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財政支援に係る関連法令 

地方交付税法 （昭和二十五年法律第二百十一号）（抄） 

（運営の基本） 
第三条 総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確な把握に努め、地方交付税（以下「交
付税」という。）の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額を
こえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなけれ
ばならない。 

２ 国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途
を制限してはならない。 

３ 地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め 、
少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにし
なければならない。 

（交付税の種類等） 
第六条の二 交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。 
２ 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相
当する額とする。 

３ 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当す
る額とする。 

（特別交付税の額の算定） 
第十五条 特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉
されなかつた特別の財政需要があること、第十四条の規定により算定された基準財政収
入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に
生じた災害（その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。）等のため特別の財政
需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財
政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過
大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比し
て過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情
を考慮して交付する。 

２～４（略） 
 

地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）（抄）  

（地方公共団体がその全額を負担する経費） 
第九条 地方公共団体の事務（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条
の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定
めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第
二百八十四条第一項の広域連合（第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」とい
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う。）の処理することとした事務を除く。）を行うために要する経費については、当該地方
公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行う
ために要する経費については、この限りでない。 

（国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する
経費） 
第十条 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方
公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、
国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部
又は一部を負担する。 

 一 義務教育職員の給与（退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。）に要
する経費 

 二 削除 
 三 義務教育諸学校の建物の建築に要する経費 
 四 生活保護に要する経費 
 五 感染症の予防に要する経費 
 六 臨時の予防接種並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について行

う給付に要する経費 
 七 精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費 
 八 麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費 
 九 身体障害者の更生援護に要する経費 
 十 婦人相談所に要する経費 
 十一 知的障害者の援護に要する経費 
 十二 後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外

併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介
護合算療養費の支給並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費 

 十三 介護保険の介護給付及び予防給付並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費 
 十四 児童一時保護所、未熟児、小児慢性特定疾病児童等、身体障害児及び結核にかかつ

ている児童の保護、児童福祉施設（地方公共団体の設置する保育所及び幼保連携型認
定こども園を除く。）並びに里親に要する経費 

   十五 児童手当に要する経費 
   十六 国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外

併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介
護合算療養費の支給、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納
付、特定健康診査及び特定保健指導並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費 

   十七 原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に係る事務の処理に要
する経費 

   十八 重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の
支給に要する経費 

   十九 児童扶養手当に要する経費 
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   二十 職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費 
   二十一 家畜伝染病予防に要する経費 
   二十二 民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費 
   二十三 森林病害虫等の防除に要する経費 
   二十四 国土交通大臣が定める特定計画又は国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調

査に要する経費 
   二十五 特別支援学校への就学奨励に要する経費 
   二十六 公営住宅の家賃の低廉化に要する経費 
   二十七 消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する経費 
   二十八 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における

緊急対処保護措置に要する経費並びにこれらに係る損失の補償若しくは実費の弁償、
損害の補償又は損失の補てんに要する経費並びに国の機関と共同して行う国民の保
護のための措置及び緊急対処保護措置についての訓練に要する経費 

   二十九 高等学校等就学支援金の支給に要する経費 
   三十 新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設における医療の提供並

びに埋葬及び火葬に要する経費並びに新型インフルエンザ等対策に係る損失の補償
若しくは実費の弁償又は損害の補償に要する経費 
三十一 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する基金への繰入れに
要する経費 
三十二 指定難病に係る特定医療費の支給に要する経費 
三十三 子どものための教育・保育給付に要する経費（地方公共団体の設置する教育・
保育施設に係るものを除く。） 
三十四 生活困窮者自立相談支援事業に要する経費及び生活困窮者住居確保給付金の
支給に要する経費 

 
（補助金の交付） 
第十六条 国は、その 施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の
財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付
することができる。 
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消費者行政における地方公共団体の事務に係る関連法令 

 

消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）（抄） 

（基本理念） 
第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」とい
う。）の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環
境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的
かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供さ
れ、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切
かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自
らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の
自立を支援することを基本として行われなければならない。 

２ 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正
な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければ
ならない。 

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行わ
れなければならない。 

４ 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確
保しつつ行われなければならない。 

５ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。 
（国の責務） 
第三条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支
援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 
第四条 地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本
理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的
状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。 

 
（啓発活動及び教育の推進） 
第十七条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の
提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活
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かんがみ、学校、地域、家庭、
職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずる
ものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた
施策を講ずるよう努めなければならない。 

 



5 
 

（苦情処理及び紛争解決の促進） 
第十九条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専
門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん
等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村（特別区を含
む。）との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とす
る苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に
対応するよう努めなければならない。 

２ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的
知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上
その他の必要な施策（都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。）を講ずるよ
う努めなければならない。 

３ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的
知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努
めなければならない。 

 
 

消費者安全法 （平成二十一年法律第五十号）（抄） 

（基本理念） 
第三条 消費者安全の確保に関する施策の推進は、専門的知見に基づき必要とされる措置
の迅速かつ効率的な実施により、消費者事故等の発生及び消費者事故等による被害の拡
大を防止することを旨として、行われなければならない。 

２ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、事業者による適正な事業活動の確保に配慮
しつつ、消費者の需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に適確に対応
し、消費者の利便の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 

３ 消費者安全の確保に関する施策の推進は、国及び地方公共団体の緊密な連携の下、地
方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるように行われなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 
第四条 国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念（以下この条において「基本理
念」という。）にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実
施する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理
念にのっとり、消費生活について専門的な知識、技術又は経験を有する者の能力を活用
するよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理
念にのっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必
要な措置その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなけ
ればならない。 

４ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理
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念にのっとり、施策効果（当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上
の一連の行為が消費者の消費生活、社会経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが
見込まれる影響をいう。第六条第二項第四号において同じ。）の把握及びこれを基礎と
する評価を行った上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理
念にのっとり、独立行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」という。）、
第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関（消防
組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条各号に掲げる機関をいう。）、保健
所、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体及び消費生活協力員、消
費者団体その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。 

６ 国及び地方公共団体は、消費者教育を推進し、及び広報活動その他の活動を行うこと
を通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努
めなければならない。 

 
（都道府県知事による提案） 
第七条 都道府県知事は、消費者安全の確保に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣
に対し、次条第一項各号に掲げる事務の実施を通じて得られた知見に基づき、基本方針
の変更についての提案（以下この条において「変更提案」という。）をすることができ
る。この場合においては、当該変更提案に係る基本方針の変更の案を添えなければなら
ない。 

２ 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会及び消費者安全調査
委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更（変更提案に係る基本
方針の変更の案の内容の全部又は一部を実現することとなる基本方針の変更をいう。次
項において同じ。）をする必要があると認めるときは、遅滞なく、基本方針の変更をし
なければならない。 

３ 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、消費者委員会及び消費者安全調査
委員会の意見を聴いて、当該変更提案を踏まえた基本方針の変更をする必要がないと認
めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした都道府県知事に通知
しなければならない。 

 
第三章 消費生活相談等 
第一節 消費生活相談等の事務の実施 
（都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施） 
第八条 都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。 
一 次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に
対する必要な助言、協力、情報の提供その他の援助を行うこと。 

二 消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。 
イ 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を
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超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。 
ロ 事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市
町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。 

ハ 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又は分析であって、専門
的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 

ニ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報
を収集し、及び住民に対し提供すること。 

三 市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。 
四 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。 
五 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 
２ 市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。 
一 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じるこ
と。 

二 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせん
を行うこと。 

三 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。 
四 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。 
五 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。 
六 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。 
３ 都道府県は、市町村が前項各号に掲げる事務を他の市町村と共同して処理しようとす
る場合又は他の市町村に委託しようとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相
互間における必要な調整を行うことができる。 

４ 第一項各号に掲げる事務に従事する都道府県の職員若しくはその職にあった者又は第
二項各号に掲げる事務に従事する市町村の職員若しくはその職にあった者は、当該事務
に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 
（消費生活相談等の事務の委託） 
第八条の二 都道府県は、前条第一項第一号に掲げる事務（市町村相互間の連絡調整に係
る部分を除く。）及び同項第二号から第五号までに掲げる事務の一部を、その事務を適
切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託するこ
とができる。 

２ 市町村は、前条第二項各号に掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することが
できるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。 

３ 前二項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれら
の職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 
（国及び国民生活センターの援助） 
第九条 国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、第八条第一項各号及び
第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供、当該事務に従事する人材に対する
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研修その他の必要な援助を行うものとする。 
 
第二節 消費生活センターの設置等 
（消費生活センターの設置） 
第十条 都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当
する施設又は機関を設置しなければならない。 

一 消費生活相談員を第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務に従事させるものである
こと。 

二 第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その
他の設備を備えているものであること。 

三 その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定
める基準に適合するものであること。 

２ 市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件
に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。 

一 消費生活相談員を第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事させるものであ
ること。 

二 第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その
他の設備を備えているものであること。 

三 その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定
める基準に適合するものであること。 

３ 前項の規定により同項の施設又は機関を設置する市町村以外の市町村は、第八条第二
項第一号及び第二号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めな
ければならない。 

