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平成２４年度滋賀県消費者基本計画実施状況 
 

基本的方向Ⅰ 消費者の自立のための支援   基本的方向Ⅲ 安全・安心な消費生活の確保 

１ 消費者教育の推進および情報提供  １ 消費者取引の適正化 

 （１） 消費者啓発の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・  １  （１） 取引等の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 （２） 学校における消費者教育の推進・・・・・・・・・・・  ４  （２） 広告・表示の適正化・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

 （３） 社会人の消費者教育の推進・・・・・・・・・・・・・  ６  （３） 計量の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

 （４） 消費者への情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・  ９  （４） サービスの適正化・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

２  消費者の活動促進  ２  商品・サービスの安全・安心の確保 

 （１） 消費者団体・ＮＰＯ等との連携・・・・・・・・・・・ １６  （１） 消費者事故等の適正処理および消費者への情報提供・４２ 

 （２） 行政への消費者意見の反映・・・・・・・・・・・・・ １７  （２）  食の安全・安心の確保・・・・・・・・・・・・・４３ 

３  事業者や事業者団体による自主的な取組の促進・・・・・・・・ １８  （３） 商品等の安全の確保・・・・・・・・・・・・・・５５ 

    （４）  医薬品等の安全の確保・・・・・・・・・・・・・６１ 

基本的方向Ⅱ  消費者トラブルの防止と救済   （５）  サービスの安全の確保・・・・・・・・・・・・・６３ 

１ 消費生活相談体制の充実   （６） 生活関連物資の安定供給・・・・・・・・・・・・６４ 

 （１） 県の消費生活相談体制の充実・強化・・・・・・・・・ １９   

 （２） 市町の消費生活相談体制の充実・強化支援・・・・・・ ２６ 基本的方向Ⅳ 環境に配慮した消費者行動の推進 

２ 苦情処理と紛争解決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ １ 環境に配慮した消費者行動の推進 

３ 救済のための連携   （１） 持続可能な滋賀社会の実現に向けた消費者行動の推進・・６５ 

 （１） 弁護士会、司法書士会との連携・・・・・・・・・・・ ２９  （２） 環境学習・環境保全活動の支援・・・・・・・・・・６９ 

 （２）  高齢者等との関わりが深い団体等との連携・・・・・・ ３０   

 （３）  その他公的機関との連携・・・・・・・・・・・・・・ ３１   



Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

Ⅰ　消費者の自立のための支援

関係課
消費生活センター
県民活動生活課重点施策

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

（１）消費者啓発の推進

◎消費者問題への関心を高めます。

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

◇広報紙「くらしのかわら版」
　消費生活に関する最新の情報を盛り込んだ消費生活センター広報紙を、年４回
発行し、各市町消費生活相談窓口・社会福祉協議会・警察署・ハローワーク・図
書館等に配付した。

◇消費生活プラスワンの発行
　保存版冊子「こんな言葉にご用心!!」を、県広報誌「滋賀プラスワン」に折り込み、
全戸配布を行った。
　　　発行部数　５０３，０００部

◇リーフレット・冊子類
　各種リーフレット等を作成し、啓発を行った。

◇消費生活フェスタの開催
　消費者問題に関する催しを、消費者月間（５月）等に開催することにより、消費者
問題全般への意識向上および被害の未然防止を図った。あわせて、消費者団体等
に活動発表の場を提供することにより、消費者団体の活動促進を図った。
　　５月２６日（土）ビバシティ彦根（パネル展示５月１８～２７日）
　　９月１７日（月・祝）イオンモール草津（パネル展示９月１７～３０日）

◇啓発パネル
　消費者問題への関心を高めるため、イベント会場等でパネルを掲示するとともに貸
し出しを行った。

◇親子くらしの体験セミナー
　親子で清涼飲料水の糖分測定や手作り乾電池などの体験学習に取り組むことに
より、食品や製品に対する正しい知識を身につけられるよう教室を開催した。
　　7月２２～２４日　計６回　 ２３６人

【事業の成果】

　広く消費生活に関する最新の情報を提供する広報紙や、年齢層や特性に応じたリーフレットを
作成・配布し消費者問題への関心を高めた。

　消費生活フェスタ・ゆるキャラ参加の寸劇　　　　　　　パネル展示

　
　親子くらしの体験セミナー



平成２４年度取組実績（続き）

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

◇メディア広報

（１）びわ湖放送（４月～３月）
　身近な消費者トラブルをわかりやすく伝える消費者啓発ＣＭを放送した。
　　　ＣＭ：「あくどい契約から消費者を守れ！」他、全７種類×１分、全５２回

（２）ＫＢＳ京都（４月～３月）
　　【ＣＭ】 消費者問題啓発ＣＭ制作：２種類、放送 ５種類×２０秒、全２００回

（３）エフエム滋賀（４月～３月）
　　【コーナー番組】 消費者問題の啓発番組の放送（５分）、１２回（月１回）
　　【ＣＭ】 消費者問題の啓発ＣＭ制作：２種類、放送：５種類×２０秒、１０５回
　　【特別番組】 「消費生活フェスタ（5/26)」内での特別番組の実施
　　【誌面】 エフエム滋賀発行「e-press」での啓発 １回

（４）有線放送
  　消費生活センターだより
　  月１回放送 湖東、東近江地域の３施設の有線放送共同番組

◇地域情報紙を活用した消費生活情報の発信
　　30～50代の女性を対象に、地域情報紙に消費生活に関するコラムを掲載すると
ともに、相談窓口の周知を行った。
　　【コラム（消費生活ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ講座）】
　　　　８回（消費生活のトラブル事例とアドバイスを掲載。）
　　【講座のＰＲ】　３回

◇老人クラブ連合会広報紙
　　滋賀県老人クラブ連合会発行広報紙「いきいき近江」の紙面に、高齢者の被害
が多い悪質な手口を紹介することで、消費者問題について高齢者の関心を高めると
ともに、相談窓口の周知を図った。

◇メディア広報
　親しみやすいキャラクターを活用したＣＭにより、「消費者トラブルに巻き込まれないように」という
メッセージをわかりやすく伝えた。

　　　　　　ぼくらの相談員さん＜ｱﾆﾒ＞
　　　　　　　「あくどい契約から消費者を守れ！」

　

　ラジオ放送では、啓発対象をＡＭ放送、ＦＭ放送別に分け（ＡＭ：高齢者向け、ＦＭ：若者向
け）、対象に合ったＣＭを作成・放送した。
　＜ＡＭ＞高額な健康食品編、買え買え詐欺編
　＜ＦＭ＞スマートフォン編、サクラサイト編

　ＦＭ放送のコーナー番組「こちらe-radio消費生活センター」では、消費者問題に関するクイズを
行い、消費者問題に関する情報を提供した。

　　　　「消費生活フェスタ」での特別番組

　

◇地域情報紙を活用した消費生活情報の発信
　家庭における消費生活や、子どもに対する消費者教育に大きな影響力を持つ３０代～５０代
の女性が購読層である地域情報紙を活用することにより、消費者問題についての関心を高めると
ともに、相談窓口の周知を図ることができた。

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等



平成２４年度取組実績（続き）

◇ＡＣＡＰ消費者啓発資料常設展示コーナーの設置
　公益社団法人 消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）と連携し、ＡＣＡＰ会員企業が
発行している消費者向けのリーフレットや冊子の展示コーナーを設置し、消費者に各
種資料の提供を行った。

