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平成30年度　基本評価調書

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

施策目標

・消費者被害の発生や拡大を防止するため、効果的な消費者教育の推進、地域レベルで行政や
関係機関等と連携した消費者被害防止ネットワークによる取組を拡げる。
・消費者からの苦情相談処理等を通じた消費者被害の防止・救済、特定商取引法や食品表示
法、消費生活条例など関係法令に基づく指導等により、消費生活の安定と向上を図る。

・高度情報通信社会や国際化の進展などにより、消費者問題が多様化・複雑化するとともに、
食品の不適切表示や、販売方法の悪質化・巧妙化などによる様々な消費者被害が依然として
多数発生している。
・こうした消費者問題に対処するため、全道で適切かつ迅速に対応できる相談体制の維持向上
をはじめ、各種広報媒体による普及啓発活動や地域消費者被害防止ネットワークの取組などに
よる消費者被害の救済や未然・拡大防止、食品表示法などの関係法令等に基づく監視・指導に
よる食品の適正な表示や、公正な消費者取引の確保、消費生活に関する知識の習得や体験等
ができる教育機会の充実による消費者の自立支援を図る必要がある。

道民生活の安全の確保と安心の向上

施 策 名
照   会   先

環境生活部所 管 部 局

消費者安全課
消費生活の安定と向上の推進

施策コード作成責任者 環境生活部長　渡辺　明彦

中項目（政策の柱） 小項目（政策の方向性）

北海道創生総
合戦略

A2542
北海道

強靱化計画

総合計画の指標

生活・安心

新・北海道
ビジョン

C05906,C09801,C09802,C09803,C09804

１　目標等の設定

政
策
体
系

消費者安全課　消費者安全Ｇ
内線24-521

道民の命とくらしを守る安全・安心な社会づくり 消費者被害防止地域ネットワーク組織数

関　係　課

【総合計画等の位置づけ】

大項目（分野）

特定分野別
計画等

第２次北海道消費生活基本計画

現状と
課題



H28

H29

H30

337,491

346,158

１（５）Ａ

【消費者被害の救済や未然・拡大防止】
◯専門化・高度化する苦情相談処理への対応など道民が安心して消費生活相談が受け
られるよう、地方消費者行政担い手育成事業等の実施や、道センターにおける市町村相
談員等への助言等を含めた苦情相談処理体制の充実を図るとともに、市町村における
消費生活相談体制の維持向上等を図る取組を支援する。
◯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、国や国
民生活センター、各市町村の消費生活センターなどと連携し、消費者事故防止情報等の
収集・共有及び道民に対する注意喚起情報の周知を図る。
◎高齢者等の消費者被害の未然防止等、消費者の安全を確保するための取組をより一
層推進するため、地域ネットワーク設置促進事業により実効性のある消費者被害防止地
域ネットワークの設置を推進するとともに、消費者行政メーリングリストやホームページ等
を活用した消費者に対する注意喚起情報の周知を図る。

１（５）Ａ

【消費者の自立支援】
◯道民が消費者市民社会の形成に参画することの重要性を理解し、関心を深めるための
教育を推進するため、職種や年齢ごとの消費者教育啓発セミナーを開催するなど、道民が
どこに住んでいても生涯を通じて様々な場で消費者教育を受けることができるよう、効果的
な消費者教育を推進し、担い手間の連携・情報共有に努める。

【公正な消費者取引の確保】
◯事業者等を対象とした「景品表示法ホットライン」による相談対応や「食の安全・安心セ
ミナー」による食品表示制度等の普及啓発、「食品表示１１０番」による違反情報受付や
食品表示監視員によるホテル等のメニュー表示の調査に取り組む。
◯景品表示法や食品表示法に基づき事業者に対し、過大な景品類や不当表示の監視・
指導を行うとともに、特定商取引法や消費生活条例等の法令に基づき不当な取引につ
いて行政処分や勧告・指導等を行うなど、関係法令等の適切な運用を図ることにより、公
正な消費者取引の確保に努める。

