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第１章 消費者を取り巻く環境の変化 

 

１ 社会経済情勢の変化 

最近の消費者を取り巻く環境を見ると、規制緩和の進展や少子・高齢化、グローバル化、

情報化及びサービス化の進展など社会経済情勢が急激に変化しており、また、多様な商

品・サービスの出現に伴い、契約に係る苦情が大幅に増加するなど消費者問題は複雑化・

深刻化する状況にある。一方、消費生活に関しては、環境や安全に対する関心が高まるな

ど消費者の価値観やニーズはますます多様化・高度化している。 

 

・ 規制緩和の進展 

  現在、国においては消費者の選択を基礎とする公正で自由な競争が行われる社会の実

現をめざし、経済構造改革が進められており、大幅な金融制度改革を始め、様々な分野

で規制緩和が進められている。 

政策運営の基本原則についても、行政による事前規制から消費者をはじめとする市

場におけるプレーヤーが守るべきルールを整備する事後チェック型へ転換しつつある。

消費者政策においても消費者のための新たなルールづくりが求められており、消費者安

全については「製造物責任法」が、消費者取引に関しては「消費者契約法」が新たな民

事ルールとして制定・施行されたところである。 

 

・ 少子・高齢化 

医療技術の進歩による平均寿命の伸びや晩婚化、ライフスタイルの多様化などにより、

高齢化とともに少子化

が急速に進展しており、

府においても、2015 年

には概ね４人に１人が

65 歳以上という超高齢

社会の到来が確実とさ

れている。 

高齢者が豊かな生活

を送るためには、安全

で安心できる消費生活

の確保が不可欠である。

しかし、高齢者の老後

への不安や孤独、判断

大阪府の年齢階級別人口構成の推移（経過と予測） 
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力の低下、あるいは多額の資産などに付け込んだ消費者トラブルは年々増加する傾向

にある。 

 

・ グローバル化 

 世界経済が相互依存関係をますます強めつつある中で、我が国においても、ヒト、モノ、

サービス及び情報等のグローバル化が進展しており、消費生活にも様々な影響を及ぼし

ている。 

 グローバル化の進展により、消費者は、多様な商品・サービスを入手することができる

ようになり、選択の幅が広がっているが、一方では食料品の原材料をはじめ様々な輸入

品の増加等により、国際的な表示、規格等の統一による安全性の確保や商品選択に必

要な情報の充実などが消費者重視の視点からも一層重要となっている。 

 

・ 情報化 

パソコン等の情報通信機器の普及とネットワーク化の進展にみられるＩＴ革命と呼ばれ

る情報技術の急速な進歩により、消費者がインターネットを利用して商品やサービスの提

供を受ける電子商取引（ＥＣ）が急激な拡大を続けている。消費者、とりわけ高齢者や障

害者等の外出が不便な人にとっても、商品購入に際しての利便性の向上に大きな役割を

果たしているといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、電子商取引では、事業者と消費者がネット上でつながっているだけであり、第

我が国におけるインターネットの普及状況 
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三者の「なりすまし」や販売業者の「くもがくれ」などが容易に行われるため、契約に関しト

ラブルが起こっても、消費者の手元に証拠が残りにくく、新たな消費者被害の一因となっ

ている。 

 また、電子機器に親しんでいる人とそのような環境にない人の間に発生する、情報がも

たらす格差（デジタルデバイド）についての問題も指摘されている。 

さらに、生活に関する情報の氾濫により、消費者は、本当に必要な情報を選択すること

が困難な場合もあり、的確な判断力、情報処理能力の向上が必要となっている。 

 

・ サービス化 

 近年のサービス化の特徴として、飲食業等の従来からあるサービスに加え、価値観の

多様化・個性化と相まって、教養娯楽や介護、保育等様々な分野で新しいサービスが登

場するなど、私たちは、より便利で快適な生活が可能となっている。 

 サービスには無形で標準化・規格化が困難なものもあるため、内容が事前に把握しにく

いこと、個人ごとに目的の達成度・満足度に格差があること、さらには、生産設備を必要

としない場合が多いため、事業者の参入が容易であり、多様な消費者ニーズに対応でき

る反面、悪質事業者の参入も阻みにくいことなどにより、様々な消費者被害が発生してい

る。 

 

