平成 24 年度政策評価事前分析表

政策

：消費者政策の推進

施策名：（１）消費者政策の調整
（２）基本的な消費者政策の企画・立案・推進
（３）消費者事故等の情報の集約・分析・対応
（４）消費生活に関する制度の企画・立案・推進
（５）個人情報保護に関する施策の推進
（６）消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進
（７）物価対策の推進
（８）地方消費者行政の推進
（９）消費者の安全確保のための施策の推進
（10）消費者取引対策の推進
（11）消費者表示対策の推進
（12）食品表示対策の推進

（担当課）
消費者政策課
消費者政策課
消費者政策課
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（１））
施策名
政策体系上の位置付け

施策の概要

達成すべき目標

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

消費者政策の調整

担当部局名

消費者政策課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

消費者政策課長 村山 裕

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

消費者政策担当課長会議などの既存の枠組みの活用や、具体的な事案に応じた関係省庁・機関の会議の設置により、情報共有や機動的な対応を促進する。
消費者政策の推進等について密接な連絡、情報交換、協議等を行うため、関係省庁による連絡会議を機動的に開催するなど、消費者の利益の擁護及び増進の観点から、関係行政機関の調整を
行う。消費者の立場に立った政策を推進する。

消費者庁が司令塔としての機能を十分に発揮し、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ることにより、国民の消費生活の安定及び向上を確保する。

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 21, 23, 37-2, 43, 46, 53, 60, 60-2, 61, 137, 153-2・171

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

目標

測定指標

目標年度

消費者基本計画
施策番号21番
関係省庁等は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを推進しま
す。
消費者庁においては、所要の体制整備を図った上で、関係行政機関等の協
力を得て、消費者に身近な地方公共団体や消費者団体等との連携を図りな
がら、消費者の立場に立ったリスクコミュニケーションの一層の促進のために
必要な措置を講じます。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

１ 「食品と放射能」に関す
るリスクコミュニケーション 平成23年度の事業実施結果を踏まえ、「食品と放射能」に関するリスクコミュニケーション等を強
等の強化と安全啓発事業 化するとともに、引き続き、安全啓発事業を展開する。
の展開

測定指標

消費者基本計画
施策番号23番

２ リスク評価機関の機能
強化と「食品安全庁」につ
いての関係省庁の連携の
リスク評価機関の機能強化や、リスク管理機関を一元化した「食品安全庁」
下での検討
について、関係省庁の連携の下、検討を行います。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

目標

・リスク評価機関の機能強化については、そのための取組を継続的に実施する。
・リスク管理機関を一元化した「食品安全庁」については、関係省庁の連携の下、検討を行う。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号37-2番

３ 未然防止対策、再乱用
第三次薬物乱用防止五か年戦略（薬物乱用防止戦略加速化プラン）に基づき、未然防止対策、
防止対策、取締対策、水際
いわゆる脱法ドラッグ（違法ドラッグを含む）の取締り体制の強化等を推進す
再乱用防止対策、取締対策、水際対策を引き続き推進する。
対策の推進
るとともに、消費者への情報提供・啓発活動を実施します。
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（１））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号43番
特定商取引法の適用除外とされた法律などの消費者保護関連法について、
消費者被害の状況などを踏まえ厳正な法執行を行うとともに、執行状況につ ４ 厳正な法執行及び執行 引き続き、関係省庁において、厳正な法執行を行うとともに、執行状況について随時取りまとめ、
いて随時とりまとめ、公表します。さらに、当該状況を踏まえ、必要な執行体制 状況の公表
公表する。
強化や制度改正などを行います。
消費者庁は、消費者委員会の意見を聞きながら、必要に応じ各省庁の具体的
な取組を促します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号46番

５ 「多重債務問題改善プ
ログラム」及び「借り手の目 引き続き、「多重債務問題改善プログラム」及び「借り手の目線に立った10 の方策」に基づき、借
改正貸金業法を円滑に実施するために必要な施策を検討します。多重債務
線に立った10の方策」に基 り手等の実情を踏まえた方策を重層的に実施する。
問題の解決のために、丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整
づく方策の実施
備・強化などを柱とする「多重債務問題改善プログラム 」を着実に実施しま
す。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号53番
家賃債務保証をめぐる消費者相談等の状況にかんがみ、家賃債務保証会社に対し、業務の適
家賃債務保証をめぐる消費者相談等の状況にかんがみ、家賃債務保証会 ６ 賃借人の居住の安定を
正な実施に当たって遵守することが望ましい事項、不当な取立て行為を行わないこと等を周知す
社に対し、業務の適正な実施に当たって遵守することが望ましい事項、不当な 図るための取組の検討
る等、賃借人の居住の安定を図るための取組を検討する。
取立て行為を行わないこと等を周知する等、賃借人の居住の安定を図るため
の取組を検討します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号60番
未公開株、社債、ファンド取引等を利用した高齢者などを狙った詐欺的商法
による新たな消費者被害の事案について、情報集約から取締りまでを一貫し
てかつ迅速に行う体制のもと、取締りを強化します。また、高齢者に被害が集
中していることを踏まえ、多様なチャネルを通じた注意喚起・普及啓発を強化
します。さらに、被害の防止・回復の迅速化等に向けた制度の運用・整備の在
り方についても検討を行います。
特に、無登録業者や無届募集者等による違法な勧誘行為について、国民に
対する情報提供と注意喚起を一層充実させます。悪質な業者に対しては文書
による警告を行うほか、関係行政機関の間で情報交換・意見交換を行うことに
より、被害の未然防止及び拡大防止を図ります。

７ 詐欺的商法による新た
引き続き、未公開株等の取引等を利用した高齢者などを狙った詐欺的商法による新たな消費者
な消費者被害の事案への
被害の事案について、取締りの強化、注意喚起・普及啓発の強化及び被害の防止・回復の迅速
制度の運用・整備の在り方
化等に向けた制度の運用・整備の在り方についての検討を適宜行う。
についての検討
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（１））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号60-2番
CO2排出権取引への投資に係る諸問題について、相談の実態や類似の取
引に対する規制の状況等を踏まえ、効果的な対応策について検討します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

８ 状況等の把握、厳正な
法執行、普及啓発の強化、
効果的な制度及びその運
用の在り方についての検討

CO2排出権取引への投資に係る消費者からの相談、取扱事業者の実態、国内外の取引の状況
等の把握に努める。関係省庁と相談の実態や類似の取引に対する規制の状況等について情報
共有の場を設けて、厳正な法執行並びに普及啓発の強化並びに効果的な制度及びその運用の
在り方についての検討を実施。

測定指標

目標

消費者基本計画
施策番号61番
いわゆる「マルチ取引」に関する苦情相談の実態を踏まえ効果的な対応策
について検討します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

９ 消費者への注意喚起

・消費生活相談情報ネットワーク（PIO-NET）に寄せられた相談の実態や海外における規制状況
などの調査（委託）の結果等を踏まえ、消費者に注意を促す。
・パンフレットを作成し、消費者に注意喚起を行う。

目標

測定指標

目標年度

平成24年度

目標年度

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号137番
10 消費者政策担当課長
消費者政策担当課長会議等について、消費者政策の推進等について密接
会議等の機動的開催
な連絡、情報交換等を行うほか、消費者問題への迅速かつ的確な対応を図る
観点から機動的に開催します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

引き続き、消費者政策担当課長会議等を機動的に開催する。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号153-2・171番
インターネットをはじめとする高度情報通信技術を活用した国内外の事業者
との取引に関する消費者問題に関し、被害の抑止及び救済の実効性の確保
など消費者の安全・安心の確保に向けた施策について、以下の事項を中心に
実施します。
①決済代行業者の名称、連絡先などの分かりやすい表示の仕組みの整備
11 消費者の安全・安心の
②インターネット取引に係る事業者が守るべき表示の留意事項の提示
確保に向けた施策の実施
③広告表示に対するネット上の監視活動の強化
④越境取引に関する消費者トラブルの解決に向けた各国消費者相談窓口間
のネットワークの構築
⑤関係事業者、消費者団体等の参加する「インターネット取引連絡会」（仮称）
の運営
⑥二国間会議、 UNCITRALの作業部会も活用した越境電子商取引のトラブル
解決の在り方についての検討

・平成23年度の取組を踏まえ、消費者の安全・安心の確保に向けた施策を引き続き実施する。
・引き続き制度の運営を実施する。（①）
・インターネット取引に係る事業者が守るべき表示の留意事項の周知を継続的に実施する。（②）
・インターネット上の広告表示に関して、引き続き、景品表示法の厳正な執行を行う。（③）
・引き続き、特定商取引法の厳正かつ迅速な法執行を行い、通信販売業者に対し不適切な広告
の改善を促すとともに、インターネット・サービス・プロバイダなどに対し情報提供することにより
違法なウェブサイトの削除などを促す。（③）
・引き続きCCJの運営を実施する。（④）
・今後も随時開催を行う。（⑤）
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（１））
補正後予算額
達成手段（開始年度）

24年度当初予算額
22年度

（１）食品と放射能に関するリスクコミュニケーション
（平成24年度）

（２）インターネット取引調査
（平成23年度）

―

―

23年度

25,822千円

―

46,634千円

33,153千円

4

関連する
指標

達成手段の概要等

1

東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、多くの消費者が関心を持つ食品
に対する放射能の影響（リスク）について、消費者の参加する意見交換会等を重
点的に開催することで、消費者が食品と放射能に関するリスクについて自ら判断
することに資する。
＜目標＞
・食品に係るリスクコミュニケーション全国的周知活動展開

11

・アジア・欧州の各国とワークショップを開催による意見交換や、越境取引に関す
る各国相談窓口間の連携実証を行うことで、越境取引に関する消費者トラブルの
解決に向けた各国消費者相談窓口間のネットワークを構築する。
・決済代行業者の登録制度の実証調査を行うことで、決済代行業者の名称、連絡
先などの分かりやすい表示の仕組みを整備する。
＜目標＞
・ワークショップの開催・運営
・各国相談窓口間の連携実証
・決済代行業者の登録制度の実証調査

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（２））
施策名
政策体系上の位置付け

施策の概要

達成すべき目標

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

基本的な消費者政策の企画・立案・推進

担当部局名

消費者政策課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

消費者政策課長 村山 裕

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に資するため、消費者政策の計画的な推進を図るための5ヵ年計画である「消費者基本計画」の検証・評価及び見直し
を行うなど、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策並びに消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画・立案・推進等を行う。

「消費者基本計画」の検証・評価及び見直しを行うことにより、刻々と変わる消費者を取り巻く環境に柔軟に対応するように施策を毎年度反映させていくことで、国民の消費生活の安定及び向上を
確保する。

○消費者基本法第9条
○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 総論第3、施策番号 108, 136, 168, 169, 170

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
総論 第3

１ 計画に盛り込まれた施
策の実施状況についての
毎年度、計画に盛り込まれた施策の実施状況について、消費者委員会の消
検証・評価の結果とそれに 毎年度、計画に盛り込まれた施策の実施状況について検証・評価・監視を行い、検証・評価の結
費者行政全般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、検証・評価・監視を
よって必要となる「消費者 果とそれによって必要となる「消費者基本計画」の見直しについて閣議決定を行う。
行います。検証・評価の結果とそれによって必要となる「消費者基本計画」の
基本計画」の見直しについ
見直しについては閣議決定を行い公表することによって、翌年度の施策に確
ての閣議決定
実に反映させます。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号108番
審議会委員の選任に当たっては、当該審議会の性格等に応じて、生活者・
消費者を代表する委員の選任に努めます。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号136番
労働相談など他の相談機関においても、消費生活に関するトラブルについ
て、消費生活相談窓口を案内できるような取組を進めます。

