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資料編 

資料２ 消費生活条例等の一覧 

（平成 30年 4月 1日現在） 



資料２．消費生活条例等の一覧（都道府県、政令指定都市）

（平成30年4月1日現在）
都道
府県
コード

自治体名 条例等名
公布年月日

(改正年月日）
施行年月日

(改正年月日）
規則等名

公布年月日
（改正年月日）

施行年月日
（改正年月日）

備考

01 北海道 北海道消費生活条例

H11.10.15
(H15.3.14)
(17.10.18)
(H21.3.31)
(H21.10.16)
(H26.10.14)
(H28.3.31)

H12.4.1
(H15.3.14)
(H18.4.1)
(H21.3.31)
(H21.10.16)
(H26.10.14)
(H28.4.1)

北海道消費生活条例施行規則

H12.3.24
(H16.3.31)
(H17.10.28)
(H22.2.26)
(H26.10.14)

H12.4.1
(H16.4.1)
(H18.4.1)
(H22.4.1)
(H26.10.14)

01 北海道
北海道消費生活基本計画
（第２次北海道消費生活基本計画）

H23.3
(H27.3)

H23.3
(H27.3)

02 青森県 青森県消費生活条例
平10.03.25
(平11.12.24)
(平28.03.25)

平10.04.01
(平12.04.01)
(平28.04.01)

青森県消費生活条例施行規則
H10.03.30
(平28.04.13)

平成10.04.01
(平28.04.13)

03 岩手県 岩手県食の安全安心推進条例 H22.7.9 H22.7.9
岩手県食の安全安心推進条例施行規
則

H22.7.9 H23.4.1 県民くらしの安全課

03 岩手県 岩手県食の安全安心推進計画 H28.03 H28.04
県民くらしの安全課
計画期間　Ｈ28～Ｈ32

03 岩手県
岩手県消費生活条例（旧「岩手県消
費者保護条例」平成17年に全部改
定）

S50.7.30
(最終改定
H17.3.28)

S50.7.30
(最終改定
H17.4.1）

岩手県消費生活条例施行規則（旧
「岩手県消費者保護条例施行規則
（平成17年に全部改定）

S50.8.12
(最終改定
H21.12.1）

S50.8.12
(最終改定
H21.12.1）

県民生活センター

03 岩手県 岩手県消費者施策推進計画
H18.2
(H22.12改定）
（H27.3改定）

H18.2
(H22.12改定）
（H27.3改定）

県民生活センター
計画期間　H17～H21
第１回改定　H22～H26第
２回改定　H27～H31

04 宮城県 消費生活条例

昭51.3.27
（平7.7.12）
（平10.3.18）
（平17.12.22）
（平21.3.24）
（平28.3.22）

昭51.4.1
（平7.7.12）
（平10.3.18）
（平18.4.1）
（平21.4.1）
（平28.4.1）

消費生活条例施行規則

昭51.3.30
（昭58.8.12）
（平1.2.3）
（平7.7.12）
（平17.12.22）
（平19.3.30）
（平20.3.25）
（平22.3.23）

昭51.4.1
（昭58.8.12）
（平1.2.3）
（平7.7.12）
（平18.4.1）
（平19.3.30）
（平20.4.1）
（平22.3.23）

05 秋田県
秋田県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例

S51.3.27
（H2.3.30）
（H8.3.29）
（H8.3.29）
（H9.12.26）
（H17.3.18）
（H27.3.20）

S51.3.27
（H2.3.30）
（H8.3.29）
（H8.10.1）
（H10.1.1）
（H17.4.1）
（H27.4.1）

秋田県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例施行規則

S51.3.31
（H2.3.30）
（H8.3.27）
（H8.9.24）
（H16.8.6）
（H17.3.31）
（H22.6.18）
（H27.3.20）

S51.3.31
（H2.3.30）
（H8.4.1）
（H8.10.1）
（H16.8.6）
（H17.4.1）
（H22.6.18）
（H27.4.1）

06 山形県 山形県消費生活条例
H18.3.22
(H28.3.22)

H18.7.1
(H28.4.1)

山形県消費生活条例施行規則 H18.5.23 H18.7.1

07 福島県
福島県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例

S52.8.1
(H7.3.17)
(H8.3.26)
(H10.3.27)
(H11.12.24)
(H16.7.6)

(H25.7.9)

S52.8.1
(H7.7.1)
(H8.4.1)
(H10.3.27)
(H12.4.1)
(H16.10.1.
H16.7.6)
(H25.10.1)

福島県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例施行規則

S52.8.1
(S53.4.1)
(H元.12.26)
(H3.3.30)
(H6.3.31)
(H8.3.29)
(H11.3.30)
(H14.3.29)
(H15.3.28)
(H16.7.6)

(H18.7.18)
(H20.3.31)

S52.8.1
(S53.4.1)
(H2.1.1)
(H3.4.1)
(H6.4.1)
(H8.4.1)
(H11.4.1)
(H14.4.1)
(H15.4.1)
(16.10.1.
H16.7.6)
(H18.7.18)
(H20.4.1)

07 福島県 福島県消費生活センター条例

S47.3.25
(S56.3.25)
(S58.3.18)
(H21.10.20)
(H28.3.25)

S47.4.1
(S56.5.13)
(S58.6.1)
(H21.10.20)
(H28.4.1)

福島県消費生活センター条例施行規
則

S47.3.25
(S48.4.26)
(H2.3.30)
(H3.3.30)
(H4.7.21)
(H20.3.31)
(H21.10.21)
(H28.3.25)

S47.3.25
(S48.4.26)
(H2.3.30)
(H3.4.1)
(H4.8.1)
(H20.4.1)
(H21.10.21)
(H28.4.1)

07 福島県 福島県消費者行政活性化基金条例

H21.3.13
(H23.3.18)
(H24.3.21)
(H26.3.14)

H21.3.13
(H23.3.18)
(H24.3.21)
(H26.3.14)

07 福島県 福島県消費生活協同組合法施行細則

S45.4.1
(H3.3.30)
(H6.3.15)
(H20.2.29)
(H22.3.12)

S45.4.1
(H3.4.1)
(H6.4.1)
(H20.4.1)
(H22.3.12)

08 茨城県 茨城県消費生活条例 S50.12.26

S51.02.01
(H01.06.01)
(H07.07.01)
(H18.04.01)
(H20.04.01)
(H28.04.01)

