 特に、本計画期間内においては、法の制定・改正の状況や社会情勢等

★消費者事故対応及び情報提供体制の整備 を踏まえ、次の施策について重点的に取り組むこととします。

特に、本計画期間内においては、国が、平成21年度から23年度までを ◎ 消費者教育の推進
地方消費者行政の機能強化や活性化のための「集中育成・強化期間」と 平成24年12月に消費者教育を総合的・一体的に推進することを目指し
位置付けていること、また、平成21年9月に施行された消費者安全法に た推進法が施行され、消費者が消費行動を通じて、公正かつ持続可能な
おいて、地方公共団体の事務として、消費生活相談や消費者事故等 社会の形成に積極的に参画する｢消費者市民社会｣※が定義付けられまし
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の情報収集・提供・報告などが義務付けられ、その適切な対応が求めら た。これを受け、平成25年6月には、消費者教育を推進するための基本方針が
れていることなども踏まえ、道としても、「消費者を守る」という視点 示され、「消費者市民社会の形成に寄与する消費者を育む消費者教育とは、被
からの取組について、一層推進する必要があります。 害に遭わない消費者、合理的意思決定ができる自立した消費者にとどまらず、
こうしたことから、消費者が安心して、いつでもどこでも身近な場所 社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与

で適切な消費生活相談や消費生活情報などを受けることができるよう、 する消費者を育成する教育を意味する」としています。
道内の消費生活相談体制の整備や、消費者事故等の適切な対応及び情報 このため、道としても、消費者市民社会の形成に参画することの重要性を理
収集・提供体制等の整備など、道内の消費生活行政をより一層推進して 解し、関心を深めるための教育を推進していく必要があります。
いく上で必要な体制の整備を「喫緊の課題」として位置付け、計画期間 こうしたことから、道民がどこに住んでいても、生涯を通じて様々な場で消
前期において、最優先課題として、集中的かつ積極的に取り組んでいき 費者教育を受けることができるよう、効果的な消費者教育を推進し、担い手間
ます。 の連携・情報共有に努めます。

《語句の説明》

・消費者市民社会：一人一人の消費者が、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれ

る人々の状況、内外の社会経済情勢や地球環境にまで思いをはせ

て生活し、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味しま

す。

◎ 高齢者等の被害の防止
高齢者の消費者トラブルに関する相談の割合が高齢者人口の伸び率を上回る

ペースで増加しており、その内容としては電話勧誘販売によるものの増加が目
立ちます。今後も、高齢化・単独世帯化が進む中で、お金や健康、孤独など、
高齢者の大きな不安につけ込む消費者トラブルの増加が懸念されます。
また、全国的な傾向として、障がい者の相談件数が増加しており、内容とし

ては訪問販売によるトラブルが多くなっています。障がいによっては、的確な
判断や対応ができにくいこと、被害を受けたことを伝えにくいこと、そのため
何度も悪質商法の標的にされてしまうことがあり、周囲がトラブルに気づいて
対応することが求められています。
こうした背景から、道としても地域における消費者被害防止ネットワーク※

づくりを進めるなど、高齢者等の被害の防止に努めます。

《語句の説明》

･消費者被害防止ﾈｯﾄﾜｰｸ：行政・関係機関・団体が連携して、消費者に対し、消費生
活に関する情報の提供及び消費者教育・啓発活動を推進するとともに適切な相談活動

などを通じて悪質商法追放気運の醸成を図り、消費者被害の防止に資することを目的

に設置される連絡会議。
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第4章 総合的、計画的に講ずべき施策の展開方向 第4章 総合的、計画的に講ずべき施策の展開方向

この章では、道民の消費生活に関し、道が総合的かつ計画的に講ずべ この章では、道民の消費生活に関し、本計画期間内で、道が総合的か
き施策を具体的に掲げていきますが、第３章の２の「道の施策の基本的 つ計画的に講ずべき施策を第３章の２の「道の施策の基本的な展開方針」
な展開方針」に沿って、将来的な目指す姿である「行政・消費者・事 に沿って、具体的に掲げていきます。第１節では、特に重点的に取り組
業者が連携・協働した健全で豊かな消費生活の実現」に向けて、本計 む施策について記載した上で、第２節では、総合的かつ計画的に講ずべ
画期間内で、住民が安心して暮らせる地域づくりのために、第１節で き道の消費者施策全般に係る「施策の展開方向」について記載します。
は、特に取り組みを急ぐことが求められる「喫緊の課題」への対応につ また、第３節では、第２節において体系的に整理した消費者施策につい
いて記載した上で、第２節では、総合的かつ計画的に講ずべき道の消費 て、「社会経済情勢の変化への的確な対応」という観点から、本道の特
者施策全般に係る「施策の展開方向」について記載します。また、第３ 性や環境保全、高度情報通信社会など、施策の推進に当たって配慮すべ
節では、第２節において体系的に整理した消費者施策について、「社会 き事項を掲げ、あらためて、消費生活に関する施策の方向性について記
経済情勢の変化への的確な対応」という観点から、本道の特性や環境保 載します。
全、高度情報通信社会など、施策の推進に当たって配慮すべき事項を掲
げ、あらためて、消費生活に関する施策の方向性について記載します。

《第１節 喫緊の課題への対応》 《第１節 重点的に取り組む施策》

国は、消費者安全法において、地方公共団体に対して消費生活相談や ここでは、本計画期間中に重点的に取り組む「消費者教育の推進」と
消費者事故等対応の体制整備等を求め、平成21年度から23年度までを地 「高齢者等の被害の防止」に向けた施策について、法の制定・改正や基
方消費者行政の「集中育成・強化期間」と位置付けている中、道として 本方針を踏まえて整理し、着実に取り組んでいきます。
も、「消費者を守る」ことが優先して速やかに取り組むべき課題である
と考え、そのための消費生活相談体制の整備や消費者事故等の適切な対
応及び情報収集・提供体制等の整備などに積極的に取り組みます。

１ 消費生活相談体制の整備 １ 消費者教育の推進
【 主な施策 】

消費者問題が複雑化・多様化する中で、消費者が安心して、いつでも ア 学校における消費者教育
どこでも身近な場所で適切な消費生活相談を受けることができるよう、 ○ 現行の学習指導要領において、消費者教育に関する内容の充実が図
道及び市町村の消費生活相談体制の整備を推進します。 られていることを踏まえ、各学校に対してその趣旨等の周知徹底はも
また、国の地方消費者行政の「集中育成・強化期間」が終了した後の とより、消費者教育に携わる教員の指導力向上のため、関係機関や消

平成24年度以降に向けて、これまで行ってきた市町村支援のあり方を見 費者団体等と連携しながら、指導者養成講座の開催や教員研修の充実
直すとともに、「道の機能向上」や「消費者啓発」も含め、道内の消費 に取り組み、児童生徒の発達段階に応じた消費者教育の充実に努めま
生活相談体制全体の整備方向について、検討を進めます。 す。
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(1) 道の相談体制の整備充実 ○ 学校教育において、児童生徒の発達段階に応じた消費者教育の充実
広域的見地が必要な事案や、高度で専門的な知識が必要とされる事案 が求められていることを踏まえ、関係部局等が有する情報や知識を活

の処理を行うとともに、市町村の相談員や職員への助言・指導などによ 用した教育・啓発事業等については、教育委員会や学校との連携を図
り、北海道全体としての問題解決能力の向上を図るため、道の消費生活 るとともに、外部の専門家などの協力を得ながら、学校における消費
相談体制の中心的役割を担っている、北海道立消費生活センター（以下、 者教育に対する支援に努めます。
「道センター」という。）の機能強化に取り組みます。

イ 地域における消費者教育
【 主な施策 】 ○ 自立した消費者を育むためには、地域においても消費者教育に取
○ 基金等を活用し、道センターの相談員の研修受講などによる資質の り組むことが重要であることを踏まえ、関係部局等が有する情報や
向上、弁護士やファイナンシャルプランナーなどの専門家の活用、相 知識を活用した消費者教育用教材等の作成・配布、地域で開催され
談対応の質の向上に必要な機器整備や執務環境の整備など、道センタ る講座への講師派遣等については、市町村や教育委員会との連携を
ーにおける相談体制の機能強化を図ります。 図るとともに、外部の専門家などの協力を得ながら、公民館などの