◇消費者啓発用ポスターの作成および車内広告掲出
　近畿府県が共同で、ポスターを作成しＪＲ西日本の電車内へ広告を掲出した。
 　　実施期間：平成２５年３月１日～３１日の１か月間

◇高齢者の消費者被害防止ポスターの作成および掲出
　高齢者被害防止のため啓発ポスターを作成し、高齢者が立ち寄ることの多い医療
機関、金融機関、図書館等へ掲出を依頼した。

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

くらしのかわら版発行回数 4回 4回 4回

親子くらしの体験セミナー参加者数 320人 297人 236人

テレビＣＭ等回数 121回 116回 52回

ラジオＣＭ回数（ＦＭ、ＡＭ） 394回 320回 305回

有線放送回数 12回 12回 12回

地域情報紙への広告掲載回数（講座案内等含む） － 25回 11回

滋賀県老人クラブ連合会発行広報紙「いきいき近江」広告掲載回数 － 1回 1回

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

【今後の課題】
　今後とも、必要な人に必要な情報が届くよう、世代や特性を考慮した啓発方法を工夫し、消
費者問題への関心を高める。

数値実績



Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

Ⅰ　消費者の自立のための支援

関係課
県民活動生活課
消費生活センター重点施策

１　消費者教育の推進および情報提供

（２）学校における消費者教育の推進

◎学校における消費者教育の場に講師の派遣や教材・情報を提供します。

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

◇小中学生向け消費ＤＶＤ
　　インターネットの危険性を伝えるＤＶＤを作成し、県内すべての小中学校、特別支
援学校等に配布した。（作成枚数：４００枚）

◇高校生対象消費生活リーフレット
　消費者として身につけておくべき知識や注意事項を高校生向けにまとめた啓発冊
子を配布した。（対象：高校1年生、約１４，５００部）

◇高校生のための消費生活講演会（共催：滋賀弁護士会）
　悪質商法による若者の消費者被害を未然に防止するため、弁護士・消費生活相
談員が学校に出向き、主に高校３年生の生徒を対象に講演会を開催した。
　　（高校・特別支援学校：１４校　 １，４９８人）

◇大学におけるくらしの一日講座
　大学の要請に応えて、若者に多い消費者被害についての注意点などについて講座
を開催した。（２大学、 ８９０人）

◇学校支援メニューフェアへの参加
　県教育委員会事務局生涯学習課主催の当該事業に参加し、消費生活センター
や金融広報委員会で実施している消費者教育・金融教育事業を県内の学校教員
に紹介した。

◇「しが☆まなび☆発見」への出展
　　県教育委員会事務局生涯学習課主催の当該事業に参加し、体験型ブース
「飲み物の糖分をはかってみよう」を出展し、多くの子どもたちに体験学習の機会を提
供した。

◇消費者教育指導者養成講座の開催
　消費者教育の一層の充実・推進を図るため、県内教員を対象に、指導力向上を
図る講座を県教育委員会事務局学校教育課と連携して開催した。
　　開催日：平成２５年１月２４日　参加：２０２人

【事業の成果】

　学校現場や教育委員会事務局と連携を深め、講師の派遣や教材の提供により、学校
における消費者教育の推進を図った。

　
　○小中学生向けＤＶＤ「子どもと学ぶネット社会」　　　○高校生配布リーフレット



平成２４年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

高校生のための消費生活講演会受講者数 1,617人 1,466人 1,498人

くらしの一日講座大学生受講者数 600人 770人 890人

金融関係講師派遣事業実施回数 5回 11回 ３回

数値実績

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

◇金融関係講師派遣事業（主催：県金融広報委員会）
　金融広報アドバイザー等を派遣し、高校生、教員、保護者等を対象として講習会
を開催した。（３校）

◇金融・金銭教育（主催：県金融広報委員会）
　・金融教育研究校委嘱
　　金融教育研究校に、教材の提供や講師の派遣など、消費者教育への支援活
動を金融広報委員会と連携して推進した。
　　　委嘱期間： 平成24～25年度
　　　委嘱校： 県立栗東高校、草津市立玉川中学校
　・教員セミナー
　　滋賀県総合教育センター１０年経験者研修選択研修

金融広報委員会と連携して専門講師を派遣するなど、学校での消費者教育の充実を
図った。

【今後の課題】

　啓発資料の活用状況について把握し、効果的な活用を図る必要がある。
　教育委員会等、関係機関・団体等との連携を進める必要がある。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

Ⅰ　消費者の自立のための支援

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

◇くらしの情報セミナー
　くらしに関するタイムリーな情報を提供することにより、適切な判断・行動・自己責任
が果たせる「自立した消費者」を育成するためのセミナーを開催した。
　　　３回開催、参加者：計１５９人　・「家電製品の上手な使い方」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「食品表示のキホンを学ぼう」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「危険！スマホ・ネットに潜むワナ」

◇くらしの一日講座
　各種団体の要請に応えて、消費生活センターまたは要請元の会場で、くらしに身
近な問題について学習する機会を提供した。
　　　３８回開催、参加者：計１，７３１人
　　　　申し込み団体：老人会、自治会、消費生活グループ　等

◇消費者講座
　高齢者の消費者被害を防ぐため、民生委員児童委員・福祉施設関係者等を対
象として、地域の見守りに関する講座を開催した。
　　　２回開催、参加者：１３４人

◇高齢者等の見守り支援者育成のための講師派遣
　見守り支援者対象の研修機会に弁護士を派遣し、高齢者等の消費者被害の実
態や対処法について講演した。
       ６回開催、参加者：計３２５人

◇消費者被害防止公開講演会
　消費者被害の未然防止、早期発見には地域での見守り活動が不可欠であること
から、県下各地域に会員を有し活発に活動されている滋賀県地域女性団体連合
会に委託して実施した。
　　　２回開催、参加者：計３８０人

◇災害に備える消費者教育講演会
　東日本大震災の際に発生した消費者の買いだめ等による混乱を教訓に、災害に
備えた食品の備蓄等、災害に対する備えの意識向上を図ることを目的に実施。
　　　 １回開催、参加者：８４人

【事業の成果】
　
・消費者の関心が高いテーマをとりあげるよう工夫し、多くの方に熱心に参加いただいた。
自立した消費者育成のため、タイムリーに役立つ情報を提供できた。

・高齢者や障害者を地域で支援する人を対象に、講座の開催や講師の派遣を行うこと
で、消費者被害の現状や対処法について知ってもらうことができ、自らが被害者となってい
ることに気づきにくい高齢者等について地域全体で見守っていく意識を高めることができた。

　　　消費者講座

　

　　　災害に備える消費者教育講演会

関係課
消費生活センター
県民活動生活課

◎消費者が消費者問題について自ら学べる機会を提供します。

重点施策
（３）社会人の消費者教育の推進



平成24年度消費者基本計画実施状況

平成２４年度取組実績（続き）

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

◇食に関する講演会
　消費者の食品選びの基本情報である表示について基本的な知識を身につけるとと
もに、消費者の消費行動のあり方について考えることを目的に実施。
　　　１回開催、参加者：６２人

◇消費生活講座
　複雑・多様化する消費者問題に対応できる人材の育成を図るとともに、自立した
消費者の育成を目的として、一般県民や大学生を対象とした消費生活講座を開催
した。