茨城県消費生活条例施行規則 S51.1.20

S51.02.01
(H01.06.01)
(H07.07.01)
(H18.04.01)
(H20.04.01)

09 栃木県 栃木県消費生活条例

S51.03.27
(H07.07.05)
(H14.12.27)
(H25.12.27)
(H28.03.18)

S51.04.01
(H07.07.05)
(H15.01.01)
(H26.04.01)
(H28.04.01)

栃木県消費生活条例施行規則

S51.04.01
(H06.03.01)
(H14.12.27)
(H26.03.18)
(H28.03.31)

S51.04.01
(H06.04.01)
(H15.01.01)
(H26.04.01)
(H28.04.01)

09 栃木県 栃木県消費者行政活性化基金条例

H21.03.03
(H23.03.22)
(H25.03.11)
(H26.03.12)

H21.03.03
(H23.03.22)
(H25.03.11)
(H26.03.12)

栃木県消費生活安定対策審議会規則

S51.04.01
（S61.03.31）
（H08.03.29）
（H10.05.15）
（H19.03.29）

S51.04.01
（S61.04.01）
（H08.04.01）
（H10.05.15）
（H19.04.01）
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都道
府県
コード

自治体名 条例等名
公布年月日

(改正年月日）
施行年月日

(改正年月日）
規則等名

公布年月日
（改正年月日）

施行年月日
（改正年月日）

備考

09 栃木県 栃木県消費者苦情処理審査会規則

S51.04.01
（S61.03.31）
（H07.07.05）
（H08.03.29）
（H10.05.15）
（H19.03.29）

S51.04.01
（S61.04.01）
（H07.07.05）
（H08.04.01）
（H10.05.15）
（H19.04.01）

09 栃木県 消費生活協同組合法施行細則

S42.04.18
（S50.07.11）
（H12.03.24）
（H20.03.31）

S42.04.18
（S50.07.11）
（H12.04.01）
（H20.04.01）

10 群馬県 群馬県消費生活条例

S51.10.25
(S63.3.17)
(H7.6.20)
(H7.12.20)
(H11.12.22)
(H18.3.28)
(H25.10.18)

S52.1.1
(S63.3.17)
(H7.7.1)
(H8.4.1)
(H12.4.1)
(H18.7.1)
(H25.10.18)

群馬県消費生活条例施行規則

S51.12.24
(S63.3.17)
(H6.3.31)
(H7.3.30)
(H18.6.30)

S52.1.1
(S63.3.17)
(H6.4.1)
(H7.7.1)
(H18.7.1)

11 埼玉県
埼玉県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例

H8.3.29
(H12.3.24)
(H17.3.29)
(H25.3.29)
(H28.3.29)

H8.5.30
(H12.4.1)
(H17.7.1)
(H25.7.1)
(H28.4.1)

埼玉県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例施行規則

H8.3.29
(H12.3.24)
(H17.3.29)
(H25.3.29)
(H28.3.29)

H8.5.30
(H12.4.1)
(H17.7.1)
(H25.7.1)
(H28.4.1)

13 東京都 東京都消費生活条例

H6.10.06
(H14.03.29)
(H18.12.22)
(H24.03.30)
（H26.10.10）
（H27.03.31）

H7.01.01
(H14.07.01)
(H19.07.01)
(H24.04.01)
（H26.11.25)
（H27.04.01）
（H27.07.01）

東京都消費生活条例施行規則

H6.12.26
(H14.03.29)
(H19.01.22)
(H19.04.02)
(H21.12.01)
(H24.03.30)
（H25.03.14）
（H27.03.31）
（H28.02.10）

H7.01.01
(H14.07.01)
(H19.04.02)
(H19.07.01)
(H21.12.01)
(H24.04.01)
（H25.03.14）
（H27.07.01）
（H28.04.01）

14 神奈川県 神奈川県消費生活条例

S55.3.31
(H元.3.28)
(H7.3.14)
(H15.3.20)
(H17.3.29)
(H20.7.22)
(H22.8.3)
(H26.8.29)
(H27.3.20)
(H30.3.30)

S55.7.1
(H元.7.1)
(H7.7.1)
(H15.7.1)
(H17.3.29、
H17.7.1)
(H20.7.22)
(H22.8.3)
(H26.11.25)
(H27.4.1)
(H30.7.1)

神奈川県消費生活条例施行規則

S55.6.20
(H元.3.28)
(H6.3.25)
(H7.6.27)
(H8.3.29)
(H11.3.30)
(H11.12.28)
(H12.3.31)
(H15.3.28)
(H17.3.29)
(H27.3.20)

S55.7.1
(H元.7.1)
(H6.4.1)
(H7.7.1)
(H8.4.1)
(H11.4.1)
(H12.1.1)
(H12.4.1)
(H15.7.1)
(H17.3.29、
H17.7.1)
(H27.4.1)

14 神奈川県
消費生活センターの組織及び運営等
に関する条例

H27.12.28 H28.4.1

14 神奈川県
かながわ消費者施策推進指針
（消費者教育推進計画）

H18.3.31
(H27.3.31)

H18.3.31
(H27.3.31)

15 新潟県
新潟県消費生活の安定及び向上に関
する条例

S52.12.22
(H10.03.31)
(H15.03.28)
(H17.07.22)
(H17.07.22)

S53.04.01
(H10.03.31)
(H15.04.01)
(H17.07.22)
(H17.11.01)

新潟県消費生活の安定及び向上に関
する条例施行規則

S53.03.30
(H6.03.22)
(H15.03.28)
(H17.09.27)
(H17.09.27)

S53.04.01
(H6.04.01)
(H15.04.01)
(H17.09.27)
(H17.11.01)

15 新潟県 新潟県消費者行政活性化基金条例

H21.03.06
(H23.03.29)
(H24.03.30)
(H25.3.15)
(H27.3.31)

H21.03.06
(H23.03.29)
(H24.03.30)
(H25.3.15)
(H27.3.31)

15 新潟県
新潟県消費生活センタ―の組織及び
運営等に関する条例

H28.3.30 H28.4.1

15 新潟県 新潟県消費者苦情処理委員会規則

S53.03.30
(S60.03.30)
(H02.04.01)
(H05.03.31)
(H08.03.29)
(H14.03.29)
(H22.03.31)

S53.04.01
(S60.04.01)
(H02.04.01)
(H05.04.01)
(H08.04.01)
(H14.04.01)
(H22.04.01)