社会教育施設を活用した地域における消費者教育に対する支援に努
○ 住民に最も身近な市町村が行う消費生活相談に関して、市町村専用 めます。
電話や相談員の地域別担当制による過去の類似の相談事例の提供や解
決手法などの助言・指導を有効かつ効果的に行うとともに、市町村の ○ 消費者が必要な情報を得て、自主的かつ合理的に行動できるよう
相談員の資質向上のための研修機会の提供、相談体制整備後の維持・ になるためには、幼児期から高齢期までの生涯にわたり、それぞれの
向上のための支援体制を構築するなど、市町村を的確にバックアップ 時期に応じ、また、学校、地域、家庭、その他の様々な場において、
するための道センター機能の高度化を図ります。 消費者教育を総合的かつ一体的に推進することが必要であることを踏

まえ、道センターが中心となって、消費生活に関する情報や学習機会

(2) 市町村の相談体制の整備促進 の提供、消費者活動への援助等に努めます。
全ての市町村において相談からあっせんまで適切に対応することがで

きるよう、消費生活相談窓口の充実や消費生活センター等の整備、消費 ○ 高齢者や障がい者等の消費者被害の未然防止と早期発見のために
生活相談員等の人材確保資質向上、相談対応に係る助言・調整等の支援 は、周囲による見守りが必要であることを踏まえ、町内会連合会等の
を通じて、着実な整備を促進します。 地域の団体、福祉関係団体などで構成する北海道消費者被害防止ネッ

トワークを活用した消費者教育、情報提供等を推進するとともに、各
【 主な施策 】 地域における消費者被害防止ネットワークづくりを進め、消費者教育、
○ 各市町村において、基金を活用し、相談員の人材確保や研修受講な 啓発活動に努めます。
どによる相談員の資質向上、相談対応の質の向上に必要な機器整備、
執務環境の整備など、相談体制の整備が図られるよう、必要な助言・ ○ 市町村における消費者教育推進地域協議会の設置や消費者教育推進
情報提供などを行います。 計画の策定について、必要な助言を行い、地域における消費者教育の

推進が図られるよう支援に努めます。
○ 市町村の相談体制整備を支援するため各総合振興局・振興局に配置
している消費生活相談推進員を活用し、地域の実情に応じた市町村支 ウ 職域における消費者教育
援を行い、相談体制の整備が図られるよう努めます。 ○ 消費生活に関する知識は、学校教育で得たものと、社会人として必

要になるものが必ずしも一致せず、社会に出てからの学びの場も少な
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○ 道内の市町村は、人口規模や行政面積、財政力など様々な面での相 いため、推進法においては、従業者に対して研修等を実施することが
違があり、それぞれの地域の実情を踏まえた対応が必要で、単独の市 事業者に求められていることを周知するほか、研修等に活用できる出
町村での体制整備が困難な市町村にあっては、周辺市町村との連携に 前講座や講師に関する情報提供を通じ、職域における消費者教育の支
より、複数の市町村により専任の 消費生活相談員を配置し相談に対 援に努めます。
応するなど、広域的な体制整備が図られるよう、必要な調整を行いま
す。その手法については、総務省が進める定住自立圏構想※や広域連 エ 消費者教育の担い手の育成等
合※・事務委託※ など様々ですが、釧路地区や富良野地区など道内に ○ 教職員等を対象とした消費者教育指導者養成講座や、消費者教育に
おける先進地事例を参考にするとともに、地域の実情や各市町村の意 関する内容を位置づけた各種教員研修の実施、消費者教育に係る実践
向なども十分踏まえながら促進します。 資料等の作成・配付等を通じ、教職員の実践的な指導力の向上に努め

ます。

○ 地域での消費者教育の取組が進むよう、消費者教育の担い手育成に
関する情報提供や、行政、消費者団体、事業者、事業者団体、大学等、
関係機関、団体との意見交換や会議において、消費者教育に関する情
報交換に努め、多様な担い手の連携を支援します。

２ 消費者事故対応及び情報提供体制の整備 ２ 高齢者等の被害の防止
【 主な施策 】

消費者を消費者事故等から未然に守り、また、その拡大を防止するた ○ 高齢者や障がい者等の消費生活相談に当たっては、市町村の地域包
め、重大事故等が発生した場合の国へ速やかな報告や、消費者の安全を 括支援センターや相談支援の窓口など関係機関と連携することによ
確保するための必要な情報の収集・住民への提供など、道及び市町村の り、消費者の年齢や障がいの特性などに配慮した相談対応を行うとと
迅速な消費者事故対応及び情報提供体制の整備を推進します。 もに、見守りなどの継続した支援が行われるよう努めます。

【 主な施策 】 ○ 高齢者や障がい者等の消費者被害の未然防止と早期発見のために
○ 消費者事故等は、製品の瑕疵による事故や食中毒などの食品に関す は、周囲による見守りが必要であることを踏まえ、町内会連合会等の

か し

るものなど多岐にわたることから、関係部局も複数にまたがっていま 地域の団体、福祉関係団体などで構成する北海道消費者被害防止ネッ
す。道では、消費者安全法に基づき消費者庁への通知が必要な事案に トワークを活用した消費者教育、情報提供等を推進するとともに、各
ついて、関係部局から消費者安全課に情報を集約する体制を整備しま 地域における消費者被害防止ネットワークづくりを進め、消費者教育、
す。また、食の安全・安心に関する通報等の情報を共有するため、庁 啓発活動に努めます。
内各部等で構成する消費生活安定会議に新たに食品安全部会を設置し
ており、生命・身体に影響を及ぼす重大事故など、道民の消費生活の ○ 道内の行政機関が情報共有を行う消費者行政メーリングリスト※を
安全確保に係る緊急事態が発生した場合には、関係部局による対策会 活用するほか、消費者被害防止情報｢消費者ほっとメール」、ホーム
議を設置し、適切かつ迅速に対応していきます。 ページ等による情報発信のほか、各地域レベルで自治会や社会福祉団

体等と連携した消費者被害防止ネットワークの取組を拡げ、高齢者な
ど様々な消費者へ効果的な情報周知が図られるよう努めます。



- 17 -

北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

○ 消費者事故情報を速やかに消費者庁へ通知するため、その有効な手
法である、国民生活センターと都道府県の消費生活センターや市町村
の消費生活相談窓口をオンラインで結ぶ消費生活情報ネットワークシ 《語句の説明》

ステムの整備促進を図ります。 ･消費者行政ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ：電子メールを使って、行政や警察、消費生活セン

ター等の関係機関の職員間で、消費生活相談窓口に

○ 消費者庁において集約・分析された消費者事故情報や、多発してい おける消費者苦情や消費者行政情報等に関する情報

る悪質商法に関する情報などについて、必要とする消費者に適時・適 交換を行うシステム。

切に伝達されるよう、道及び市町村その他関係機関などで構成する、
インターネットを活用した情報共有体制の機能強化を促進します。
また、悪質商法や詐欺的な手口から消費者、特にターゲットになり ○ 公正な消費者取引を確保するため、景品表示法に基づき過大な景

やすい若年者や高齢者、障がい者などについて、地域社会全体で、監 品類や不当表示の監視・指導を行うとともに、特定商取引法等及び
視したり、声をかけ合うなどフォローする仕組みづくりとして、全道 道条例に基づき事業者への行政処分や勧告・指導、事業者を特定す
及び各地域レベルで、市町村や地域包括支援センター、警察、学校、 る情報の提供を行うなど、関係法令等の適切な運用を図ることによ
自治会、老人クラブ、社会福祉団体、障がい者団体等の連携による消 り､消費者取引の適正化及び消費者被害の未然防止に努めます。
費者被害防止ネットワークづくりの一層の促進及び同ネットワークの
有効活用などを進め、消費者への効果的な情報周知や地域ぐるみでの
見守りなどに努めます。

《第２節 基本的な展開方向》 《第２節 基本的な展開方向》
第１節の「喫緊の課題への対応」とともに、本計画期間を通じて、総 本計画期間を通じて、総合的かつ計画的に講ずべき道の消費者施策全

合的かつ計画的に講ずべき道の消費者施策全般について、「消費者の権 般について、「消費者の権利の尊重」及び「消費者の自立の支援」を基
利の尊重」及び「消費者の自立の支援」を基本理念とする道条例の考え 本理念とする道条例の考え方に基づき、体系的に整理し着実に取り組ん
方に基づき、体系的に整理し着実に取り組んでいきます。 でいきます。

１ 消費者の権利の尊重 １ 消費者の権利の尊重

より複雑化・多様化する消費者問題に適切に対処していくため、道と より多様化・複雑化する消費者問題に適切に対処していくため、道と
しては、高度・専門化する苦情相談処理に対応できるよう、消費生活相 しては、専門化・高度化する苦情相談処理に対応できるよう、消費生活
談員の資質の向上など消費生活相談体制の整備を図るとともに、消費者 相談員の資質の向上など消費生活相談体制の整備を図るとともに、消費
被害の救済等を図ります。 者被害の救済等を図ります。
また、悪質事業者に対して特定商取引法、道条例などに基づき、行政 また、悪質事業者に対して特定商取引法、道条例などに基づき、行

