平成 24 年度消費者庁政策評価書について（要旨）
平成 25 年８月
消 費 者 庁

１．消費者庁における政策評価について
（１）政策評価基本計画
・政策評価の実施に関する方針、実施体制等について定める
・消費者庁では、計画期間を平成 21 年９月１日〜平成 25 年３月 31 日とする
消費者庁政策評価基本計画（平成 22 年３月 31 日消費者庁長官決定）を策定
（２）政策評価実施計画
・毎年度、当該年度における事後評価の対象としようとする政策、評価方式
等を定める
・消費者庁では、平成 24 年度消費者庁政策評価実施計画（平成 24 年 10 月３
日消費者庁長官決定）を策定
（３）事前分析表
・毎年度、各施策の目標や手段、要するコスト等を分かりやすく一覧性のあ
る形であらかじめ整理（24 年度から導入）
・消費者庁では、平成 24 年度政策評価事前分析表を作成
（４）政策評価書（実績評価方式）
・上記（１）〜（３）に基づき、各年度の施策の実績を評価
・平成 24 年度消費者庁政策評価書の対象期間は、平成 24 年４月１日〜
平成 25 年３月 31 日

※平成 24 年度の施策に関する政策評価の流れ
平成 24 年度

政策の実施
政策評価の実施

・実施計画の策定
・事前分析表の作成
・政策評価書の作成

平成 25 年度
評価結果の政策への反映
（予算要求、機構・定員要求、その他具体的取組の実施）

平成 26 年度 ・評価結果の政策への反映状況取りまとめ
⇒総務省において国会報告

２．消費者庁政策評価体系（平成 24 年度）
＜政策名＞
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
消費者制度課
消費者制度課
消費生活情報課
消費生活情報課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示課

３．政策評価の結果
○各施策とも、消費者基本計画に盛り込まれた施策に沿って基本目標を設定し
ており、平成 24 年度においても進捗があったものと評価できるが、消費者行
政を取り巻く課題は依然山積している。
⇒各施策の評価結果の要旨については別紙参照
○引き続き、消費者基本計画の見直しと連動しつつ、消費者基本計画に掲げら
れた各具体的施策について効果的・効率的な推進の観点から取り組んでいく
こととする。

（注）各測定指標における平成 25 度以降の目標設定は、平成 24 度末時点の情
報を基に行っているため、目標設定において８月までの進捗は反映されて
いない。

各施策の評価結果（要旨）
施策
（１）消費者政策
の調整

（別紙）
達成すべき目標

目標の達成状況

目標期間終了時点の総括

関係省庁・機関との情報共有や、消費者に対する情報提供等
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 の機動的な対応をすることで、施策の目標をおおむね達成でき
引き続き、消費者の利益の擁護及び増進のため、関係省庁・
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 た。
機関との連携を積極的に図りつつ、消費者に対する情報提供
活の安定及び向上を確保する。
その結果、消費者の利益の擁護及び促進のための取組を行う 等の実効的な施策に取り組む。
ことができた。

消費者基本計画の取りまとめ担当課として、具体的施策の実
施状況に関する検証・評価により、計画に掲げられた施策の実
施状況を的確に把握することで、平成25年度における同計画の
（２）基本的な消費 「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 見直しにつなげた。また、消費者等の意見や国際的な動向を的
者政策の企画・立 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 確に施策に反映させるために、情報提供や国際的な連携の強
化をする等、施策の目標はおおむね達成できた。
案・推進
いくことで、国民の消費生活の安定及び向上を確保する。
これらにより、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ための取組を行うことができ
た。

平成24年度の具体的施策の実施状況及び平成25年６月閣議
決定予定の消費者基本計画の見直しを踏まえ、今後も、引き続
き、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
る社会の実現に向けた取組を行う。
具体的には、「消費者基本計画」を総括的に検証・評価し、見
直しについて閣議決定を行うほか、関係省庁に対する情報提
供、国際的な連携の推進などに更に取り組んでいく。

消費者事故等の発生に関する情報の集約・分析・対応として、
関係省庁・機関と連携をしつつ、積極的な情報提供をすること
（３）消費者事故
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
で、施策の目標はおおむね達成できた。
等の情報の集約・ 消費を行える市場を構築し、それによって良質な事業・雇用を創出し、ひい
これにより、消費者被害の発生又は拡大の防止を図り、消費
分析・対応
ては日本経済の再生を目指す。
者が安心して消費を行なえる市場を構築するための取組を行う
ことができた。