15 新潟県 新潟県消費生活審議会規則

S44.04.30
(S45.12.15)
(S51.07.23)
(S60.03.30)
(H02.04.01)
(H05.03.31)
(H08.03.29)
(H14.03.29)
(H22.03.31)

S44.04.30
(S45.12.15)
(S51.07.23)
(S60.03.30)
(H02.04.01)
(H05.04.01)
(H08.04.01)
(H14.04.01)
(H22.04.01)

16 富山県
富山県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例

S55.10.07
（S58.10.01）
（H07.09.29）
（H18.03.24）

S56.01.20
（S58.11.01）
（H07.10.01）
（H18.10.01）

富山県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例施行規則

S56.01.19
（H58.10.01）
（H07.09.29）
（H11.03.26）
（H18.08.10）
（H22.03.29）
(H25.05.20)

S56.01.20
（S58.11.01）
（H07.10.01）
（H11.03.26）
（H18.10.01)
（H22.03.29）
(H25.05.20)

17 石川県
石川県安全安心な消費生活社会づく
り条例

H16.3.23
(H25.3.25)

H16.4.1
(H25.4.1)

石川県安全安心な消費生活社会づく
り条例施行規則

H16.3.31
(H16.7.23)
(H25.3.25)

H16.4.1
(H16.8.1)
(H25.4.1)
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都道
府県
コード

自治体名 条例等名
公布年月日

(改正年月日）
施行年月日

(改正年月日）
規則等名

公布年月日
（改正年月日）

施行年月日
（改正年月日）

備考

18 福井県
福井県民の消費生活の安定および向
上に関する条例

S55.03.22
(H07.07.14)
(H08.03.21)
(H08.03.21)
(H10.03.25)
(H12.03.21)
(H17.03.24)
(H17.10.11)

S55.05.30
(H07.10.01)
(H08.04.01)
(H08.07.01)
(H10.07.01)
(H12.04.01)
(H17.04.01)
(H18.03.03)

福井県民の消費生活の安定および向
上に関する条例施行規則

S55.05.20
(S60.03.30)
(H08.03.22)
(H09.04.01)
(H12.03.31)
(H15.05.30)
(H17.03.31)
(H17.03.31)
(H19.05.16)

S55.05.30
(S60.04.01)
(H08.04.01)
(H09.04.01)
(H12.04.01)
(H15.06.01)
(H17.04.01)
(H17.04.01)
(H19.05.17)

19 山梨県 山梨県消費生活条例

S50.7.12
(H元.3.17)
(H7.3.15)
(H7.12.25)
(H12.3.29)
(H17.12.22)
(H27.12.25)

S50.7.12
(H元.3.17)
(H7.4.1)
(H8.4.1)
(H12.4.1)
(H18.4.1)
(H28.4.1)

山梨県消費生活条例施行規則

S50.10.27
(H元.1.31)
(H4.3.30)
(H12.3.31)
(H15.3.27)
(H18.3.30)
(H22.3.30)

S50.10.27
(H元.2.1)
(H4.4.1)
(H12.4.1)
(H15.4.1)
(H18.4.1)
(H22.4.1)

19 山梨県 山梨県食の安全・安心推進条例
H24.3.30
(H27.3.25)

H24.4.1
(H27.4.1)

山梨県食の安全・安心推進条例施行
規則

H24.3.30
(H27.3.31)

H25.4.1
(H27.4.1)

19 山梨県 山梨県県民生活センター設置条例

S55.3.29
(H3.4.1)
(H4.4.1)
(H18.4.1)
(H28.4.1)

S55.4.1
(H3.4.1)
(H4.4.1)
(H18.4.1)
(H28.4.1)

山梨県県民生活センター設置条例施
行規則

S55.3.31
(H元.5.1)
(H4.4.1)
(H4.8.1)
(H11.6.24)
(H18.4.1)
(H22.4.1)
(H28.4.1)

S55.4.1
(H元.5.1)
(H4.4.1)
(H4.8.1)
(H11.6.24)
(H18.4.1)
(H22.4.1)
(H28.4.1)

20 長野県 長野県消費生活条例
H20.7.10
(H28.3.22)

H21.1.1
(H28.4.1)

長野県消費生活条例施行規則
H20.7.28
(H28.3.22)

H21.1.1
(H28.4.1)

21 岐阜県 岐阜県消費生活条例

S50.7.23
(H7.3.23)
(H10.3.24)
(H12.3.24)
(H18.12.14)
(H28.3.29)

S50.7.23
(H7.7.1)
(H10.4.1)
(H12.4.1)
(H19.4.1)
(H28.4.1)

岐阜県消費生活条例施行規則

S50.9.26
(S51.3.30)
(S51.10.15)
(S54.4.1)
(S55.4.1)
(S57.4.27)
(S58.4.1)
(S60.4.1)
(S63.6.3)
(H1.4.1)
(H4.3.31)
(H7.6.2)
(H8.4.1)
(H10.4.1)
(H11.4.1)
(H12.4.1)
(H14.4.1)
(H15.4.1)
(H18.4.1)
(H18.6.30)
(H19.3.30)
(H20.4.1)
(H23.4.1)
(H24.4.1)
(H25.4.1)
(H28.3.29)
(H29.4.1)
(H30.4.1)

S50.10.1
(S51.4.1)
(S51.10.15)
(S54.4.1)
(S55.4.1)
(S57.4.27)
(S58.4.1)
(S60.4.1)
(S63.6.3)
(H1.4.1)
(H4.3.31)
(H7.7.1)
(H8.4.1)
(H10.4.1)
(H11.4.1)
(H12.4.1)
(H14.4.1)
(H15.4.1)
(H18.4.1)
(H18.7.1)
(H19.4.1)
(H20.4.1)
(H23.4.1)
(H24.4.1)
(H25.4.1)
(H28.4.1)
(H29.4.1)
(H30.4.1)

21 岐阜県
岐阜県消費生活センターの組織及び
運営等に関する条例

(H28.3.29) (H28.4.1)

21 岐阜県 岐阜県消費者行政活性化基金条例

(H21.3.18)
(H23.3.23)
(H25.3.26)
(H26.3.20)
(H27.10.9)
(H28.10.19)

(H21.3.18)
(H23.3.23)
(H25.3.26)
(H26.3.20)
(H27.10.9)
(H28.10.19)

22 静岡県 静岡県消費生活条例

H11.3.19
(H17.3.25)
(H19.3.20)
(H20.10.24)

H11.3.19
(H17.3.25)
(H19.3.20)
(H20.10.24)