処分や勧告・指導、事業者を特定する情報の提供を行うなど、厳正に対 政処分や勧告・指導、事業者を特定する情報の提供を行うなど、厳正
処します。 に対処します。
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さらに、近年、食品表示などを中心に不当な表示に関する事案が発生 さらに、近年、食品表示などを中心に不当な表示に関する事案が発生
していることから、ＪＡＳ法や不当景品類及び不当表示防止法（以下「景 していることから、食品表示法や景品表示法などに基づき、表示の適正
品表示法」という。）などに基づき、表示の適正化を図るなど、消費生 化を図るなど、消費生活関係法令等の適切な運用により、道民の消費生
活関係法令等の適切な運用により、道民の消費生活の安定・向上に努め 活の安定・向上に努めます。
ます。 また、食の安全・安心に対する消費者の信頼を損なう事案も発生して
また、食の安全・安心に対する消費者の信頼を損なう事案も発生して いる状況にあることから、再発防止と消費者の信頼回復を図るため、庁

いる状況にあることから、再発防止と消費者の信頼回復を図るため、庁 内の横断的推進体制により、情報の共有化を含め庁内関係部局が緊密に
内の横断的推進体制により、情報の共有化を含め庁内関係部局が緊密に 連携し、必要な対策を進めます。
連携し、必要な対策を進めます。 このほか、消費生活モニターの配置や食品・家庭燃料の安定供給など
このほか、消費生活モニターの配置や食品・家庭燃料の安定供給など 価格安定対策に取り組むほか、「北海道食の安全・安心条例」などに基

価格安定対策に取り組むほか、「北海道食の安全・安心条例」などに基 づき、消費者の視点に立った食の安全・安心の確保に努めます。
づき、消費者の視点に立った食の安全・安心の確保に努めます。

(1) 消費者苦情等の処理及び消費者被害の救済 (1) 消費者苦情等の処理及び消費者被害の救済
【 主な施策 】 【 主な施策 】
ア 苦情相談等の処理 ア 道における苦情相談処理体制の充実
○ 道センターには専門的な知識及び経験を有する消費生活相談員を配 ○ 道は、広域的な見地を必要とする相談事案や、高度の専門性を必要
置するとともに、助言者として弁護士や建築士などを道センターの苦 とする事案について、あっせん等を行います。
情処理専門員に委嘱して、消費者からの苦情相談を適切かつ迅速に処
理します。また、電話や面談による相談が困難な消費者のため、電子 ○ 道センター相談員の資質の向上や、弁護士、建築士、臨床心理士な
メールによる相談対応を行うなど、相談者の利便性や特性などにも配 どの専門家による支援などにより、道センターにおける苦情相談処理
慮します。さらに、寄せられた相談情報等をもとに、悪質事業者の行 機能や、住民に最も身近な市町村を的確に支援するための機能の高度
政処分や勧告・指導などにも繋げていきます。 化を図ります。

○ 住民に身近な市町村で、消費者からの苦情相談が専門的知見に基づ イ 市町村における苦情相談処理への支援
き適切かつ迅速に処理されるよう、道センターが市町村専用電話や地 ○ 平成２４年度当初には道内のほとんどの地域で消費生活相談を概ね
域別担当制により助言・支援を行うほか、市町村の相談員等に対する 処理できる体制が構築されたことを踏まえ、北海道全体としての問題
専門的・実践的な研修を実施するなど、市町村における相談体制の強 解決能力の向上を図るため、道センターが中心となって、市町村に対
化に向けた支援を行います。 して次の三つの柱による支援に引き続き取り組みます。

・道センター相談員の地区別担当制や地区担当相談員に直接相談可能な
市町村専用電話による市町村相談員等への助言等による支援

・市町村の相談員や職員の資質向上のための人材育成への支援
・被害情報、研修情報、啓発情報、苦情相談処理事例等の情報提供
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○ 市町村において、相談員の人材確保や研修受講などによる相談員の
資質向上、相談対応の質の向上に必要な機器整備、執務環境の整備な
ど、相談体制の整備が図られるよう、必要な助言・情報提供などを行
います。

○ 市や町の消費生活センターを中核とした複数の周辺市町村による広
域的な体制整備が図られるよう、引き続き必要な調整に取り組みます。

ウ 相談等の処理に当たって取り組む事項
○ 道センターでは、電話や面談による相談が困難な消費者のため、電
子メールによる相談対応を行うなど、相談者の利便性や特性などにも
配慮します。さらに、寄せられた相談情報等をもとに、悪質事業者の
行政処分や勧告、指導などにも繋げていきます。

○ 高齢者や障がい者などの消費生活相談に当たっては、市町村の地域 ○ 高齢者や障がい者等の消費生活相談に当たっては、市町村の地域包
包括支援センターや相談支援の窓口など関係機関と連携することによ 括支援センターや相談支援の窓口など関係機関と連携することによ
り、消費者の年齢や障がいの特性などに配慮した相談対応を行うとと り、消費者の年齢や障がいの特性などに配慮した相談対応を行うとと
もに、見守りなどの継続した支援が行われるよう努めます。 もに、見守りなどの継続した支援が行われるよう努めます。【重点的

に取り組む施策】

○ 多様化する消費者の苦情相談を処理し、消費者被害の未然防止を図 ○ 多様化する消費者の苦情相談を処理し、消費者被害の未然防止を図
るため、国民生活センターと都道府県の消費生活センター等をオンラ るため、独立行政法人国民生活センターと都道府県の消費生活センタ
インで結ぶ消費生活情報ネットワークシステムの積極的な活用を図り ー等をオンラインで結ぶ消費生活情報ネットワークシステムの積極的
ます。 な活用を図ります。

○ 道センターの商品テスト機能については、独立行政法人国民生活セ ○ 道センターの商品テスト機能については、独立行政法人国民生活セ
ンターの商品テスト部門等とも連携し、消費者からの依頼や寄せられ ンターの商品テスト部門等とも連携し、消費者からの依頼や寄せられ
た苦情、危害情報に即した適切な対応を行うとともに、テスト機能を た苦情、危害情報に即した適切な対応を行うとともに、テスト機能を
活用した体験学習など、消費者への普及啓発活動にも取り組みます。 活用した体験学習など、消費者への普及啓発活動にも取り組みます。

○ 北海道警察本部及び各方面本部（函館・旭川・釧路・北見）に設置 ○ 北海道警察本部及び各方面本部（函館・旭川・釧路・北見）に設置
した相談センターにおいて、振り込め詐欺やヤミ金融、悪質商法など した相談センターにおいて、振り込め詐欺やヤミ金融、悪質商法など
消費者の不安に関する電話相談等に対応します。 消費者の不安に関する電話相談等に対応します。
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北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

イ 消費者被害の救済 エ 消費者被害の救済
○ 解決が著しく困難な消費者の苦情についてのあっせん又は調停を ○ 解決が著しく困難な消費者の苦情についてのあっせん又は調停を
行うため、独立行政法人国民生活センター裁判外紛争処理委員会の 行うため、独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会の活用や、
活用や、北海道消費者苦情処理委員会を開催し、消費者苦情の公正 北海道消費者苦情処理委員会を開催し、消費者苦情の公正な解決を
な解決を図ります。 図ります。

○ 消費者契約法に基づく適格消費者団体と適切な情報提供ルールを構
築し、連携を図ることにより、適格消費者団体が行う差止請求関係業
務の効果的運用を通じ、消費者被害の救済に努めます。

ウ 多重債務対策の推進 オ 多重債務対策の推進
○ 道に専門の貸金業相談員を配置するとともに、苦情相談専用フリー ○ 道に専門の貸金業相談員を配置するとともに、苦情相談専用フリー
ダイヤルを設置するなど、消費者等からの貸金業者の業務方法等に係 ダイヤルを設置するなど、消費者等からの貸金業者の業務方法等に係
る苦情相談や債務整理に係る相談等に対応します。また、道や国、警 る苦情相談や債務整理に係る相談等に対応します。また、道が平成19
察、弁護士会、民間団体等からなる「北海道多重債務者対策協議会」 年から設置している「北海道多重債務者対策協議会」において関係機
など、関係機関の連携のもと、多重債務等に係る対策の実施や情報交 関との情報交換や対応策の検討を行うとともに、平成27年度より施行
換、普及啓発等に取り組みます。 となる生活困窮者自立支援法に基づき市町村等が実施する家計相談支