測定指標

目標

２ 「消費者団体基本調査」
の関係省庁等への配付及
び生活者・消費者を代表す
る審議会委員の選任

・「消費者団体基本調査」を関係省庁等に配付する。
・引き続き、関係府省庁においては、審議会委員の選任に当たって、当該審議会の性格等に応
じて、消費者庁の消費者団体との情報・意見交換システムを活用するなどにより、生活者・消費
者を代表する委員の選任に努める。

測定指標

目標

３ 消費生活に関するトラブ
ルについて消費生活相談 引き続き、消費生活に関するトラブルについて、消費生活相談窓口を案内できるような取組を進
窓口を案内できるような取 める。
組の推進
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平成24年度

目標年度

平成24年度

目標年度

平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（２））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号168番

４ OECD 会合及び関連作
引き続き、OECD 会合及び関連作業グループ会合等における幅広い消費者問題に関する検討
OECD消費者政策委員会（CCP ）において、加盟国における消費者問題の 業グループ会合等への積 に積極的に参画する。
解決制度の現状比較、現在進められている製品安全に関する情報共有の取 極的参画
組等、幅広い消費者問題に関する検討に積極的に参画します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号169番

５ 日中韓等の地域間及び
二国間での政策対話の実 引き続き、日中韓等の地域間及び二国間での政策対話の実施等を通じた国際的な連携を図る。
地域間・二国間における消費者問題について、日中韓の政策対話の実施等 施等を通じた国際的な連携
を通じ、国際的な連携の強化を図ります。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号170番
６ ICPEN 等を通じた法執
「消費者保護及び執行のための国際ネットワーク」（ICPEN）等を通じて、法執 行機関の国際的な連携強 引き続き、ICPEN 等を通じた法執行機関の国際的な連携強化に取り組む。
行機関の国際的な連携の強化を図ります。併せて、国際的な消費者トラブル 化
事例を収集する「eConsumer.gov 日本語サイト」を充実し、関係国の執行機関
との間で情報を共有します。
補正後予算額
達成手段（開始年度）

24年度当初予算額
22年度

（１）消費者基本計画の作成等
（平成21年度）

（２）国際化に伴う対応
（平成21年度）

24,274千円

23年度

6,977千円

7,891千円

49,826千円

59,230千円 52,219千円
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平成24年度

関連する
指標

達成手段の概要等

1

・「消費者基本計画」の検証・評価の結果の報告書及び改訂された「消費者基本
計画」の報告書を作成することで、検証・評価のプロセスの透明性を確保し、関係
者・関係団体等の意見を施策に反映させる。
・地方公共団体や各地の消費者団体等が主催する研修会、説明会に出席するこ
とで、「消費者基本計画」についての周知・情報提供を行うとともに、今後行う同計
画の検証・評価・監視に活かすための意見聴取等を実施する。
・冊子「ハンドブック消費者」を作成することで、消費者への必要な情報提供を行
う。
＜目標＞
・主要国の消費者政策体制等に関する調査
・二国間・地域間消費者政策協議への出席
・ＯＥＣＤへ資金拠出を行いながらの各種プロジェクト事業への支援

4・5・6

・ＯＥＣＤ／ＣＣＰ（消費者政策委員会）、ＩＣＰＥＮ（消費者保護と執行に関する国際
ネットワーク）、ＩＣＰＨＳＯ／ＩＣＰＨＳＯ（国際消費者製品安全健康機構）を始めとし
た国際会議への出席、ＯＥＣＤの消費者保護の問題に関わる各種プロジェクトの
事業を支援することにより、国際的な情報収集を図り、我が国の消費者行政に反
映させる。
・米国、ＥＵの消費者政策当局間の政務レベル以上の協力協議の実施により、各
国消費者当局と更なる連携を図る。
＜目標＞
・「消費者意識調査」の実施
・「テーマ別意識調査」の実施
・「消費者白書（仮称）」の作成

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（３））
施策名

消費者事故等の情報の集約・分析・対応

政策体系上の位置付け

担当部局名

消費者政策課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

消費者政策課長 村山 裕

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

消費者安全法に基づき、消費者庁に集約された情報を的確に分析し、取りまとめ結果を公表する。
情報を的確に分析するため、有識者や独立行政法人国民生活センターとの情報共有、意見交換を実施する。
集約・分析した消費者事故等に関する情報を庁内及び関係行政機関、地方公共団体等と共有し、適切に消費者に対して提供する。
財産分野の消費者事故等について、消費者被害の発生または拡大の防止を図るため、消費者安全法に基づく注意喚起などの対応を随時行う。

施策の概要

達成すべき目標

消費者被害の発生又は拡大の防止を図ることにより、消費者が安心して消費を行なえる市場を構築し、それによって良質な事業・雇用を創出し、ひいては日本経済の再生を目指す。

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 5・6

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号5・6

１ 適切な分析及び情報提
・適切な分析及び情報提供について、継続的に実施する。
供の実施並びに注意喚起
消費者安全法に基づく消費者事故等の通知やPIO-NET等で収集される情
・引き続き、消費者被害の発生の動向を常時的確に把握し、注意喚起や商品テスト情報の提供
や商品テスト情報のタイム
報に関する分析手法を向上させつつ、適切な分析を行うことによって、消費者
をタイムリーに行う。
リーな提供
被害の発生の動向を常時的確に把握し、国民生活センターと連携して、注意
喚起や商品テスト情報の提供をタイムリーに行います。
補正後予算額
達成手段（開始年度）

24年度当初予算額
22年度

（１）消費者事故等情報の分析等
（平成22年度）

（２）消費者事故等初動対応
（平成24年度）

23年度

24,868千円

143,315千円 70,273千円

－

37,709千円

－
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平成24年度

関連する
指標

達成手段の概要等

1

・消費者安全法第13条に基づき、消費生活センターからの情報、国民生活セン
ターのＰＩＯ－ＮＥＴや事故情報データバンクを通じた情報、関係機関からの情報、
消費者等からの不正取引等に関する申出など、消費者庁が得た様々な情報を迅
速かつ的確に集約・分析し、とりまとめた結果を、関係行政機関、地方公共団体
及び国民生活センターに提供するとともに、消費者委員会及び国会へ報告を行う
ことで、一元的に集約された情報の有効活用に資する。
・消費者安全法第15条に基づき、消費者に対する注意喚起を行うことで、消費者
被害の拡大又は防止に資する。
<目標>
・消費者安全法に基づく国会報告（第13条）
・消費者安全法に基づく注意喚起（第15条）

1

・主に財産被害に係る消費者事故等の端緒情報について、
①消費者問題の有識者をメンバーとするネットワークにおいて、電子掲示板を通
じた端緒情報収集・共有、
②各ブロックごとにメンバーが一同に会する情報検討会を開催し、端緒情報のメ
ルクマルの設定や、情報の体系的な収集・通知制度の構築についての検討・意
見交換、
を行うことによって、消費者への情報提供につなげる。
・消費者事故等のうち既存の法令や規制体系においては直ちに対処することが
困難なケースが発生した場合に、当該商品・サービスの国内外の取引実態や規
制状況を調査することによって、政府の対応方針を検討の材料とする。
＜目標＞
・端緒情報収集・分析のためのブロック別情報検討会の開催
・消費者事故等発生時の職員現地調査

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（４））
施策名

政策体系上の位置付け

消費生活に関する制度の企画・立案・推進

担当部局名

消費者制度課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

消費者制度課長 堀井 奈津子

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

１．集団的消費者被害救済制度の検討
加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について、いわゆる父権訴訟、適格消費者
団体による損害賠償等団体訴訟制度、課徴金制度の活用を含めた幅広い検討を加え、必要な措置を講じる。

施策の概要

２．適格消費者団体の認定、監督、支援
①適格消費者団体による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保、情報面における支援措置その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講じる。
②地域において適格消費者団体が設立され適切に運営されるように、また、消費者被害の未然防止・拡大防止の観点から、適格消費者団体が業務を円滑に実施できるよう、情報面での支援等を
実施する。
③消費者団体訴訟制度が濫用・悪用されないよう適格消費者団体の認定及び監督を適正に行う。
３．消費者契約法の運用・見直し
①消費者契約法に関し、消費者契約の不当勧誘・不当条項規制の在り方について、民法（債権関係）改正の議論と連携して検討する。
②消費者団体訴訟制度における差止訴訟の対象について、適格消費者団体による活用状況を踏まえつつ、その拡大について検討する。
４．公益通報者保護法の推進
公益通報者保護法について、法の周知・啓発を引き続き図り、事業者や行政機関における公益通報窓口の整備等を促進する。

１．集団的消費者被害救済制度の検討
集団的消費者回復に係る訴訟制度について、できる限り早期に成案を得て、国会へ法案を提出することを目指す。財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度について検討
を行い、平成24年度中を目途に取りまとめを行う。
２．適格消費者団体の認定、監督、支援
①②③適格消費者団体と意見交換を行い、その結果を踏まえ、具体的な支援策について検討するとともに適格消費者団体における認定NPO法人制度に関する理解を深め、同団体における認定
申請を促す。また、 PIO－NET端末の設置について、利用可能となるよう具体化を進めるとともに、消費者団体訴訟制度の周知・広報、適格消費者団体への情報面での支援、適格消費者団体の
認定・監督を適正に行う。
達成すべき目標

３．消費者契約法の運用・見直し
①②平成23年度に行った消費者契約に関する裁判等の収集・分析結果を活用するとともに、民法改正議論と連携した消費者契約の不当勧誘・不当条項の在り方及び消費者団体訴訟制度にお
ける差止請求の拡大について検討する。
４．公益通報者保護法の推進
説明会等の実施や広報資料の配布等によって、公益通報者保護法の周知・啓発、公益通報窓口の整備等の促進に努める。
公益通報者保護専門調査会による消費者委員会報告（平成23年2月）や消費者委員会による「公益通報者保護制度の見直しに関する意見」（平成23年3月）等を踏まえ、必要な措置を講じる。
上記１．～４．のとおり、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策並びに消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち、消費生活に
関する制度等を企画・立案・推進することにより、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に資する。

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 42, 109, 110, 127, 128, 130
○消費者行政推進基本計画（平成20年6月27日閣議決定） 「被害者救済のための法的措置の検討を進める。」
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（４））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号42番
消費者契約法に関し、消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、
適合性原則を含め、インターネット取引の普及を踏まえつつ、消費者契約の不
当勧誘・不当条項規制の在り方について、民法（債権関係）改正の議論と連携
して検討します。
また、消費者団体訴訟制度における差止訴訟の対象について、適格消費者
団体による活用状況を踏まえつつ、その拡大について、関係省庁の協力を得
て検討します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号109番
消費者からの情報・相談を受け付ける体制を整備します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号110番

１ 消費者委員会における
消費者契約に関する裁判例等の収集・分析の結果も踏まえ、民法改正議論と連携した消費者契
「消費者契約法に関する調
約の不当勧誘・不当条項の在り方及び消費者団体訴訟制度における差止請求の拡大について
査作業チーム」への出席・
検討する。
資料提供回数