施策の
推進体制
（役割・取組等）

398,377

【公正な消費者取引の確保】
〔道〕①特定商取引法などの関係法令などに基づく行政処分や勧告・指導
等、②食品表示法や景品表示法などに基づく表示の適正化、③消費生活
モニターの配置や食料品・家庭燃料の安定供給など価格安定対策、④消
費者事故情報等の収集・共有・周知など
〔国〕①関係法令・ガイドライン等の整備等、②消費者事故等の情報収集
及び発生・拡大防止、③特定商取引法などの関係法令に基づく行政処分
等
〔市町村〕札幌市を含め、消費者事故情報等の必要な情報の収集及び住
民への提供など

今年度の取組

【消費者被害の救済や未然・拡大防止】
〔道〕①条例の整備、②基本計画の策定・推進管理、③道立消費生活セン
ターの設置・運営、④消費生活相談等への対応、⑤消費者苦情の解決、
被害の救済など
〔国〕関係法令・ガイドライン等の整備、消費者問題に関する基本的な政策
の企画・立案、国民生活センターによる消費生活センター等への支援など
〔関係府省〕内閣府（消費者庁）、厚生労働省、農林水産省、経済産業省等
〔市町村〕札幌市を含め、消費生活相談等への対応や消費者苦情の解
決、被害の救済など
〔民間〕消費者団体はそれぞれの設立目的に応じた消費生活の安定及び
向上を図るための自主的な活動の実施

今年度の
取組

１（５）Ａ

役割等

【消費者の自立支援】
〔道〕消費者教育や広報啓発活動の推進、消費者団体の自主的活動促進に
向けた連携・支援など
〔国〕関係法令・基本方針等の整備、地方支援等

政策体系役割等 施策の予算額

今年度の取組

政策体系

１（５）Ａ １（５）Ａ

政策体系 政策体系

１（５）Ａ



各部局の対応（H30年3月末時点）

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞

前年度付加意見への対応状況（H30年3月末時点）

施策

前年度付加意見

事務事業

事務事業
整理番号

前年度付加意見 各部局の対応（H30年3月末時点）

事務事業名 前年度付加意見

事務事業
整理番号

事務事業名

事務事業



 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価
１－２　取組の結果

１（５）A

【消費者の自立支援】
〇消費者教育の担い手の育成等に向けた対象別セミナーを開催（H29教員対象セミナー1回20人、学校訪問講座49回2,635
人、消費者教育指導者養成講座55人）した。
〇また、地域における消費者教育として各地域において幅広い年代層を対象にセミナーを開催（H29一般住民対象2,249

人、高齢者若者対象2,856人）し、消費者の自立支援の取組を進めた。

A2542 C09804

（２）その他の取組の成果等

国等要望・
提案状況

・消費者問題の多様化･複雑化が進む中、道民生活の安定を図るため、消費者からの苦情相
談に適切に対応する消費生活相談窓口機能の維持･拡充や、高齢者等の見守り体制の構築、
消費者教育・啓発の一層の充実など、地方消費者行政を強化するために、継続的な財政的支
援の要望を行った。（平成29・30年7月）
・また、16大都道府県消費者行政担当課長の連名で「消費者行政を安定的に推進するための
国の中長期的な財源措置」について要望を行った。（平成29年9月）

施策に
関する

道民ニーズ

・消費者トラブルの内容が複雑になっており、悪質業者に対しては、豊富な知識と専門性を持つ適
格消費者団体の知見を活かし、連携していただきたい。（H30.2.21 北海道消費生活審議会にて公
募委員（消費者支援団体職員）が述べた意見）
・高齢者がターゲットとなっている特殊詐欺に対する啓発を行い、被害防止を図らなければならな
い。（H29.9.7 北海道消費者大会基調講演にて消費者支援団体代表（北海道大学教授）が述べた
意見）
　これらの意見を踏まえて、関係団体と連携するとともに、高齢者に対しての悪質商法の一例を紹
介するなど情報提供を行い、被害防止を図った。

【消費者被害の救済や未然・拡大防止】
〇道センターに消費生活専門相談員（（独法）国民生活センター認定）等の資格を有する相談員を12名配置し、29年度は
6,083件（前年度比3.1%増加）の苦情相談に対応した。また、市町村相談員研修（H29受講者：609人）を開催したほか、市町
村からの照会や問合せに対応するため設置している専用電話により、市町村における苦情相談処理への支援を行った
（H29相談：468件）。
〇消費者を消費者事故から守り被害の拡大を防止するため、道センターや各総合振興局等にて収集した消費者事故情報
等について、消費者安全法に基づき重大消費者事故等として7件（H29）、国に通知を行った。
◎地域における消費者被害の未然防止と消費者被害情報の円滑な伝達等の活動をする地域ネットワークの設立の働きか
けを市町村等に対し行い、H30年4月1日現在で68地域となった。また、消費者トラブルに関する注意喚起や消費生活行政
情報について、消費者行政メーリングリストにより268件（H29）の情報交換を行うとともに、道センターのホームページで周
知（H29閲覧数：30,782）を図るなど、様々な情報周知等に取り組んだ。