事業などと連携した多重債務対策の普及啓発に取り組みます。

(2) 公正な消費者取引の確保 (2) 公正な消費者取引の確保
【 主な施策 】 【 主な施策 】
ア 商品等の規格・表示等の適正化 ア 商品等の表示等の適正化
○ 商品及び役務の規格､表示などの適正化を図るため、ＪＡＳ法や計 ○ 商品及び役務の表示などの適正化を図るため、食品表示法や計量法、
量法、家庭用品品質表示法など、関係法令や道条例に基づく監視・ 家庭用品品質表示法など、関係法令や道条例に基づく監視・指導のほ
指導を行うとともに、ＪＡＳ法に基づく品質表示基準の周知や自主 か、景品表示法に基づき不当表示等の監視指導を行うとともに、食品
的な原料原産地表示の促進に努めます。 表示法に基づく食品表示基準の周知に努めます。

イ 不当な取引方法の禁止 イ 不当な取引方法の禁止
○ 公正な消費者取引を確保するため、景品表示法に基づき過大な景 ○ 公正な消費者取引を確保するため、景品表示法に基づき過大な景
品類や不当表示の監視・指導を行うとともに、特定商取引法及び道 品類や不当表示の監視・指導を行うとともに、特定商取引法等及び
条例に基づき事業者への行政処分や勧告・指導、事業者を特定する 道条例に基づき事業者への行政処分や勧告・指導、事業者を特定す
情報の提供を行うなど、関係法令等の適切な運用を図ることにより､ る情報の提供を行うなど、関係法令等の適切な運用を図ることによ
消費者取引の適正化及び消費者被害の未然防止に努めます。 り､消費者取引の適正化及び消費者被害の未然防止に努めます。【重

点的に取り組む施策】
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北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

○ 消費者契約法の規定により内閣総理大臣の認定を受け、事業者の不
当な勧誘行為や契約条項などに対する差止請求権を有する適格消費者
団体と、適切な情報提供ルールのもとで連携を図り、適格消費者団体
が行う差止請求等の業務を支援することを通じ、消費者取引の適正化
及び消費者被害の未然防止に努めます。

○ 資金需要者等の利益の保護を図るため、貸金業法に基づき、貸金 ○ 資金需要者等の利益の保護を図るため、貸金業法に基づき、貸金
業を営む者に対し必要な規制を行うことにより業務の適正な運営を確 業を営む者に対し必要な規制を行うことにより業務の適正な運営を確
保します。 保します。

○ アパートなど賃貸住宅を明け渡す際の敷金精算を巡るトラブルな ○ アパートなど賃貸住宅を明け渡す際の敷金精算を巡るトラブルな
ど、宅地建物取引に関する消費者被害を防止するため、宅地建物取引 ど、宅地建物取引に関する消費者被害を防止するため、宅地建物取引
業法に基づき、宅建業者及び取引主任者に対する指導監督等を行いま 業法に基づき、宅建業者及び取引主任者に対する指導監督等を行いま
す。 す。

(3) 消費者の安全・安心の確保 (3) 消費者の安全・安心の確保
【 主な施策 】 【 主な施策 】
ア 消費者事故情報等の収集・提供・共有 ア 消費者事故情報等の収集・共有・周知
○ 道センターや各市町村の消費生活センターに設置された消費生活情 ○ 道センターや各市町村の消費生活センターに設置された消費生活情
報ネットワークシステムを活用した消費者事故情報・悪質事業者情報 報ネットワークシステムを活用した消費者事故情報・悪質事業者情報
等の収集や、市町村の消費生活相談窓口をはじめ、警察や保健所等の 等の収集や、市町村の消費生活相談窓口をはじめ、警察や保健所等の
関係機関との連絡網構築などの連絡体制を通じた情報の収集・発信・ 関係機関との連携による情報の収集・共有・住民への周知に努めま
住民への周知に努めます。 す。

○ 製品の瑕疵による重大事故など、消費者安全法に基づき消費者庁へ
の通知が必要な事案について、庁内関係部局と連携し、迅速な情報の
集約に努めます。

○ インターネットを活用した消費者行政メーリングリスト※や、各地 ○ 道内の行政機関が情報共有を行う消費者行政メーリングリストを活
域レベルで自治会や社会福祉団体等と連携した消費者被害防止ネットワ 用するほか、消費者被害防止情報｢消費者ほっとメール」、ホームペ
ーク※の取組を拡げ、若者や高齢者など様々な消費者へ効果的な情報周 ージ等による情報発信のほか、各地域レベルで自治会や社会福祉団体
知が図られるよう努めます。 等と連携した消費者被害防止ネットワークの取組を拡げ、高齢者など

様々な消費者へ効果的な情報周知が図られるよう努めます。【重点的
に取り組む施策】
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北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

《語句の説明》

・消費者行政ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ：電子メールを使って、行政や警察、消費生活センター

等の関係機関の職員間で、消費生活相談窓口における

消費者苦情や消費生活行政情報等に関する情報交換を

行うシステム。

・消費者被害防止ﾈｯﾄﾜｰｸ：行政・関係機関・団体が連携して、消費者に対し、

消費生活に関する情報の提供及び消費者教育・啓発

活動を推進するとともに適切な相談活動などを通じ

て悪質商法追放気運の醸成を図り、消費者被害の防

止に資することを目的に設置される連絡会議。

イ 危害の防止 イ 危害の防止
○ 商品や役務による消費者の生命、身体又は財産に及ぼす危害の未然 ○ 商品や役務による消費者の生命、身体又は財産に及ぼす危害の未然
防止を図るため、消費生活用製品安全法や道条例の適切な運用を図り 防止を図るため、消費者安全法、消費生活用製品安全法等の法令、及
ます。 び道条例の適切な運用を図ります。

ウ 食の安全・安心の確保 ウ 食の安全・安心の確保
○ 食品衛生法等に基づき、営業の許可登録、施設の監視指導、食中毒 ○ 食品衛生法等に基づき、営業の許可登録、施設の監視指導、食品等
対策等を実施するとともに、食品の生産から製造、流通、販売に至る の検査、食中毒対策等を実施するとともに、食品の生産から製造、流
各段階で食品関係施設等の監視指導を適切に実施し、飲食による衛生 通、販売に至る各段階において、ＨＡＣＣＰ※導入などの食品等事業
上の危害の発生を防止するとともに、食品の安全性の向上に努めます。 者による自主衛生管理の推進を図ることにより、飲食による衛生上の

危害の発生防止と、食品の安全性の向上に努めます。

《語句の説明》

・ＨＡＣＣＰ：原材料の受入れから最終製品の出荷にいたる各製造工程ごとに、

食中毒菌の付着、異物の混入などの危害を予測し、対策を立て、

特に重要な工程を集中的に管理する衛生管理手法。

Hazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字をとった略語。ハサップ。

○ ＪＡＳ法や食品衛生法など食品の表示に関する関係法令の普及啓発 ○ 食品表示法など食品の表示に関する関係法令の普及啓発に努め、適
に努め、適正な表示を促進するとともに、食品関係施設に対する立入 正な表示を促進するとともに、食品関係施設に対する立入検査等によ
検査等により関係法令の遵守状況を把握するなど、食品の表示に関す り関係法令の遵守状況を把握するなど、食品の表示に関する監視と違
る監視と違反に対する指導等を行います。 反事業者に対する指導等を行います。
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北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

○ 食品の生産、製造・加工、流通、販売の各段階の過程を明らかにし、○ 食品の生産、製造・加工、流通、販売の各段階の過程を明らかにす
消費者が店頭で生産履歴を確認できるトレーサビリティシステムの導 るトレーサビリティシステムの導入を促進するとともに、消費者や事
入を促進するとともに、消費者への情報提供等による理解の促進に努 業者のトレーサビリティに関する知識や理解の促進を図るための情報
めます。 提供等に努めます。

○ 消費者、生産者、事業者等の関係者が食品の安全性に関するリスク ○ 消費者、生産者、事業者等の関係者が食品の安全性に関するリスク
についての情報や意見の交換を図るリスクコミュニケーションを実施 についての情報や意見の交換を図るリスクコミュニケーション※を実
し、食の安全・安心についての積極的な情報・意見交換による関係者 施し、食の安全・安心についての積極的な情報・意見交換による関係
間の相互理解の促進に努めます。 者間の相互理解の促進に努めます。

《語句の説明》

・ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ：リスク評価の結果や、リスク管理の方法について情報を共有