・ 都市・地球環境問題の深刻化 

 人類は、自然からの恵みである、資源・エネルギーを利用することによって消費生活を

営んでいるが、今日、経済社会活動が飛躍的に拡大し、人類の活動は地球の生態系の

健全性をも損なう規模や内容を持つようになっている。 

 地球環境をめぐる問題は、これまで人類が経済の効率性や快適な生活を追求するあま

り、見落とされがちであったが、今後の安定した消費生活を確保するためには、省資源・

省エネルギーの一層の推進をはじめ、環境への負荷が少ない循環型社会の構築が不可

欠になっている。 

 このような状況を反映し、商品・サービスの選択にあたっては、｢環境にやさしい商品｣や

｢耐久性の高い商品｣など生活・環境を重視する消費者が多くなってきている。 

 

 

 

２ 消費生活の変化 

 物質的に豊かになった現在、府民は生活時間や生活空間、コミュニケーションの豊かさ

を求めるようになり、生きがいやゆとり、うるおいなど心の豊かさに重点を置きつつある。 
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 それに伴い、仕事や家事・育児以外にもレジャーや趣味などに生活の重点を置きたいと

考える人が多くなっている一方、ボランティアやＮＰＯ活動などを通じて積極的に社会のた

めに貢献したり、地域での活動に参加して豊かな人間関係のネットワークづくりを進める

ことによって、自己実現を図る人々も増加している。 

このような中で、よりよい消費生活を実現するためには、事業者活動の適正化を図ると

ともに、消費者が自主的かつ合理的に行動できるよう消費者教育、情報提供等を行って

いくことがますます重要となっている。 
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第２章 府消費者施策のあり方 

 

 第１ 府消費者施策の基本的視点 

 

   大阪府は、これまで消費生活の安定向上を目指し消費者保護基本法や府消費者

保護条例の下、消費生活相談の実施等安全な消費生活の確保や適正な消費者取

引の確保をはじめ、消費者教育・情報提供や消費者活動の支援等の施策に取り組

んできた。 

   しかし、第１章でみた規制緩和の進展をはじめとする社会経済情勢の変化等に対応

し、府民一人ひとりの豊かな消費生活を実現するためには、総合的な消費者被害救

済制度の確立や消費者が主体的合理的に行動するために必要な情報提供等の消

費者の自立支援のための施策が必要となっている。 

   こうした状況を踏まえ、府の消費者施策は次の３つの視点から取り組むことが必要で

ある。 

 

  ○ 「公正」 

   現在、国においては、政策運営の基本方針を事業者に対する「事前規制」から「市

場ルールの整備」へと移行し、製造物責任法に続き消費者契約法や金融商品販売

法、電子消費者契約法等の新たな民事ルールが制定された。 

しかしながら、消費者と事業者の間には依然として情報の質・量及び交渉力の格

差が存在していることを踏まえ、府においては、従来の消費者保護関係法令に基づ

く事業者指導等に加えてこの新たなルールが適正に機能するようその実効性を確保

していく必要がある。 

そのため、府は消費生活センター等の苦情相談等を通じ、事業活動がルールに

従って行われているかどうかチェックしていくとともに、そのルールの運用について検

証し、国に対し必要に応じルールの改正を要望するなど自由・公正な事業活動のル

ールづくりに努めていく。 

また、消費者と事業者が信頼の絆の下により良い市場環境づくりを行っていくため、

事業者には高い理念の下に独自の自主行動基準を作り、その基準や法令の遵守

及びそのための企業内における体制整備の推進など消費者志向の高い事業活動

が促進されるよう働きかけていく。 



第２章  府消費者施策のあり方  

  - ６ - 

  ○ 「協働」 

   消費者行政においては、消費者･事業者・行政がそれぞれの責務と役割を果たし、

合意の形成を図りながら、消費者の権利を擁護していくことが不可欠である。 

府内においては、様々な消費者問題への関心の高まりから消費者団体やその連

合体をはじめ、弁護士会の消費者保護委員会、事業者の消費者窓口担当者で構

成する消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）関西支部等が発足し、さらには消費生活ア

ドバイザーや消費生活専門相談員等の資格保有者が増加するなど、現在様々な消

費者団体や専門家団体が活発に活動を展開しているところである。 

   府は、国や都道府県、市町村との連携・協働はもとよりこれら独自の活動を進める

多様な団体との「協働」の考え方に立ち、各々の持つ知識や情報を十分に活用し、

パートナーシップを構築しながら消費者行政を進めていく。 

 