A2542 C09801

C09802

C09804

１（５）A

【公正な消費者取引の確保】
〇食品表示110番の専用電話により、食品表示に関する違反情報等を13件（H29）受け付け、必要に応じ食品表示法、景品
表示法等関係法令に照らした調査等を行った。
〇食品表示法による指導・指示（H29指示0件、指導108件）、景品表示法による措置命令・注意（H29措置命令1件、指導17

件）、消費生活条例及び特定商取引法に基づく指導・勧告・行政処分（H29業務停止命令2件、業務改善指示2件、勧告0

件、条例に基づく公表5件、行政指導30件）、貸金業に係る苦情・相談等の受け付け（H29:189件）等を行い、公正な消費者
取引の確保に努めた。

A2542 C05906

C09803

（１）取組の実績と成果

政策体系 実績と成果等

関連する計画等

備　考北海道創生総
合戦略

北海道強靱化
計画

新・北海道ビ
ジョン

１（５）A
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価

（１）施策間・部局間の連携 （１）施策間・部局間の連携

２－２　連携の取組状況

取組の実績と成果

毎月、消費生活安定会議幹事会食品安全部会を開催し、食の安全・安心に
係る通報等の内容及びその対応状況に関する情報等の共有を行った。H29
通報等の件数：806件（国、都府県等の他機関からの通報等334件含む。）

平成29年度は北海道消費者被害防止ネットワークニュースをホームページに
6回掲載（メーリングリストにより市町村等の関係機関に周知）し、高齢者等に
対しての悪質商法の一例を紹介するなど情報提供等を実施し、消費者被害
の未然防止に努めた。また、平成30年2月19日開催のネットワーク会議では、
各構成団体の活動内容を共有するとともに、消費者被害防止のための取組
例を提示し、その有効な展開策について意見交換を行った。

国が毎年度9～12月に実施している「多重債務者相談強化キャンペーン」の
開始時期に合わせ、平成29年度は11月2日に北海道多重債務者対策協議会
を開催し各関係機関への協力要請や情報提供を行うとともに市町村への支
援方策について意見交換を行った。

－
保健福祉部国保医療課、福祉援護課、
障がい者保健福祉課、子ども子育て支
援課

－

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、北海
道消費者被害防止ネットワークを活用し消費者教育、情報提供等を推進

N0406

－

保健福祉部及び農政部とともに消費生活安定会議幹事会食品安全部会
を開催し、消費者などからの食品の安全性や品質等に関する通報を共有
化し、一元的に管理するとともに、国等の関係機関と連携するなど、適切な
措置を実施

－

－
多重債務問題を総合的に解決するため、北海道多重債務者対策協議会を
通じ、関係機関等の緊密な連携のもと、円滑かつ効果的な多重債務者対
策を協議

保健福祉部高齢者保健福祉課 障がい
者保健福祉課、福祉援護課

農政部食品政策課、農産振興課

－ 総務部学事課、税務課

２　連携の状況　　　　　　　　　　　

平成30年度　基本評価調書 施　策　名

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

建設部住宅課

政策体系
関係部・関係課施策コード

消費生活の安定と向上の推進 施策コード

連携内容
連携先

N0601

N0410 保健福祉部食品衛生課



（２）地域・民間との連携・協働 ２-２（２）地域・民間との連携･協働

取組の実績と成果

北海道消費者被害防止ネットワークニュースを6回発行し、高齢者に対しての
悪質商法の一例を紹介するなど情報提供等を実施し、消費者被害の未然防
止に努めた。また、平成30年2月19日に開催されたネットワーク会議では、各
構成団体の活動内容を共有し、消費者被害防止のための取組の推進を図っ
た。