静岡県消費生活条例施行規則

S50.12.20
(S63.3.25)
(S63.10.28)
(H1.3.29)
(H3.3.30)

S50.12.20
(S63.3.25)
(S63.11.1)
(H1.4.1)
(H3.4.1)

22 静岡県
静岡県消費生活センターの組織及び
運営に関する事項等に関する条例

H27.12.25 H28.4.1

22 静岡県
第３次静岡県消費者行政推進基本計
画

H30.3.28 H30.4.1

22 静岡県 第２次静岡県消費者教育推進計画 H30.3.28 H30.4.1

23 愛知県
県民の消費生活の安定及び向上に関
する条例

昭50.10.13
(平元.3.27)
(平12.3.28)
(平14.12.20)

昭50.12.1
(平元.4.1)
(平12.4.1)
(平15.4.1)

県民の消費生活の安定及び向上に関
する条例施行規則

昭51.5.21
(平7.6.30)
(平15.3.14)
(平20.1.22)
(平21.11.27)

昭51.5.21
(平7.7.1)
(平15.4.1)
(平20.4.1)
(平21.12.1)

23 愛知県 愛知県消費生活審議会規則
昭50.12.1
(平15.3.25)

昭50.12.1
(平15.4.1)

23 愛知県
消費生活センターの組織及び運営等
に関する条例

平28.3.29 平28.4.1

24 三重県 三重県消費生活条例

H7.12.22
(H12.7.13)
(H17.10.21)
(H18.3.28)
(H24.10.19)
(H26.10.24)

H8.4.1
(H12.7.13)
(H18.1.10)
(H18.7.1)
(H24.10.19)
(H26.11.25)

三重県消費生活条例施行規則

H8.3.15
(H8.7.2)
(H9.2.4)
(H9.3.31)
(H10.3.27)
(H18.6.30)

H8.4.1
(H8.7.2)
(H9.2.4)
(H9.4.1)
(H10.4.1)
(H18.7.1)
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24 三重県 三重県消費生活センター条例

S61.3.31
(S62.7.7)
(H3.3.12)
(H18.3.28)
(H28.3.22)

S61.4.1
(S62.9.1)
(H3.4.1)
(H18.4.1)
(H28.4.1)

24 三重県 三重県消費者行政活性化基金条例

H21.3.6
(H23.2.23)
(H25.3.29)
(H26.3.27)
(H27.3.27)
(H30.3.22)

H21.3.6
(H23.2.23)
(H25.3.29)
(H26.3.27)
(H27.3.27)
(H30.3.22)

25 滋賀県 滋賀県消費生活条例

S50.12.19
(S60. 3.29)
(S61.12.23)
(H 3. 7.15)
(H 7.10.18)
(H12. 3.29)
(H16.10.25)
(H17.12.27)
(H21.12.25)
(H26.10.17)
(H27. 3.23)
(H28. 3.23)

S51. 4. 1
(S60. 4. 1)
(S61.12.23)
(H 3.10.15)
(H 8. 1. 1)
(H12. 4. 1)
(H17. 1. 1)
(H18. 4. 1)
(H21.12.25)
(H26.11.25)
(H27. 4. 1)
(H28. 4. 1)

滋賀県消費生活条例施行規則

S51. 4. 1
(S51. 7.30)
(S52. 3.30)
(S59. 3.31)
(S60. 4. 1)
(S61.12.23)
(H 3. 8. 5)
(H 5. 4.23)
(H 7.12.28)
(H 9. 4. 1)
(H13. 4. 1)
(H15. 4. 1)
(H18. 4. 1)
(H27. 3.31)
(H28. 3.31)

S51. 4. 1
(S51. 8. 2)
(S52.10. 1)
(S59. 4. 1)
(S60. 4. 1)
(S61.12.23)
(H 3.10.15)
(H 5. 4.23)
(H 8. 1. 1)
(H 9. 4. 1)
(H13. 4. 1)
(H15. 4. 1)
(H18. 4. 1)
(H27. 4. 1)
(H28. 4. 1)

26 京都府 京都府消費生活安全条例
H19.03.16
(H22.03.19)
(H28.3.25)

H19.07.01
(H22.03.19)
(H28.4.1)

京都府消費生活安全条例施行規則

H19.06.29
(H20.04.01)
(H23.07.29)
(H28.3.29)

H19.07.01
(H20.04.01)
(H23.07.29)
(H28.4.1)

27 大阪府 大阪府消費者保護条例
S51.10.22
(H26.3.27)

S52.2.1
(H26.7.1)

大阪府消費者保護条例施行規則
S52.1.31
(H26.3.28)

S52.2.1
(H26.7.1)

改正年月日は直近の改正
のみ記載

27 大阪府
大阪府消費生活行政事務に係る事務
処理の特例に関する条例

H12.03.31
(H28.03.29)

H12.04.01
(H28.04.01)

改正年月日は直近の改正
のみ記載

27 大阪府 大阪府消費者基本計画 H27.3.26 H27.3.26

28 兵庫県 消費生活条例

昭49.9.26
(昭61.3.27）
(平4.6.6)
(平17.3.28）
(平28.6.10）
(平30.3.22）

昭49.11.26
(昭61.4.1）
(平4.7.4)
(平17.4.1）
(平28.4.1）
(平30.4.1）

消費生活条例施行規則

昭49.11.22
(昭61.3.27）
(平4.7.3)
(平6.7.29)
(平17.3.31）
(平28.6.10）

昭49.11.26
(昭61.4.1）
(平4.7.4)
(平6.8.1)
(平17.4.1）
(平28.4.1）

28 兵庫県 兵庫県県民生活審議会規則

昭38.4.1
(昭40.5.21)
(昭47.4.1)
(昭49.11.22)
(昭61.3.27）
(平4.7.3)
(平17.3.31）
(平21.3.31)

昭38.4.1
(昭40.5.21)
(昭47.4.1)
(昭49.11.26)
(昭61.4.1）
(平4.7.4)
(平17.4.1）
(平21.6.4)

29 奈良県 奈良県消費生活条例 S49.12.14

S49.12.14
（H3.3.22）
（H11.3.24）
（H11.12.22）
（H18.3.28）
(H29.3.14)

奈良県消費生活条例施行規則 H3.3.22

H3.4.1
（H3.9.30）
（H5.3.31）
（H7.3.31）
（H7.10.6）
（H18.3.28）
（H21.3.31）
(H22.3.31)