引き続き、消費者事故等の未然防止・拡大防止のため、消費
者庁が収集する情報を一層拡充させるとともに、分析の質を高
めていく。
また限られた資源の中で施策の優先性を考慮しつつ、特に財
産被害に係る事案への行政措置について、一層本格的に取り
組む。

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
・法制度の検討に関する業務に関しては、消費者の財産被害に
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
係るすき間事案への行政措置を導入すること等を内容とする消
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
費者安全法の一部を改正する法律が成立したほか、集団的消
途に取りまとめを行う。
費者被害回復に係る訴訟制度の法案化に向け、制度案の意見
募集を行うなどの作業を行った。また、「消費者の財産被害に係
２．適格消費者団体の認定、監督、支援
る行政手法研究会」の開催（11回）等を通じ、財産の隠匿・散逸
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
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
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
進めるとともに、消費者委員会における「消費者契約法に関する
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
調査作業チーム」への出席（８回）・資料提供（２回）等を通じて消
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
費者契約法の在り方について検討を行った。
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。
・消費者団体訴訟制度に関する業務については、シンポジウム
（全国５か所）の開催等を通じて制度の普及啓発活動を行ったほ
３．消費者契約法の運用・見直し
か、適格消費者団体の認定等にあたって申請を受けてから平均
（４）消費生活に関
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
約65日で認定等手続を行うなど適切に業務を行った。このほか、
する制度の企画・
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
消費者団体訴訟制度に関しては、2013年２月に特定商取引に関
立案・推進
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
する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、差止
討する。
請求の対象となる不当行為に係る類型として、訪問購入が追加
されたほか、差止請求の対象の拡大（著しく事実に相違する食
４．公益通報者保護法の推進
品表示等）の検討を行 た

引き続き、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向けた取組を行う。
具体的には、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の導入
に向けた取組や、適格消費者団体への支援を進めるほか、公
益通報者保護制度の推進（「公益通報者保護制度に関する実
態調査」を踏まえた対応の検討等）などに更に取り組んでいく。

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。

品表示等）の検討を行った。
・公益通報者保護法については、説明会等を通じて普及・啓発を
行ったほか、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、「公益通報者保護
制度に関する実態調査」を実施した。

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
以上の消費生活に関する制度等の企画・立案・推進を行うことに
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
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
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・
る社会の実現にすることができた。
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。
施策

（５）個人情報保
護に関する施策
の推進

達成すべき目標

目標の達成状況

目標期間終了時点の総括

「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。

法制度の周知徹底のため、全国13か所で個人情報保護法の
説明会を実施するなど法律及び制度の内容等に関する情報提
供及び啓発を行った。平成24年度の説明会では、新たな取組と
して、地方公共団体等が地域において個人情報の適切な共有に
取り組んでいる事例の報告を行い、内容の充実を図った。合計
で約3,100人の参加があり、参加者に対して行ったアンケートで
は、「有益であった」「まあ有益であった」との回答割合が約９割
に達するなど、一定の成果を上げている。
また、消費者委員会における個人情報保護法の問題点につい
ての審議が進められる際に資するよう「平成23年度個人情報の
保護に関する法律施行状況の概要」を消費者委員会へ報告す
る（24年10月）など、協力を行った。

個人情報保護法は、全面施行後８年余りを経過したところであ
るが、事業者からの漏えい事案が引き続き注目を集める等、個
人情報の取扱いに対する国民の不安感には根強いものがあ
り、個人情報の取扱いに対する苦情・問合せは依然として多くあ
る。また、「消費者基本計画」において、「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問題点
についての審議を踏まえ検討」することとされている。さらに、個
人情報の取扱いに係る国際的なルールの検討も、急速に進展
している。
これらの動きを踏まえながら、消費者庁において引き続き、法
の趣旨の正しい解釈の周知・徹底等の取組を行っていく。

○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
（６）消費者に対す より、消費者の自立を支援する。
引き続き、消費者基本計画を踏まえた施策等を実施するととも
る教育・普及啓発
『「消費者基本計画」における具体的施策の実施状況に関する
に、消費者が賢い消費者、自立した消費者となるため、より地域
の企画・立案・推 ○普及啓発
「検証・評価」』を踏まえ、おおむね達成できたと考える。
や消費者団体等と連携を図り、充実を図っていく。
進
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。

