
地方消費者行政の法令上の位置付けについて 

 

 

１．経緯 

 ○昭和 43 年に制定された消費者保護基本法において、地方公共団体の消費者

行政に関する事務を初めて明文化。 

  

○昭和 44 年に地方自治法の「固有事務」に「消費者保護」を規定。地方公共

団体が本来行うべき事務として位置付け。 

 

 

２．現行法令での位置付け 

 ○平成 12 年の地方自治法の改正により、地方公共団体における消費者行政に

関する事務は「自治事務」として位置付け。 

 

 ○平成 21 年に制定された消費者安全法により、地方公共団体の具体的な事務

として、①市町村については、苦情相談・あっせん、情報収集・提供、都道

府県との情報交換等、②都道府県については、苦情相談・あっせんのうち広

域的な見地を必要とするものへの対応、専門的な知識及び技術を必要とす

る調査・分析、広域的な見地から消費者安全の確保に必要な情報収集・提供、

市町村との情報交換等の事務を規定。 

  

 ○同法では、これらの事務を行うため、消費生活センターの設置を都道府県に

は義務として、市町村には努力義務として規定。 

 

 ○特定商取引法や景品表示法などの個別の消費者関係法令において、主務大

臣の権限に属する事務の一部について、地方公共団体の長が行うことがで

きることを規定。 

 

○平成 24 年に制定された消費者教育推進法において、消費者教育の推進に関

する地方公共団体の責務等について規定。 

 

 ○平成 26 年の消費者安全法の改正により、消費生活相談員の職及び任用要件

等を法律上に位置付け。また、消費生活センターに関する条例の制定等につ

いても規定。 

 

資料３－１



【委託先の選定に当たっての留意事項】（地方消費者行政ガイドライン）
① 消費者トラブルに直接的な利害関係を有する者又は有する可能性がある
者を排除するとともに、過去の活動実績、消費生活相談・あっせん等の事務を
積極的に行う意思・体制を確認
② 委託先の選定後に理由を公表
③ 適切なモニタリング

○都道府県・市町村による消費生活相談等の事務の実施 （法第８条～第９条）
・市町村の消費生活相談等の事務の共同処理等に関する必要な調整

【相談業務の広域連携等】（地方消費者行政ガイドライン）

①巡回方式、②相互乗入方式、③中心市長村集約方式、④事務組合方式 等

都道府県による市町村への援助（必要な助言、協力、情報の提供等）

・事務を適切に実施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

【民間委託への基準】（施行規則第７条）
①消費者の権利の尊重及び自立の支援に資するよう、委託を受ける事務を

公正かつ中立に実施できるものであって、特定非営利活動法人又は一般
社団法人若しくは一般財団法人その他都道府県知事（市町村長）が適当と
認めた者

② 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携
体制を確保

③ 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術
④ 委託を受けた事務を統括管理する者を配置

○消費者教育の推進（法第４条第６項）
国及び地方公共団体の責務として、消費者教育の推進等を通じて消費者安全
の確保を図ることを明記

平成28年4月 消費者庁
改正消費者安全法等の概要
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Ⅰ 総則

Ⅱ 消費生活相談等の事務の実施、消費生活センターの設置等

・国及び国民生活センターは、研修等必要な援助を実施

・秘密保持義務規定（国民生活センター役職員についても同様の規定。国セン
法第9条）

【秘密保持義務の趣旨等】（地方消費者行政ガイドライン）
・情報の安全管理をよりいっそう確実にする必要があるが、萎縮効果が生じな

いように配慮
・業務上必要な、他の職員等への報告、関係機関への連絡、勉強会での利用

は秘密保持義務に違反するものでない

○消費生活センターの設置等 （法第10条～第11条）
・消費生活センターの組織運営等について、内閣府令で定める基準を参酌し
条例整備

【消費生活センターの組織運営等の基準】（施行規則第８条）
①消費生活センターの名称、住所、相談日時の公示
②センター長及び事務を行うために必要な職員の配置
③資格試験合格者（みなし合格者を含む）を配置
④いわゆる「雇止め」の見直しその他の適切な人材及び処遇の確保に必要な

措置
⑤職員に対する研修機会の確保
⑥情報の適切な管理に必要な措置

【消費生活相談員の任用の際の留意点】（地方消費者行政ガイドライン）
① 能力実証は客観的かつ公正に行うこと
② 能力実証の結果を当該消費生活相談員に対し説明すること
③ 消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得して

いることに十分配慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験
等を勘案し、処遇を決定すること

（参考１）
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【地方消費者行政ガイドライン】

同等以上の専門的な知識及び技術を有する者のメルクマール等を規定（下記
①、②をメルクマールとして都道府県知事又は市町村長が判断）
① 現行３資格のいずれかの資格を有する者
② 地方自治体における事業者に対する消費者からの苦情に係る相談の事務