　①大学生向け講座（消費生活講座ｉｎＢＫＣ）
　　立命館大学の協力を得て、若年層、特に大学生に対する啓発も兼ねて実施。
講座内容は、「消費生活アドバイザー」試験に対応できる内容とした。
　　・開催日：平成２４年７月～１１月、全１７回（６２時間）
　　・場　所：立命館大学びわこ・くさつキャンパス
　　・受講者：８３名
　※委託先：（公社）日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会西日本支部

　②消費生活講座（応用講座、通信講座）
　　＜応用講座＞
　　講座内容は、「消費生活専門相談員」資格認定試験に対応できる内容とした。
　　・開催日：平成２４年６月～９月、全１０回（約５３時間）
　　・場　所：滋賀県消費生活センター
    ・受講者：３８名
　　＜通信講座＞
　仕事や家事、育児等で県や市町が行う講座やセミナーに参加しづらい人を対象と
して実施。
　　・期　間：平成２４年８月～１２月（自宅学習５回、スクーリング２回）
　  ・受講者：４６名
　※委託先：（財）関西消費者協会

　③消費者力パワーアップ講座
 　 ・開催日：平成２５年１月～３月（講義６回、講演会１回）
 　 ・場　所：ピアザ淡海
 　 ・受講者：のべ２２２名
　※委託先：（財）関西消費者協会

【事業の成果】
　
　消費生活問題について深く学び、専門的知識を身につけたいという人の要望に応えると
ともに、県内の消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー有資格者数が増加すること
で消費生活相談員の人材の裾野が広がった。

　　消費生活講座inBKC

　＜資格取得＞
　　①大学生向け講座
　　　　消費生活アドバイザー：７人（H23　８人）
　　②消費生活講座
　　　　消費生活専門相談員：合格者名非公表につき不明。（H23　４人）



平成24年度消費者基本計画実施状況

平成２４年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

くらしの情報セミナー受講者数 91人 138 人 159人

くらしの一日講座受講者数 744 人 2,210 人 1,731人

消費者講座開催回数 4回 3回 2回

見守り支援者育成のための講師派遣回数 － 5回 6回

消費生活講座受講者数 173 人 243 人 389人

◇知るぽると講座（主催：金融広報委員会）
　金融広報アドバイザーを講師に、一般県民を対象に、くらしに身近なお金の基礎
知識を７つのテーマに分け、わかりやすく学べる講座を開催した。子育て世代の参加
を促すため託児を実施した。
　６回開催、参加者：計８２人

◇くらしのお金講座（共催：金融広報委員会）
　一般県民を対象に、いざというときのお金についての講座を開催した。
　１回開催、参加者：３８０人

◇くらしのお金講演会（共催：金融広報委員会）
　一般県民を対象に、家計管理の基礎知識をやさしくわかりやすく解説した。
　１回開催、参加者：１７０人

【事業の成果】

　金融広報委員会と連携して講座・講演会を開催し、社会人の金融教育の充実を図っ
た。

　　　くらしのお金講座

数値実績

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

ハッピーライフ掲載回数 24回 23回 25回

ホームページアクセス数 28,756回 19,490回 17,334回

しらしが「消費生活情報」配信回数 25回 35回 38回

関係課
消費生活センター
県民活動生活課

◎消費生活に関するタイムリーな情報を多様な媒体で提供します。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（４）消費者への情報提供

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇新聞
　・県政記者クラブを通じて、広報資料を配付した。
　・相談事例を、新聞紙面（中日新聞 ハッピーライフ）に掲載した。
　　　掲載回数　２５回（隔週木曜日）

◇県広報誌「滋賀プラスワン」
　隔月１回、新聞折り込みで配付している県の広報誌に消費生活に関する講演
会、講座の案内を掲載した。
　　掲載回数　６回

◇消費生活センターホームページ・携帯サイト
　消費生活センターのホームページおよび携帯端末用ホームページで、気をつけたい
トラブルの情報などを提供した。
　　ＨＰアクセス回数 １７，３３４回、携帯アクセス回数：３，６４２回

◇「しらせる滋賀情報サービス」（しらしが）
　ユーザ登録者あて、消費生活に関する様々な情報をメールで配信した。
　　メール配信回数：３８回

【事業の成果】
　様々な媒体で消費生活に関する情報を発信することで、悪質事業者の新たな手口を
紹介するなど県民に向けての注意喚起が図れた。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

消費者物価指数（毎月）の公表 12 12 12

「統計だより」による物価に関する統計情報の提供 12 12 12

関係課 統計課

◎消費者物価指数算定時の算定資料とするため、小売物価等統計調査の実施および公表を行います。
◎消費者物価指数等物価に関する情報提供を行い、物価動向の周知を図ります。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（４）消費者への情報提供

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇小売物価等統計調査の実施および公表
　　国との連携のもと、消費者物価指数算定等の基礎資料とするため、商品およびサー
ビスの小売価格または料金について、小売店舗および世帯を対象に毎月調査するととも
に、消費者物価指数（大津市）を公表した。
　・調査時期　動向編：毎月（指定日）　構造編：隔月（指定日）
　・調査事項　１　価格調査（公共料金、入院費、学習塾月謝、タクシー代等）
　　　　　　　　　２　家賃調査（公営住宅、民間借家の家賃）
     　　    　　  ３　宿泊料調査（ホテル宿泊料等）
　・調査地域　動向編：大津市（約２２０店舗、約５２０世帯）
　　　　　　　　　　　　　　彦根市（約４０店舗、約１８０世帯）
　　　　　　　　　　　　　　　計　　約２６０店舗、約７００世帯
　　　　　　　　構造編：大津市　１７店舗　長浜市　３店舗　草津市　４店舗
　　　　　　　　　　　　　　計　　　２４店舗

◇物価に関する統計情報の提供
　　消費者物価指数等物価に関する統計情報を提供し、物価動向の周知を図った。
（１）県のホームページ「統計資料」に掲載
　・消費者物価指数（大津市）について、月報、年平均、年度平均を公表・掲載
　・「データブック滋賀」のサイトに「家計・物価」の章を設け消費者物価指数等物価に関
する統計情報を掲載
　・「しが統計ハンドブック」（電子版）に消費者物価指数等物価に関する統計情報を掲
載
　・上記の他、国との連携のもと、家計・物価に関する統計情報を掲載
（２）「統計だより」等刊行物による情報提供
　月報･･･「統計だより」に、消費者物価指数（大津市）、企業物価指数（国内）を掲載
　年報･･･「滋賀県統計書」に消費者物価指数等物価に関する統計情報を掲載

【今後の課題】
　物価動向は、消費者に身近な情報であるとともに消費への影響が大きいことか
ら、引き続きホームページや刊行物等により周知を図る。

【事業の成果】

　月ごとの小売物価統計調査結果を基に、消費者物価指数（大津市）の月報、
年平均、年度平均をホームページで公表・掲載した。
　また、「統計だより」統計表編に「消費者物価指数」、「企業物価指数（国内）」を
毎月掲載するとともに、平成25年3月発行の「しが統計ハンドブック」、「統計でわか
る滋賀」および「滋賀県統計書」に消費者物価指数等物価に関する情報を掲載し
た。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