 
（消費生活相談員の要件等） 
第十条の三 消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人
（以下「登録試験機関」という。）の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこ
れと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認め
る者でなければならない。 

２ 消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応す
るため、消費生活相談（第八条第一項第二号イ及びロ又は第二項第一号及び第二号の規
定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談
及びあっせんをいう。以下同じ。）に関する知識及び技術の向上に努めなければならな
い。 

３ （略） 
 
（指定消費生活相談員） 
第十条の四 都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行う
ため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有
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する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第八条第二項第一号及び第二号
に掲げる事務の実施に関し、同条第一項第一号に規定する助言、協力、情報の提供その
他の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定するよう努めなければならない。 

 
（消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等） 
第十一条 都道府県及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職
員の配置及び養成その他の措置を講じ、消費生活相談員その他の第八条第一項各号又は
第二項各号に掲げる事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものと
する。 

 
第三節 地方公共団体の長に対する情報の提供 
第十一条の二 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長から
の求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長
に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情
報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。 

２ 地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、他の地方公共団体の長からの
求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該他の地方公共団体の
長に対し、消費生活相談の事務の実施により得られた情報で、当該他の地方公共団体の
住民に関するものを提供することができる。 

３ （略） 
 
第四節 消費者安全の確保のための協議会等 
（消費者安全確保地域協議会） 
第十一条の三 国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護及び増進に関連
する分野の事務に従事するもの（以下この条において「関係機関」という。）は、当該
地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うた
め、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会（以下「協議会」という。）
を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、病院、
教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体又は消費生活協力員その他の関係者
を構成員として加えることができる。 

（協議会の事務等） 
第十一条の四 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、
消費者安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。 

２ 協議会の構成員（次項において単に「構成員」という。）は、前項の協議の結果に基
づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保
ち、その状況を見守ることその他の必要な取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めると
き、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があっ
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た場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対
し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明その他の必要
な協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する 
 
第四章 消費者事故等に関する情報の集約等 
（消費者事故等の発生に関する情報の通知） 
第十二条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事
故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定め
るところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知
しなければならない。 

２ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等
（重大事故等を除く。）が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の
態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する
状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若
しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対
し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事
故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。 

３ 前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用
しない。 

一 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他
の法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなければな
らないこととされているもの 
イ 行政機関の長 内閣総理大臣 
ロ 都道府県知事 行政機関の長 
ハ 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事 
ニ 国民生活センターの長 行政機関の長 

二 前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなければ
ならないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者
（前号に該当する者を除く。） 

三 前二号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で定める者（前二号に該当する者を除
く。） 

４ 第一項又は第二項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民
生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、全国消費生活情報ネットワー
クシステム（行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で
定める者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織で
あって、消費生活に関する情報を蓄積し、及び利用するために、内閣府令で定めるとこ
ろにより国民生活センターが設置し、及び管理するものをいう。）への入力その他内閣
総理大臣及び当該通知をしなければならないこととされている者が電磁的方法を利用し
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て同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを
講じたときは、当該通知をしたものとみなす。 

５ 国及び国民生活センターは、地方公共団体に対し、第一項及び第二項の規定による通
知の円滑かつ確実な実施に関し、助言その他の必要な援助を行うものとする。 

 
 

消費者教育の推進に関する法律（平成二十四年法律第六十一号）（抄） 

（基本理念） 
第三条 消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付ける
ことができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならない。 

２ 消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社
会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援す
ることを旨として行われなければならない。 

３ 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、
年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行われなければならな
い。 

４ 消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適切な方法
により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体の連携及び他の
消費者政策（消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策をいう。第九条第二項
第三号において同じ。）との有機的な連携を確保しつつ、効果的に行われなければなら
ない。 

５ 消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外
の社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った
情報を提供することを旨として行われなければならない。 

６ 消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することがで
きるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行
われなければならない。 

７ 消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育その
他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配
慮がなされなければならない。 

 
（国の責務） 
第四条 国は、自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができ
る自立した消費者の育成が極めて重要であることに鑑み、前条の基本理念（以下この章
において「基本理念」という。）にのっとり、消費者教育の推進に関する総合的な施策
を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の施策が適切かつ効率的に策定され、及び実
施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それ
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ぞれの所掌に係る消費者教育の推進に関する施策を推進しなければならない。 
 
（地方公共団体の責務） 
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター（消費者安全法（平成
二十一年法律第五十号）第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センターをいう。
第十三条第二項及び第二十条第一項において同じ。）、教育委員会その他の関係機関相互
間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、
その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責
務を有する。 