等に従事している等、その実績に鑑み、消費生活相談についての専門的な
知識及び技術を有することが実証されているといえる者

・消費生活センター等に消費生活相談員を置く
・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する者
・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又は市町村長が認めた者から任用

・都道府県は、消費生活相談員の中から、指定消費生活相談員（市町村の消
費生活相談に関し助言、協力、情報の提供その他の援助を行う）を指定

【指定に当たり必要となる実務経験】（施行規則第８条の９ ）
地方公共団体において消費生活相談の事務に通算して５年以上従事

Ⅲ 地方公共団体の長に対する情報の提供

○消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報提供 （法第11条の２）
・内閣総理大臣、国民生活センター及び地方公共団体が、他の地方公共団体
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を提供

【提供する情報の範囲等】（施行規則第８条の11、第８条の12、第８条の13、第
８条の14 ）
①地域協議会が行う見守り等の取組にのみ使用
②特商法の措置に伴い取得した情報を消費者庁から提供

【地方消費者行政ガイドライン】（協議会の設立等）
・地方公共団体の消費者行政担当部署が主導、組織運営要綱作成

・福祉、防災等、様々な地域ネットワークと効果的に連携

Ⅳ 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 （法第11条の３～第11条の６）
・国及び地方公共団体の機関、地域の関係機関、消費生活協力団体又は消費
生活協力員等により、協議会を組織
・地域協議会は、消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等必要な取組
を行う
・秘密保持義務規定

【消費者関係】
・消費者行政担当部局 ※地域協議会の事務局を担う
・消費生活センター、消費生活協力団体、消費生活協力員、消費者団体

【福祉関係】
・市町村の福祉関係部局、地域包括支援センター、基幹相談支援センター
・介護支援専門員、相談支援専門員
・介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者
・民生委員・児童委員、民生・児童委員協議会、社会福祉協議会

【医療・保健関係】
・病院、医師、歯科医師、看護師、保健所

【警察・司法関係】
・警察、日本司法支援センター（法テラス）
・弁護士会、弁護士、司法書士会、司法書士

【教育関係】
・教育委員会、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の学校、公民館
・消費者教育を実施している民間団体
・金融教育を実施している機関（金融広報委員会等）

【事業者関係】
・商店街、コンビニエンスストア、消費生活協同組合、農業協同組合等の協同組合、
宅配事業者、配食サービス事業者等の日常生活との関連性が高い事業者及び団体
・金融機関、警備会社等その他民間事業者及び団体

【その他】
・町内会等の地縁団体、ＮＰＯ、ボランティア、民間団体

≪ 具体的に想定される構成員 ≫
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２． 消費者安全確保地域協議会

○消費生活協力団体及び消費生活協力員 （第11条の７及び第11条の８）
・消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体・個人
から、消費生活協力団体・消費生活協力員を委嘱
・秘密保持義務規定

【消費生活協力団体等の育成・支援】（地方消費者行政ガイドライン）
・幅広い協力員（民生委員・福祉関係者・弁護士等） ・協力団体（消費者団体・

介護サービス事業者・町内会・コンビニ・宅配事業者等）を想定
・消費生活協力団体等が協議会の構成員となることも想定
・消費生活協力団体 等となりえるような消費者・消費者団体を地方公共団体

が継続的に育成・支援

Ⅴ 登録試験機関

○登録の要件等（法第10条の3第1項、第11条の9～第11条の12）
・内閣総理大臣は、登録要件に適合する法人から申請があったときは、登録

試験機関として登録

【施行規則第８条の２、第８条の５ 等】（試験科目および試験の一部免除措置）
・試験科目として、
①商品等及び役務の消費安全性に関する科目、②消費者行政に関する法令

に関する科目③消費生活相談の実務に関する科目（法第10条の3第3項）
④消費生活一般に関する科目、⑤消費者のための経済知識に関する科目

（規則）

・試験において実務科目の一部免除ができる者として、
（１）試験申込時に、①現職消費生活相談員、②任用が決定、③遡って５年間
において通算１年以上の実務経験を有する者
（２）現行３資格保有者で、指定講習会の課程を修了した者

【試験業務ガイドライン】（試験の水準確保）
・出題数の下限（各科目20問、自由選択50問の計150問）設定等

○登録試験機関に対する監督等 （法第11条の13～第11条の24）
・試験業務規程の認可、試験委員の届出
・財務諸表の備付け等、改善命令等、登録の取消し、報告・立入調査 等