測定指標

目標

消費者基本計画
施策番号127番

目標年度

２ 消費者がアクセスしや
すい公益通報者保護制度
相談ダイヤルの運営（１か
月当たりの受付件数）
消費者からの情報・相談を受け付ける体制の整備を継続的に実施する。

平成24年度

３ 消費者がアクセスしや
すい個人情報保護法質問
ダイヤルの運営（１か月当
たりの受付件数）
目標

測定指標
４ 「集団的消費者被害の
回復に係る訴訟制度（仮
称）」の立案作業

「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度（仮称）」について、できる限り早期に成案を得て、国会
へ法案を提出することを目指す。

加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に
被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度
について、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟 ５ 「消費者の財産被害に
財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度について検討を行い、平成24
制度、課徴金制度の活用を含めた幅広い検討を加え、消費者委員会の意見 係る行政手法研究会」の開
年度中を目途に取りまとめを行う。
催回数
を聞きながら、必要な措置を講じます。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

平成24年度

測定指標

目標

６ 適格消費者団体との意
適格消費者団体と意見交換を行い、その結果を踏まえ、具体的な支援策について検討する。
見交換回数

適格消費者団体による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保、情
報面における支援措置その他の適格消費者団体に対する支援の在り方につ
いて見直しを行い、必要な措置を講じます。
７ 認定NPO法人の認定を 適格消費者団体における認定ＮＰＯ法人制度に関する理解を深め、同団体における認定申請を
受けた適格消費者団体数 促す。
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目標年度

平成24年度

平成24年度

目標年度

平成24年度

平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（４））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

8 判決等の公表件数

消費者基本計画
施策番号128番

9 普及啓発事業の実施状
況

地域において適格消費者団体が設立され適切に運営されるように、また、消
10 適格消費者団体に対
費者被害の未然防止・拡大防止の観点から、消費者団体訴訟制度の周知・
する調査・事情聴取の実施
広報及び説明を行うほか、適格消費者団体が業務を円滑に実施できるよう、
状況
PIO－NET端末の設置に向けて検討を進めることや、判決等の公表・周知を通
じた情報面での支援等を実施します。
また、制度が濫用・悪用されないよう適格消費者団体の認定及び監督を適正
に行います。
11 申請を受けてから認定
までに要した期間

消費者団体訴訟制度の周知・広報、適格消費者団体への情報面での支援、適格消費者団体の
認定・監督を適正に行う。

12 ＰＩＯ－ＮＥＴ端末の設置
適格消費者団体において利用可能となるよう、関係者との調整を進める。
についての検討状況

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

平成24年度

目標年度

13 公益通報者保護法説
明会の回数・参加者数・満
足度

消費者基本計画
施策番号130番

14 行政機関向け公益通
報研修会の回数・参加者
数・満足度

説明会等の実施や広報資料の配布等によって、公益通報者保護法の周知・啓発、公益通報窓
口の整備等の促進に努める。

平成24年度

公益通報者保護法について、説明会の実施等による法の周知・啓発を引き
続き図り、事業者や行政機関における公益通報窓口の整備等を促進します。
消費者委員会報告等を踏まえ、法や通報処理制度の実態についての調査等 15 行政機関における通
を行います。
報・相談窓口の設置率

16 消費者委員会（専門調 公益通報者保護専門調査会による消費者委員会報告（平成23年2月）や消費者委員会による
査会）の検討を踏まえた取 「公益通報者保護制度の見直しに関する意見」（平成23年3月）等を踏まえ、必要な措置を講じ
組み
る。
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（４））
補正後予算額
達成手段（開始年度）

24年度当初予算額
22年度

（１）被害者救済制度の検討のための経費
（平成22年度）

23年度

15,043千円 11,910千円
(15,391千円) (2,401千円)

42,296千円

関連する
指標

達成手段の概要等

4,5

消費者団体訴訟制度や消費者庁において検討中の被害回復制度等について周
知啓発を図るため、全国でシンポジウムを開催し、手続に加入することとなる一
般消費者を対象に、分かりやすい内容で具体的な手続等についての理解を深め
るとともに、消費者からの問合せに対応するための窓口を設置する。

差止請求関係業務が適正に行われることを確保するため、定例調査等を行い、
適切に認定監督を行うとともに、適格消費者団体と消費者庁の連絡協議会を開
7,8,9,10,11, 催し、差止請求に関し連携・協力を図るほか、制度の問題点等について意見交換
を行う。また、消費者団体訴訟制度の円滑な運用を図るため、適格消費者団体
12,13
数の増加や差止請求の成果を踏まえた広報資料の改訂を行うとともに、一般国
民を対象にした普及啓発事業を行う。

（２）適格消費者団体の認定・監督、支援のための経費
（平成22年度）

29,078千円 19,431千円
(11,581千円) (9,817千円)

11,382千円

（３）消費者契約法運用等のための経費
（平成22年度）

6,468千円 23,227千円
(4,109千円) (13,526千円)

10,452千円

1

消費者契約法においては、取消しの対象となる行為や無効となる条項について、
対象範囲の拡大の検討が必要とされている。このため、前年度実施の消費者契
約法関連情報の収集・分析調査等を行ったところであり、その成果を踏まえ、消
費者契約法の運用・見直しに向けた検討を行う。

（4）公益通報者保護制度の周知・啓発及び通報・相談体制の整備促進
（平成17年度）

10,476千円 12,032千円
（5,351千円） （5,728千円）

9,289千円

13、14、15

説明会及び行政機関向け研修会を実施することにより、公益通報者保護制度の
更なる周知・啓発及び通報・相談体制を整備促進する。

（5）制度の運用に関する情報収集・調査研究
（平成17年度）

14,727千円 9,744千円
（7,088千円） （6,571千円）

16

消費者委員会意見・公益通報者保護専門調査会報告を踏まえ、民間事業者、労
働者及び行政機関等を対象として、公益通報に関連する紛争の実情・実態及び
公益通報者保護の法制度の周知が進まない原因等を調査することにより、制度
運用の更なる充実及び効果的な周知啓発等に資する。

15,093千円
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（５））
施策名

個人情報保護に関する施策の推進

政策体系上の位置付け

担当部局名

消費者制度課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

消費者制度課長 堀井 奈津子

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

施策の概要

誰もが安心して高度情報通信社会の便益を享受するための制度的基盤である「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）の円滑な施行のため、関係行政機関、地方公共団体と密
接に連携しつつ法制度の普及・定着を図るとともに、個人情報保護法制の国際的な協調を図り、我が国の制度について国際的な理解を深めるための取組を実施。

達成すべき目標

「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16年４月２日閣議決定、平成20年４月25日及び平成21年９月１日一部変更）に基づき、法制度の周知徹底、苦情の円滑な処理の推進等を図るととも
に、内閣府消費者委員会における個人情報保護法の問題点についての審議に協力し、その結果を踏まえ検討を行うなど、個人情報保護に関する施策を推進することにより、個人の権利利益を保
護し、国民が安心してＩＣＴ（情報通信技術）の利便を享受できる社会の実現に資する。

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 165、166

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号165番
「個人情報の保護に関する基本方針」に基づき、法制度の周知徹底、苦情
の円滑な処理の推進等を図ります。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

１ 個人情報保護法に関す
る説明会（開催場所、参加 引き続き、法制度の周知徹底、苦情の円滑な処理の推進等を図る。
者数、肯定的評価の割合）
測定指標

平成24年度

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号166番

２ 消費者委員会又はその
専門調査会において個人 消費者委員会における法改正も視野に入れた問題点についての審議に協力し、その審議の結
情報保護法に関連する議 果を踏まえ検討する。
個人情報保護法については、消費者委員会における法改正も視野に入れた
題が取り上げられた回数
問題点についての審議を踏まえ検討します。
補正後予算額
達成手段（開始年度）
22年度
（１）個人情報保護施策の総合的・一体的推進経費
（平成22年度）

7,345千円

7,866千円
（5,064千円）

（２）法律及び制度の内容等に関する情報提供及び啓発経費
（平成22年度）

25,709千円

8,314千円

（10,179千円）

（3,231千円）

（３）国際機関や諸外国政府等への対応経費
（平成22年度）

3,497千円

3,841千円

（2,144千円）

（4,003千円）

14,421千円

22,571千円

（10,133千円）

（23,279千円）

（４）法律及び制度の運用に関する情報収集・調査研究経費
（平成22年度）

24年度当初予算額

関連する
指標

達成手段の概要等

3,982千円

-

法第53条に基づき、法の施行状況について関係行政機関からの報告を取りまと
め、概要を公表する。法の施行状況のフォローアップ等を行うため、関係機関との
連絡会議を開催する。

5,032千円

1

個人情報の保護を実効的なものとするため、インターネットの活用、説明会の実
施、パンフレット等多様な媒体を用いて個人情報の取扱いについてきめ細かく周
知し、国民の間に存在する不安を解消し、いわゆる「過剰反応」の解消を図る。

5,417千円

-

国際的な協調を図るとともに、我が国の制度についての国際的な理解を深めるた
め、国際会議に出席し、各国政府等との対話を行う。

15,716千円

-

我が国の個人情報保護制度を国際的に整合性のとれたものとするため、諸外国
の個人情報保護制度や、国際機関における議論を収集する。また、個人情報保
護法を巡る諸課題に関する国内実態調査を行う。

23年度

（2,573千円）

平成24年度
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（６））
施策名

消費者に対する教育・普及啓発の企画・立案・推進

政策体系上の位置付け

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

担当部局名

消費生活情報課

作成責任者名

消費生活情報課長 長谷川 秀司

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

施策の概要

○教育
これまでに蓄積された研究・実践の成果を生かして小学生から大学生、そして成人に至るまでの多様な消費者教育を、連携して体系的に進める体制を確立するために開催した「消費者教育推進
会議」の取りまとめ「消費者教育推進のための課題と方向」を受け、「消費者教育推進のための体系的プログラム」研究会を開催し、対象領域ごとライフステージごとの個別の目標を検討し、「体系
的プログラム」として取りまとめるとともに、この「体系的プログラム」の普及策を提案する。
消費者教育の基盤整備として、消費者教育関連の教材及び実践事例等に関する情報等を集約して提供している消費者教育ポータルサイトをより充実させるため、随時、掲載情報件数等の拡充を
行う。
消費者被害・事故に遭わない消費者を育てることを目的とし、消費者に対して、必要とされる消費者教育ツールを届け消費者教育を効率的・効果的に行うために、年度内をめどに新学習指導要領
の内容を踏まえた小学生向けの消費者教育用副教材を作成するとともに、消費者教育の教育手法等についての検討を行う。
○普及啓発
各地の消費者支援活動を推進するため、消費者支援活動に極めて顕著な功績のあった個人又は団体に対して、功績をたたえ顕彰する。
消費者トラブルの減少を図るとともに消費者が主役となる社会づくりに向けた機運を高めるため、５月の消費者月間に、消費者庁、地方自治体、事業者及び民間団体等が消費者問題に関する事
業を集中的に実施し、消費生活に関する知識等の普及啓発を推進する。
高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を図るため、高齢者、障害者、および周りの方々に対し消費者トラブルに関する情報提供等を行う仕組みを構築する。
子どもの不慮の事故の減少への寄与を図るため、子どもの事故防止に関する注意喚起情報等を発信するとともに、「子どもを事故から守る！プロジェクト」を推進する。