30 和歌山県 和歌山県消費生活条例

H08.12.24
(H12.03.27)
(H13.12.21)
(H17.10.07)
(H22.12.24)
(H26.12.25)

H09.04.01
(H12.04.01)
(H14.04.01)
(H18.01.01)
(H23.01.01)
(H26.12.25)

和歌山県消費生活条例施行規則

H09.03.28
(H12.03.31)
(H13.12.21)
(H17.12.22)
(H22.12.24)
(H26.12.25)

H09.04.01
(H12.04.01)
(H14.04.01)
(H17.12.22)
(H22.12.24)
(H26.12.25)

31 鳥取県
鳥取県消費生活の安定及び向上に関
する条例

Ｓ55.3.28
(Ｓ61.12.16)
(Ｈ16.3.30)
(Ｈ18.3.28）
（Ｈ23.3.18）

Ｓ55.6.1
(Ｓ62.1.1)
(Ｈ16.3.30)
(Ｈ18.4.1）
（Ｈ23.3.18）

鳥取県消費生活の安定及び向上に関
する条例施行規則

Ｓ55.5.31
(Ｈ11.11.26)
(Ｈ17.9.13)

Ｓ55.6.1
(Ｈ11.11.26)
(Ｈ17.9.13)

32 島根県 島根県消費者センター条例
S46.3.12
(H21.10.16)
(H28.03.25)

S46.4.1
(H21.10.16)
(H28.04.01)

島根県消費者センター条例施行規則 H21.10.16 H21.10.16

32 島根県 島根県消費者行政活性化基金条例 H21.2.27 H21.2.27

32 島根県 島根県消費生活条例

S51.10.19
(S60.10.15)
(H7.3.10)
(H12.3.17)
(H17.7.19)

S51.11.1
(S60.10.15)
(H7.4.1)
(H12.4.1)
(H17.10.1)

島根県消費生活条例施行規則

S51.10.29
(S57.6.25)
(S58.2.12)
(H5.3.30)
(H5.8.6)
(H6.9.2)
(H9.3.18)
(H17.9.30)

S51.11.1
(S57.11.1)
(S58.2.12)
(H5.4.1)
(H5.8.6)
(H6.10.1)
(H9.3.18)
(H17.10.1)

H17.9.30までは「島根県
消費者保護条例」

32 島根県 島根県消費者基本計画

H17.12. 1
(H20. 9. 1)
(H24. 3. 1)
(H28. 3.25)

H17.12. 1
(H20. 9. 1)
(H24. 3. 1)
(H28. 3.25)

33 岡山県 岡山県消費生活条例

S51.9.20
(H17.3.18全面改
正)
(H20.2.25)

S51.12.1
(H17.4.1)
(H20.4.1)

岡山県消費生活条例施行規則

S51.12.1
(H17.3.18全面改
正)
(H22.4.13)
(H25.2.19)

S51.12.1
(H17.4.1)
(H22.4.1)
(H25.2.21)
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34 広島県
広島県民の消費生活の安定と向上を
促進する条例

S51.3.29
(S58.3.12)
(S62.12.24)
(H4.3.30)
(H7.3.15)
(H8.12.24)
(H12.3.27)
(H17.3.18)
(H18.3.27)
(H20.3.25)
(H28.3.22)

S51.3.29
(S58.3.12)
(S62.12.24)
(H4.3.30)
(H7.3.15)
(H8.12.24)
(H12.3.27)
(H17.3.18)
(H18.3.27)
(H20.3.25)
(H28.4.1)

広島県民の消費生活の安定と向上を
促進する条例施行規則

S51.4.1
(S62.12.24)
(H5.12.24)

S51.4.1
(S62.12.24)
(H6.4.1)

34 広島県 不当な取引行為の指定 (H17.10.3) (H17.11.1)
「不当な取引行為の指
定」の全部改正

34 広島県 広島県単位価格表示実施要綱 S52.1.11 S52.2.1

34 広島県
自動販売機により提供する商品等の
表示の基準

S54.3.31 S54.10.1

35 山口県
消費生活の安定及び向上に関する条
例

昭55.3.29
(平7.3.14)
(平17.12.27）

昭55.7.1
(平7.4.1,平
7.7.1）
(平17.12.27）
(平18.4.1)

35 山口県
消費生活センターの組織及び運営等
に関する条例

平28.3.15 平28.4.1

35 山口県 山口県消費生活審議会規則
昭55.6.30
(平8.3.29)

昭55.7.1
(平8.4.1)

35 山口県 山口県消費者苦情処理委員会規則
昭55.6.30
(平28.3.15)

昭55.7.1
(平28.4.1)

36 徳島県
徳島県消費者の利益の擁護及び増進
のための基本政策に関する条例

H16.12.27
(H21.10.23)
(H22.02.01)
(H28.3.18)

H17.04.01
(H21.10.23)
(H22.02.01)
(H28.4.1)

徳島県消費者の利益の擁護及び増進
のための基本政策に関する条例施行
規則

H17.03.31
(H22.01.29)
(H28.3.18)

H17.04.01
(H22.02.01)
(H28.4.1)

36 徳島県 徳島県食の安全安心推進条例

H17.12.22
(H21.07.15)
(H24.03.26)
(H26.03.20)
(H26.10.21)
(H27.03.16)

H18.04.01
(H21.08.01)
(H24.04.01)
(H26.06.01)
(H26.11.25)
(H27.04.01)

徳島県食の安全安心推進条例施行規
則

H18.05.31
(H21.07.31)
(H24.03.28)
(H26.05.13)
(H26.11.22)
(H27.03.31)

H18.06.01
(H21.08.01)
(H24.04.01)
(H26.06.01)
(H26.11.25)
(H27.04.01)

36 徳島県
徳島県食品表示の適正化等に関する
条例

H27.3.16
(H29.7.12)
(H29.12.22)

H27.4.1
(H27.7.12)
(H29.12.22)
(H30.4.1)

徳島県食品表示の適正化等に関する
条例施行規則

H27.3.31
(H27.12.22)

H27.4.1
(H27.12.22)

37 香川県 香川県消費生活条例

S50.3.25
(H12.3.27)
(H14.3.27)
(H15.12.19)
(H17.3.29)

S50.4.1
(H12.4.1)
(H14.4.1)
(H15.12.19)
(H17.4.1)

香川県消費生活条例施行規則

S50.3.31
(H14.3.29)
(H17.3.29)
(H19.12.14)
(H22.8.27)