情報の提供回数 6回 6回 6回

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（４）消費者への情報提供

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇林産物生産流通振興対策
 
　県内の木材市場等における木材市況および流通動向を調査し、これらの情報を
森林所有者や森林組合、木材業者および製材業者等へ広く公表することにより、
事業者の経営の向上および合理化ならびに林産行政の推進に役立てる。

（１）木材市況および流通調査
  市売市場等県下６カ所において、２ヶ月毎に計６回の調査を実施した。

（２）調査情報の提供
  調査結果については、森林組合、森林組合連合会、木材協会支部（木材業者
および製材業者）および木材協会のホームページに情報提供した。

【今後の課題】

　県内各所での調査結果を踏まえて、県内全体の流通動向を分析し、外材や県外の動
向も勘案しながら、当面の木材市況に対する見通しを示す必要性がある。

【事業の成果】

　県内での木材市況等を把握し、関係者および一般へ広く情報提供することができた。
県産木材をはじめとする木材の利用拡大のために、今後も継続して県内の市況を注視す
る必要がある。

関係課 森林政策課

◎県産木材の円滑な流通を図ります。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

医薬分業率 61.90% 64.30% 66.20%

医務薬務課

◎医療の質的向上および医薬品の適正使用を目的とした医薬分業について情報提供を行います。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（４）消費者への情報提供

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

◇医薬分業対策
　　県民に対して、医療の質的向上および医薬品の適正使用を目的とした医薬分
業の啓発を実施した。
　（一社）滋賀県薬剤師会が実施する、質の高い医薬分業を推進するための医薬
品適正使用推進事業に対し補助した。

【事業の成果】
　
　平成２４年１２月の医薬分業率は６６．２％となり、着実な医薬分業の推進が図れてい
る。

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

ホームページ「食の安全情報」アクセス回数 39,873回 42,803回 55,778回

「しらせる滋賀情報サービス」情報発信回数 42回 49回 60回

【今後の課題】
今後も、食の安全性に関する信頼を高め、不安を解消するために、消費者に効果的でよ
り分かりやすい情報を速やかに提供する必要がある。

【事業の成果】

　消費者自らが、食に対する知識と理解を深めることができるよう、食の安全に関する情報
を提供した。
　

関係課 生活衛生課

◎県民の食の安全性に関する信頼を高め、不安を解消するため、消費者に分かりやすく正しい情報を迅速に提供します。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（４）消費者への情報提供

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇食品に関する情報の提供

（１）ホームページ「食の安全情報」による情報提供
　　食品衛生に関する最新情報、近畿府県市における食中毒情報、食品の自主
回収情報および食中毒予防に関する注意事項等について、速やかに、わかりやすく
情報提供した。
　　　アクセス回数：55,778回

（２）しらせる滋賀情報サービス（通称「しらしが」）を利用した携帯メールマガジンの発
信
    県内の食中毒事例、食中毒注意報、食品の自主回収情報および食品衛生に
関するトピックスなどを登録者に対して発信した。
　　  発信回数：60回

（３）食の安全・安心についての相談窓口一覧の更新
　　ホームページ上で、食の安全・安心に関する相談窓口一覧を更新するとともに、
メールや電話等での問い合わせに対して情報提供した。

　



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

食のブランド推進課

◎多様な媒体により、県産農畜水産物の魅力を消費者に情報提供します。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（４）消費者への情報提供

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇地産地消振興対策

　県民に県産農畜水産物の魅力や県内産地の取組等の情報発信をするため、滋
賀の食材や直売所を紹介するパンフレットの作成と各種会議やイベント等での配布、
小売店等の店頭でのＰＲ活動を行った。また、ポータルサイト「滋賀のおいしいコレク
ション」にて、地産地消を推進する「おいしが　うれしが」キャンペーンのＰＲを行った。さ
らに、ラジオ・テレビのマスコミによる特集番組の放送を行った。

【事業の成果】

　県産農畜水産物や産地情報を県民をはじめとした消費者に各種媒体を通じて紹介
し、消費者により身近な食材とすることができた。また、マスコミによる放送後には、取り上げ
た食材の売上が伸びた事例も多く、消費拡大につながっている。

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

マンション管理基礎セミナー参加者数 26人 55人 57人

【事業の成果】
　個性化・多様化・高度化する住宅ニーズに対して、適切な諸情報を提供することによ
り、県民の住宅に関する情報の習得機会の拡大を図り、住意識の高揚を図った。

関係課 住宅課

◎住宅に関する情報を提供します。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（４）消費者への情報提供

１　消費者教育の推進および情報提供

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

（１）普及啓発事業
　　　適正なマンションの維持管理や管理組合の円滑な運営に関する情報提供を行
うため、２会場でマンション管理基礎セミナーを開催した。
　　　・平成２４年１０月１３日　２３名（草津会場）　場所　フェリエ南草津
　　　・平成２４年１０月２７日　３４名（大津会場）　場所　コラボしが２１
　　　　講演　「相談事例からみるマンション管理の基礎知識と管理組合運営につい
て」
　　　　講師　 (財)マンション管理センター大阪支部長　長田　康夫　氏
　　　　講演　「元気なマンション！～管理とコミュニティの重要性～」
　　　　講師   大阪市立大学　名誉教授　梶浦　恒男　氏
　　　・マンション管理士による個別相談会

（２）住宅リフォーム相談の実施
　木造住宅普及啓発事業
　　　平成２４年１０月６日　彦根市荒神山公園
　  　・大工職人による木造住宅建築作業の実施
　　　・木造住宅への知識を深めるための展示物の作製および展示
　　　・住宅の耐震化やバリアフリー化を含めた適切なリフォームの方法の紹介
　  　・住まいづくりに関する相談への対応



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

消費者団体との意見交換会等 6回 3回 3回

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（１）消費者団体・NPO等との連携

２　消費者の活動促進

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

【県民活動生活課】
◇消費者団体との連携
　＜意見交換会等＞　 ３回
　　・特定非営利活動法人　消費者ネット・しが 通常総会
　　・適格消費者団体消費者支援機構関西（ＫＣ’ｓ） 通常総会
　　・滋賀県生活協同組合連合会との意見交換会
　＜不当広告110番事業＞
　不当広告等に係る消費者からの情報受付、情報収集および事案検討を実施
するため、消費者団体に事業を委託して実施。
　　・実施期間；平成２４年１１月～平成２５年３月
　　・受付件数：７７件
　　・収集件数：２９件
　　・委託先：特定非営利活動法人　消費者ネット・しが

【生涯学習課】
◇女性団体の育成・指導
    女性の能力開発と地位向上を図るとともに、豊かな地域社会づくりのための活
動をするための研修会を開催した。
　　主催：（一財）滋賀県婦人会館、滋賀県地域女性団体連合会
（１）リーダー研修会  各市町のリーダー約１５０人　５月１２日(土)
　Ⅰ 講演「原子力防災について」
　　　　　滋賀県防災危機管理局　柏　貴子　氏
  Ⅱ 広報研修会「魅力ある広報紙づくり」
　　　　　京都新聞社滋賀本社　編集局長　布部　拓男　氏
　　　環境研修会「廃食油をリサイクルした循環型商品について」
　　　　　渋谷油脂株式会社　会長　 渋谷　卓磨  氏
（２） しが元気セミナー　参加者３５人　７月２８日(土)
　　　　　テーマ「アジアの滋賀の食文化－発酵食品のすごさ－」
  　　　　京都華頂大学　教授　堀越　昌子　氏