しつつ、消費者、生産者、事業者、研究者、その他の関係

者がそれぞれの立場から相互に情報や意見を交換すること。

意見交換会や意見募集等によって行われる。

○ 食の安全・安心に係る通報等の内容やその対応状況に関する情報
は、庁内関係部局で構成する消費生活安定会議幹事会に設置した食品
安全部会において共有し、一元的に管理を行います。

エ 価格安定対策 エ 価格安定対策
○ 物価の安定は、道民生活安定の基礎であり、均衡のとれた経済発 ○ 物価の安定は、道民生活安定の基礎であり、均衡のとれた経済発
展の基本をなすものであることから、関係機関との協力のもとに、 展の基本をなすものであることから、関係機関との協力のもとに、
消費生活モニターによる価格動向や需給状況の調査を実施し、報道 消費生活モニターによる価格動向や需給状況の調査を実施し、報道
機関やホームページを通して情報提供します。 機関やホームページを通して情報提供します。

○ 北海道地方灯油懇談会など、消費者団体や関連事業者、行政機関の ○ 北海道地域灯油意見交換会など、消費者団体や関連事業者、行政機
参加による懇談会などの協議の場を活用して、物資の供給確保や価格 関の参加による協議の場を活用して、物資の供給確保や価格の安定等
の安定等について意見交換を行います。 について意見交換を行います。

○ 関係機関等と連携のもと、物価の安定に資する対策を適時・適切に ○ 関係機関等と連携のもと、物価の安定に資する対策を適時・適切に
推進するとともに、必要に応じ、関係団体や関係業界等に対し、物資 推進するとともに、必要に応じ、関係団体や関係業界等に対し、物資
の供給確保や価格の安定等についての要請を行います。 の供給確保や価格の安定等についての要請を行います。
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北海道消費生活基本計画（現計画） 第２次北海道消費生活基本計画（案）

オ 緊急事態への対処等
○ 道民の消費生活の安全を確保するため、商品又は役務により緊急の
対応を要する事態が発生したときは、庁内関係部局が相互に十分な連
絡と連携を図り、迅速かつ適切に対応することにより、道民の消費生
活への悪影響の未然防止又は抑制に努めます。

(4) 消費者意向の反映 (4) 消費者意見の反映
【 主な施策 】 【 主な施策 】
ア 消費生活モニターの配置 ア 消費生活モニターの配置
○ 全道に消費生活モニターを配置し、消費生活行政に関する消費者 ○ 全道に消費生活モニターを配置し、消費者行政に関する消費者意
意識や消費動向の実態把握、道条例や関係法令に基づく基準の遵守 識や消費動向の実態把握、道条例や関係法令に基づく基準の遵守状
状況などを調査するとともに、消費生活に関する情報や意見を収集 況などを調査するとともに、消費生活に関する情報や意見を収集し、
し、施策への反映に努めます。 施策への反映に努めます。

イ 消費生活地域協議会の開催 イ 消費生活地域協議会の開催
○ 地域の消費者や有識者、関係団体などの意見を聴取するため、「消 ○ 地域の消費者や有識者、関係団体などの意見を聴取するため、「消
費生活地域協議会」を総合振興局・振興局単位で開催し、地域の意 費生活地域協議会」を総合振興局・振興局単位で開催し、地域の意
向が道の施策へ適切に反映されるよう努めます。 向が道の施策へ適切に反映されるよう努めます。

ウ 道センターの利用者満足度調査の実施 ウ 道センターの利用者満足度調査の実施
○ 道センターへ消費生活相談や施設利用等で訪れた消費者を対象に、○ 道センターへ消費生活相談や施設利用等で訪れた消費者を対象に、
職員対応や施設・設備の内容など関する満足度調査を実施し、住民サ 職員対応や施設・設備などに関する満足度を調査、公表し、住民サー
ービスの充実・向上に努めます。 ビスの充実・向上に努めます。

エ 消費者からの申出の受理、調査及び措置の実施
◯ 道条例第30条の規定に基づく消費者からの申出を受理し、適切に調
査･措置を行うことによって、消費者の利益の擁護及び増進に努めま
す。

２ 消費者の自立の支援 ２ 消費者の自立の支援

近年、消費者を取り巻く環境は、経済社会の国際化、新たな商品の 近年の消費者問題は、消費者と事業者間における商品・役務について
開発や取引方法の出現などにより大きく変化しており、こうした中で、 の情報量や、交渉力等の格差から生じる問題に加え、経済社会の高度情
消費者は事業者に対して情報量や交渉力などにおいて、相対的に弱い 報化・国際化の進展により新たに生じる問題など、その内容の多様化・
立場に置かれています。 複雑化が進んでいます。
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このような状況に適切に対応するため、消費者が自己責任に基づい このような状況に適切に対応するために、消費者は自ら主体的に判断、
て、自主的・合理的に行動できる能力を培う環境整備が必要不可欠と 選択し、合理的に行動することにより、消費者の権利を実現していくこ
なっています。 とが求められています。
このため、関係機関との連携などにより、消費生活に関する啓発・ 道では、これまでも「消費生活に関する教育の推進」、「消費者啓発

教育の充実強化を図るとともに、インターネットやパンフレットなど ・情報提供の推進」、「消費者団体との連携、活動の促進」を柱に、消
各種広報媒体を効果的に活用した広報啓発活動を積極的に推進すると 費者の自立の支援に努めてきましたが、平成24年8月に推進法が制定さ
ともに、消費者団体の自主的な活動を促進するなど、自立した消費者 れたことを踏まえ、ひき続き、消費者教育や広報啓発活動の推進、消費
の育成に努めます。 者団体の自主的な活動促進に向けた連携、支援等に努めます。

(1) 消費生活に関する教育の推進 (1) 消費者教育の推進 【重点的に取り組む施策】
【 主な施策 】 【 主な施策 】
ア 学校教育の充実 ア 学校における消費者教育
○ 新しい学習指導要領において、消費者教育に関する内容の充実が図 ○ 現行の学習指導要領において、消費者教育に関する内容の充実が図
られたことを踏まえ、各学校に対してその趣旨等を周知徹底するとと られていることを踏まえ、各学校に対してその趣旨等の周知徹底はも
もに、消費者教育に携わる教員の指導力向上のため、関係機関や消費 とより、消費者教育に携わる教員の指導力向上のため、関係機関や消
者団体等と連携しながら、指導者養成講座の開催や教員研修の充実に 費者団体等と連携しながら、指導者養成講座の開催や教員研修の充実
取り組み、児童生徒の発達段階に応じた消費者教育の充実を図ります。 に取り組み、児童生徒の発達段階に応じた消費者教育の充実に努めま

す。

○ 学校教育において、児童生徒の発達段階に応じた消費者教育の充実 ○ 学校教育において、児童生徒の発達段階に応じた消費者教育の充実
が求められていることを踏まえ、関係部局等が有する情報や知識を活 が求められていることを踏まえ、関係部局等が有する情報や知識を活
用した教育・啓発事業や教員の指導力向上を目指したセミナーの開催 用した教育・啓発事業等については、教育委員会や学校との連携を図
等については、教育委員会や学校との連携を図るとともに、外部の専 るとともに、外部の専門家などの協力を得ながら、学校における消費
門家などの協力を得ながら、学校における消費者教育に対する支援を 者教育に対する支援に努めます。
行います。

イ 生涯学習の機会の充実 イ 地域における消費者教育
○ 消費者が生涯にわたって消費生活について学習する機会が求めら ○ 自立した消費者を育むためには、地域においても消費者教育に取
れていることを踏まえ、関係部局等が有する情報や知識を活用した り組むことが重要であることを踏まえ、関係部局等が有する情報や
消費者教育用教材等の作成・配布、出前講座の実施、地域で開催さ 知識を活用した消費者教育用教材等の作成・配布、地域で開催され
れる講座への講師派遣等については、市町村や教育委員会との連携 る講座への講師派遣等については、市町村や教育委員会との連携を
を図るとともに、外部の専門家などの協力を得ながら、公民館など 図るとともに、外部の専門家などの協力を得ながら、公民館などの
の社会教育施設を活用した地域における消費者教育に対する支援を 社会教育施設を活用した地域における消費者教育に対する支援に努
行います。 めます。
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○ 消費者が必要な情報を得て、自主的かつ合理的に行動できるよう
になるためには、幼児期から高齢期までの生涯にわたり、それぞれの
時期に応じ、また、学校、地域、家庭、その他の様々な場において、
消費者教育を総合的かつ一体的に推進することが必要であることを踏
まえ、道センターが中心となって、消費生活に関する情報や学習機会
の提供、消費者活動への援助等に努めます。