Ⅵ 附則

○経過措置 （附則第３条）
内閣府令で定める基準に適合する者［消費生活専門相談員、消費生活アドバ
イザー又は消費生活コンサルタントの資格保有者］について、
・消費生活相談業務その他これに準ずる事務に従事した一定の経験を有する
者は、消費生活相談員資格試験合格者とみなす

【経過措置府令第１条、第２条、第４条】
・附則第３条第１項のみなし合格
① 現行３資格のいずれかを有する者
② 地方公共団体における消費生活相談の事務又はそれに準ずる事務に１年

以上従事した経験を有する者

・講習を修了した者は、施行後5年内に限り合格者とみなす

【経過措置府令第３条】
・附則第３条第２項に基づきみなし合格と認められる者
・現行の３資格のいずれかを有する者のうち、通算して１年以上の実務経験を
有していない者に対して行う指定講習会の科目（試験科目に同じ）及び講習時
間（それぞれ１時間以上）等を規定

【スケジュール】
平成28年４月1日 ： 改正消費者安全法施行
※指定消費生活相談員については平成31年４月1日施行予定



【参考２】地方公共団体の消費者行政に関する事務についての法令上の規定 

 

○消費者基本法（昭和四十三年五月三十日法律第七十八号） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（行政組織の整備及び行政運営の改善） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立

つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。 

 

 

○消費者安全法（平成二十一年六月五日法律第五十号） 

（国及び地方公共団体の責務） 

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。 

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。 

 

（略） 



 

（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。 

（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。 

 

（略） 

 

（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

する人材に対する研修その他の必要な援助を行うものとする。 

（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。 

（消費生活センターの組織及び運営等）  

第十条の二 都道府県及び前条第二項の施設又は機関を設置する市町村は、次

に掲げる事項について条例で定めるものとする。  

一 消費生活センター（前条第一項又は第二項の施設又は機関をいう。次項

及び第四十七条第二項において同じ。）の組織及び運営に関する事項 

二 第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情

報の安全管理に関する事項 

三 その他内閣府令で定める事項 

２ 都道府県又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例

を定めるに当たっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に

処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 

（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 第一項の消費生活相談員資格試験（以下単に「試験」という。）は、消費生

活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを

目的とし、次に掲げる科目について行う。 

一 商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安

全性に関する科目 

二 消費者行政に関する法令に関する科目  

 三 消費生活相談の実務に関する科目 

四 その他内閣府令で定める科目  

４ 試験（登録試験機関の行うものを除く。）を受けようとする者は、内閣府令

で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。  

５ 前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目は、内閣府令



で定める。  

（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 国民生活センターの長は、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、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせ

ん及び当該苦情に係る相談の業務の実施により得られた情報で、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。  

（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。  

（秘密保持義務）  

第十一条の五 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者

は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（協議会の定める事項）  

第十一条の六 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、協議会が定める。  

（消費生活協力団体及び消費生活協力員）  

第十一条の七 地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るため

の活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生

活協力員を委嘱することができる。  

２ 消費生活協力団体及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。  

一 消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。  

二 消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報

の提供その他の協力をすること。  

三 消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供することそ

の他国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。  

四 前三号に掲げるもののほか、地域における消費者安全の確保のための活動

であって、内閣府令で定めるものを行うこと。  

３ 地方公共団体の長は、消費生活協力団体及び消費生活協力員に対し、前項各

号に掲げる活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。  

（秘密保持義務）  

第十一条の八 消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員

又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（都道府県知事による要請） 

第四十四条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発

生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対

し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。この

場合においては、当該要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を

添えなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による要請（以下この条において「措置要請」

という。）を受けた場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るた

めに実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるときは、当該措置の実施

に関する事務を所掌する大臣に同項の書面を回付しなければならない。 

３ 前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大臣に対し、当該措置要請

に係る措置の内容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施すること

とするときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全部又は一部を実

現することとなる措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びその

理由を、遅滞なく、通知しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅滞

なく、当該措置要請をした都道府県知事に通知しなければならない。 

 

（略） 

 

（財政上の措置等）  

第四十六条 国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策を実施す

るために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。 

（権限の委任）  

第四十七条 内閣総理大臣は、第四十五条第一項の規定による権限その他この

法律の規定による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任す

る。  

２ 前項の規定により消費者庁長官に委任された第四十五条第一項の規定によ

る権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は

消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。 



（事務の区分） 

第四十八条 前条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされてい

る事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に

規定する第一号法定受託事務とする。 

 

 

○消費者教育の推進に関する法律（平成二十四年八月二十二日法律第六十一号） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 

 

（略） 

 

（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。 
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