（７）物価対策の
推進

・約30年ぶりに電気料金の値上げが申請されたことを契機に、昨
年来、国民生活における公共料金等の重要性が改めて認識さ
れている。24年度は、東京電力、関西電力及び九州電力の電気
料金値上げ認可申請における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の過程において、消費者・消費者
団体との意見交換会の開催や検証ポイントの策定・公表を行う
等、適切に対応を行った。このほか、当庁のウェブページ等を活
用し、電気料金認可申請に係る経済産業省との協議内容につい
物価対策を適切に進めることができた。今後も公共料金に関
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 て、消費者への情報提供を行った。
する現状と課題を整理し、継続的な取組を行い、消費者に与え
円滑な運営を目指す。
る影響を十分考慮すべく努めていく。
・公共料金等における情報公開等の現状を把握し、また、今後
の取組の方向性を検討するため、消費者委員会に設置された公
共料金等専門調査会において、一部所管省庁に対してヒアリン
グを実施した。
・「公共料金の内外価格差調査」等の実施、国民生活安定緊急
措置法の施行状況報告についての国会報告を行った。

施策

達成すべき目標

目標の達成状況

目標期間終了時点の総括

・「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（24年７月）、これに基づく施策を推進した。
・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、平成24年度補正予算において60.2億円の上積みと25年
度末までの延長を行った。さらに、平成25年度予算において「国
と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラム」の実施のた
め５億円の上積みを行うとともに、被災４県に対しては平成24年
度に引き続き、平成25年度予算において約7.29億円の上積みを
行った。

（８）地方消費者
行政の推進

・「地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する
・地方消費者行政に関する財政措置の在り方については、「一
一般準則」を制定（25年２月）し、地方への継続的な支援が必要
般準則」により長期的な体制整備のロードマップを示したところ
であるとの国の認識を示すとともに、地方自治体の自主財源化
ではあるが、具体的な財政措置の在り方について検討を進めて
への取組を促した。
いくことが必要であることから、引き続き地方自治体と密接に連
携を図り、地方の要望を踏まえながら検討を進める。また、地方
・消費者庁幹部や経済産業局などの国の機関と都道府県・政令
自治体が円滑かつ計画的に自主財源に移行できるよう促す取
指定都市の担当部局長との意見交換や情報交換の場として、
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
組を続ける。
「地方消費者行政ブロック会議」を全国６ブロックで開催し、法執
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。
行の強化の支援や連携などに努めるとともに、地域で消費者問
・「地方消費者行政ブロック会議」、「地方消費者グループ・
題に携わる者の「交流の場」として、平成24年度も全国８ブロック
フォーラム」の開催に当たっては、参加者からの意見を踏まえな
で「地方消費者グループ・フォーラム」を開催した。また、自治体
がらより効率的な運営を実施する。
と意見交換を行うのみならず、消費者団体等が実施するシンポ
ジウム等にも出席し、消費者団体等とも積極的に交流を図った。
・消費者ホットラインの運営に当たっては、利用件数なども踏ま
えながら より効率的な執行管理を行う

・東日本大震災への対応として、平成23年度に引き続き、地元の
ニーズを踏まえつつ被災地における各相談窓口に各分野の専
門家を派遣し、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ほか、消費者の安
全・安心をよりいっそう確保するため、国民生活センターと共同で
地方自治体に検査機器を貸与し、消費サイドで食品の放射性物
質を検査する体制を整備する等、被害を受けた自治体のバック
アップに取り組んだ。

えながら、より効率的な執行管理を行う。

・ＰＩＯ−ＮＥＴ刷新の検討について中間報告を取りまとめ（24年７
月）、同報告を基に、業務・システムの現状分析など、刷新に向
けた作業を実施した。
以上のとおり、年度当初に掲げた目標は概ね達成した。

（９）消費者の安
全確保のための
施策の推進

施策

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ができるよ
うな取組を推進する。
消費者安全調査委員会は、生命身体被害が発生した場合において、被
害の発生・拡大の防止を図るために原因を究明することが必要であると認
めるときには、事故等原因調査等を行い、必要に応じて、その発生・拡大
の防止のため必要な施策・措置について勧告・意見具申を行う。

今年度、事故情報データバンクへのアクセス件数は堅調に推
移した。収集する事故情報の範囲等の拡大については、平成24
年10月に消費者安全調査委員会が設置されたことに伴い、これ
までの「入手情報点検チーム」における対応体制の見直しを図
り、事故情報等の効率的な確認や注意喚起等を行う事案の効率
的な抽出に努めることができた。
リコール情報サイトについては、平成24年４月より運用を開始
し、会員登録された方へのメール配信サービスを開始することが
できた。
食品と放射能の問題については、計175回のリスクコミュニケー
ション等を実施し、情報共有・正確な理解の促進を図り、消費者
が自ら判断して消費行動を行うことができるような取組を推進す
ることができた。