○ 高齢者や障がい者等の消費者被害の未然防止と早期発見のために
は、周囲による見守りが必要であることを踏まえ、町内会連合会等の
地域の団体、福祉関係団体などで構成する北海道消費者被害防止ネッ
トワークを活用した消費者教育、情報提供等を推進するとともに、各
地域における消費者被害防止ネットワークづくりを進め、消費者教育、
啓発活動に努めます。

○ 市町村における消費者教育推進地域協議会の設置や消費者教育推進
計画の策定について、必要な助言を行い、地域における消費者教育の
推進が図られるよう支援に努めます。

ウ 職域における消費者教育
○ 消費生活に関する知識は、学校教育で得たものと、社会人として必
要になるものが必ずしも一致せず、社会に出てからの学びの場も少な
いため、推進法においては、従業者に対して研修等を実施することが
事業者に求められていることを周知するほか、研修等に活用できる出
前講座や講師に関する情報提供を通じ、職域における消費者教育の支
援に努めます。

エ 消費者教育の担い手の育成等
○ 教職員等を対象とした消費者教育指導者養成講座や、消費者教育に
関する内容を位置づけた各種教員研修の実施、消費者教育に係る実践
資料等の作成・配付等を通じ、教職員の実践的な指導力の向上に努め
ます。

○ 地域での消費者教育の取組が進むよう、消費者教育の担い手育成に
関する情報提供や、行政、消費者団体、事業者、事業者団体、大学等、
関係機関、団体との意見交換や会議において、消費者教育に関する情
報交換に努め、多様な担い手の連携を支援します。
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(2) 消費者啓発・情報提供の推進 (2) 消費者啓発・情報提供の推進
【 主な施策 】 【 主な施策 】
ア 消費生活に関する啓発・情報提供 ア 消費生活に関する啓発・情報提供
○ 消費者被害を防止するために、道センターが中心となり設立した ○ 消費者被害を防止するために、道センターが中心となり設立した
｢北海道消費者被害防止ネットワーク｣を活用した消費者啓発に努め 北海道消費者被害防止ネットワークを活用した消費者啓発に努める
るとともに､｢ネットワークニュース」により最新の消費者被害情報 とともに､｢ネットワークニュース」により最新の消費者被害情報な
などの提供を行います。 さらに、消費生活全般に関する情報につ どの提供を行います。
いて、啓発用パンフレットやホームページを活用し、消費者啓発や さらに、消費生活全般に関する情報について、啓発用パンフレッ
情報提供を行います。 ト、ホームページ等を活用し、消費者啓発や情報提供を行います。

○ また、若年者や高齢者、障がい者など消費者の年齢や障がいの特性 ○ また、若年者や高齢者、障がい者など消費者の年齢や障がいの特性
などに配慮した効果的な消費者啓発や情報提供を行うため、北海道消 などに配慮した効果的な消費者啓発や情報提供を行うため、北海道消
費者被害防止ネットワークを活用するほか、市町村や地域の各種団体 費者被害防止ネットワークを活用するほか、市町村や地域の各種団体
などとの連携を図り、啓発・情報提供を行います。 などとの連携を図り、啓発・情報提供を行います。

○ 製品事故についての情報提供をはじめ、消費者の健康や消費生活に ○ 製品事故についての情報提供をはじめ、消費者の健康や消費生活に
必要な食品衛生、計量、住宅、省エネなどの各種情報を提供すること 必要な食品衛生、計量、住宅、省エネなどの各種情報を提供すること
により、消費者の自主的活動を支援し消費者意識の高揚を図るほか、 により、消費者の自主的活動を支援し消費者意識の高揚を図るほか、
金融に関する情報提供や児童・生徒に対する金銭教育等の推進を図り 金融に関する情報提供や児童・生徒に対する金銭教育等の推進を図り
ます。 ます。

○ 食品の安全に対する消費者の関心が高まる中、消費者に生産者の顔 ○ 食品の安全に対する消費者の関心が高まる中、消費者に生産者の顔
が見える関係を築くため、農産物の直売等の活動を通じた消費者との が見える関係を築くため、農産物の直売等の活動を通じた消費者との
交流促進や、ホームページなど様々な媒体を活用し、食品の安全性に 交流促進や、ホームページなど様々な媒体を活用し、食品の安全性に
関する情報提供の取組を促進するとともに、消費者自らが正しい知識 関する情報提供の取組を促進するとともに、消費者自らが正しい知識
を習得する機会の拡大を図りながら、「地産地消」や「食育」などを を習得する機会の拡大を図りながら、「地産地消」や「食育」などを
総合的に推進する「愛食運動」を展開し、消費者への普及啓発を推進 総合的に推進する「愛食運動」を展開し、消費者への普及啓発を推進
します。 します。

○ 環境に配慮した循環型のライフスタイルへの転換を図るため、消費 ○ 環境に配慮した循環型のライフスタイルの定着を図るため、３Ｒを
者が買い物時、使用時及び廃棄時などの各段階において、３Ｒ（リデ 意識した取組が必要です。消費者が買い物時、使用時及び廃棄時など
ュース：ごみの発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再利用） の各段階において、３Ｒのうち、特に２Ｒ※を優先して取り組むよう、
を意識して取り組むよう、３Ｒに関する各種イベントの開催、リサイ 循環型社会形成に関する各種イベントの開催、各種制度･取組を取り
クルの現状などを取りまとめた情報誌の作成、各種制度等のホームペ まとめた情報誌やホームページなどによる情報提供により、市町村や
ージなどでの情報提供などにより、３Ｒに関する普及啓発に努めます。 ＮＰＯ等と連携した普及啓発に努めます。
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《語句の説明》

・２Ｒ：３Ｒ（リデュース：ごみの発生抑制、リユース：再使用、リサイク

ル：再生利用）のうちリデュースとリユースのこと。）

(3) 消費者団体との連携、活動の促進 (3) 消費者団体との連携、活動の促進
【 主な施策 】 【 主な施策 】
ア 消費者団体活動への支援 ア 消費者団体の活動の促進
○ 消費者の自主的な活動を促進し、消費者団体の活性化・体制強化 ○ 消費者の自主的な活動を促進し、消費者団体の活性化・体制強化
等を図るため、(社)北海道消費者協会など消費者団体の活動を支援 等を図るため、(一社)北海道消費者協会など消費者団体の活動を支
します。 援します。

イ 適格消費者団体との連携 イ 適格消費者団体との連携
○ 適格消費者団体は、消費者契約法に基づく差止請求関係業務のほか ○ 適格消費者団体は、消費者契約法に基づく差止請求関係業務のほか
にも、消費者・事業者に対する啓発事業などの活動も行っており、当 にも、消費者・事業者に対する啓発事業などの活動も行っており、当
該団体の自主的活動を促進するよう、必要な連携に努めます。 該団体の専門的知見が生かされ、自主的活動の促進が図られるよう、

必要な連携に努めます。

ウ 生活協同組合の活動の促進 ウ 生活協同組合の活動の促進
○ 生活協同組合の自主的活動や社会的役割を促進するための情報交換 ○ 生活協同組合の自主的活動や社会的役割を促進するための情報交換
や連携などに努めるとともに、組合運営等の適正を図るため、消費生 や連携などに努めるとともに、組合運営等の適正を図るため、消費生
活協同組合法に基づき、調査・指導等を行います。 活協同組合法に基づき、調査・指導等を行います。

《第３節 社会経済情勢の変化への対応》 《第３節 社会経済情勢の変化への対応》

第２節においては、道条例の基本理念における考え方に沿って、「消 第２節においては、道条例の基本理念における考え方に沿って、「消
費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」という体系のもと、個別 費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」という体系のもと、個別
の施策についての展開方向を述べてきましたが、これらの施策推進に当 の施策についての展開方向を述べてきましたが、これらの施策推進に当
たっては、本道の特性や環境の保全、高度情報 通信社会の進展などに たっては、本道の特性や環境の保全、高度情報通信社会の進展などにつ
ついて、的確に対応するよう配慮すべき旨が、道条例に合わせて規定さ いて、的確に対応するよう配慮すべき旨が、道条例に合わせて規定され
れています。 ています。
ここでは、こうしたことを踏まえ、施策の推進に当たって配慮すべき ここでは、こうしたことを踏まえ、施策の推進に当たって配慮すべき