S50.4.1
(H14.4.1)
(H17.4.1)
(H19.12.19)
(H22.8.27)

38 愛媛県 愛媛県消費生活条例

S50.3.14
(H10.3.24)
(H12.3.24)
(H16.12.24)
(H17.3.25)
(H28.3.29)

S50.4.1
S50.7.14
(H10.3.24)
(H12.4.1)
(H17.1.16)
(H17.4.1,H17.7.1
)
(H28.4.1)

愛媛県消費生活条例施行規則

S50.7.11
(H17.3.25)
(H17.6.3)
(H18.8.29)

S50.7.14
(H17.4.1,H17.7.1
)
(H17.7.1)
(H18.9.1)

39 高知県 高知県消費生活条例

S50.7.16
(S57.03.23)
(H09.12.24)
(H15.03.28)
(H17.03.29)
(H18.07.18)

S50.7.16
(S57.04.01)
(H10.01.01)
(H15.04.01)
(H17.03.29)
(H18.10.01)

高知県消費生活条例施行規則

S50.7.16
(S57.03.29)
(H15.03.28)
(H18.09.22)
(H19.12.04)
(H26.11.11)

S50.7.16
(S57.04.01)
(H15.04.01)
(H18.10.01)
(H19.12.19)
(H26.11.11)

40 福岡県 福岡県消費生活条例
S52.03.28
(H04.03.30)
(H18.3.31)

S52.04.01
(H04.09.01)
(H18.07.01)

福岡県消費生活条例施行規則 H18.6.30 H18.7.1

41 佐賀県
佐賀県民の安全安心な消費生活に関
する条例

H17.3.24
(H17.12.19)

H17.4.1
(H18.3.20)

佐賀県民の安全安心な消費生活に関
する条例施行規則

H17.3.24
(H21.11.30)

H17.4.1
(H21.12.1)

41 佐賀県 佐賀県消費生活センター設置条例 H28.3.25 H28.4.1 佐賀県消費生活センター管理規則 H28.3.25 H28.4.1

41 佐賀県 佐賀県消費者教育推進計画 H28.3 H28.3

42 長崎県
長崎県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例

S53.09.28
(S61.12.26)
(H05.03.30)
(H07.03.17)
(H11.12.21)
(H12.12.22)
(H17.03.22)
(H28.03.22)

S54.01.05
(S62.01.05)
(H05.07.05)
(H07.04.01)
(H12.04.01)
(H13.01.06)
(H17.04.01)
(H28.04.01)

長崎県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例施行規則

S53.10.20
(S61.12.26)
(H05.03.31)
(H17.03.29)
(H21.03.31)
(H28.03.22)

S54.01.05
(S62.01.05)
(H05.07.01)
(H17.04.01)
(H21.04.01)
(H28.04.01)

42 長崎県 長崎県消費者行政活性化基金条例

H21.02.17
(h23.03.25)
(H25.07.19)
(H26.03.31)

H21.02.17
(h23.03.25)
(H25.07.19)
(H26.03.31)

42 長崎県 長崎県食品の安心・安全条例 H26.10.10 H27.4.1
長崎県食品の安心･安全条例施行規
則

H26.10.10 H27.4.1

43 熊本県 熊本県消費生活条例

S52.09.30
(S56.09.21)
(H7.10.02)
(H8.12.19)
(H11.12.20)
(H17.09.30)
(H20.03.06)

S52.11.01
(S56.9.21)
(H8.4.01)
(H9.4.01)
(H12.4.01)
(H17.9.30)
(H20.7.01)

熊本県消費生活条例施行規則

S52.10.31
(S56.9.21)
(H9.03.31)
(H11.03.31)
(H20.06.30)

S52.11.01
(S56.09.21)
(H9.04.01)
(H11.04.01)
(H20.07.01)
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43 熊本県 熊本県消費者行政活性化基金条例

H21.3.6
(H23.12.22)
(H25.3.18)
(H26.3.5)
(H27.7.13)

H21.3.6
(H23.12.22)
(H25.3.18)
(H26.3.5)
(H27.7.13)

43 熊本県 熊本県消費生活センター条例 H28.03.07 H28.04.01

44 大分県
大分県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例

S53.12.23
(H16.12.20)
(H28.3.30)

S54.4.1
(H17.4.1)
(H18.2.10)
(H28.4.1)

大分県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例施行規則

S54.4.1
(H17.4.1)

S54.4.1
(H17.4.1)

45 宮崎県
宮崎県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例

S54.3.10
(H11.12.14)
(H13.10.5)
(H17.3.29)
(H28.3.23)

S54.9.1
(H12.4.1)
(H14.4.1)
(H17.4.1)
(H28.4.1)

宮崎県民の消費生活の安定及び向上
に関する条例施行規則

S54.9.1
(H8.3.29)
(H10.4.1)
(H14.2.25)
(H16.4.1)
(H17.3.29)
(H20.3.31)
(H24.3.29)
(H28.4.14)

S54.9.1
(H8.3.29)
(H10.4.1)
(H14.4.1)
(H16.4.1)
(H17.4.1)
(H20.4.1)
(H24.4.1)
(H28.4.14)

46 鹿児島県
鹿児島県民の消費生活の安定及び向
上に関する条例

S52.10.3
(S61.3.28)
(H13.3.27)
(H17.3.29)

S52.10.3
(S61.4.1)
(H13.10.1)
(H17.4.1)

鹿児島県民の消費生活の安定及び向
上に関する条例施行規則

S52.10.3
(S61.3.28)
(H10.1.30)
(H13.8.10)
(H19.12.18)

S52.10.3
(S61.4.1)
(H10.2.2)
(H13.10.1)
(H19.12.19)

46 鹿児島県 鹿児島県生活安定審議会規則

S52.10.3
(S61.3.28)
(H8.3.29)
(H18.3.31)
(H21.3.27)
(H22.3.30)

S52.10.3
(S61.4.1)
(H8.4.1)
(H18.4.1)
(H21.4.1)
(H22.4.1)

47 沖縄県 沖縄県消費生活条例
S55.11.25
(H17.12.27)
(H28.3.31)

S55.12.1
(H18.4.1)
(H28.4.1)

沖縄県消費生活条例施行規則
H18.3.31
(H23.3.31)
(H28.3.31)

H18.4.1
(H23.4.1)
(h28.4.1)