前年度同様、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し、被害の発生又は拡大を防
止する取組を確実に実施していく。
食品と放射能に関するリスクコミュニケーションについては、地
方自治体、消費者団体と連携した意見交換会の全国的展開に
加え、子育て世代向けのミニ集会の開催の促進や、意見交換
会の中心となる専門家（コミュニケーター）養成のための研修を
実施し、地域におけるリスクコミュニケーションの強化等を図って
いく。
消費者安全調査委員会は、引き続き、生命身体被害が発生し
た場合において、被害の発生・拡大の防止を図るために原因を
究明することが必要であると認めるときには、事故等原因調査
等を行い、必要に応じて、その発生・拡大の防止のため必要な
施策・措置について勧告・意見具申を行っていく。

達成すべき目標

目標の達成状況

目標期間終了時点の総括

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
（10）消費者取引 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。
対策の推進
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。

特定商取引法違反事案が巧妙化・複雑化している中で、経済
産業局との密な連携の下で限られた人的リソースなどを効率的
に活用し、平成24年度は、40件の行政処分を行い、悪質事業者
引き続き、特定商取引法及び特定電子メール法の厳正な執行
による被害拡大の防止などが図られた。また、ＩＳＰや金融庁へ
等により、一般消費者の利益を確保する。
の通報も着実に行っている。
特定電子メール法に基づき、総務省との連携の下、平成24年
度は８件の行政処分を行い、消費者保護の確保が図られた。

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。

①景品表示法の運用について、平成23年度は、前年度に比して
行政処分（措置命令）件数が増加しているところ、平成24年度の
件数はさらに増加しており、厳正な景品表示法の運用が行われ
た。また、前年度に引き続き、景品表示法説明会に講師派遣を
行い、景品表示法の普及・啓発を実施するとともに、公正取引協
議会への活動への講師派遣も行い、公正競争規約の積極的な
活用、円滑な運用を促進する取組が実施された。

（11）消費者表示 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 ②住宅性能表示制度について、パンフレット等をＨＰに掲載する
対策の推進
知度を高めるとともに同制度の利用を促し、住宅の購入や建て替えを行う とともに、平成24年度は、全国約１千箇所の消費生活センター等
にパンフレットを配布し、同制度の普及・啓発に向けた取組を実
際の消費者の利益を保護する。
施した。
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 ③家庭用品品質表示法について、平成24年度は９件の指示を
行うなど適切な運用がなされた。また、雑貨工業品品質表示規
とにより、消費者の身近にある家庭用品の品質
程の「洋傘」と、「いす、腰掛け及び座いす」のうち「乳幼児用のい
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。
す」について、表示の標準として製品の取り扱い上の注意表示を
新たに追加する改正を行うこととした。

制度の運用改善のための表示基準やガイドラインの改定など
消費者基本計画に基づき必要な措置を講じるとともに、乳児用
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 食品の表示基準を設ける措置を講じる等、早急な対応を要する
（12）食品表示対 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 ものへの対応を実施した。
策の推進
また、第183回通常国会への食品表示法案提出を目指し、食
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
品表示一元化検討会及び新食品表示制度についての意見交換
より、消費者利益の擁護と増進を図る。
会の開催、新食品表示制度についての意見募集等、スケジュー
ルを見据えた施策の実施に努めた。

①景品表示法の執行について、引き続き、厳正な運用を行って
いくほか、違反事件を処理するための体制整備等を含めた取組
を行っていく。また、引き続き、景品表示法の普及・啓発及び公
正競争規約の積極的な活用、円滑な運用の促進に係る取組を
実施していく。
②住宅性能表示について、引き続き、一般消費者に対する普
及・推進のための取組を行っていく。
③家庭用品品質表示法について、引き続き、法を適切に運用す
るとともに、規程等を社会のニーズに応じて改正する取組を行っ
ていく。

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ことは、消費
者利益の擁護と増進を図る上で重要である。
本施策の食品表示の一元的な法体系の在り方の検討につい
ては、検討会を実施し、パブリックコメント及び意見交換会を行う
など、着実に法案提出に向けた施策を進めている。また、これと
併せて栄養表示の義務化について結論を得ることができた。さ
らに、原料原産地表示、外食・中食におけるアレルギー表示、遺
伝子組換え表示、添加物表示についても検討を行うことができ
た。
また、乳児用食品の表示基準など、早急な対応を要する案件
についても、必要な措置を講じており、一定の評価ができると考
えられる。
引き続き、消費者の立場に立った表示制度の充実を検討する
とともに、食品事業者等に対する監視指導・啓発を充実・強化し
ていくことが重要となる。