◎消費者団体の活動を促進します。

【事業の成果】

　消費者団体との意見交換会により連携を図った。

　

　まちづくりの核となる地域女性団体の資質向上や組織の活性化を図ることができた。
　女性の生涯にわたる学習機会充実のための研修事業を実施した。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課
県民活動生活課
生涯学習課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

消費生活審議会開催回数 4回 1回 2回

県民活動生活課

◎消費者行政を効果的に推進するため、消費者の意見や提案を消費者施策に反映するよう努めます。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（２）行政への消費者意見の反映

２　消費者の活動促進

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇滋賀県消費生活審議会の開催（委員１５名）
　滋賀県消費生活条例（昭和５０年１２月１９日滋賀県条例第４３号）の規定に基
づき、県民の消費生活の安定および向上を図るための重要事項を調査審議するた
め、滋賀県消費生活審議会を開催した。

　＜第48回＞
　  開催日時： 平成２４年７月２４日
　　場　　　所： 大津合同庁舎 ７－Ａ会議室
    議      題：
　　　（１） 平成２３年度消費者基本計画実施状況について
　　　（２） 平成２３年度消費生活相談状況について

　＜第49回＞
　　開催日時： 平成２４年１０月１５日
　　場　　　所： 大津合同庁舎 ７－Ａ会議室
    議      題：
　　　（１） 会長、副会長の選出について
　　　（２） 平成２３年度滋賀県消費者基本計画の実施状況について
　　　（３） 平成２３年度消費生活相談状況について
　　　（４） 消費者教育の推進について

【事業の成果】
　ＰＤＣＡ（計画、実行、確認、行動）サイクルに基づく施策の実効性を確保するため、滋
賀県消費者基本計画の実施状況について、消費生活審議会に報告した。

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅰ－３

基本的方向

施策の方向

会議名 事業者団体 回数

関西広告審査協会県関係官庁連絡会 (社)関西広告審査協会 ４回

滋賀県不動産取引業協議会理事会 滋賀県不動産取引業協議会 1回

不動産取引業協議会の人権啓発活動 〃 1回

官民合同不動産広告実態調査 〃 1回

滋賀県食肉公正取引協議会総会 滋賀県食肉公正取引協議会 1回

家電品「正しい表示店頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」 (社)家庭電気製品公正取引協議会 1回

生命保険協会意見交換会 滋賀県生命保険協会 1回

近畿地方液化石油ガス懇談会 (財)エルピーガス振興センター 1回

ＬＰガスお客様相談所委員会 滋賀県エルピーガス協会 2回

滋賀県新聞人大会 新聞公正取引協議会滋賀県支部 1回

◇事業者団体との情報交換、啓発活動

県民活動生活課

◎事業者が行う消費者の信頼を得るための活動を促進します。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅰ　消費者の自立のための支援

３　事業者や事業者団体による自主的な取組の促進

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

【事業の成果】
　事業者団体・事業者が行う消費者への適切な情報提供や苦情対応について、情報交
換や啓発活動を行うことにより、その活動を促進した。

関係課

平成２４年度取組実績



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

消費生活受付件数（県窓口分） 4,726 件 4,321 件 4,181件

消費生活相談窓口への情報提供件数 5件 14件 9件

レベルアップ研修等テーマ数 9テーマ 13テーマ 11テーマ

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）県の消費生活相談体制の充実・強化　　（２）市町の消費生活相談体制の充実・強化支援

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇消費生活相談の受付
　県消費生活センター（彦根市）および県庁県民活動生活課（大津市）において、
県民からの消費生活に関する相談を受け付け適切に処理するとともに、県内で受け
付けた相談情報の分析を行い、各消費生活相談窓口に注意すべき相談案件等に
ついての情報提供を行った。

◇消費生活相談員レベルアップ研修
　＜レベルアップ研修会＞
　　３回開催　参加者：延べ９７人
　　　・クレジットカード・電子マネー等電子決済の仕組み＜基本編・詳細編＞
　　　・CRIN協議会による個人信用情報、個人信用情報機関の概要について
　　　・CRIN交流情報の概要と開示制度について
　　　・民法講座総括
　　　・処理困難事例等の検討
　＜民法集中講座＞
　　６回講座　参加者：延べ８８人
　　　・民法全体像、家族法
　　　・民法総則、物件総論、担保物権
　　　・債権総論
　　　・契約総論
　　　・契約各論
　　　・賃貸借、消費貸借、事務管理、不当利得、不法行為

◇県内相談窓口情報交換会の開催 　　２回開催

【事業の成果】

　県民より消費生活関する相談を受け付け、助言やあっせん等の苦情処理を行い、消費
者問題の解決に努めた。あわせて、悪質な事業者の手口等について県内消費生活相談
窓口に情報提供を行い、消費者被害の未然防止・拡大防止につなげた。
　・消費生活相談受付件数（県窓口分） ４，１８１件
　・消費生活相談窓口への情報提供件数 ９件

　県および市町の消費生活相談員および窓口担当職員が、各分野の専門知識を身に
つける機会を設けることで消費生活相談員等の資質の向上を図った。

関係課
消費生活センター
県民活動生活課

◎消費生活に関する相談を受け付け適切に処理するとともに、相談情報を分析し必要な情報を関係窓口に提供します。
◎県および市町の消費生活相談員、窓口担当職員の資質向上を図ります。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

支援弁護士制度による事例検討回数 13回 14回 14回

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）県の消費生活相談体制の充実・強化

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇支援弁護士制度による事例検討会の開催 ： １４回
　相談処理が困難な事案について、弁護士より法律的見地からの助言を得た。

◇県消費生活センター兼務職員への商品テスト依頼 ： １件
 クリーニングによる衣服の変色など専門的知識を必要とする相談対応においては、
兼務職員に商品テストを依頼するなど、製品トラブルの原因についての助言を得た。
   （内訳 繊維１件）

◇県消費生活センター 多重債務１１０番の設置
　県消費生活センター内に専用電話を開設　通年（祝日を除く 9:15～16:00 ）

◇ストップ！マルチ商法被害３センター連携事業の実施
　大学生を中心に若者の間でマルチ商法に関する被害が全国的に続いたことを踏ま
え京都府・京都市・滋賀県が連携して大学生のマルチ商法被害対策に取り組ん
だ。
　また、被害が拡大する前に掘り起こしを図ることを目的として国民生活センターと共
同で「１１０番事業」（４日間：１件）を行った。

◇健康食品１１０番の実施
　健康食品の送りつけの相談が急増したため、県消費生活センター独自の「１１０番
事業」として相談を呼びかけた。（６日間：１０件）

【事業の成果】

・処理困難な事案について、複雑な法律問題にも対処できるよう弁護士からの助言を得
ることや、兼務職員から各専門分野の助言を得ることで相談対応の充実を図った。

・商品テストにより、トラブルの原因究明が図られ、苦情処理が適切に処理できた。

・「多重債務１１０番」を実施することで多重債務者の掘り起こしを行い、多重債務者無
料談機会へつなぐことができた。

・国民生活センターを通じて消費者庁に事業者の情報を提供するとともに、事業実施の
広報により、トラブルの未然防止・拡大防止に繋がった。

・事業実施の広報により、トラブルについての周知が図れた。その結果、１１０番事業終了
後も多数関連相談が寄せられ、被害の防止に繋がった。

◎専門機関・他自治体、庁内部署と連携して相談対応の充実を図ります。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課 消費生活センター