達成すべき目標

○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あまねく求められている状況に鑑み、学校、家庭、地域、職場その他の様々な「場」において消費生活に関する教育が充実されるよう必
要な施策を講じることにより、消費者の自立を支援する。
○普及啓発
消費者団体等との適切な連携の下、消費者問題に関する普及啓発活動を総合的に推進し、消費者の自立を支援する。
高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止や子どもの不慮の事故防止等を図るための施策を推進し、高齢・障害消費者の消費者トラブルの防止及び子どもの不慮の事故の減少への寄与を図
る。

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 9、87、88、89、90、94、96、97、105、129、135
○消費者行政推進基本計画（平成20年６月27日閣議決定）
・消費者教育や啓発に係る地方支援、（中略）などに取り組む。
・国がこれまで行ってきた直轄事業（ＰＩＯ－ＮＥＴの整備、研修、消費者教育や啓発への支援等）についても充実するとともに、（以下、略）

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号９番
１ メール配信サービス「子
子どもの事故防止について、国自らの取組を加速化・重点化するとともに、 ども安全メールfrom消費者 平成24年度中に登録者数３万人。
家庭、学校、サ－クル、消費者団体、事業者、自治体等の取組を促進する「子 庁」の登録者数。
どもを事故から守る！プロジェクト」を展開します。また、子どもに対するライタ
－の使用の安全対策を検討します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

平成24年度

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号87番
消費者庁のリーダーシップのもと、関係省庁、学識経験者、消費者団体、教
育関係者等をメンバーとする「消費者教育推進会議」を開催し、これまでに蓄
積された研究・実践の成果を生かして小学生から大学生、そして成人に至る ２ 会議の開催回数など
までの各ライフステージに応じた消費者教育を、様々な主体が連携して体系
的に進める体制を確立します。推進会議において取りまとめた「消費者教育
推進のための課題と方向」を踏まえ、消費者庁、文部科学省及び関係省庁に
よる消費者教育の充実を図ります。
また、消費者教育に関する法制の整備について検討を行います。

推進会議の取りまとめ「消費者教育推進のための課題と方向」を受け、「消費者教育推進のため
の体系的プログラム」研究会を開催し、対象領域ごとライフステージごとの個別の目標を検討し、
「体系的プログラム」として取りまとめるとともに、この「体系的プログラム」の普及策を提案する。
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（６））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号88番

・消費者教育に関する情報と知見の共有化を目指して、消費者教育ポータルサイトの適切な運
３ ポータルサイト上の提供 用を行うとともに、教材や取組等の情報提供の拡充及び充実を図る。
関係行政機関等で作成された消費者教育関連の教材及び実践事例等に関
情報
・消費者教育推進会議の報告「消費者教育推進のための課題と方向」により、消費者教育ポー
する情報等を集約したポータルサイトを拡充し、消費者教育に関する情報と知
タルサイトの双方向化についての検討などを行う。
見の共有を進めます。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号89番

４ 先進的教育手法・効果
測定等に関する調査学校
消費者教育効果の測定手法や先進的教育手法等について、消費者教育を （学校数）
効率的・効果的に実施していく観点から検討を行います。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号90番
消費者庁及び文部科学省が密接に連携し、消費者教育を推進するため
に、地方公共団体において教育委員会と消費者行政担当部局との連携を図
るなど消費者教育の推進体制の整備を促進します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者教育を効率的・効果的に実施していく観点から検討を行う。

測定指標

目標

・消費者庁及び文部科学省が密接に連携し、消費者教育を推進するために、地方公共団体にお
５ 消費者教育推進体制整
いて教育委員会と消費者行政担当部局との連携を図るなど消費者教育の推進体制の整備を促
備の促進に関する文部科
進することとする。
学省との連携（研究協議会
・特に、消費者教育推進会議の報告「消費者教育推進のための課題と方向」により、消費者行政
の参加者数）
部局等に例えば「学校支援担当者」を置くなどを提案する。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号94番
新学習指導要領の内容を反映した副読本や教材などの作成、担当省庁、国
６ 副教材の作成数、副教 文部科学省と連携を図るとともに、外部の専門家などの協力も得ながら、新学習指導要領の内
民生活センター、金融広報中央委員会が有する情報や知識を活用した教育・
材作成委員会の開催数
容を反映した副読本や教材などを作成し、学校における消費者教育に対する支援を行う。
啓発事業及び教員の指導力向上を目指したセミナーの開催等については、文
部科学省や教育委員会と連携を図るとともに、外部の専門家などの協力も得
ながら、学校における消費者教育に対する支援を行います。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号96番
消費者教育ポータルサイト（前掲：施策番号88）にて、関係省庁、地方公共団体等が作成した消
７ ポータルサイト上の提供
担当省庁、国民生活センター、金融広報中央委員会が有する情報や知識を
費者教育教材や出前講座の紹介等、消費者教育に関する様々な情報の提供を行い、地域にお
情報
活用した消費者教育用教材等の作成・配布、出前講座の実施、又は地域で開
ける消費者教育の推進を行う。
催される講座等への講師派遣などを行い、社会教育施設等地域における消
費者教育の推進を行います。
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（６））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号97番

８ 消費者教育推進体制整
備の促進に関する文部科 文部科学省と連携を図り、多様な主体の連携による消費者教育を推進することに資する施策を
教育関係者、消費者団体・NPO、企業・事業者団体等の多様な主体の参画・ 学省との連携（研究協議会 進めていく。
連携による消費者教育のための連携の場を創設するとともに、連携の際の役 の参加者数）
割分担や取組手法について検討し、その成果を全国的に情報提供します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号105番

９ 食育に関心を持ってい
る国民の割合
国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食育の一
＜目標値＞90％以上
環として、食品の安全性、栄養、食習慣などについての正確な情報の提供等
現状70.5％（H23）
を推進します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号129番

食品の安全性、栄養、食習慣などについての正確な情報の提供等を推進する。

測定指標

目標

10 消費者団体との意見交
平成24年度中に消費者団体との意見交換会を12回開催。
換会の開催（回数）

消費者団体等と継続的な意見交換の場を設け、消費者団体等相互の連携
強化や消費者問題の実情に関する現場の意見・政策提言を吸い上げるととも
に、消費者団体が行う公益的な活動についての育成・支援の在り方を検討し 11 消費者団体が実施する
ます。
シンポジウム等への出席 平成24年度中に消費者団体が実施するシンポジウム等に24回出席。
（回数）

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号135番
消費者を主役とした行政に向けて国家公務員に対し、消費生活センター等
における窓口業務を体験する研修の実施を図ります。

測定指標

目標

12 研修の回数、参加者数
及び研修参加者の評価（ア 国家公務員向けの消費生活センター等における窓口業務を体験する研修を着実に実施する。
ンケート）
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平成24年度

目標年度

平成24年度

平成24年度

目標年度

平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（６））
補正後予算額
達成手段（開始年度）

（１）消費者教育推進会議の開催
（平成22年度）

（２）消費者教育用教材の活用
（平成21年度）

（３）消費者支援功労者表彰
（平成23年度）

（４）消費者月間
（平成23年度）

関連する
指標

達成手段の概要等

2

「消費者教育推進会議」の取りまとめ「消費者教育推進のための課題と方向」
を受け、「消費者教育推進のための体系的プログラム」研究会を開催し、対象領
域ごとライフステージごとの個別の目標を検討し、「体系的プログラム」として取り
まとめるとともに、この「体系的プログラム」の普及策を提案する。

3,4,6,7

消費者教育の基盤整備として、消費者教育関連の教材及び実践事例等に関
する情報等を集約して提供している消費者教育ポータルサイトをより充実させる
ため、随時、掲載情報件数等の拡充を行う。
消費者被害・事故に遭わない消費者を育てることを目的とし、消費者に対して、
必要とされる消費者教育ツールを届け消費者教育を効率的・効果的に行うため
に、年度内をめどに新学習指導要領の内容を踏まえた小学生向けの消費者教育
用副教材を作成するとともに、消費者教育の教育手法等についての検討を行う。

10,11

消費者支援活動に顕著な功績のあった者を表彰し、もって消費者利益の擁護及
び増進を図る。消費者団体等を表彰することにより、消費者団体の公益的な活動
を間接的に支援する。
表彰者数：25件（目標）

10,11

５月の消費者月間において、消費者問題に関する普及啓発を行うため、消費者
庁主催の事業を実施するほか、地方の事業と連携する。地方で実施される消費
者団体や事業者団体等の事業実施と連携することで、消費者団体等の公益的
な活動を支援する。
連携事例数：5件（目標）

1,366千円

10,11

高齢者及び障害者の消費者トラブルの防止等を図るため、協議会を開催し情報
を共有するとともに、悪質商法等の新たな手口などの情報提供等を行う。消費者
トラブル防止に係る情報提供等を行うことで、高齢者・障害者関連団体の公益的
な活動を支援する。
連絡協議会開催回数：1回（目標）

10,11

障害者等への情報提供施策に関する説明会を開催する。情報提供施策に関する
情報を提供することにより、障害者等関連団体の公益的な活動を支援する。
説明会開催数：1回（目標）

10,11

より効果的・効率的な情報提供施策に関する調査を実施する。消費者団体等に
効果的・効率的に情報提供を行うことにより、消費者団体等の公益的な活動を間
接的に支援する。
調査等回数：1回（目標）

1

子どもの不慮の事故防止に関する情報を、効果的・効率的に、その情報を必要と
する保護者・関係者に届ける。保護者へのより効果的・効率的な注意喚起の方
法等に係る調査やコンテンツの作成、国内先進事例等の調査等を行う。これら取
組により、「子ども安全メールfrom消費者庁」の登録者数を拡大することができ
る。
登録者数：3万人（目標）

24年度当初予算額
22年度

23年度

0

50,089

0

0

4,562千円

1,559

40,885千円

46,526

4,496千円

1,004

2,525千円

1,159

（５）高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会
（平成23年度）

0

1,007

（６）障害者等への情報提供施策に関する説明会
（平成24年度）

0

0

332千円

0

5,639千円

（７）情報提供施策の企画立案のための経費
（平成24年度）

（８）子どもの不慮の事故防止
（平成23年度）

0

0

7,519千円

23,903
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（７））
施策名

物価対策の推進

政策体系上の位置付け

担当部局名

消費生活情報課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

消費生活情報課長 長谷川 秀司

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

各種公共料金の改定等の内容について、物価問題に関する関係閣僚会議への付議や関係省庁との協議において、消費者に与える影響を十分考慮すべく所要の調整を行う。また、内外価格差な
ど公共料金に関する調査を行い消費者への情報提供などを行う。なお、災害等の緊急時においては、物価担当官会議を開催し、関係府省連携の下で生活関連物資等の価格動向の調査・監視や
需給・価格動向について、国民への情報提供を行う。

施策の概要
達成すべき目標

物価の安定に資する施策の推進により、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を目指す。

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 67, 67-2

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号67番

１ 各省庁所管の公共料金
等について、消費者庁・消
消費者基本計画施策番号67番により、見直しを行った物価担当官会議申合せ（平成23年3月14
費者委員会の関与のあり
日）に基づき、各省庁が所管する公共料金等について、消費者に与える影響を十分考慮して協
各省庁所管の公共料金等について、従来から消費者庁への協議や閣僚会 方を含めた仕組みの見直し
議を行う。
議への付議を行ってきていますが、消費者庁･消費者委員会の関与の在り方 検討を行い、必要な措置を
を含め、その仕組みの見直しなどの検討を行い、必要な措置を講じます。
講ずる。