  ○ 「共生」 

   府民の誰もが豊かな暮らしを共有し将来の世代に引き継いでいくためには、事業者

はもとより消費者一人ひとりが自然とひとにやさしい暮らしを志向する「共生」の視点

が大切である。 

   このため府の消費者施策においては消費者・事業者に対し環境に配慮した消費生

活･事業活動を促進する観点から情報提供・啓発を進めることが必要である。また、

若年者、高齢者、障害者など多様な消費者の視点に配慮して豊かな消費生活の実

現に取り組む。 
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第２ 府が重点的に取り組む消費者施策 

 

１ 総合的な消費者被害救済制度の確立 

(1) 質の高い消費者被害救済制度の確立 

  今後の消費者行政においては、公正で自由な競争に基づく市場メカニズムを重視した社

会の実現を目指すため、消費者が自由意志と自己責任に基づき商品・サービス等を選択

できるよう条件整備を図ることや、消費者被害が起こった場合、その解決に資する適切な

苦情相談対応が不可欠である。 

また、個別の消費者被害の解決だけではなく、消費者の権利擁護の見地から消費者

紛争の問題点を見いだし、消費者施策に反映させるとともに、法制度の整備をはじめとす

るより適切な消費者政策を進めていくことが重要になっている。 

  府においてはこうした課題を踏まえ、国に対し必要な消費者政策が講じられるよう要望す

るとともに、消費者の自立支援のための総合的な消費者被害救済制度を確立する必要

がある。 

 

消費生活相談の充実強化－府に求められる相談機能  

【現状及び問題点】 

   府では昭和 44 年８月に府立消費生活センター（以下「府センター」という）が開設され、

消費生活相談とともに消費者啓発、商品テスト、情報提供などの事業が展開されてきた。 

  府センターに寄せられた苦情相談件数は昭和 45 年には約 2,000 件であったが、昭和

57 年には 5,000 件を突破し、平成 12 年度においては 9,402 件となっており、ここ数年は

年間約 9,000 件ベースで推移している。 

  一方、市町村においては平成 13 年４月現在、44 市町村中 40 市町で消費生活相談の

窓口が整備され、平成 12 年度における府全体の苦情相談受付件数 59,856 件のうち８

割以上にあたる 50,454 件を担うまでになっている。 

  しかしながら、まだ４町村には相談窓口がなく、15 市町の相談窓口は非常設で開設時間

も短い状況にあり、また近年、消費生活相談の内容が複雑化・高度化している中で、相

談員数を確保する必要があるなど一層の相談体制の整備充実が望まれている。 

  こうした状況の中で、平成 12 年７月の国民生活審議会消費者政策部会報告「都道府県

と市町村における苦情相談･処理業務のあり方」においては、都道府県が、苦情相談・

処理業務において市町村の補完機能、広域的専門的処理機能、消費者施策のセンサ
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ー機能等重要な役割を担っていると指摘されたところである。 

府としては、市町村の相談窓口が一定整備されたことを踏まえ、苦情相談処理業務を

はじめとする消費者行政全般について、市町村との役割分担を明確にし、府センターに

ついては市町村センターを支援する中核センターとして機能を充実強化し、府民のため

の消費生活相談の充実を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の対応】 

 ○ 中核センターとしての府の専門的相談対応機能の強化 

府センターは苦情相談におけるセンサー機能を維持しつつ、市町村からの専門的相

談に対応する機能を強化する必要がある。 

具体的には、弁護士会をはじめ各分野の専門家や国民生活センター等関係機関との

連携を図り、府消費生活相談員等に対する関係法令等の研修や、苦情の実例を素材と

した市町村等との定例的研究会の開催などをより一層充実させ、その専門的機能の強

化に努める必要がある。 

   また、消費者行政の実務には広範な関係法令の知識やノウハウが求められるにもかか

わらず、職員の人事異動により、消費者行政の専門性が確保されないといった課題もみ

られることから、新規転入時の専門研修や職員と消費生活相談員の日常的な情報交換、

さらには消費者行政の専門性が継続されるような体制整備についても検討していく必要

がある。 

○ 広域的消費者被害への対応の充実 

   近年、流通システムの拡大や電子商取引の普及等により消費者被害は一層広域化・複

大阪府内の消費生活相談件数の推移 
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雑化する傾向にある。こうした被害の拡大を防止するためには、府や市町村の相談員等