01 札幌市 札幌市消費生活条例

H6.3.30
(H7.2.20)
(H19.6.7)
(H25.2.26)
(H26.10.6)

H6.7.1
(H7.4.1)
(H20.2.1)
(H25.2.26)
(H26.11.25）

札幌市消費生活条例施行規則
H6.6.29
(H7.3.30)
(H20.1.11)

H6.7.1
(H7.4.1)
(H20.2.1)

01 札幌市
札幌市不当な取引行為に該当する行
為の基準を定める規則

H7.7.6
(H20.1.11)
(H25.2.26)

H7.7.6
(H20.2.1)
(H25.2.26)

01 札幌市 札幌市消費者センター条例

H15.3.5
(H17.10.4)
(H21.6.4)
(H28.3.1)

H15.9.1
(H18.4.1)
(H21.6.4)
(H28.4.1)

札幌市消費者センター条例施行規則
H15.4.25
(H18.3.13)
(H28.3.31)

H15.9.1
(H18.4.1)
(H28.4.1)

01 札幌市 札幌市消費者教育推進プラン H27.3.5 27.4.1

01 札幌市 第3次札幌市消費者基本計画 H30.3.28 H30.4.1

04 仙台市 仙台市消費生活条例 H16.3.19 H16.8.1 仙台市消費生活条例施行規則

H16.07.22
(H18.03)
(H22.03)
(H28.03)

H16.08.01
(H18.04.01)
(H22.04.01)
(H28.04.01)

04 仙台市 仙台市消費生活センター条例

S61.12.17
(S62.02)
(S63.12)
(H28.03)

S62.04.01
(S62.02)
(S64.04.01)
(H28.04.01)

仙台市消費生活条例施行規則

S62.03.25
(H04.03)
(H14.03)
(H14.11)
(H18.03)
(H22.03)

S62.04.01
(H04.04.01)
(H14.04.01)
(H14.12.01)
(H18.04.01)
(H22.04.01)

11 さいたま市 さいたま市消生活センター条例 H27.12.25 H28.4.1
さいたま市消費生活センター条例施
行規則

H28.3.28 H28.4.1

12 千葉市 千葉市消費生活条例

H2.03.31
(H7.10.02)
(H9.03.21)
(H13.03.19)
(H18.03.22)
(H26.03.31)

H2.05.10
(H2.10.01)
(H8.04.01)
(H9.04.01)
(H13.04.01)
(H18.07.01)
(H26.04.01)

千葉市消費生活条例施行規則

H2.10.01
(H7.03.30)
(H8.03.29)
(H9.03.26)
(H11.03.31)
(H13.03.30)
(H18.06.30)
(H19.09.20)
(H25.02.21)
(H26.03.31)

H2.10.01
(H7.04.01)
(H8.04.01)
(H9.04.01)
(H11.04.01)
(H13.04.01)
(H18.07.01)
(H19.11.01)
(H25.02.21)
(H26.04.01)

12 千葉市
千葉市消費生活センターの組織及び
運営等に関する条例

H28.3.22 H28.4.1
千葉市消費生活センターの組織及び
運営等に関する条例施行規則

H28.3.31 H28.4.1

14 横浜市 横浜市消費生活条例

H8.3.28
（H17.12.28)
（H23.12.22）
(H26.9.25)
(H27.12.25)

H8.10.1
（H17.12.28)
（一部、
H18.4.1）
（一部、
H24.4.1）
(一部、
H26.11.25)
(一部、H28.4.1

横浜市消費生活条例施行規則

H8.9.13
(H8.11.15）
（H12.3.31）
（H13.4.1）
（H18.3.3）
（H23.3.31)
(H29.4.5)

H8.10.1
（H8.11.21）
（H12.4.1）
（H13.4.1）
（H18.4.1）
（H23.5.1）
(H29.4.5)
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14 川崎市
川崎市消費者の利益の擁護及び増進
に関する条例

S49.10.08
(H13.03.29)
(H17.09.30)

S49.11.1
(H13.04.01)
(H17.09.30)

川崎市消費者の利益の擁護及び増進
に関する条例施行規則

S50.03.31
(S51.04.12)
(S53.05.01)
(S53.12.25)
(S54.07.24)
(S62.03.26)
(S62.11.09)
(H01.11.30)
(H06.09.30)
(H09.03.10)
(H11.09.30)
(H13.03.30)
(H13.07.31)
(H14.03.22)
(H16.11.10)
(H17.09.30)
(H18.02.28)
(H20.03.31)
(H21.11.30)
（H27.03.31）

S50.04.01
(S51.07.01)
(S53.11.01)
(S54.01.01)
(S55.02.01)
(S62.10.01)
(S63.04.01)
(H01.12.01)
(H07.04.01)
(H09.04.01)
(H11.10.01)
(H13.04.01)
(H13.08.01)
(H14.04.01)
(H16.11.11)
(H17.09.30)
(H18.03.01)
(H20.04.01)
(H21.12.01)
（H27.04.01）

14 川崎市 川崎市消費生活センター条例 H28.3.24 H28.4.1

14 相模原市 相模原市消費生活条例
H21.12.22
(H26.10.29)

H22.4.1
(H26.11.25)

相模原市消費生活条例施行規則
H22.3.31
(H28.3.25)

H22.4.1
(H28.3.25)

14 相模原市 相模原市消費生活センター条例 H27.12.24 H28.4.1
相模原市消費生活センター条例施行
規則

H28.3.10 H28.4.1

14 相模原市 相模原市消費生活審議会規則 H22.3.31 H22.4.1

14 相模原市 相模原市消費生活基本計画
H24.3(策定）
H28.3（中間改
訂）

H24.4
H28.4

15 新潟市 新潟市消費生活条例 H18.12.21 H19.4.1 新潟市消費生活条例施行規則

S54.9.29
(S56.2.21)
(H9.11.19)
(H19.3.30)

S54.10.1
(S56.6.1)
(H9.11.19)
(H19.4.1)

15 新潟市
新潟市消費生活センターの組織及び
運営等に関する条例

H28.3.18 H28.4.1
新潟市消費生活センターの組織及び
運営等に関する条例施行規則

H28.3.18 H28.4.1

22 静岡市 静岡市消費生活条例
H19.3.20
(H26.2.21)

H11.4.1
(H26.2.21)

静岡市消費生活条例施行規則

H19.6.29
(H21.11.30)
(H26.3.31)
(H27.3.31)

H19.7.1
(H21.11.30)
(H21.12.1)
(H26.3.31)
(H27.4.1)