平成24年度

２ 公共料金に関する調査
内外価格差など公共料金に関する調査及び消費者への情報提供

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

内外価格差など公共料金に関する調査を行い、ウェブサイトを通じた消費者への情報提供を行
３ ウェブサイトを通した消 う。
費者への情報提供
測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号67-2番
公共料金等の決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金の適正性の
確保を保つ観点から、以下の施策について検討し、取り組みます。
①所管省庁における公共料金等に係る情報公開の実施状況についてフォ
ローアップ
②公共料金等の決定過程で開催される公聴会や審議会における消費者参画
の実質的な確保
③据え置きが続いている公共料金等を含め料金の妥当性を継続的に検証す
る具体的方法の検討と実施

４ 公共料金等の決定過程
の透明性、消費者参画の
平成24年内を目処に関係省庁等とともに進め方、取組内容の方針について検討を行う。
機会及び料金の適正性の
確保を保つ観点からの施
策の検討及び取り組み

補正後予算額
達成手段（開始年度）

24年度当初予算額
22年度

（１）生活関連物資等の価格動向・消費者意識に関する調査、公共料金の内
外価格差に関する調査
（平成21年度）

13,709千円
（0千円）

23年度

12,024千円
（0千円）

16,381千円
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平成24年度

関連する
指標

達成手段の概要等

2･3

緊急時（生活関連物資等の価格が異常に上昇する恐れがある場合）に生活関連
物資のうち特に消費者の関心が高い品目を対象に、消費者の価格への意識や、
店頭販売価格の動向を定点観測し、複数の地方都市を含む全国各地で、小売店
や代表的な消費者団体へヒアリング等を行い、経年変化などの分析を行う。
また、関係省庁との連携を図りながら、生活関連物資等の価格監視を行い、適
切な物価安定対策を推進するための会議などを行う。
さらに、内外価格差等、公共料金に関する調査を行い実態を把握するとともに、
国内外の公共料金の動きを確認し、消費者への情報提供を行う。

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（８））
施策名

政策体系上の位置付け

施策の概要

達成すべき目標

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

地方消費者行政の推進

担当部局名

地方協力課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

地方協力課長 村松 茂

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

平成23年度末までの「集中育成・強化期間」後における、地方消費者行政の課題及び消費者庁としての取組・地方公共団体への期待をまとめた「地方消費者行政の充実・強化のための指針」に
基づく施策を、着実に推進していく。
消費生活センターの法制上の位置づけや適正な配置、相談員の配置や処遇などの望ましい姿や、地方との役割分担等を踏まえた国による人材面、ノウハウ面、情報面、財政面などの支援、連
携、協働の在り方について、地方消費者行政・消費生活相談体制の実態調査や内閣府消費者委員会における審議を踏まえ、全般的に検討を行う。
「消費者ホットライン」について、その運用や活用状況を踏まえつつ、消費者の利便に資する形で引き続き実施し、消費生活センターや相談窓口の周知徹底に努める。更に、全国共通の電話番号
から身近な相談窓口を案内する「消費者ホットライン」の実施を通じ、その運用や活用状況を踏まえつつ、消費者の利便に資する形で引き続き実施し、消費生活センターや相談窓口の周知徹底に
努める。
地方自治体と連携しながら、地方消費者行政の充実･強化を支援することにより、消費者被害の防止や救済、消費生活の安定や向上を図る。

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号1, 109, 111, 121・122, 122-2, 123, 124, 126, 129, 136
○消費者行政推進基本計画（平成20年６月27日閣議決定）
・地方の消費生活センター及び国民生活センターを高齢者を含めすべての消費者が何でも相談でき、誰もがアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口と位置付け、全国ネットワークを構築する。
○日本再生戦略（平成24年７月31日閣議決定）
・地方消費者行政の充実･強化に向けた新たな支援策の検討･結論、支援の推進＜2012年度に実施すべき事項＞
・地方消費者行政の更なる充実・強化に向けた支援の推進（消費生活相談や法執行体制の整備・充実、消費者団体等の多様な主体との連携強化、消費者教育の充実等への支援）
・市町村における消費者生活相談体制の人口カバー率：100％＜2015年度までに実施すべき事項＞
・消費者被害に遭ってもどこにも相談しなかった人の割合を減少させる＜2020年までに実現すべき成果目標＞

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号１番
①国民生活センターと連携して、全国消費生活情報ネットワーク・システム
（PIO-NET）の刷新を円滑に実施します。
②PIO-NETに関し、相談員の入力負担の軽減や情報分析機能の向上に資す
１ 検討会での検討状況
るため、国民生活センターと連携して、複雑なキーワードを付与する方式の見
直しによる検索の効率化や、新たな技術の導入による入力負担の軽減など抜
本的な刷新に取り組みます。
③国におけるPIO-NET端末の設置基準に関する検討を踏まえ、国民生活セン
ターと連携して、関係機関にこれを追加配備します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号109番
消費者からの情報・相談を受け付ける体制を整備します。

「PIO-NET刷新に関する検討会」を開催し、PIO-NETを現場での相談にもっと役立つものにする
ことなどを目的として、引き続き検討していく。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

２ 消費者ホットラインの運 引き続き、一元的な電話番号で消費者からの情報・相談を受け付ける体制の整備を、消費者の
営（利用件数）
利便に資する形で実施する。

平成24年度

３ 「東日本大震災」におけ
る自治体へのバックアップ 地元自治体からの要請等、地元ニーズを踏まえつつ、被災地における相談窓口に各分野の専
の状況（専門家派遣事業に 門家（弁護士、司法書士、行政書士、税理士等）を派遣し、被災者の方々の生活再建を図る上で
おける派遣数、相談件数 必要となる総合的な相談体制の構築に対する支援を行う。
等）

平成24年度
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（８））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号111番
多重債務者対策について、相談窓口の高度化など地方公共団体による地
方消費者行政としての取組に対する支援を行います

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号121・122番
① 地方消費者行政活性化・消費生活相談体制の強化について、「地方消費
者行政の充実・強化のためのプラン」に基づく施策を推進します。
② 「集中育成・強化期間」後の地方消費者行政について、詳細な事例集とこ
れを基にした「地方自治体への期待」、「消費者庁の取組」をまとめた「地方消
費者行政の充実・強化のための指針」を取りまとめ、引き続き、地方消費者行
政の充実・強化に取り組みます。
③ 地方消費者行政推進本部において、知事や市町村長のリーダーシップの
下で進められる取組を支援するとともに、研修の充実などを通じた担当職員
の一層の専門性の向上などに取り組みます。
④ 今回の「東日本大震災」で被害を受けた地方公共団体のバックアップに
取り組みます。
⑤ 消費生活センターの法制上の位置付けや適正な配置、相談員の配置や
処遇などの望ましい姿や、地方との役割分担等を踏まえた国による人材面、ノ
ウハウ面、情報面、財政面などの支援、連携、協働の在り方について、地域住
民の意思に基づく充実強化が図られるよう、地域主権改革の理念を踏まえ、
地方消費者行政・消費生活相談体制の実態調査や消費者委員会における審
議結果なども参考とし、全般的に検討を行います
⑥ 「地方消費者行政活性化基金」終了後においても地方消費者行政におけ
る地方公共団体の積極的な取組を下支えする支援の在り方を検討するととも
に、財源の確保に向けて検討を行います。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

４ 「地方消費者行政活性
「地方消費者行政活性化基金」などの活用例の紹介を通じ、地方公共団体における取組が効果
化基金」を通じた専門家の
的に図られるよう引き続き支援していく。
活用

平成24年度

５ 消費生活相談員等を対
象とした国民生活センター さらなる研修の充実を図る。
での研修の実施

平成24年度

測定指標

目標

目標年度

６ 消費者庁職員による「現
全国10ブロックの各担当（１名）が月１回程度は「現場」に出向き、意見交換を行う。
場」との意見交換

平成24年度

７ 「地方消費者行政活性
「地方消費者行政活性化基金」終了後においても地方消費者行政における地方公共団体の積
化基金」終了後の財源の確
極的な取組を下支えするために、新たな財政措置を平成25年度予算において要求する。
保

平成24年度

８ 執行専門研修の開催

執行研修の開催により担当職員の一層の専門性の向上を図る。

平成24年度

９ 「東日本大震災」におけ
る自治体へのバックアップ
の状況（専門家派遣事業に
おける派遣数、放射性物質
検査機器の配備台数など）

・地元自治体からの要請等、地元ニーズを踏まえつつ、被災地における相談窓口に各分野の専
門家（弁護士、司法書士、行政書士、税理士等）を派遣し、被災者の方々の生活再建を図る上で
必要となる総合的な相談体制の構築に対する支援を行う。
・地元自治体からの要請等、地元ニーズを踏まえつつ、（独）国民生活センターと連携して、消費
者の安全・安心の確保に向け、地方自治体における食品等の放射性物質検査体制整備を支援
するため、放射性物質検査機器の貸与を引き続き実施する。
・各都道府県に造成されている「地方消費者行政活性化基金」について、震災・原発事故を受け
た緊急対応（復旧・復興に向けた消費者行政機能の回復・強化や食品の放射性物質検査等）に
より、被災4県（福島・宮城・岩手・茨城）では基金の取崩し額に不足が見込まれるため、平成25
年度予算において増額要求する。

平成24年度

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号122-2番
消費生活相談員の資格の法的位置付けの明確化について検討を行い、相
談員について全国的に一定の水準を確保し、消費生活相談業務の一層の質
の向上と体制の整備を図ります。

10 検討会での検討状況

「消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化に関する検討会」を開催し、自治体や消費者団
体等との関係者とも意見交換をしながら、更なる検討を進める。
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（８））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号123番

11 消費者ホットラインの運
引き続き、消費者の利便に資する形で実施する。
営（利用件数）
「消費者ホットライン」について、国民生活センターと連携して、その運用や活
用状況を踏まえつつ、消費者の利便に資する形で引き続き実施し、消費生活
センターや相談窓口の周知徹底に努めます。また、通信事業者による通信環
境の改善を待ちつつ、直接接続できる消費生活センターや相談窓口をさらに
増やします。さらに、国民生活センターでは、現行の土日祝日相談に加えて、 12 消費者ホットライン接続 直接接続できる消費生活センターや相談窓口をさらに増やす。
自治体の拡大（自治体数）
平日においても「消費者ホットライン」のバックアップに取り組みます。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号124番

測定指標

13 消費者行政ブロック会 引き続き開催する。開催にあたっては、必要に応じて改善等を行いながら、より良い形で開催す
議の開催（回数）
る。

都道府県における法執行強化（景品表示法、特定商取引法、農林物資の規
格化及び品質表示の適正化に関する法律等）を図るため、地方からの研修員
受入れ、執行研修の充実等を通じた人材強化、都道府県との連絡会議の開 14 執行専門研修の開催
催等を通じた国と都道府県の連携などの支援を行います。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号126番