が相互に意見や情報を交換するとともに、インターネット等ＩＴを活用した情報ネットワーク

の整備を行い、府民にも迅速に注意喚起していく必要がある。 

具体的には、悪質商法等に関する緊急情報の提供については、今後ＩＴを活用し、当

該情報の即時のデータベース化を行うこと等により、府と市町村相互の電子メールによ

る情報交換や府民へのホームページ等を通じた迅速かつ積極的な注意喚起を行うシス

テムを整備する必要がある。 

 

また、広域的な被害に対しては、市町村センターと協議しつつモデル的処理方針等の

検討を行うなど、府センターがリーダーシップを発揮していくことが必要である。 

さらに、近畿全域に拡大しているような消費者トラブルについては、近畿府県で連携し

て事業者指導を行うなど具体的な対応策を検討する場の設置が必要である。 

○ 市町村の補完機能の充実 

   第一次的な消費生活相談は、府民にとって身近な市町村において適切に処理されるこ

とが望ましい。しかし、市町村の相談体制が必ずしも十分でない現状においては、府が

市町村を補完する観点から相談体制は維持しつつ、今後は市町村の相談機能の充実

等の支援に重点を傾けていくべきである。 
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具体的には、市町村の相談業務を支援するため、相談内容や処理結果を分析し、悪

質事業者の手口等への対応策など消費生活相談業務のノウハウ等を迅速に提供する

システムを構築するとともに、市町村相談員等に対し、シックハウス症候群の問題や介

護保険制度など相談業務に関わる最新の消費生活関連問題をテーマとした研修を充実

していく必要がある。 

また、府センターは国等の機関や弁護士会、民間等の消費生活相談窓口を持つ関係

機関との連携を図り、各分野の相談窓口の所在や対応内容等に関する情報を市町村

に提供し、市町村センターが第一次的な総合相談窓口として機能するよう支援していく

必要がある。 

さらに、現在人口規模や財政状況等の要因から独自の消費生活相談窓口等が未設

置又は非常設の市町村に対しては、市町村が地域ブロック単位で共同の相談窓口を設

置して対応することや隣接市への事務委託など各市町村が自ら消費生活相談機能の

充実を図ることができるよう働きかけていくことが必要である。 

あわせて、府センターでの週末等の消費生活相談を検討するなど市町村の補完機能

の充実について検討していく必要がある。 

なお資格取得後間もない相談員に対し、府センターで実地研修の機会を提供するな

ど市町村窓口の人材確保のための支援策を講ずることも検討する必要がある。 

 

府消費生活苦情審査会のあり方 

【現状及び問題点】 

大阪府消費生活苦情審査会（以下「審査会」という。）は、府センターで解決困難な

消費者被害を救済するための中立的な紛争処理機関として設置されている。 

最近の消費者被害は、事業者の倒産などにより一度に多数の被害者が発生する傾

向があり、審査会には適切かつ迅速な個別紛争の解決と併せて、類似紛争の予防・抑

止的効果が期待されている。 

府では消費者保護条例に基づき、消費者と事業者の消費生活商品等の取引に関

する苦情のうち解決困難と認める紛争について、知事の附属機関である審査会にあっ

せん又は調停を付託することとしている。 

しかし、審査会は昭和 52 年の制度創設以来これまでに５件（あっせん１件、調停４

件）の実績を有しているのみであり、必ずしも有効に機能しているとは言えない状況であ

る。 



第２章 府消費者施策のあり方 

 - １１ - 

その理由として、「市町村窓口での苦情処理に加え、府センターで解決困難な場合」

等の付託要件が厳格すぎるといったこと、さらに、審査会の制度が府民に十分に認知さ

れていない等の問題もある。 

 