事項を掲げ、それぞれの視点から、あらためて消費生活に関する施策の 事項を掲げ、それぞれの視点から、あらためて消費生活に関する施策の
方向性について記載します。 方向性について記載します。
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１ 全国を上回るスピードで進む人口減少・少子高齢 １ 全国を上回るスピードで進む人口減少・少子高齢
化等への対応 化等への対応

《配慮すべき事項》 《配慮すべき事項》
北海道の総人口は全国平均に先駆けて減少に転じ、少子高齢化につい 北海道の総人口は全国に先駆けて減少に転じ、少子高齢化についても、

ても、全国平均を上回るスピードで進んでいます（国勢調査結果）。 全国を上回るスピードで進んでいます（国勢調査結果）。
また、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口の推計では、平 また、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口の推計では、平

成42年の本道の総人口が約468万人となり、平成17年から約95万人減少 成52年の本道の総人口が約419万人となり、平成22年から約130万人減少
すること、15歳未満の人口率は、平成17年の12.8%から平成42年には8.5 すること、15歳未満の人口率は、平成22年の12.0%から平成52年には8.4
%まで低下すること、65歳以上の人口率は、平成17年の21.4%から平成42 %まで低下すること、65歳以上の人口率は、平成22年の24.7%から平成52
年には35.6%まで上昇することが見込まれ、人口減少や高齢化率の上昇 年には40.7%まで上昇することが見込まれ、人口減少や高齢化率の上昇
は今後も長期にわたり続くことが予想されています。 は今後も長期にわたり続くことが予想されています。
このことは、生産年齢人口の減少や高齢化等に伴う購買力の減少によ このことは、生産年齢人口の減少や高齢化等に伴う購買力の減少によ

り、本道の経済活動の規模縮小が懸念されることはもちろんですが、全 り、本道の経済活動の規模縮小が懸念されることはもちろんですが、全
国に比べ、広大な面積に人口が分散する、広域分散型の地域構造となっ 国に比べ、広大な面積に人口が分散する、広域分散型の地域構造となっ
ているため、人口減少・高齢化が集落の機能低下に及ぼす影響がより強 ているため、人口減少・高齢化が集落の機能低下に及ぼす影響がより強
く表れやすく、さらには、集落を包含する市町村レベルでも、その機能 く表れやすく、さらには、集落を包含する市町村レベルでも、その機能
を十分に果たせなくなることが懸念されています。 を十分に果たせなくなることが懸念されています。
一方で、消費生活の分野においては、その主役が消費者個人、すなわ 一方で、消費生活の分野においては、その主役が消費者個人、すなわ

ち地域の住民であり、住民と最も密接に接する市町村の役割が重要であ ち地域の住民であり、住民と最も密接に接する市町村の役割が重要であ
ることから、市町村が果たすべき機能を維持し、向上させていく方策が ることから、市町村が果たすべき機能を維持し、向上させていく方策が
不可欠となっています。 不可欠となっています。

《施策の方向性》 《施策の方向性》
個別の市町村における機能維持・向上に向けた努力はもちろん必要で 個別の市町村における機能維持・向上に向けた努力はもちろん必要で

すが、特に本道においては、市町村の枠を越えた住民の生活圏における すが、特に本道においては、市町村の枠を越えた住民の生活圏における
複数の市町村が連携・協力し、必要な機能を維持・向上させる方策も有 複数の市町村が連携・協力し、必要な機能を維持・向上させる方策も有
効であることから、各地域の実情や各市町村の意向なども十分に踏まえ、効であることから、各地域の実情や各市町村の意向なども十分に踏まえ、
地域に合った効果的な市町村連携の促進に努めます。 地域に合った効果的な市町村連携の促進に努めます。
また、人口減少や高齢化の進行により、集落の機能低下や地域コミュ また、人口減少や高齢化の進行により、集落の機能低下や地域コミュ

ニティ活動を支える人材の不足を招き、若年者や高齢者、障がい者など ニティ活動を支える人材の不足を招き、若年者や高齢者、障がい者など
を狙った悪質商法などが拡大しやすくなる懸念があることから、地域全 を狙った悪質商法などが拡大しやすくなる懸念があることから、地域全
体でフォローするようなネットワークづくりの推進など、地域の実情に 体でフォローするようなネットワークづくりの推進など、地域の実情に
応じた効果的な対応策の促進に努めます。 応じた効果的な対応策の促進に努めます。
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２ 環境に配慮した消費行動と事業活動の促進 ２ 環境に配慮した消費行動と事業活動の促進

《配慮すべき事項》 《配慮すべき事項》
世界自然遺産に登録された知床やラムサール条約登録湿地の釧路湿原 世界自然遺産に登録された知床やラムサール条約登録湿地の釧路湿原

に代表されるように、豊富な森林、湿原や湖沼などが織りなす雄大な北 に代表されるように、豊富な森林、湿原や湖沼などが織りなす雄大な北
海道の自然や、さわやかな大気やきれいで豊富な水資源など、本道の環 海道の自然や、さわやかな大気やきれいで豊富な水資源など、本道の環
境は世界に誇れる貴重な財産です。 境は世界に誇れる貴重な財産です。
この豊かな環境の恵みのもと、安全・安心な農水産物の生産などの産 この豊かな環境の恵みのもと、安全・安心な農水産物の生産などの産

業が成り立ち、安らぎのある生活が営まれてきましたが、近代の大量生 業が成り立ち、安らぎのある生活が営まれてきましたが、近代の大量生
産・大量消費・大量廃棄の経済社会システムやライフスタイルが、今日 産・大量消費・大量廃棄の経済社会システムやライフスタイルが、今日
の環境問題を引き起こし、世界に誇れる貴重な財産である本道の環境を の環境問題を引き起こし、世界に誇れる貴重な財産である本道の環境を
損ない、ひいては生活の基盤をも脅かすことにも繋がります。消費者や 損ない、ひいては生活の基盤をも脅かすことにも繋がります。消費者や
事業者には、これまでのライフスタイルや社会経済活動を見直し、環境 事業者には、これまでのライフスタイルや社会経済活動を見直し、環境
に配慮した消費行動や事業活動を行うことが求められています。 に配慮した消費行動や事業活動を行うことが求められています。
道条例においては、道は「道民の消費生活に関する施策の策定及び実 道条例においては、道は「道民の消費生活に関する施策の策定及び実

施に当たっては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮すること」、事業 施に当たっては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮すること」、事業
者は「商品又は役務の提供に当たっては、環境の保全に資するため、再 者は「商品又は役務の提供に当たっては、環境の保全に資するため、再
商品化が容易な容器及び包装の使用など必要な措置を講ずるように努め 商品化が容易な容器及び包装の使用など必要な措置を講ずるように努め
ること」、消費者は「商品の選択、使用及び廃棄並びに役務の選択及び ること」、消費者は「商品の選択、使用及び廃棄並びに役務の選択及び
利用に当たっては、環境に及ぼす影響に配慮するよう努めること」が規 利用に当たっては、環境に及ぼす影響に配慮するよう努めること」が規
定されています。 定されています。

《施策の方向性》 《施策の方向性》
日々の消費生活における環境への配慮は、本道の豊かな自然環境や生 日々の消費生活における環境への配慮は、本道の豊かな自然環境や生

産基盤を守り、将来世代に引き継いでいくため、現世代に課せられた責 産基盤を守り、将来世代に引き継いでいくため、現世代に課せられた責
務であり、消費者や事業者のそれぞれが自分の役割や責務を十分理解し、務であり、消費者や事業者のそれぞれが自分の役割や責務を十分理解し、
３Ｒや省エネの実践など、環境に配慮した行動を積極的に取り組むこと ３Ｒや省エネの実践など、環境に配慮した行動を積極的に取り組むこと
ができるよう、情報提供や普及啓発などに努めます。 ができるよう、情報提供や普及啓発などに努めます。

３ 高度情報通信社会の進展への対応 ３ 高度情報通信社会の進展への対応

《配慮すべき事項》 《配慮すべき事項》
インターネットや携帯電話の普及など高度情報通信社会の進展は、提供 インターネットや携帯電話の普及による高度情報通信社会の進展は、
される商品や役務の利便性の向上をもたらしましたが、それにより新た くらしの利便性の向上をもたらしました。近年、情報化による利便性を
な消費者問題も生じており、特に、高齢者や子どもなど、専門的な知識 幅広く地域に普及させるため、国の施策をはじめとして、公的資金によ
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や判断力などで事業者には及ばない消費者の消費行動に係る安全・安心 る情報通信基盤の整備が進められています。特に、本道においては、人
の確保が重要となっています。 口密度が薄く広域分散型となっているため、近隣に商店がなく日常の買
一方、近年、情報化による利便性を幅広く地域に普及させるため、国 い物にも支障を来す地域もあり、こうした本道の特性に鑑みると、自宅