目標

更なる研修内容の充実を図る。

測定指標

15 消費者庁職員による
「現場」との意見交換

目標

全国１０ブロックの各担当（１名）が月１回程度は「現場」に出向き、意見交換を行う。

消費者基本計画
施策番号129番

測定指標

目標

17 消費者団体が実施する
シンポジウム等への出席 積極的に出席し、意見交換等を行う。
（回数）

消費者団体等と継続的な意見交換の場を設け、消費者団体等相互の連携 18 地方消費者グループ・ 引き続き開催する。開催にあたっては、必要に応じて改善等を行いながら、より良い形で開催す
強化や消費者問題の実情に関する現場の意見・政策提言を吸い上げるととも フォーラムの開催（回数）
る。
に、消費者団体が行う公益的な活動についての育成・支援の在り方を検討し
ます。
19 「東日本大震災」におけ
地方消費者グループ・フォーラム等を通じて、震災への対応状況等について説明し、情報共有を
る自治体へのバックアップ
図る。
の情報共有の状況
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平成24年度

目標年度
平成24年度

平成24年度

政策・措置に関する情報を地方公共団体と共有する体制について、関係行
政機関及び地方公共団体との連携を密にするなどして整備を行います。各種 16 「東日本大震災」におけ
消費者行政ブロック会議や各種説明会を通じて、震災への対応状況等について説明し、情報共
説明会や連絡会議の場等において引き続き情報共有の徹底を図ります。
る自治体へのバックアップ
有を図る。
の情報共有の状況
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

平成24年度

目標年度
平成24年度

平成24年度

目標年度

平成24年度

平成24年度

平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（８））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

20 他の行政機関との連携

引き続き、消費生活に関するトラブルについて、消費生活相談窓口を案内できるような取組を進
める。

消費者基本計画
施策番号136番
労働相談など他の相談機関においても、消費生活に関するトラブルについ
て、消費生活相談窓口を案内できるような取組を進めます。
補正後予算額
達成手段（開始年度）
22年度

目標年度

24年度当初予算額

関連する
指標

達成手段の概要等

23年度

平成24年度

（１）地方公共団体等との連携・協働
（平成21年度～平成22年度）

-

61,443千円

62,374千円

6,8,
13～19

地方公共団体担当者等「現場」の関係者へのヒアリング、施策の説明会、要望の
把握等、連携・交流を図る。

（２）地方消費者行政支援の企画立案
（平成21年度～平成23年度）

-

46,563千円

35,177千円

1,10

都道府県、市町村の消費者行政を担当する組織、職員配置、予算、事業の動向
など、地方消費者行政全体の現況を把握し、今後の地方消費者行政支援の施策
の検討に活用する。

179,035千円 132,628千円

106,386千円

2,11,12

「消費者ホットライン」（消費者にとって身近な消費生活相談窓口へ容易にアクセ
スしやすい環境を整備することを目的として22年1月から共通の電話番号を設け
て実施。）の継続利用及び運用を行う。

（３）消費者ホットラインの運用
（平成21年度）

（４）地方消費者行政活性化交付金（一般会計）
（平成24年度）

-

-

500,000千円

-

食品と放射能の問題をきっかけとする食の安全性への消費者の不安が高まった
こと及び、地域全体の消費者問題への対応力を向上するために地域の子育て、
環境、福祉、産業等の多様な主体による消費者問題に関する取組を活性化する
必要があることを踏まえ、既存の「地方消費者行政活性化基金」の上積み・拡充
を行う。

（５）地方消費者行政活性化交付金（復興特会）
（平成24年度）

-

-

364,400千円

9

被災４県（福島、宮城、岩手、茨城）における食の安全性等に関する消費生活相
談対応及び放射性物質測定に必要な体制整備等を行うため、これら被災４県か
らの申請に基づき、当該各県に造成されている「地方消費者行政活性化基金」を
増額するための資金を交付する。
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（９））
施策名
政策体系上の位置付け

施策の概要

達成すべき目標
目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

消費者の安全確保のための施策の推進

担当部局名

消費者安全課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

消費者安全課長 宗林 さおり

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

消費者安全法の「重大事故等」、消費生活用製品安全法の「重大製品事故」については、毎週定期的に件数、事故概要等を公表している。
事故情報デ－タバンクは、生命・身体に係る消費生活上の事故情報を関係機関等から一元的に集約して提供するシステムであり、事故の再発・拡大の防止に資する環境整備の一環として整備
し、平成22年4月から国民の方にはインタ－ネットから同デ－タバンクの事故情報を自由に閲覧・検索することができるようにしている。
食品と放射性物質に関しては、消費者の目線に立ち、関係省庁、地方自治体、消費者団体等と連携しつつ、消費者へのわかりやすい情報提供、消費者とのリスクコミュニケーションの強化に努め
ている。また、リスクコミュニケーションについては、これまで消費者の日常生活における身近な問題をテーマとして行ってきており、引き続き推進していくこととしている。
「医療機関ネットワ－ク」は、消費者の生命または身体に生ずる被害に関する事故等の概要等の詳細情報を医療機関から収集し、同種事故等の再発防止に活かしていくことを目的しており、平成
22年12月に事業を開始している。
生命・身体被害に係る消費者事故等に関する情報を迅速、的確かつ効果的に発信することにより、消費者事故等による被害の発生又は拡大を防止する。
食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを一層促進することにより、消費者が正確に理解をし、自ら判断して消費活動を行うことに資する。
○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号2, 3, 4, 5・6, 7, 12, 13-2, 13-2-2, 13-4, 20, 21, 38, 168

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号2番
１ 事故情報データバンク
関係行政機関、関係機関、地方公共団体等から消費者事故情報等を一元
のアクセス件数
的に集約するための事故情報データバンクを構築し、個人情報保護に配慮し
つつ十分な開示を行い、国民生活センターと連携して広く国民からの利用が
可能な運用を行います。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

掲載する情報や機能の充実を継続的に図る。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号3番
消費者被害の発生・拡大を防止し、消費生活の安全を確保するための省庁
横断的な緊急の対応が必要な場合には、緊急時における国の対処の在り方
等に関する要綱に基づき対処します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

２ 緊急時に適切に対処

消費者安全の確保に関する関係府省庁緊急時対応基本要綱等に基づき適切に対処する。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号4番
消費者安全法及び消費生活用製品安全法における事故情報の報告・公表
制度の拡充については、消費者安全法等に基づく情報収集を着実に実施し、
重大事故以外の情報の収集状況、消費生活用製品以外の事故情報の収集 ３ 事故情報の報告・公表
状況等の検証を行います。これらに基づき、消費者委員会での検討を踏まえ 制度の拡充への取組み
ながら、収集する事故情報の範囲等の拡大について検討を行います。また、
公表する事故情報の範囲等を拡大します。
消費者庁は、生命・身体分野の消費者事故等の情報に基づく消費者庁の対
応の在り方について検討を行い、被害の重篤度や拡大可能性等の観点から
優先度をつけた対応を行います。

・消費者安全法等に基づく事故情報の収集及び当該事故情報の公表の仕組みについて見直し
を行う。
・生命・身体分野の消費者事故等の情報に基づく消費者庁の対応について優先度をつけた対応
を行う。
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（９））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号5・6

４ 適切な分析及び情報提
・適切な分析及び情報提供について、継続的に実施する。
供の実施並びに注意喚起
・引き続き、消費者被害の発生の動向を常時的確に把握し、注意喚起や商品テスト情報の提供
消費者安全法に基づく消費者事故等の通知やPIO-NET等で収集される情
や商品テスト情報のタイム
をタイムリーに行う。
報に関する分析手法を向上させつつ、適切な分析を行うことによって、消費者
リーな提供
被害の発生の動向を常時的確に把握し、国民生活センターと連携して、注意
喚起や商品テスト情報の提供をタイムリーに行います。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号7番
リコール情報を一元的に収集し、消費者へ分かりやすく情報提供します。
また、各種リコール情報を消費者の特性を考慮して分かりやすく周知する方
策について検討します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

５ リコール情報の周知に
関する調査・分析

サイトの利用状況を把握し、機能改善等を検討する。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号12番
消費者安全法に基づき、関係行政機関及び地方公共団体等から通知される
重大事故等の情報について、消費者安全情報総括官制度や事故情報分析タ ６ 医療機関ネットワーク事
スクフォースなどを通じて関係行政機関、関係機関等と連携を図りながら、迅 業における参画病院数の
速・的確に分析・原因究明を進めます。また、医療機関とのネットワーク構築 拡大、注意喚起等の実施
事業における委嘱医療機関等から製品等に係る事故に関する基本的な情報
及び必要に応じて詳細情報を収集する仕組みを構築・運用し、適時見直しを
行います。
さらに、高度な事故分析能力を有する人材の確保・養成を図ります。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

・重大事故等の情報については、消費者安全情報総括官制度などを通じて関係行政機関、関係
機関等と連携を図りながら、迅速・的確に役割分担と図りつつ、分析・原因究明を進める。
・医療機関ネットワークによる事故情報の追跡調査については、国民生活センターの事業と併せ
て事業の在り方を検討することとし、現在の事業としては廃止することとする。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号13-2番
７ 消費者安全調査委員会
消費者庁は、「事故調査機関の在り方に関する検討会」の取りまとめを踏ま
消費者事故等の調査機関の設置に係る消費者安全法の一部を改正する法律案が成立し、施行
の設置を規定する消費者
え、既存の関連機関の規制行政のための機能との両立なども踏まえた関係
された際には、消費者安全調査委員会が消費者事故等の原因究明、対策の提言などを着実に
安全法の改正及び成立後
の在り方の検討、既存の関連機関の機能や有識者の知見を活かした連携や
実施し、消費者の生命・身体を脅かす事故の発生及び拡大の防止に努める。
の体制整備
ネットワークづくり、事故調査と刑事手続との関係の整理なども進めながら、消
費者安全の確保のために必要な事故調査が十分になされているとはいえな
い生命・身体分野の消費者事故等の調査を行う体制を整備します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号13-2-2番

８ 消費者安全調査委員会
消費者事故等の調査機関の設置に係る消費者安全法の一部を改正する法律案が成立し、施行
「事故調査機関の在り方に関する検討会」の取りまとめを踏まえ、消費者事 の設置を規定する消費者 された際には、消費者安全調査委員会が消費者事故等の原因究明、対策の提言などを着実に
故等の調査の公正・独立についての評価、複数の事故調査機関相互の調整・ 安全法の改正及び成立後 実施し、消費者の生命・身体を脅かす事故の発生及び拡大の防止に努める。
連携、事故調査の申出への対応等の機能を果たすため、消費者委員会の役 の体制整備
割を含めて必要な検討を行い、体制を整備します。
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（９））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号13-4番
食品等による窒息事故の再発防止に向けて、食品の物性・形状面での安全
性の確保のために必要な措置を講じます。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

９ 安全性確保に向け、今
食品の物性・形状面等での安全性確保のために必要な措置を講じる。
後、適切に対応

測定指標

目標

10 現行規定決定以後の
取組みの反映、消費者庁
設置以降の食品安全推進 食品安全委員会及び消費者委員会の意見を踏まえ、基本的事項の変更案を作成し、閣議決定・
体制の見直し、緊急時対応 公表を平成24 年度内に行う。これに基づき、食品の安全性の確保のために必要な措置を講ず
食品安全基本法第21条第１項に規定する「基本的事項」を内閣府及び消費
の体制整備等を内容とする る。
者庁における所要の体制整備を図った上で改定し、それに基づいて、食品の
基本的事項の改訂を着実
安全性の確保のために必要な措置を講じます。
に実施