【今後の対応】 

○ 審査会の今日的役割と機能 

審査会を積極的に活用するためには、府民が利用しやすいよう府・市町村いずれか

の消費生活センターで解決困難な事案については付託できるようにするなど付託要件

を緩和する必要がある。 

また、審査会制度についての広報活動をこれまで以上に行うとともに、府・市町村の

センターで解決困難な事案で、被害の未然防止･拡大防止等の観点から審査会のあっ

せん・調停が適当であると思われるものについては、相談者に対し、審査会制度を積

極的に紹介することが重要である。その際、相談者が付託を希望する場合は、手続が

適切かつ円滑に行われるよう十分な情報提供を行うことが必要である。 

さらに、審査会としては、単に個別事案の解決のみならず、集団被害等類似紛争の

予防抑止の観点から結果の概要だけでなく審査会への付託時等においてもその概要

について府民に積極的に情報提供すべきである。 

なお、審査会委員の消費者問題に関する専門性をより一層高めるため、法的判断を

要するなど専門的な苦情事例等に関する研究会等の開催を検討するとともに、資料の

整備を一層図ることが必要である。 

 

○ 審査会の運営体制の強化 

消費者契約法の施行等により今後、審査会のニーズはますます増加することが予

想される。こうしたニーズの増加に伴う複数事案の付託などに対応するため、多様な分

野の学識経験者等から協力を求める臨時の委員制度の導入及び事務局体制の強化

等を検討する必要がある。 

 

消費者のための訴訟支援のあり方  

【現状及び問題点】 

府では消費者保護条例に基づき、消費者が消費生活商品等により受けた被害につ

いて事業者を相手方として訴訟を提起する場合、当該訴訟に要する費用に充てる資金
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の貸付けその他の援助を行うこととしている。 

   府条例において訴訟への支援が認められるのは、当該被害の原因と同一又は同種の

原因による被害が多数生じ又は生ずるおそれがあり、かつ審査会によるあっせん又は

調停によっては解決できない紛争のうち、審査会により援助が適当と認められたもので、

さらに資金貸付の場合は被害金額よりも訴訟に要する費用の額の方が大きい（又は大

きいおそれがある）、という要件をすべて満たす場合である。 

すなわちこの制度は、消費者被害が少額多数の場合は訴訟に持ち込まれないケー

スが多い点に着目し、当該消費者被害を救済することにより広く消費者の利益につな

がる場合に限定して支援しようとするもので、その要件が厳格に規定されている。 

年々複雑化・多様化する消費者被害の救済が司法の場に移る段階においては、行

政の中立性や消費者被害の持つ公共性等を勘案し、消費者の権利擁護の方向性を

持ちながら、行政としてどのような支援が可能かについて検討していくことが求められて

いる。 

  

【今後の対応】 

○ 今後の訴訟支援制度のあり方 

   現行訴訟支援制度の趣旨は今後とも維持しつつ、連帯保証人負担の軽減や外国人に

対する適用の拡大等、一定の貸付要件の緩和については検討していく必要がある。 

   さらに、多くの消費者にとって、未だ裁判は身近なものではなく、また裁判に関する手続

きや判例などの情報を入手することは必ずしも容易ではない。このため、府は消費者が

司法制度を活用して消費者被害の救済を図ろうとする場合は、類似の事案における判

例や法律扶助制度等、被害者救済に必要な情報提供を行うほか多様かつ必要な支

援を行うべきである。 

   なお、訴訟資金貸付制度について、法律に違反した事業者に対する消費者からの債

権者破産申立ての際の破産予納金の資金貸付け等への拡大についても検討する必

要があるとの意見もあった。 

 

(2) 消費者参加による新たな事業活動のルールづくり 

消費者被害の未然防止を図るため、国においては、消費者契約法や製造物責任法等

のルールの整備が図られてきたところであるが、あわせて事業者には、消費者志向の確

立に向け、消費者の意見を反映した表示や苦情対応等新たな事業活動のルールづくり

が求められている。 
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 事業者の消費者志向体制の促進支援  

 【現状及び問題点】 

府消費者保護条例においては、事業者は消費生活商品等について、消費者の意見反

映や消費者苦情の適切かつ迅速な処理及び必要な体制の整備に努めるよう規定されて

おり、さらに表示･ 包装等に係る自主基準制度の運用により事業活動の適正化が図られ

てきたところである。 

また、これまでに多くの事業者において消費者苦情対応窓口が整備されるとともに、昭

和 55 年 10 月には企業等で消費者問題に携わっている担当者等によりＡＣＡＰ（(社)消費

者関連専門家会議）が設立され、消費者志向体制の整備充実が進められてきた。 

しかし近年、各事業者の消費者対応窓口では、リコール件数や専門知識が必要な相

談が増加し、消費生活アドバイザーや消費生活コンサルタント等専門家による対応が不

可欠になっているとの報告もあり、消費者対応窓口の一層の充実が必要となってきてい

る。 

こうした中で、府としても今後、消費者の参加による新たな事業活動のルールづくりの

働きかけ等により、事業者の消費者志向体制を一層促進していくための取組みが重要な

課題となっている。 

 