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

権利擁護センター相談受付件数 808件 990件 518件

権利擁護センター専門相談相談受付件数 17件 23件 18件

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）県の消費生活相談体制の充実・強化

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇権利擁護センターの運営
　　判断能力が十分でない方の権利擁護のため、相談援助事業を実施するととも
に、市町社協が行う地域福祉権利擁護事業の支援や、関係者の資質向上を図る
ための研修を行った。
　（１）相談援助事業
　　　　相談受付件数　　５１８件　専門相談　１８件
　（２）生活支援事業
　　　地域福祉権利擁護事業
　　　　ア　実施社協・団体への助成　１９市町社協
　　　　イ　担当者会議の開催等
　　　　　　　担当者会議　８回
　　　　ウ　契約締結審査会　２回
　（３）研修事業
　　①新任研修
　　　平成２４年６月６日（長寿社会福祉センター）　　参加者１８人
　　②生活支援員研修
　　　平成２５年２月２８日（長寿社会福祉センター）　参加者３２人
　　③相談支援担当職員研修会
　　　平成２５年３月６日（長寿社会福祉センター）　参加者２３人
　　④成年後見フォーラム
　　　平成２４年１１月２１日（県庁新館）　参加者１０６人
　　⑤成年後見（任意後見）啓発講座・何でも相談会（長寿社会福祉センター）
　　　平成２５年３月１７日　参加者１８名　相談者１１名
　　⑥権利擁護フォーラム
　　　平成２４年９月７日（長寿社会福祉センター）　参加者２８３名

関係課 健康福祉政策課

◎判断能力が十分でない方の相談支援機能を強化します。

重点施策

【事業の成果】
　権利擁護相談の実施や地域福祉権利擁護事業による判断能力が不十分な方々の
日常生活自立支援等により、誰もが安心して暮らせる地域づくりが推進できた。

  



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

苦情解決受付状況 154件 164件 １７１件

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）県の消費生活相談体制の充実・強化

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇運営適正化委員会（滋賀県では「あんしん・なっとく委員会」と呼称）の運営
　　福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、助言、相談、
調査等を行うとともに、事業関係者の資質向上を図るための研修を行った。
　（１）苦情解決受付状況　１７１件
　（２）①運営監視合議体の開催　２回
　　　　②現地調査　６日間（６市町社協）
　（３）苦情解決合議体の開催　５回
　　　　事情調査　３回、あっせん　０回
　（４）広報・啓発活動    パンフレット１０，０００部、ポスター２，０００部の作成・配
布
　（５）研修
　　運営適正化委員会相談員研修会への参加１回、近畿ブロック運営適正化委
員会担当者会議への参加１回
　（６）巡回指導
　　　　集団指導４回、個別指導４か所

【事業の成果】
　福祉サービスに関する利用者等からの苦情相談や現地調査、広報・啓発活動を実施
することにより、福祉サービスの適正な提供の促進および運営の確保が図れた。

関係課 健康福祉政策課

◎適正な福祉サービスの提供促進を図ります。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

貸金業に係る相談受付件数 173件 188件 202件

中小企業支援課

◎資金需要者の抱える問題の解消に努めます。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）県の消費生活相談体制の充実・強化

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇貸金業者に係る相談窓口の設置

　　貸金業者に係る相談窓口として、課内に常設している「しが金融ホットライン」を
通じて、資金需要者等の抱える問題の解消に努めた。

【今後の課題】

　資金需要者等の抱える問題の解消に向けて、相談窓口を更に広く周知することが課題
である。

【事業の成果】
　
　資金需要者等からの様々な苦情・相談に対し、親切かつ親身に対応するよう努めてお
り、問題の解消に向けた支援ができていると思われる。

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

不動産無料相談所の相談実績 465件 457件 454件

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇不動産無料相談所の運営指導
　　宅地建物に関する苦情・相談対応業務を行い、適正な取引の確保と消費者の
保護を図った。

　事業概要
　　 滋賀県不動産取引業協議会が設置する無料相談所の運営費補助。
　　無料相談所・・・不動産取引に関する相談内容の整理と解決に向けた方法の助
言などが主業務。
　　　平成２４年度の相談実績      ４５４件

【事業の成果】

　相談内容について回答・助言・指導を行い、適正な取引の確保と消費者の保護が図
れた。

関係課

数値実績

住宅課

◎宅地建物取引における苦情相談および紛争等の解決に努めます。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）県の消費生活相談体制の充実・強化



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

住宅相談受付件数（電話） 61件 85件 61件

住宅相談受付件数（面接） 7件 7件 5件

住宅相談受付件数（現地） 2件 0件 4件

数値実績

住宅課

◎住まいに関する県民相談を実施します。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）県の消費生活相談体制の充実・強化

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇住宅相談の実施
　滋賀県住宅相談業務委託の実施　委託先：湖国すまい・まちづくり推進協議会
　（１）電話相談（毎週月曜日～金曜日の午前９：００～午後５：００）
    ・住まいづくりに関する一般的な相談
　（２）面談相談
　　　（電話相談を受ける中で、面談による相談に応じる必要があるもの）
　　・住宅建設・増築・改築等に関する技術的相談
      （設計、施工、設備、建材、内装、外構、建築法規）
    ・耐震改修工事に係る相談
      （耐震改修工事施工業者（木造住宅耐震改修講習会受講者）の紹介を含
む。）
　（３）現地相談
　　　　電話相談を受ける中で、内容の把握や相談に応じることが容易でない、また
は業務の内容等から訪問して相談に応じる必要があるものについて、一級建築士免
許を有する会員１名を現地に派遣
　　・主に次に示す内容を含んだ住宅リフォーム等に関する技術的相談
　　　（設計、施工、設備、建材、内装、外構等）
    　　ア．開口部の断熱化等の省エネ対策のためのリフォーム
    　　イ．中水利用システム等の節水対策のためのリフォーム
    　　ウ．太陽光発電等の自然エネルギー利用対策のためのリフォーム
    　　エ．高齢者社会対応等のバリアフリー対策のためのリフォーム
　　　　オ．住宅の耐震化を図るためのリフォーム
　　　　　　平成２４年度実績：
　　　　　　　　　電話相談　　６１件　　　面接相談　　　５件
            　　　現地相談　　　４件
                  　合計　　　　７０件

【事業の成果】

　個性化・多様化する住まいに関する県民相談を実施し、県民の住まいづくりに対する意
識の向上が図れた。

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

ヘルプデスクによる対応 22件 37件 74件

消費生活相談困難事案の共同処理件数 5件 1件 1件

重点施策

【事業の成果】

・消費生活相談員の配置されていない町窓口において行政職員が対応する場合の相談
対応など、すぐに電話で助言を得ることができ、市町の消費生活相談対応の充実につな
がった。

・消費生活相談員の配置されていない町窓口や、配置人数の少ない市窓口の処遇困
難な相談案件について、要請に応じて消費生活センターが共同処理などの支援を行うこ
とで市町の消費生活相談対応の充実につながった。