H30年5月30日に札幌駅前通地下広場において、啓発パネル展をはじめ、北
海道消費者被害防止ネットワークコーナー、相談コーナー、寸劇･悪質商法か
るたコーナーなどの実施や、悪質商法や特殊詐欺などの注意喚起など、幅
広く消費生活に関する情報を提供するとともに、被害防止に向けた取組の紹
介などを行い消費者被害の未然防止を図った（来場者 約1，600人）。

道内の関係する行政機関をはじめ、関係団体などで構成するネットワークを組織し、消
費者への情報提供や消費者教育・啓発などを行い、消費者被害の防止を図っている。

北海道市長会・町村会、国、町内会連合会、北海道高
等学校長会・私立中学高等学校長会、北海道・札幌
市福祉協議会、北海道弁護士連合会、北海道・札幌
消費者協会など41機関

道（道立消費生活センター）、札幌市（札幌市消費者
センター）、北海道・札幌消費者協会など

連携内容 連携先

国が定めた「消費者月間」（毎年5月）に関係機関と連携して,道民を対象にした街頭啓発
などの啓発・情報提供に取り組んでいる。
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 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　施策評価
３　成果指標の設定 ３－２　成果指標の達成度合

●　達成度合について

達成度合 A B C D -

直近の成果指標
の達成率

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

達成度合 A 評価年度 H30
達成度合の分析　ほか

消費者被害防止地域ネットワーク設置促
進事業（H26～）の取組効果が現れてい
る。

年    度 H29 H30 進捗率

目 標 値 58 60 74

実 績 値 65 68 68

達成率 216.7% 113.30% 91.9%

● 本施策に成果指標を設定できない理由

最終年度 Ｈ37

基 準 値 52 60 最終目標値 74目標値

年度

目 標 の 基 準 今 年 度 の 目 標 最 終 目 標

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 消費生活の安定と向上の推進

 Ｐｌａｎ　（目標管理型行政運営システム実施要領 別紙様式１）

主① 指標名

根拠計画

消費者被害防止地域ネットワー
ク組織数

基準年度 Ｈ26 H30

〔指標の説明〕
地域における消費者被害の未然防止と消費
者被害情報の円滑な伝達などを行う地域
ネットワークの組織数

達成率の算式増減方向

増加

政策体系

北海道総合計画
第２次北海道消費生活基本
計画

((実績値-基準値)／(目標値－基準値))
×100１（５）Ａ

施策コード



平成30年度　基本評価調書 施策名 施策コード 03 ― 07

Ｐｌａｎ

0701 1(5)A 消費者行政推進事業費
「北海道消費者行政活性化基金」を活用して市町村及び道が実施する消費
者行政推進事業に関する業務

消費者安全
課

234,964 0 1.0 1.1 2.1 251,827

0702 1(5)A 消費者行政活性化基金積立金
国が創設した「地方消費者行政活性化交付金」を原資とする「北海道消費
者行政活性化基金」の管理に関する業務

消費者安全
課

3 0 0.1 0.0 0.1 806

0703 1(5)A 消費生活センター管理運営費
道立消費生活センターの管理運営に関する業務（指定管理者に対する負担
金等）

消費者安全
課

139,713 139,713 0.2 0.0 0.2 141,319

0704 1(5)A 公正取引推進費
食品表示法及び景品表示法等の法令に基づく事業者への立入検査、指
導、処分等に関する業務

消費者安全
課

581 581 2.5 1.2 3.7 30,292

0705 1(5)A 金融広報事業費 金融に関する普及啓発や消費者教育に係る受託事業に関する業務
消費者安全
課

1,006 0 0.1 0.0 0.1 1,809

0706 1(5)A 物価、消費生活モニター運営費
消費生活条例に基づく、価格安定対策、消費生活モニターによる商品の価
格、需給動向調査等に関する業務

消費者安全
課

7,402 7,402 0.2 1.0 1.2 17,038

0707 1(5)A 北海道消費者協会補助金
北海道消費者協会が実施する地域消費者運動リーダー養成講座の開催等
各種事業に対する補助に関する業務