 【今後の対応】 

○ 府・消費者・事業者の連携による事業活動の適正化 

府としては、府センターの相談事例をテーマとして事業者団体等との情報交換の場

を設けるなどにより、消費生活相談から得た消費者の意見が事業者の消費者対応に

反映されるような取組みを進めていくべきである。 

また、府は事業者による消費者からの問合せや相談・苦情への適切な対応、事業活

動のルールづくり等の取組みが促進されるようＡＣＡＰや事業者団体などと連携して、事

業者に働きかけていくことが必要である。 

具体的には、基本的な消費者保護関係法令に関する知識等について従業員への

研修の徹底を働きかけるとともに、府センターに寄せられた商品やサービスに関する消

費者からの苦情や改善の要望については速やかに対応するよう、事業者に対し働きか

けていくことや消費者と事業者の意見交換の機会をコーディネートしていくことが必要で

ある。 

さらに、「苦情対応マネジメントシステムの指針」として国が定めた日本工業規格（ＪＩ
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Ｓ）を、事業者に広く周知しその普及を促進するとともに、新たな商品・サービス等に係

る自主基準の制定・遵守等についても事業者に働きかけていくことが必要である。 
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２ 消費者の自立支援のために必要な情報提供 

(1) 消費者被害の未然防止・拡大防止のための情報提供制度の充実 

消費者の自立支援の基盤は、消費者が商品等の購入について判断・選択する際に必

要な情報を的確に提供することである。とりわけ消費者被害が広範に及ぶおそれがある

ときや生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるとき又は財産に重大な影響を及ぼす場合

においては、府が速やかに必要な情報を提供することが消費者被害の未然防止・拡大防

止につながる。 

そこで、消費者被害の未然防止・拡大防止のための情報提供制度の充実について検

討する必要がある。 

 

消費者被害防止のための情報提供 

 【現状及び問題点】 

府においては、消費者の主体的かつ合理的な判断や行動を促進するため、府センター

等が実施する商品テストや府センターに寄せられた苦情相談の分析結果や悪質商法の

事例紹介などの情報提供を行ってきた。 

しかし、消費者被害の未然防止・拡大防止のためには、苦情事例の概要だけでなく苦

情に係る事業者名や商品名等を迅速に消費者に情報提供することが効果的かつ必要な

場合が認められる。 

  府においては現在、事業者名等の情報提供の明確な規定がなく、消費者被害の未然防

止･拡大防止のために必要な情報提供を迅速に行うためには、所要の規定整備を検討す

べきである。 

 【今後の対応】 

○ 情報提供規定の整備 

府は、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、消費者に対し適正な手続きの

下に事業者名等を含めた効果的な情報提供を行うべきである。その場合、事業者名等

の情報提供行為が事業者に対して不利益的効果をもたらすという側面をも考慮した上

で、所要の規定整備を行う必要がある。 

なお、情報提供の実施に際しては、提供する情報の内容･性質、提供の形式・方法

等の検討を踏まえて行うことが望まれる。 
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 (2) 消費者が主体的合理的に行動するために必要な情報提供 

  消費者が主体的かつ合理的に行動するために必要な情報提供の目的には、市場の一

翼を担う消費者としての市場参加の能力を高め、健全な市場の創造に向けて貢献する消

費者活動の力を高めるという二つの側面があり、この両面から消費者への情報提供・啓

発を行うことが重要である。 

 