 
（財政上の措置等） 
第八条 政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その
他の措置を講じなければならない。 

２ 地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置
その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 
（都道府県消費者教育推進計画等） 
第十条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進
に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二号において「都道府
県消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方
針及び都道府県消費者教育推進計画）を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育
の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二号において
「市町村消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

３ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画
を定めようとするときは、あらかじめ、その都道府県又は市町村の区域の消費者その他
の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場
合において、第二十条第一項の規定により消費者教育推進地域協議会を組織している都
道府県及び市町村にあっては、当該消費者教育推進地域協議会の意見を聴かなければな
らない。 

４ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画
を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 

５ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画
を定めた場合は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育の推進に関する施
策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要がある
と認めるときは、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を変更す
るものとする。 

６ 第三項及び第四項の規定は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進
計画の変更について準用する。 



13 
 

 
第三章 基本的施策 
（学校における消費者教育の推進） 
第十一条 国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校（学校
教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専
門学校を除く。第三項において同じ。）の授業その他の教育活動において適切かつ体系
的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実するため、
教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、学校において実践的な消費者教育が行われるよう、その内外
を問わず、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用を推進するものとす
る。 

 
（大学等における消費者教育の推進） 
第十二条 国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第一条に規定する大学及び高等専
門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教
育に類する教育を行うものをいう。以下この条及び第十六条第二項において同じ。）に
おいて消費者教育が適切に行われるようにするため、大学等に対し、学生等の消費生活
における被害を防止するための啓発その他の自主的な取組を行うよう促すものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、大学等が行う前項の取組を促進するため、関係団体の協力を
得つつ、学生等に対する援助に関する業務に従事する教職員に対し、研修の機会の確
保、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 

 
（地域における消費者教育の推進） 
第十三条 国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター（以下この章において
「国民生活センター」という。）は、地域において高齢者、障害者等に対する消費者教
育が適切に行われるようにするため、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に
定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める社会福祉主事、
介護福祉士その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営むために必要な支援
を行う者に対し、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならな
い。 

２ 国、地方公共団体及び国民生活センターは、公民館その他の社会教育施設等において
消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育が行われるよ
う、必要な措置を講じなければならない。 

 
（事業者及び事業者団体による消費者教育の支援） 
第十四条 事業者及び事業者団体は、消費者団体その他の関係団体との情報の交換その他
の連携を通じ、消費者の消費生活に関する知識の向上が図られるよう努めるものとす
る。 
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２ 事業者は、消費者からの問合せ、相談等を通じて得た消費者に有用な消費生活に関す
る知識を広く提供するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、その従業者に対し、研修を実施し、又は事業者団体等が行う講習会を受講
させること等を通じ、消費生活に関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。 

４ 事業者団体は、消費者団体その他の民間の団体が行う消費者教育の推進のための活動
に対し、資金の提供その他の援助に努めるものとする。 

 
（教材の充実等） 
第十五条 国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、
学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、
消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発及びその効果
的な提供に努めなければならない。 

 
（人材の育成等） 
第十六条 国、地方公共団体及び国民生活センターは、消費者安全法に定める消費生活相
談員その他の消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う者に対し、消費者教
育に関する専門的知識を修得するための研修の実施その他その資質の向上のために必要
な措置を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、大学等、研究機関、消費者団体その他の関係機関及び関係団
体に対し、消費者教育を担う人材の育成及び資質の向上のための講座の開設その他の自
主的な取組を行うよう促すものとする。 

 
（調査研究等） 
第十七条 国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関そ
の他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体系的
かつ効果的な消費者教育の内容及び方法その他の国の内外における消費者教育の内容及
び方法に関し、調査研究並びにその成果の普及及び活用に努めなければならない。 

 
（情報の収集及び提供等） 
第十八条 国、地方公共団体及び国民生活センターは、学校、地域、家庭、職域その他の
様々な場において行われている消費者教育に関する先進的な取組に関する情報その他の
消費者教育に関する情報について、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮しつ
つ、これを収集し、及び提供するよう努めなければならない。 

２ 国は、消費生活における被害の防止を図るため、年齢、障害の有無その他の消費者の
特性を勘案して、その収集した消費生活に関する情報が消費者教育の内容に的確かつ迅
速に反映されるよう努めなければならない。 

 
（消費者教育推進地域協議会） 
第二十条 都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を
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推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活セン
ターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地
域協議会を組織するよう努めなければならない。 

２ 消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 
一 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推
進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。 

二 都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を
作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画又は
市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。 

３ 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織及び運営に関し必要な
事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。 