・平日に相談が困難な県民に対し利便性を図るとともに、市町の相談窓口を補完した。

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

（２）市町の消費生活相談体制の充実・強化支援

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇消費生活センター ヘルプデスク（市町窓口専用回線）の運営
　市町の消費生活相談窓口において、広域的な相談案件や処遇困難な相談案件
が発生した場合、その他消費者啓発についてなど、市町の要請に応じて必要な助
言を行った。
　　・市町ヘルプデスク対応　７４件

◇消費生活相談困難案件の共同処理
　市町の消費生活相談窓口において、広域的な相談案件や処遇困難な相談案件
が発生した場合、市町の要請に応じて共同処理を行った。
　　・困難案件の共同処理　 １件

◇巡回相談の実施（国民生活センター巡回訪問事業）
　　　訪問市町：１市６町（訪問回数：計２３回）

◇土日相談対応
　土曜日・日曜日についても消費生活相談窓口を開設することで、県民の利便性を
図った。（土日相談は、県内では県消費生活センターのみ。）
　　　相談件数：７３４件（土：４３８件、日：２９６件）

関係課 消費生活センター

◎市町の消費生活相談窓口との連携、支援を行います。

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

高齢者虐待・成年後見相談件数 79件 71件 55件数値実績

１　消費生活相談体制の充実

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇高齢者成年後見支援センターの運営
　　高齢者の尊厳を守ることを目的として、成年後見人制度や高齢者虐待につい
て、地域包括支援センターをはじめ市町の保健福祉関係者等への専門的・技術的
助言および人材育成等の支援を行うため、滋賀県高齢者成年後見支援センターを
指定し、事業を実施する。

（１）高齢者虐待・成年後見相談事業
　　　成年後見制度についての専門的助言や高齢者虐待の困難事例等への
　　技術的助言等の支援を行った。
　　　【相談件数】５５件

（２）高齢者虐待・成年後見啓発事業
　　　高齢者虐待および成年後見制度についての啓発を目的としたシンポジウム
　　を実施した。
　　【実施日】平成２４年７月２４日(火) 　参加者８９人
　　　　　　「成年後見制度であなたをまもる」

（３）人材育成事業
　　　高齢者虐待防止対策に向けた人材育成のため、主に個別ケース解決の
　　ための研修会を実施した。
　　　　【実施日】平成２４年１１月２９日(木)　参加者６１人
　　　　　　　　　　平成２４年１１月３０日(金)　参加者４８人

【今後の課題】

　今後も高齢化の進展に伴い、成年後見制度の利用増加が見込まれることから、シンポ
ジウム、研修会等を通じて周知・啓発を図っていく。
　また、市町における市民後見人の養成や支援体制の構築について、成年後見に関わる
関係団体等と連携して検討していく。

【事業の成果】

　県内の地域包括支援センター、各市町の高齢者保健福祉担当課、各市町社会福祉
協議会および介護保険事業所からの成年後見制度等についての相談に応じ、専門的助
言や人材育成等の支援を行うことができた。
　また、シンポジウム、研修会により、成年後見制度や高齢者虐待についての意識啓発を
行うことができた。

関係課 医療福祉推進課

◎認知症などによる判断能力が不十分な人を保護するための成年後見制度や高齢者虐待について、市町等への支援を行います。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（２）市町の消費生活相談体制の充実・強化支援



平成２４年度消費者基本計画実施状況 

Ⅱ－２ 

基本的方向 Ⅱ 消費者トラブルの防止と救済 

重点施策 
２ 苦情処理と紛争解決 

 

施策の方向 ◎建設工事の請負契約に係る紛争の解決を図ります。 

関
係
課 

監理課 

平成24年度取組実績 事業の成果および今後の課題等  

 

 

平成24年度

取組実績 

および 

成果・課題 

【監理課】 

◇建設工事紛争審査会の運営 

  建設工事の請負契約に関する紛争に対して、専門家による公正・中立的な立場か

ら、あっせん、調停または仲裁の方法で迅速かつ簡便な解決を図る。 

  建設工事紛争審査会は、建設業者を指導・監督するものでは無く、また、技術的

な鑑定を行う機関ではないことから、取り扱う紛争は直接請負契約を締結した者の

間の紛争に限られている。このため、不動産の販売に関する紛争、工事に伴う近隣

者との紛争、直接契約を締結していない元請・孫請間の紛争などは取り扱えない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業の成果】 

 平成２４年度中の取扱い件数等は次表のとおり。 

 また、最近の経済情勢の悪化を受け、申請には至らないものの、元・下関係の金銭

トラブルに係る紛争相談が急増している。 

 あっせん 調 停 仲 裁 合 計 

ａ  平成23年度からの繰越件数  １  １ 

b  平成24年度の申請件数    

平成24年度の取扱件数(ａ＋ｂ)  １  １ 

平成24年度の終了事件件数  １  １ 

あっせん・調停の成立(一部)  １  １ 

打切り    

取下げ    

 

あっせん

調   停

あっせん・調停しない    

仲裁判断    

期日内和解    

内 

 

 

 

 

 

訳 

 

仲  裁

その他    

次年度繰越件数    

平成24年度の審理開催回数  ５  ５ 

 

【今後の課題】 

紛争審査会での審理期間の短縮に取り組む 

項  目 H22実績 H23実績 H24 実績  

申請件数 2件 2件 0件  
数値実績 

     

 



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－３

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

多重債務者無料相談会開催回数 14回 14回 12回

県民活動生活課

◎多重債務者の救済を図るため弁護士・司法書士会と連携します。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（１）弁護士・司法書士会との連携

３　救済のための連携

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇多重債務者無料相談会
　滋賀弁護士会、滋賀県司法書士会と共催で無料相談会を実施

（１）毎月第１土曜日を中心に開催（１１回）
 土曜日に開催することで相談者の利便性を図り、多重債務相談の機会の増加およ
び、より相談しやすい環境整備を図った。
  　会　場： 県消費生活センター（彦根市）８回
　　　　　　　県立男女共同参画センター（近江八幡市）３回
　　相談者：計３３人

（２）「債務に関する無料相談会」の実施（１回）
　「多重債務者相談強化キャンペーン2012」の取り組みとして、相談の増加が見込ま
れる１２月に相談会を実施。
　　会　場：愛荘町役場秦荘庁舎　（市部以外の会場で初めて実施。）
　　相談者：６人

　　　　計　１２回開催　　　相談者３９人

【事業の成果】

 多重債務者が法律の専門家に相談しやすい環境整備を図ることで、多重債務者の問
題解決につながった。

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－３

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

交通安全協会女性団体連合会と連携した高齢者世帯への啓発実施世帯数 5,000世帯  5,000世帯 5,000世帯

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（２）高齢者等との関わりが深い団体等との連携

３　救済のための連携

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇交通安全協会女性団体連合会と連携した高齢者世帯への啓発
　滋賀県交通安全協会女性団体連合会が行う交通安全高齢者世帯訪問指導と
連携。高齢者向けリーフレット「悪質業者の視点」と、困ったときにすぐ相談できるよう
県消費生活センターの電話番号等を記載した啓発マグネットを配布した。
　　実施期間 ： ５月～１２月
　　対象世帯数 ： ５，０００世帯

◇介護サービス事業所との連携
　介護サービス事業所に「高齢者見守りガイドブック」等を配布することにより、高齢
者の見守り支援を呼びかけた。あわせて「見守り講座」の出前講座等についても案内
を行った。
　　ガイドブック配布部数　： 約１，８００部