消費者のニーズに即した効果的かつタイムリーな情報の収集と提供 

 【現状及び問題点】 

府センターでは、機関紙やファクスによる情報提供のほか、府ホームページを活用する

などして消費生活相談事例に関する情報や商品比較テスト等により商品やサービスの選

択に役立つ情報提供を行ってきたが、テレビ・ラジオ等の広報媒体に比べると、府民への

伝達度合いは格段に低い状況にある。 

また、民間ベースでは、消費者ニーズの多様化やインターネットの普及など情報化の進

展等により、商品・サービス等の情報が様々な媒体を通じて消費者に届けられているが、

その量や種類が膨大なため、高齢者や障害者など多様な消費者が本当に必要な情報を

選択できない場合もある。 

こうした中で、府には消費生活相談を通じて収集した苦情や問い合わせに基づいて、

府民の多様な消費者ニーズに対応した情報を効果的な媒体を通じて発信するとともに、

消費者団体等と連携して提供していくことが求められている。 

 

 【今後の対応】 

○ 情報提供機能の強化 

   府としては、消費生活情報を効果的かつ効率的に府民に広く提供することが大切であ

るが、とりわけ、情報提供の必要性の高い、生命・身体に危害を及ぼすおそれのあるも

の若しくは財産に重大な影響を及ぼすものなどについて、重点的に情報提供を行う必

要がある。 

府や市町村の消費生活相談を通じて収集した情報は、ＩＴを活用し、分析・加工して

わかりやすく迅速に情報提供を行うことが大切であり、特に「問い合わせ」が多い分野

は、消費者にとって情報が不足している分野として問題点を集約・分析し、タイムリーに

提供していくべきである。 

     また、消費生活に関わる様々な行政情報の収集・提供に際しては、府庁内はもとより
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国等の関係機関との連携を強化し、消費者に対しより的確に情報元を案内することが

必要である。 

さらに、府センターでは苦情の原因究明に係るテストや商品比較テストの結果により、

きめ細かい商品情報の発信が可能であり、今後も消費者に分かりやすい手法で商品・

サービス選択時の留意点などについて情報提供を行っていくことが重要である。 

一方、消費者が充実した消費生活を送るためには、高齢者・障害者などに配慮した

ユニバーサルデザイン商品・サービスの提供等に取り組んでいる事業者や、ＩＳＯ（国際

標準化機構）の制定した国際的標準規格である「ISO14001」の認証取得等環境問題

に積極的な対応を行っている事業者に関する情報についても消費者に提供していくべ

きである。 

なお、次代を担う若者が豊かな暮らしを実現していくためには、早い段階から消費者

としての基本的な知識や消費行動の際の判断能力を身に付けることが必要であり、学

校における消費者教育についてもより一層充実されるよう、教育委員会等に働きかけ

ていくべきである。 

 

○ 多様な媒体を活用した効果的な情報提供の充実 

府がタイムリーかつ効果的に広く府民に情報を提供していくためには、マスコミ等のメ

ディアを活用した情報提供について検討する必要がある。  

   また、インターネット等ＩＴを活用し、消費者が自宅に居ながらにして容易に必要な消費

生活情報を得ることができるようにするなど、多様な手段を用いて効果的な情報提供を

充実していくことが必要である。その際、高齢者やＩＴを使う環境が整っていない消費者

についても配慮し、テレフォンサービス等を併用するなどの工夫も検討するべきである。 

あわせて、高齢者・障害者等に対しては、様々な形でこれらの人々を支援する活動

を行っているボランティアグループやＮＰＯ等を通じた情報提供により効果的な手法を

工夫していくことも大切である。 

さらに、市町村と連携し、自治会の連合組織等地域の核となる団体を通じた情報提

供ルートを活用して効率よく消費生活情報を提供することも求められる。 

 

○ 消費者団体等との連携による情報提供 

府が、今後消費者の自立や自己責任を前提に施策を進めるためには、消費者の利

益擁護のために活動している様々な消費者団体等と連携し、より多くの消費者に対す
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る一層きめ細かな消費生活情報の提供に努めていく必要がある。 

具体的には、消費者団体や組織率の高い生活協同組合に対し消費者施策に関す

る情報の提供に努め、府民への情報伝達の中継役や実践的活動に基づいた教育の

担い手として位置付けて協働していくことが有効である。 

 また、消費者団体や消費者問題の専門家団体（ＮＡＣＳ：(社)日本消費生活アドバイ

ザー･コンサルタント協会、ＪＡＣＡＳ：(社)全国消費生活相談員協会、ＡＣＡＰ、弁護士会

等）等と、提供情報の内容に関する定期的な検討の場を設置すること等により、府民の

多様なニーズに一層的確に対応していくことが必要である。 
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第３ 重点施策実現のための推進方策 