目標年度

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号20番

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号21番
関係省庁等は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを推進しま
11 「食品と放射能」の問題
す。
食品と放射性物質に関し、消費者の目線に立ち、関係省庁、地方自治体、消費者団体等と連携
について、消費者への分か
消費者庁においては、所要の体制整備を図った上で、関係行政機関等の協
しつつ、消費者とのリスクコミュニケーションの強化に努める。
りやすい情報提供を実施
力を得て、消費者に身近な地方公共団体や消費者団体等との連携を図りな
がら、消費者の立場に立ったリスクコミュニケーションの一層の促進のために
必要な措置を講じます。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号38番

測定指標

目標年度

12 判例、製造物責任法に
基づき提訴された訴訟等の
情報の収集・公表

製造物責任法に関連する裁判例及び裁判外紛争解決事例について、消費
者庁は、関係省庁及び国民生活センターなど関係機関との協力体制を整備し
て収集を行い、これを整理して取りまとめ、消費者庁ウエブサイト等で公表し 13 裁判外紛争解決事例
の収集・公表件数
ます。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

目標

平成24年度

消費者庁と国民生活センター、各PLセンターが連携し、判例及び裁判外紛争解決事例を収集
し、公表を行う。

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号168番

14 OECD会合及び関連作 引き続き、OECD会合及び関連作業グループ介護等における幅広い消費者問題に関する検討に
業グループ会合等への積 積極的に参画する。特に、OECDの消費者政策委員会の製品安全作業部会に出席し、情報収集
OECD消費者政策委員会（CCP）において、加盟国における消費者問題の解
極的参画
等を行う。
決制度の現状比較、現在進められている製品安全に関する情報共有の取組
等、幅広い消費者問題に関する検討に積極的に参画します。
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（９））
補正後予算額
達成手段（開始年度）

（１）消費者安全啓発推進経費
（平成21年度）

（２）消費者安全の対策に必用な経費
（平成21年度）

22年度

23年度

23,919千円

20,177千円

24年度当初予算額

関連する
指標

16,473千円

21

19,749千円

427,376千円 313,269千円

達成手段の概要等

地方公共団体や消費者団体と連携し、消費者の立場に立った情報発信や意見
交換会を実施し、リスクに対する啓発を行う。

・消費者安全法に基づく事故情報通知義務等に関して都道府県及び政令指定都
市に対する業務説明や意見交換を行うとともに、所管各法に基づく立入検査を実
施する。立入検査で得られた情報は、集約・分析を行う。
・重大事故等が発生した場合の緊急時に、緊急対策本部を設置し、現地からの
情報収集や有識者からの意見聴取を踏まえて、政府全体で迅速かつ適切に対応
2、5、6、9
する。
・収集した消費者事故情報に基づき、専門機関を活用した委託や職員による事故
現場での調査により分析・原因究明を行う。
・消費者への事故情報提供及び事故分析・原因究明に必要な、消費者事故情報
を一元的に集約する体制を整備する。

（３）生命・身体分野の消費者事故調査等に関する経費
（平成21年度）

-

-

69,918千円

７、8

消費者安全の確保のために必要な事故調査が十分になされているとはいえない
生命・身体分野の消費者事故等について、消費者安全調査委員会が事故原因
等原因調査等を行い、発生・拡大防止のための提言を行う。

（４）食品と放射能に関するリスクコミュニケーションに必用な経費
（平成24年度）

-

-

25,822千円

21

放射能汚染による消費者の職に対する不安に対し、地方公共団体や消費者団体
と連携し、消費者の立場に立った情報発信や意見交換会を実施し、リスクに対す
る啓発を行う。
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（10））
施策名
政策体系上の位置付け

施策の概要

達成すべき目標

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

消費者取引対策の推進

担当部局名

取引対策課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

取引対策課長 山下 隆也

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

○特定商取引法等の厳正な執行
消費者トラブルの実態を踏まえ、経済産業局との密な連携の下、悪質事業者に対する行政処分（業務停止命令・指示）などを厳正に行う。
また、通信販売等について、特定商取引法の執行を補完する取組として、事業者に対し不適切な広告の改善を促すとともに、インターネット・サービス・プロバイダ（以下「ＩＳＰ」という。）や金融庁な
どに対し違法な電子メール広告などの情報を提供することによりウェブサイトの削除や口座の停止などを促す。また、警察との連携強化など、環境整備に必要な取組を行う。
このほか、特定電子メール法に基づく表示等に関する規制・制度を運用する。
訪問販売等のトラブルの多い特定の取引について、悪質事業者に対する行政処分を厳正に行うこと等により、消費者保護を十分に確保する。
また、特定電子メール法を厳正に運用すること等により、一般消費者の利益を確保する。
○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 41, 41-2, 41-3, 44-2, 53, 154

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号41番
高齢者などを狙った悪質商法対策の充実・強化を図るため、特定商取引法
の趣旨及び消費者被害の実態を踏まえ、同法の厳正な執行を行います。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

消費者基本計画
施策番号41-2番

測定指標

目標

１ 特定商取引法の厳正な 引き続き、訪問販売等のトラブルの多い特定の取引について、悪質事業者に対する行政処分を
執行
厳正に行い、消費者保護を十分に確保する。

測定指標

目標

引き続き、通信販売業者に対して不適切な広告の改善を促すとともに、ＩＳＰや金融庁などに対
２ 電子商取引モニタリング
し、違法な電子メール広告等の情報を提供することにより、ウェブサイトの削除や金融機関にお
事業等
ける口座の停止等を促すことにより、消費者保護を十分に確保する。

通信販売等について、特定商取引法の執行を補完する取組として、通信販
売事業者に対し不適切な広告の改善を促すとともに、インターネット・サービ
ス・プロバイダや金融庁などに対し、違法な電子メール広告等の情報を提供す
３ 特定商取引法の厳正な 引き続き、訪問販売等のトラブルの多い特定の取引について、悪質事業者に対する行政処分を
ることにより、ウエブサイトの削除や口座の停止等を促します。
執行
厳正に行い、消費者保護を十分に確保する。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

平成24年度

目標年度

平成24年度

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号41-3番
特定商品等の預託等取引契約に関する法律及びその関連法令について、制
度面・運用面の問題点の整理を行い、政省令・通達などで対応可能なものは
速やかに対応します。

４ 政省令、通達などの見
直し

特定商品等の預託等取引契約に関する法律及びその関連法令について、制度面・運用面の問
題点の整理を行い、政省令・通達などで対応可能なものは速やかに対応する。
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（10））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号44-2番
① 貴金属等の買取業者による強引な自宅への訪問買取りから消費者を保
護するため、被害実態を早急に把握の上、消費者への注意喚起等現行制度 ５ 改正特定商取引法の施 買取業者による強引な自宅への訪問買取りから消費者を保護するための特定商取引に関する
行
法律の一部を改正する法律を、公布後６ヶ月以内に施行する。
上可能な措置を講じます。
② その一方で、貴金属等の買取業者による強引な自宅への訪問買取りから
消費者を保護するための法的措置について被害実態の正確な把握に努めつ
つ検討し、結論を得ます。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号53番
家賃債務保証をめぐる消費者相談等の状況にかんがみ、家賃債務保証会社に対し、業務の適
６ 賃借人の居住の安定を
家賃債務保証をめぐる消費者相談等の状況にかんがみ、家賃債務保証会社
正な実施に当たって遵守することが望ましい事項、不当な取立て行為を行わないこと等を周知す
図るための取組の検討
に対し、業務の適正な実施に当たって遵守することが望ましい事項、不当な取
る等、賃借人の居住の安定を図るための取組を検討する。
立て行為を行わないこと等を周知する等、賃借人の居住の安定を図るための
取組を検討します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

目標

測定指標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号154番
① 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」について、電気通信に ７ 特定電子メール法行政 引き続き、特定電子メール法を厳正に運用すること等により、一般消費者の利益を確保する。
係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、その施行の状況について検討 処分
を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じます。
② 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」を厳正に運用します。
補正後予算額
達成手段（開始年度）
22年度

（167,813千円）

（98,839千円）

（２）特定商取引等モニタリング
（平成21年度）

48,603千円
（0千円）

14,918千円
（0千円）

（３）電子商取引モニタリング等事業
（平成21年度）

24年度当初予算額

関連する
指標

達成手段の概要等

136,444千円

1、3

消費者トラブルの実態を踏まえ、法執行専門職員等も活用しつつ、特定商取引法
に基づき被害の端緒情報の把握・消費者への聴取･立入検査などを行い、悪質
事業者に対する行政処分（業務停止命令・指示）を厳正に行う。

5,104千円

1、3

特定商取引法に係る企画立案のための調査を行う。

23年度

（１）特定商取引法等の執行
（平成21年度）

67,786千円 152,402千円

197,255千円 159,032千円
（177,705千円）

平成24年度

125,167千円

（121,663千円）

27

1、2、3

・モニター機（情報収集用端末）を通じて、又は消費者から迷惑メール（消費者が
予め承諾等していないにも関わらず送信されてくる電子メール）に係る情報を収
集するとともに、迷惑メールにリンクする通信販売業者のサイトについて、特定商
取引法の表示義務違反等の遵守状況について調査・分析を行う。、特定商取引
法に違反していると判断されるものについては消費者庁から①ＩＳＰに通知を行い
契約約款等に基づき利用停止措置等の依頼、②金融庁に対して違反事業者の
金融機関の口座情報を提供、③違反事業者に対して警告メールの送付、④消費
者庁における行政処分といった措置を講じる。
・また、対面制の不存在等から消費者トラブルが生じやすいインターネット通信販
売、テレビ通信販売、インターネットオークションについて事業者が特定商取引法
の表示義務を遵守しているかについて調査・分析を行う。

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（10））
4,856千円

1、3

委託先が「申出制度の相談・広報窓口」を設置し、「消費生活アドバイザー」等の
資格を有する者が、申出を行おうとする者に対して制度説明や申出を行うに当
たって必要な事項等について助言、指導を行う。

23,697千円 7,265千円
（1,311千円） （1,442千円）

3,150千円

1、3

制度の概要・消費者向け事例・行政処分関係資料などをわかりやすくまとめたＨ
Ｐ（「消費生活安心ガイド」）の運営などを通じ、特定商取引法など消費者取引関
係の制度の周知・普及を図る。

1,827千円
1,827千円
（1,827千円） （1,827千円）

3,000千円

1、3

特定商取引法の執行に関わる国（消費者庁・経済産業局）と都道府県の担当者
を結ぶ情報ネットワークの運営を行う。

（４）特定商取引適正化事業
（平成21年度）

15,601千円

14,518千円

（10,920千円）

（11,340千円）

（５）特定商取引法等制度の周知・普及
（平成22年度）

（６）特商法執行ネット運営経費
（平成22年度）
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（11））
施策名
政策体系上の位置付け