消費者安全
課

12,967 12,967 0.2 0.0 0.2 14,573

0708 1(5)A 貸金業指導事業費 貸金業法に基づく貸金業者の登録及び指導に関する業務
消費者安全
課

1,741 502 2.2 2.4 4.6 38,679

前年度から
の繰越事
業費
（千円）

消費生活の安定と向上の推進

 (目標管理型行政運営システム実施要領別紙様式1）

４　事務事業の設定

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）



前年度から
の繰越事
業費
（千円）

整理番号
課・局
室名

事務事業概要事務事業名
政策
体系

推進
事項うち

一般財源

平成30年度

事業費
（千円）

執行体制

人工計出先 機関本庁

フル
コスト
（千円）

0709 1(5)A
消費者安全法、北海道消費生活条
例等に関する事務

消費者安全法に関する国、市町村との連携、消費生活条例に基づく消費生
活基本計画の策定、消費生活審議会及び消費者苦情処理委員会の開催、
道立消費生活センターの管理・運営、消費生活協同組合法に基づく調査・
指導に関する事務等

消費者安全
課

0 0 5.0 0.5 5.5 44,165

0710 1(5)A 特定商取引法等に関する事務
特定商取引法、食品表示法、景品表示法、消費生活条例、割賦販売法に
基づく事業者の指導・処分等、貸金業法等に基づく貸金業者の登録に関す
る事務等

消費者安全
課

0 0 4.5 2.4 6.9 55,407

0 398,377 161,165 16.0 8.6 24.6 595,915計



―

(1)成果指標の分析

A・B指標
のみ

1
計

1 0 0 0 0

-

-

-

-

A・B指標
のみ

＜消費者被害防止ネットワーク組織数【Ａ】＞
平成26年度より実施している消費者被害防止地域ネットワーク設置促進事業により、未設置の地域に継続して働きかけなどを行い、
着実に組織数を増加してきた。

-

１（５）A 1

平成３０年度　基本評価調書 施　策　名 消費生活の安定と向上の推進 施策コード 03 07

-

100%以上　
90%以上
100%未満

80%以上
90%未満

80%未満 算定不可

 Ｄｏ & Ｃｈｅｃｋ　　施策評価　一次評価結果（各部局等による評価）　
5  一次評価結果

政策体系

達成度合の集計

判定 成果指標の分析
A B C D



(2)取組の分析

1

2

3

(３)総合評価

A・B指標のみ a 概ね順調に展開

判　　　　　定
（基準１が「○」で、かつ基準２～４のうち１つ以上に「○」がある→a、それ以外→ｂ） a

成果指標の分析 取組の分析
総合評価

判定(計） 判定

4

施策の推進に当たり、他の施策・部局との
連携による成果を確認できるか

○
消費者被害の未然･拡大防止や食品の安全･安心の確保などの取組において、関係する施策間･部局間で連携して進めており、関係機関との情報共有
化など取組成果が現れている。

施策の推進に当たり、地域・民間との連携･
協働による成果を確認できるか

○
消費生活関連施策に係る取組として消費者月間における市町村、消費者団体との連携による取組や、消費者団体との協働による消費者フォーラムの開
催など、地域･民間との連携･協働による効果的な取組を進めている。

施策の推進に当たり、国等に要望・提案を
行い、実現に向けて進捗しているか

○
道内の消費生活関連施策に係る取組を強化するため、地方消費者行政推進交付金の使途拡充や活用期間の延長など継続的な財政支援の要望を国に
対して実施している。また、適正表示対策の拡充について、法に基づく調査権限の拡充やガイドラインの充実などを国に対し継続して求めるなど、関係機
関とも連携しながら働きかけを行い、施策の推進に向けて進捗が認められる。

道民からのニーズを的確に把握し、施策推
進に役立てているか

○
消費生活関連施策の推進に向け、審議会等で幅広く意見を聴取するとともに、消費関係団体と意見交換を行うなどしてニーズの把握に努め、施策の推
進に役立てている。

計画した取組を着実に進め、かつ社会情勢
や道民の要請等を踏まえた課題等に対応し
ているか

○
北海道消費生活条例に基づき策定した第2次北海道消費生活基本計画に掲げる各種施策の取組を実施するとともに、北海道消費生活審議会での委員
からの意見等を踏まえ、今年度も、消費者教育の推進や地域消費者被害防止ネットワーク設置に向けた働きかけなどの取組を実施する。