22 静岡市
静岡市消費生活センターの組織及び
運営等に関する条例

H28.3.18 H28.4.1

22 静岡市 第2次静岡市消費生活基本計画 H27.4.1

22 静岡市 静岡市消費者教育推進計画 H27.4.1

22 浜松市
浜松市の消費生活の保護に関する条
例

S50.3.28
(H15.3.25)

S51.4.1
(H15.4.1)

22 浜松市 浜松市消費者安全施行条例 H28.3.24 H28.4.1

22 浜松市 浜松市消費者教育基本計画 H28.5 H28.5

23 名古屋市 名古屋市消費生活条例

S51.6.10
(S62.10.27)
(H6.3.25)
(H9.4.1)
(H11.10.18)
(H16.12.27)

S51.7.1
(S62.10.27)
(H6.4.1)
(H9.10.1)
(H12.4.1)
(H17.4.1)

名古屋市消費生活条例施行細則

S54.4.1
(S57.9.4)
(S59.11.27)
(S62.10.27)
(H3.2.27)
(H5.12.1)
(H6.3.25)
(H9.2.3)
(H9.10.1)
(H13.3.1)
(H17.3.22)

S54.4.1
(S58.3.1)
(S60.4.1)
(S62.10.27)
(H3.7.1)
(H6.4.1)
(H9.4.1)
(H9.10.1)
(H13.4.1)
(H17.4.1)

23 名古屋市 名古屋市消費生活センター条例 H28.3.29 H28.4.1 平成28年名古屋市告示第205号 H28.4.1 H28.4.1

26 京都市 京都市消費生活条例

S50.8.14
(S55.5.29)
(H3.4.1)
(H8.12.26)
(H17.3.25)
(H21.12.22)

S51.3.1
(S55.5.29)
(H3.7.1)
(H9.3.1)
(H17.10.1)
(H22.4.1)

京都市消費生活条例施行規則

S51.2.28
(H2.6.7)
(H3.6.29)
(H7.3.31)
(H9.2.28)
(H11.11.26)
(H17.9.30)
(H21.3.31)
(H22.3.31)
(H24.6.20)

S51.3.1
(H2.6.7)
(H3.7.1)
(H7.4.1)
(H9.3.1)
(H11.12.1)
(H17.10.1)
(H21.4.1)
(H22.4.1)
(H24.8.1)

平成17年3月25日の改正ま
では京都市消費者保護条
例

27 大阪市 大阪市消費者保護条例

昭51.4.1
（平2.4.1）
（平7.3..16）
（平18.3.31）
（平28.3.2）

昭51.7.31
（平2.7.1）
（平7.10.1）
（平18.7.1）
（平28.4.1）

大阪市消費者保護条例施行規則

昭52.2.1
（昭57.4.1）
（昭63.4.1）
（平2.7.1）
（平6.4.1）
（平18.6.30)

昭52.2.1
（昭57.4.1）
（昭63.4.1）
（平2.7.1）
（平6.4.1）
（平18.7.1）

27 大阪市 大阪市消費者保護審議会規則

昭51.7.31
（昭57.4.1）
（昭63.4.1）
（平18.6.30）

昭51.7.31
（昭57.4.1）
（昭63.4.1）
（平18.7.1）

27 堺市 堺市消費生活条例
H21.12.25
(H24.12.14)
(H28.03.25)

H22.04.01
(H25.04.01)
(H28.04.01)

堺市消費生活条例施行規則

H22.03.30
(H23.08.30)
(H25.03.15)
(H26.09.25)
(H28.03.25)

H22.04.01
(H23.08.30)
(H25.04.01)
(H26.09.25)
(H28.04.01)

28 神戸市 神戸市民のくらしをまもる条例
S49.5.31
(H27.3.31最新）

S49.7.15
(H27.4.1最新）

神戸市民のくらしをまもる条例施行
規則

S49.7.15
(H28.3.31最新）

S49.7.15
(H28.4.1最新)
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28 神戸市
神戸市消費生活会議及び神戸市消費
者苦情処理審議会に関する規則

S49.7.15
(H18.3.31最新）

S49.7.15
(H18.4.1最新)

28 神戸市
神戸市消費者訴訟に要する費用の貸
付けに関する規則

H27.3.31 H27.4.1

28 神戸市 神戸市消費生活センター条例
S49.4.1
(H29.3.31最新）

S49.4.1
(H29.4.1最新）

神戸市消費生活センター条例施行規
則

S49.4.1
(H29.3.31最新）

S49.4.1
(H29.4.1最新)

33 岡山市 岡山市消費生活条例

S52.7.1
(H12.3.22)
(H14.3.22)
(H23.3.16)

S52.7.1
(H12.4.1)
(H14.4.1)
(H23.4.1)

33 岡山市
岡山市消費生活センターの組織及び
運営に関する条例

H27.12.21 H28.4.1

34 広島市 広島市消費生活条例
H18.10.10
(H24.03.27)

H19.04.01
(H24.04.01)

広島市消費生活条例施行規則 H19.3.30 H19.4.1

34 広島市 第２次広島市消費生活基本計画 H30.3.19 H30.4.1

40 北九州市 北九州市消費生活条例
H16.09.29
(H26.10.07)

H16.01.01
(H26.10.07)

北九州市消費生活条例施行規則

H16.12.28
(H17.03.31)
(H23.03.31)
(H25.10.15)
(H26.10.07)

H17.01.01
(H17.04.01)
(H23.04.01)
(H25.10.15)
(H26.10.07)

40 北九州市 北九州市立消費生活センター条例 H28.4.1 H28.4.1
北九州市消費生活センター条例施行
規則

H28.4.1 H28.4.1

40 福岡市 福岡市消費生活条例
H16.12.20
(H25.12.26)
(H28.3.28)

H17.4.1
(H25.12.26)
(H28.4.1)

福岡市消費生活条例施行規則

H17.3.31
(H17.7.4)
(H24.3.29)
(H28.3.31)

H17.4.1
(H17.7.4)
(H24.4.1)
(H28.4.1)

43 熊本市 熊本市消費生活条例 H24.3.22 H24.6.1 熊本市消費者センター事務分掌規則 H28.3.30 H28.4.1

43 熊本市 熊本市消費者センター条例 H28.3.24 H28.4.1 熊本市消費者行政推進計画 H26.3 H26.4.1

43 熊本市 熊本市消費者教育推進計画 H29.3 H29.4.1
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