消費者表示対策の推進

担当部局名

表示対策課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

表示対策課長 片桐 一幸

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために、
① 不当表示や過大な景品類の提供を禁止・制限する不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」という。）を運用し、違反行為に対して厳正に対処する。
また、事業者による同法の遵守を促すための施策等を実施する。
施策の概要
② 住宅性能の品質表示に関する共通ルールである、住宅品質確保法に基づく住宅性能表示基準の普及・啓発を図る。
③ 家庭用品の品質表示の適正化を図ることを目的とする家庭用品品質表示法を運用し、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図る。
また、同法における対象品目及び表示の標準について、適宜、規程等の改正を行う。
①景品表示法違反行為を行う事業者に対し行政処分を行うなど法を適切に運用することや、同法を遵守するよう普及・啓発を行うこと、また、公正競争規約の活用が行われるよう運用団体を支援
することなどにより、消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する行為を排除し、消費者の利益を保護する。
達成すべき目標

②住宅性能表示制度を普及・啓発することで、消費者における同制度の認知度を高めるとともに同制度の利用を促し、住宅の購入や立て替えを行う際の消費者の利益を保護する。
③家庭用品の品質表示について、事業者に対し表示の改善を指示するなど法を適切に運用することや、規程等を社会のニーズに応じて改正することにより、消費者の身近にある家庭用品の品質
表示を適正化し、家庭用品を購入・利用する消費者の利益を保護する。

目標設定の考え方・根拠
(施策に関係する内閣の重要政策)

消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号 80, 81, 82, 103, 131

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号80番
景品表示法を厳正に運用するとともに、必要に応じ同法の執行体制の拡充
を図ります。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

１ 景品表示法執行状況
（行政処分件数）

目標

景品表示法を厳正に運用する。

測定指標

目標年度

平成24年度

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号81番

２ ホームページの活用状
況・住宅性能表示制度パン 住宅性能表示制度の普及を促進する。
住宅性能表示制度の普及を推進するとともに、消費者のニーズに対応する
フレットの配布状況
ため、今後の評価技術の進歩及び普及状況を見定めつつ、評価方法の充実
を図ります。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号82番
家庭用品品質表示法における対象品目及び表示の標準について、適宜、規
程等の改正を行います。

測定指標

平成24年度

目標

３ 家庭用品品質表示法に
家庭用品品質表示法に基づく規程等の見直しを適宜行う。
基づく規程等の見直し状況
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目標年度

平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（11））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号103番

４ 景品表示法説明会への
景品表示法の説明会への講師派遣などを通じ、同法の普及・啓発を図るとともに、事業者、事業
講師派遣状況（講師派遣件
景品表示法の説明会への講師派遣をするとともに、同法のパンフレットを広
者団体における法令遵守の取組を支援する。
数）
く配布することなどを通じ、同法の普及・啓発を図るとともに、事業者、事業者
団体における法令遵守の取組を支援します。

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号131番
５ 公正取引協議会等の活
公正取引協議会等の活動への講師派遣などを通じ、公正競争規約の積極的な活用、円滑な運
不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及 動への講師派遣状況（講師
用が行われるよう支援を行う。
び事業者間の公正な競争を確保するため、公正競争規約（景品表示法第11 派遣件数）
条に基づく協定又は規約）の積極的な活用、円滑な運用が行われるよう引き
続き関連団体等を支援します。
補正後予算額
達成手段（開始年度）

24年度当初予算額

関連する
指標

平成24年度

達成手段の概要等

22年度

23年度

（１）都道府県等との連絡等
（平成21年度）

7,034千円

3,572千円

3,498千円

１、４

都道府県等と連絡会議や意見交換を行い、景品表示法の企画・立案・執行に反
映させる。

（２）告示・運用基準の制定・改廃等
（平成21年度）

1,815千円

1,800千円

1,790千円

１、４

景品表示法に基づく告示や運行基準の制定等に際し、有識者等からの意見聴取
を行うとともに、公聴会等を開催する。

（３）協定又は規約の設定、普及・啓発
（平成21年度）

13,134千円

13,257千円

13,205千円

5

景品表示法に基づく協定又は規約（公正競争規約）の設定・運用の支援等行う。

（４）電子商取引表示監視調査システム
（平成21年度）

3,384千円

3,398千円

2,962千円

1

一般消費者の中から委嘱された電子商取引表示調査員が，インターネット上の
不当表示等の監視活動を行う。

（５）商品・サービスの表示に関する実態調査
（平成21年度）

1,701千円

19,180千円

12,904千円

1

消費者に関心の高い商品・サービスについて、表示の実態を調査し、景品表示法
上の考え方を示す。
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平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（11））
（６）景品表示法情報ネットワーク等の運用
（平成23年度）

－

21,806千円

8,116千円

１、４

（７）住宅性能表示制度の普及促進
（平成23年度）

－

1,040千円

1,040千円

2

国土交通省との共管法律である住宅品質確保法に基づく住宅性能評価制度に
ついて、消費者に対する普及促進を図る。

（８）家庭用品品質表示法に基づく表示の設定、普及、遵守状況調査
（平成24年度）

－

－

913千円

3

家庭用品品質表示法に基づく表示の設定を行い、説明会を開催により普及を図
る。また、遵守状況を調査するため必要な立入検査等を行う。

14,921千円

3,702千円

3,308千円

１、４

景品表示法に関する事業者からの相談等への対応や事件調査業務の補助を行
う。

－

－

2,000千円

4

景品表示法・家庭用品品質表示法の英訳を行う。

（11）違反事件端緒
（平成21年度）

7,737千円

1,922千円

1,922千円

1

事件の端緒段階において、専門家等から意見聴取を行うとともに、違反事件に対
して調査活動のため実地検査や参考人からの意見聴取等を行う。

（12）違反事件処理
（平成21年度）

7,371千円

49,907千円

51,629千円

1

専門家からの意見聴取、参考人・関係者からのヒアリングを行うとともに、立入検
査等を行う。また、問題となった表示品の試買や試買品の分析検査等を行う。

（13）効能・効果表示の違反事件調査
（平成21年度）

2,515千円

2,668千円

2,576千円

1

効能・効果表示に係る事件について、専門家等からの意見聴取や、問題となった
表示品の試買や、試買品の分析調査等を行う。

（９）景品表示法等に関する相談業務、事件調査業務補助
（平成21年度）

（10）法令外国語訳推進への対応
（平成24年度）
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景品表示法の運用を行う消費者庁、公正取引委員会地方事務所等、都道府県と
の間の情報共有化を測るため情報ネットワーク等を運用する。

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（12））
施策名
政策体系上の位置付け

食品表示対策の推進

担当部局名

食品表示課

（政策分野）消費者政策 （政策）消費者政策の推進

作成責任者名

食品表示課長 増田 直弘

政策評価
実施予定時期

平成25年8月

施策の概要

食品表示の適正化を図るため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（以下「ＪＡＳ法」という。）、食品衛生法、健康増進法等に基づく食品の表示基準を的確に企画及び運用す
るとともに、表示違反に対して関係省庁や地方公共団体と連携しつつ厳正に対処する。

達成すべき目標

食品表示に関し、食品の安全に関する情報や消費者が自主的かつ合理的な選択の機会の確保に資する情報の提供を推進するとともに、表示違反に対して関係省庁や地方公共団体と連携しつ
つ厳正に対処することにより、消費者利益の擁護と増進を図る。

目標設定の考え方・根拠

○消費者基本計画（平成22年3月30日閣議決定） 施策番号69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79
○食料・農業・農村基本計画（平成22年3月30日閣議決定）
米穀等以外の飲料品についてのトレーサビリティ制度の検討等に加え、消費者にとって分かりやすい食品表示の在り方について検討を進めるとともに、加工食品における原料原産地表示の義務
づけを着実に拡大する。

(施策に関係する内閣の重要政策)

消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号69番
1 食品表示一元化検討会
食品表示に関する一元的な法律の制定など法体系の在り方については、農
新法案の次期通常国会への提出を目指す。
の運営状況
林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、食品衛生法、健康増
進法等の食品表示の関係法令を統一的に解釈・運用を行うとともに、現行制
度の運用改善を行いつつ問題点等を把握し、検討します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号70番
加工食品における原材料の原産地表示の義務付けを着実に拡大します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

平成24年度

目標

２ 加工食品の原料原産地
表示の義務付けの拡大に 食品表示一元化検討会において、原料原産地表示の拡大に向けた検討を行う。
係る検討状況
測定指標

目標

目標年度

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号71番
３ 米穀事業者、一般消費
引き続き、普及・啓発に取組み、制度の定着を図る。
「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」に 者に対する周知状況
基づき、米・米加工品について平成23年７月に施行される原料米の産地情報
の伝達制度の定着を図ります。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

平成24年度

目標年度

消費者基本計画
施策番号73番

４ 栄養表示の義務化に向
食品表示一元化検討会において、栄養表示の義務化のための議論を行う。
トランス脂肪酸等の脂質を始めとする、栄養成分の表示の在り方について、 けた課題の検討状況
検討を進めます。
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平成24年度

平成24年度実施施策に係る事前分析表
（消費者庁24－（12））
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号75番
５ 海外の制度を踏まえた
遺伝子組換え食品や食品添加物の表示の在り方を検討する。
遺伝子組換え食品の表示義務の拡大や食品添加物の表示の在り方につい 表示の検討状況
て、国際的な対応状況等を踏まえ、諸外国とも情報交換し、十分な研究を行
い、検討します。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

測定指標

平成24年度

目標

目標年度

消費者基本計画
施策番号76番

６ 「「健康食品の表示に関
する検討会」論点整理」へ 特定保健用食品の審査基準に関する検討を進める。
「健康食品の表示に関する検討会」において、①特定保健用食品等健康増 の対応状況
進法に基づく特別用途食品の表示制度の在り方、②健康食品の表示の適正
化を図るための表示基準及び執行の在り方等について論点整理を行い、消
７ 厳正な執行
引き続き、インターネットにおける健康食品等の監視等の実施する。
費者委員会へ報告し、その意見を踏まえ、所要の措置を講じます。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）

平成24年度

平成24年度

目標

測定指標

目標年度

消費者基本計画
施策番号77番

８ 消費者への保健機能食
品制度等の周知等の実施 保健機能食品制度等の正確な情報を消費者に適切に提供する取組を実施する。
健康食品に関する消費者の理解の促進を図るため、健康食品に関して正し
状況
い情報を提供できる体制の整備を図ります。
消費者基本計画該当施策等（測定指標及び目標の設定根拠）
消費者基本計画
施策番号79番

測定指標
9 厳正な執行

食品表示について、消費生活センター、都道府県警察、地方農政局等の地
域の関係機関の連携促進・情報共有を支援することにより、関係法令の効果
10 疑義情報の処理
的な執行を図ります。

目標

平成24年度

迅速な疑義情報等の処理を行う。

平成24年度

24年度当初予算額
22年度

食品表示対策の推進（平成21年度）

23年度

194,977千円 263,179千円
(117,835千円)

目標年度

引き続き、効果的な執行を着実に実施する。

補正後予算額
達成手段（開始年度）

平成24年度

195,140千円

(209,589千円)
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関連する
指標

達成手段の概要等

1～10

消費者ニーズや事業者の実態を踏まえた表示基準の企画立案を行うため、食
品表示の実態把握に努めるとともに、有識者等による表示基準検討会等を開催
や国際会議（CODEX）への出席し、海外の情報収集に努める。
また、食品表示の適正化のため、端緒情報の把握、試買品の分析検査、事業
者への立入検査等効果的な執行を行う。さらに、健康食品等の虚偽・誇大広告に
おける監視を強化するため、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大な広
告等、健康増進法に違反するおそれのある表示の監視を継続的に実施する。