 

   重点施策を実現するためには、府消費者行政の体制整備を行い、府が主体となって

市町村との連携・協力を図り、総合的・効果的に消費者施策を推進していくことが必

要である。同時に、国･都道府県･民間の連携による積極的な取り組みが必要である。 

 

１ 府消費者行政の体制整備 

  ○ 府立消費生活センターのあり方 

府立消費生活センターは、府の中核センターとして総合的な被害救済や消費者の

自立支援のための情報提供などにおいて、市町村との連携を一層強化するとともに、

専門性・広域性等の面においてその機能の充実強化を図る必要がある。また、府セ

ンターと本庁との機能分担について、効率性、実効性の観点から検討する必要があ

る。 

さらに、府センターの運営に当たっては、消費者団体や専門家団体等の意見を聴

く場を設定するなど、消費者のニーズに対応した事業を展開できるように努める必要

がある。 

なお、府民のライフスタイルが多様化していることを踏まえ、勤労者等が利用しや

すくなるよう生活情報ぷらざ（府立消費生活センター）を週末に開所することについて

も検討する必要がある。 

 

○ 府消費者保護条例の検討 

国の消費者政策は、消費者の「保護」から「自立支援のための環境整備」へと転

換し、消費者契約法等新たな民事ルールが制定された。 

消費者契約法等は、消費者・事業者間の情報力・交渉力等の格差を背景に、「消

費者と事業者の対等性の回復を図る」ことを基本的な考え方としている。現行の府

消費者保護条例も基本的な考え方は同様であり、引き続き堅持していく必要がある。 

今後、府としては、消費者契約法等新たな法制度の施行後の実情を、相談情報

等を通じて収集・分析し、現行条例と社会情勢の変化との適合性について十分に検

証していく必要がある。条例等の改正については、これらの検証を踏まえつつ、早急

に検討されることが望ましい。 
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２ 国・都道府県・民間との連携強化等 

 ○ 国・都道府県との連携強化等 

消費者被害の未然防止･拡大防止のためには、特定商取引に関する法律（旧訪

問販売等に関する法律）や不当景品類及び不当表示防止法等の事業者に対する指

示等の権限を府が適正に行使していくことが重要である。しかし、近年の商品流通エ

リアの急速な拡大や電子商取引等新たな取引形態の出現等により広域的な消費者

被害も多発しており、府県単位のシステムのみではすべてを画しえない状況にある。 

複数の府県にまたがる消費者被害については、国や他府県と連携して事業者指

導を行うとともに、必要に応じ他府県と協力して法令の改正等について国に働きかけ

ていくことが必要である。 

また府としては、悪質商法に関する緊急情報や商品比較テストの情報等、消費者

にとって必要な行政情報を集約したインターネットのホームページを国や他府県と共

同で開設・運営するなど情報収集・提供等においても国や近畿府県等との広域的な

連携が必要である。 

なお、消費生活苦情審査会機能については、複数の府県にまたがる消費者被害

が予想されること等から、広域的な連携の可能性を検討すべきである。 

○ 民間との連携強化  

近年、地域に密着した活動を通じて、住民のニーズに応じたきめ細かな対応を幅

広く行うことができること等の特徴を有するＮＰＯが、様々な分野において自主的な活

動を活発に展開しており、行政とＮＰＯとの協働が進められつつある。 

消費生活分野におけるＮＰＯである消費者団体は、これまでも自主的活動によって

事業活動の適正化や消費者保護の法制度の整備充実に貢献してきたところであり、

今日では、地球環境問題や高齢者問題など幅広い分野においても消費者の利益擁

護を目的とする多様な活動を展開している。 

今後消費者行政を推進するにあたっては、こうした幅広い分野で多様な活動を展

開している消費者団体の活動をより活性化させていくとともに、若い世代や男性にも

消費者活動のすそ野が拡大されるよう、消費者団体に対し、情報提供はもとより専門

スタッフによる知識・活動のノウハウの提供や活動の場の確保などの側面支援を行っ

ていくことが必要である。 

また、消費者団体と消費者問題への取り組みが活発な弁護士会やＪＡＣＡＳ、ＮＡＣ

Ｓ、ＡＣＡＰ等の専門家団体との連携が促進されるような機会を提供すべきである。 