基準２～４
（施策の推進に当たり取組が認められる）

取組がある
（○あり→取組がある）

取組があるとする理由

基準1
（施策の推進に当たり対応すべきもの）

対応している
（○あり→対応している）

対応しているとする理由



―

２　更に取組が必要な事項がある

３　より一層の成果発現に向け、取組を強化する必要がある

４　より効果的・効率的に取り組む必要がある

事務事業
整理番号

事務事業名 前年度付加意見 各部局の対応（評価時点）

事務事業評価　前年度評価結果への対応状況など（評価時点）

視点

１　成果指標の達成度を高めていく必要がある

－
C05906

C09803

③ １（５）A

自立した消費者として消費行動が進められるよう生涯を通じて様々な場面で消費生活に関する知識などを
身につけるための効果的な消費者教育等を受けられる機会の充実を図る。

A2542 － C09804

A2542 －

C09801

C09802

C09804

② １（５）A

公正な消費者取引を確保するため、食品表示法、景品表示法、特定商取引法、消費生活条例などの法令
に基づき、事業者に対して行政処分や指導等を行うなど、関係法令等の適切な運用を図る。

① １（５）A

道センター及び市町村等の苦情相談処理機能等の充実を図るため、国の交付金事業を活用し、多様化･
複雑化する消費者の苦情相談に適切に対応するほか、高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大防止を
図るため、市町村等と連携・協力して地域全体で高齢者等を見守る消費者被害防止ネットワークの設置促
進や取組内容を充実させるとともに、高齢者等を対象とした普及啓発活動を推進する。

A2542

事務事業名 視点
北海道創生
総合戦略

北海道強
靱化計画

新・北海道
ビジョン

 Ｃｈｅｃｋ　　施策評価・事務事業評価　１次評価結果（各部局による評価）　

６　施策・事務事業の翌年度に向けた対応方針

対応方針 関連する事務事業 関連する計画等

対応方針
番号

政策体系 内　　　　容 方向性
事務事業
整理番号

07平成３０年度　基本評価調書 施　策　名 消費生活の安定と向上の推進 施策コード 03



03 － 07

対応方針
番号

①

②

③

対応方針
番号

対応方針
番号

（３）事務事業への反映状況

＜意見区分；　施策目標の達成状況・事務事業の有効性＞

平成30年度　基本評価調書 施　策　名 消費生活の安定と向上の推進 施策コード

 Ａｃｔｉｏｎ　　施策・事務事業評価

８　評価結果の反映

（１）一次評価結果への対応

対 応

＜新たな取組等＞
・国の地方消費者行政強化交付金を活用し、次のとおり事業を展開する。
・道センター及び市町村の苦情相談処理機能の強化を図るため、消費生活相談員研修等について 、実際の相談事例を取り入れるなどして内容の充実を図り実施する。
・消費者被害防止ネットワーク未設置地域に訪問し、設置に向けた働きかけを行う。併せて、国や道内市町村の消費者被害防止ネットワークに関する先駆的な取組などを情報提供し、ネットワークを設置する意義の浸透に
努める。
･高齢者等の消費者被害防止のために、民間企業の協力を得て啓発活動を行う。
（消費者行政推進事業費）

（２）二次評価結果への対応(付加意見への対応状況）

＜見直しを行った取組＞
・国や市町村、消費生活センターなど、関係機関・団体と連携を密にするとともに、関係法令に基づく監視、不当な事案に対する事業者への行政処分や勧告、指導等を実施していく。
・地震等の災害に便乗した悪質事業者の監視など情勢変化に応じて効果的に実施する。
（公正取引推進費・消費者安全法、北海道消費生活条例等に関する事務・特定商取引法等に関する事務）

＜新たな取組等＞
・民法改正に伴う、２０２２年４月の成年年齢引下げを見据えて、リーフレット「狙われる若者」に被害事例や対処法を追加するなどリニューアルし、これらの啓発資材を活用して、学校訪問講座を中・高生を重点的により分か
りやすい内容で開催するなど、若年者向けの消費者教育・啓発の取組を充実させる。
（消費者行政推進事業費・金融広報事業費）

事務事業
整理番号

事務事業名 各部局の対応（2019年3月末時点）

施策
事務事業

＜事務事業評価 意見区分；　前年度評価結果への対応など＞
事務事業
整理番号

事務事業名 各部局の対応（2019年3月末時点）

事務事業

終　　了 合　　　計
次年度新規事業
（予定）

反 映 結 果

方　向　性 拡　　充 改　　善 縮　　小 統　　合 廃　　止

0 0

整理番号 事務事業名 次年度の方向性