の施策をはじめとして、公的資金による情報通信基盤の整備が進められ に居ながらにして様々な商品を比較検討し選択できるなど、情報化の進
ています。特に、本道においては、人口密度が薄く広域分散型となって 展が利便性の向上に寄与することも期待されています。
いるため、近隣に商店がなく日常の買い物にも支障を来す地域もあり、 一方で、情報化社会の進展により新たな消費者問題も生じており、特
こうした本道の特性に鑑みると、自宅に居ながらにして様々な商品を比 に、高齢者や子どもなど、専門的な知識や判断力などで事業者には及ば
較検討し選択できるなど、情報化の進展が利便性の向上に寄与すること ない消費者の消費行動に係る安全・安心の確保が重要となっています。
も期待されています。

《施策の方向性》 《施策の方向性》
情報化の特性に留意しながら、消費者の安全・安心を確保するため、 情報化の特性に留意しながら、消費者の安全・安心を確保するため、

公正な取引確保のための事業者の監視・指導をはじめ、高齢者や子ども 公正な取引確保のための事業者の監視・指導をはじめ、高齢者や子ども
などに対する地域での見守りや、消費者各層に対する教育・啓発活動の などに対する地域での見守りや、消費者各層に対する教育・啓発活動の
実施などの必要な施策の推進に努めます。 実施などの必要な施策の推進に努めます。
また、道民の豊かな消費生活の向上に繋げていくため、情報通信基盤 また、道民の豊かな消費生活の向上に繋げていくため、情報通信基盤

の整備などの公共投資を有効に活用し、情報化のメリットをより効果的 の整備などの公共投資を有効に活用し、情報化のメリットをより効果的
かつ適切に享受するという観点も踏まえながら、市町村や関係団体など かつ適切に享受するという観点も踏まえながら、市町村や関係団体など
と連携した、情報化に関する必要な情報提供や普及啓発などに努めます。と連携した、情報化に関する必要な情報提供や普及啓発などに努めます。

４ 消費者と事業者が連携・協働した取組の促進 ４ 消費者と事業者が連携・協働した取組の促進

《配慮すべき事項》 《配慮すべき事項》
従来の消費生活に関する政策では、消費者は行政に保護される者として 2000年代以降、消費者は、行政に保護される者から「自立した主体」
受動的に捉えられてきました。しかし、その後の急速な経済成長、広範 へと位置づけられ、消費者政策は、消費者の「保護」を中心とする考
な分野にわたる規制緩和の推進などの変化の中で、消費者政策の基本的 え方から、消費者の「権利の尊重」と「自立の支援」を中心とする
な考え方が抜本的に見直され、現在では、消費者の「保護」を中心とす 考え方へと変わってきました。
る考え方から、消費者の「権利の尊重」と「自立の支援」を中心とする 消費者は、自らの消費行動が、社会・経済、環境等に影響を及ぼすこ
考え方へと変わってきました。 とを自覚し、社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展の
これを消費者の立場から見ると、受動的に保護されるのではなく、消費 ために積極的に関わっていくことが求められています。
者の権利を正しく理解し、賢い消費者として自立し、能動的に判断・行 また、事業者は、消費者のニーズと消費者の利益を考えた事業活動に
動していくことが必要となっています。 より、消費者や消費者団体から選択される事業者でなければ存続・

発展していくことが難しい状況になっています。
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一方で、事業者の立場から見ると、各種の規制が緩和され、かつての こうした社会経済構造の変化により、これまでの消費者被害の防止や
いわゆる護送船団方式の規制等によって守られることがなくなり、事業 悪質事業者対策といった施策だけでは、豊かな消費生活の実現を図るこ
者同士の競争が促される現代の社会経済においては、消費者や消費者団 とは困難な時代となっており、合わせて、消費者と事業者の相互理解や
体から選択される事業者でなければ存続・発展していくことが難しい状 相互利益の実現に向けた取組も重要となっています。
況になっています。 こうした社会経済構造の変化により、これまでの
消費者被害の防止や悪質事業者対策といった施策だけでは、豊かな消費
生活の実現を図ることは困難な時代となっており、合わせて、消費者と
事業者の相互理解や相互利益の実現に向けた取組も重要となっていま
す。

《施策の方向性》 《施策の方向性》
消費者が悪質商法や製品事故から自らを守るとともに、商品の選択な 消費者が、商品の選択などを通じて企業を評価し、消費者利益を尊重

どを通じて消費者利益を尊重する優良な事業者を応援することが、優良 する事業者を応援することや、企業や行政に積極的に意見提案するなど、
事業者の成長による地域産業の発展を促し、これが結果として消費者利 消費者市民社会の一員として社会の発展に寄与できるよう支援に努めま
益の増進にも繋がっていくよう、生産物の直販等など消費者と事業者の す。
様々な交流の促進や消費者団体等による優良事業者の表彰などを通じた また、消費者の適切な消費行動により、優良事業者の成長を促し、地
信頼関係の構築、さらには、消費者団体と事業者によるレジ袋削減運動 域産業の発展に繋がるよう、生産物の直販など消費者と事業者の様々
の展開など利益の共有に向けた協力など、消費者と事業者が連携・協働 な交流の促進や消費者団体等による優良事業者の表彰を通じた信頼
した取組のさらなる拡大を目指して、情報提供や普及啓発などに努めま 関係の構築など、消費者と事業者が連携・協働した取組のさらなる
す。 拡大を目指して、情報提供や普及啓発などに努めます。

第5章 計画の推進 第5章 推進体制と推進管理等
この章では、本計画を着実かつ効果的に推進していく上での推進体制 この章では、本計画を着実かつ効果的に推進していく上での推進体制

や推進管理、さらには、計画の見直しについて記載しています。 や推進管理、さらには、計画の見直しについて記載しています。

１ 計画の推進体制 １ 計画の推進体制
○ 知事をトップとした消費生活安定会議を積極的に活用するなど、庁 ○ 知事をトップとした消費生活安定会議を活用するなど、庁内関係部
内関係部局及び総合振興局・振興局の連携・協力等により、消費者行 局及び総合振興局・振興局の連携・協力等により、消費者行政の総合
政の総合的・効果的な推進を図ります。 的・効果的な推進を図ります。

○ 知事の附属機関として設置されている北海道消費生活審議会におい ○ 知事の附属機関として設置されている北海道消費生活審議会におい
て、消費政策に係る諸課題について調査審議し、計画の見直し等に反 て、消費政策に係る諸課題について調査審議し、計画の見直し等に反
映します。 映します。
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○ 消費者庁と地方公共団体の幹部が意見交換を行う「消費者行政ブロ ○ 消費者庁と地方公共団体の幹部が意見交換を行う「消費者行政ブロ
ック会議」や全道35市で構成する「北海道都市消費生活行政連絡協議 ック会議」や全道35市で構成する「北海道都市消費生活行政連絡協議
会」などにおいて、道の施策に係る情報提供や意見交換等を図ります。 会」などにおいて、道の施策に係る情報提供や意見交換等を図ります。

２ 計画の推進管理 ２ 計画の推進管理

○ この計画の推進管理に当たっては、計画で掲げる施策を効果的に推 ○ この計画の推進管理に当たっては、計画で掲げる施策を効果的に推
進するため、別表に掲げる指標項目や参考項目なども用いて、毎年度、 進するため、別表に掲げる指標項目や参考項目なども用いて、毎年度、
基本計画の施策体系に沿って、消費生活関連施策の推進状況や目標の 基本計画の施策体系に沿って、消費生活関連施策の推進状況や目標の
達成状況などについて、取りまとめます。 達成状況などについて、取りまとめます。

○ 消費生活関連施策の推進状況や目標の達成状況などについては、毎 ○ 消費生活関連施策の推進状況や目標の達成状況などについては、毎
年度、 北海道消費生活審議会へ報告するとともに、道民に公表しま 年度、北海道消費生活審議会へ報告するとともに、道民に公表します。
す。

３ 計画の見直し ３ 計画の見直し

○ 消費生活関連施策の推進状況や目標の達成状況、消費者を取り巻く ○ 消費生活関連施策の推進状況や目標の達成状況、消費者を取り巻く
社会経済情勢の変化、国の施策の動向などを見極めながら、北海道消 社会経済情勢の変化、国の施策の動向などを見極めながら、北海道消
費生活審議会 の意見も踏まえ、必要に応じ見直しを行います。 費生活審議会の意見も踏まえ、必要に応じ見直しを行います。