◇滋賀県老人クラブ連合会との連携
　総会においてパネル展示やチラシを掲出して注意喚起したほか、約８００名の参加
者にリーフレットを配布し、啓発を行った。

◇滋賀県地域女性団体連合会への委託事業の実施
　　高齢者と家庭や地域で関わっている女性の視点を活用し、高齢者の地域での見
守り活動への理解を深めるため、公開講演会等の開催、機関紙の作成、消費者啓
発資材の作成・配布の事業を委託し実施した。

関係課 消費生活センター

◎高齢者等との関わりが深い団体等と連携し、消費者被害の早期発見や未然防止に努めます。

【事業の成果】
　交通安全協会女性団体連合会と連携することにより、高齢者宅を個別訪問し、啓発
資料の配付とともに、直接注意を呼びかけるというきめ細やかな啓発活動を実施すること
ができ、高齢者に消費者問題への意識を高めてもらうことができた。
　また、高齢者宅を定期的に訪問する介護サービス事業所職員等に、高齢者の消費者
被害についての理解を深めてもらうことにより、高齢者の消費者被害の早期発見や適切な
対処につながることが期待できる。

　　高齢者見守りガイドブック

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅱ－３

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

滋賀県多重債務問題対策協議会開催回数 2回 2回 １回

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅱ　消費者トラブルの防止と救済

（３）その他公的機関との連携

３　救済のための連携

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇多重債務問題対策協議会
　多重債務問題を総合的に解決するため、参画機関が情報を共有し、問題の解決
に向けて連携して取り組んだ。（構成員：弁護士会、司法書士会、県社会福祉協
議会、大津財務事務所等　１７機関）
　＜多重債務問題対策協議会＞
　　開催日時： 平成２４年９月１９日
　　議      題： （１） 平成２３年度取組実績および２４年度の取組計画について
　　　　　　　　　（２） 滋賀県のヤミ金の状況について
　　　　　　　　　（３） 「多重債務者相談強化キャンペーン２０１３」について
　＜債務に関する無料相談会＞（再掲）
 　「多重債務者相談強化キャンペーン2012」の一環として相談会を実施。
　　開催日時： 平成２４年１２月１３日
　　会　場：愛荘町役場秦荘庁舎　※協議会構成員（県町村会）より会場提供。

◇地方税徴収および消費者行政担当者合同研修会開催
　県および市町の担当者を対象に、多重債務問題についての研修会を実施した。
　　開催日時： 平成２４年１１月１２日
　　場　　　所： 大津市ふれあいプラザ大会議室
　　内    　容：　「多重債務者問題の現状と債務整理の方法」
　　　　　　　　 　　滋賀県弁護士会　北村丈之弁護士
　　参 加 者 ： 県・市町消費者行政担当者　１５人、県・市町税務徴収職員

◇警察との連携強化（消費生活侵害事犯の被害が疑われる相談の情報提供）
　詐欺的商法・悪質商法の被害防止、被害回復のため、相談者からの承諾が得ら
れた案件について、滋賀県警生活環境課に情報提供を行った。
　　情報提供件数 ２３件

【事業の成果】

　多重債務問題の解決のため、関係機関と連携した事業を実施し、多重債務相談窓口
の周知や職員の意識向上、ヤミ金被害の未然防止を図った。

関係課
県民活動生活課
消費生活センター

◎相談者の救済のため関係機関との連携を図ります。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

特定商取引に関する法律による事業者処分件数 2件 1件 0件

条例に基づく不当な取引行為是正指示件数 9件 6件 3件

関係課
県民活動生活課
消費生活センター

◎消費者保護の観点から、取引等の適正化を図ります。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　 安全・安心な消費生活の確保

（１）取引等の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

　特定商取引に関する法律と消費生活条例の適正な運用により、消費者被害の
未然防止や拡大防止を図った。

◇特定商取引に関する法律の適正運用
　法に違反した販売方法などについて消費者からの聴取が整い、違反事実を確認
できた悪質な事業者に対して行政処分を行うが、平成24年度は処分に至る案件は
なかった。

◇滋賀県消費生活条例の適正運用
　＜指示＞
　上記の特定商取引法の行政処分とともに、条例に基づく不当な取引行為是正指
示を行った。
　　　口頭指導 ３件

【事業の成果】

　消費者被害の未然防止、被害拡大防止のための悪質な事業者に対する行政処分・
指導の実施は、事業者の法令遵守を促し、県民の安全な消費生活の実現に貢献した。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

立入検査 13回 8回 7回

訪問調査 3回 30回 34回

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（１）取引等の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇貸金業者の指導監督
　　貸金業者に対して、貸金業法を始めとする関係法令等の遵守を徹底し、業務の
適正な運営を確保するよう指導・助言することによって、資金需要者等の利益の保
護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資する。

　・業者の登録に関する業務（登録および更新要件審査、変更、廃業等）
　　　登録業者数　７業者（Ｈ２４.４.１現在）→７業者(Ｈ２５.３.３１現在）
　・貸金業者に対する業務指導、報告徴収
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※みなし貸金業者を含む
　・貸金業者に対する立入検査、現地確認等
　　　立入検査　　　　　　　　 　　７業者
　　　その他訪問調査･指導　　３４業者（みなし貸金業者）

【今後の課題】

　全国で見れば、貸金業法における新たな犯罪も発生しているため、深度ある検査監督
を行うことが課題である。

【事業の成果】

　貸金業者に対しては、法律の遵守状況等を確認するため毎年１回立入検査の実施に
よる指導を行っているほか、随時の啓発業務を通じて業務運営の適正化に向けた指導を
行っており、この結果、資金需要者等からの苦情も少なくなっている。
　今後も、資金需要者等の利益の保護を図るため、引き続き貸金業者において適正な
業務運営がなされるよう努める。

関係課 中小企業支援課

◎貸金業者において適正な業務運営がなされるよう努めます。

重点施策



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

建設業者の指導・監督（監督処分合計） 46件 34件 31件

建設業許可業者の情報公開（建設業許可申請者閲覧数） 22,051件 24,656件 19,595件

監理課

◎建設業を営む者の資質の向上等を図ります。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（１）取引等の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇建設業者の指導監督
　　建設業を営む者の資質の向上等を図ることにより、建設工事の適正な施工を確
保し、発注者を保護する。

（１）建設業者の指導・監督
　　　不良不適格業者に対し指導・監督を行った。

（２）建設業許可業者の情報公開
　　　毎週火曜日と木曜日の９時から１６時まで（１２時から１３時を除く）建設業法
第１３条の規定により、建設業許可申請書等の書類を閲覧に供した。

【今後の課題】
（１）建設業法に規定する処分や指導・勧告などの制度を有効に活用し、不良・不適格
業者の排除に向けて取り組んでいく予定である。

（２）現在、閲覧席数に限りがあるため閲覧者数に制限を設けている。今後、閲覧席数の
増設などで対応していく予定である。

【事業の成果】

（１）建設業者の指導・監督
　　　平成２４年度中の指導・監督実績
        ・建設業法に基づく指導勧告　　　　　　　：　２件
        ・建設業法に基づく指示処分　　　　　　　：　０件
        ・建設業法に基づく営業の停止処分　　　：　０件
        ・建設業法に基づく許可の取消処分　　　：２９件
監督処分合計　：３１件
      　・建設業法に基づく営業所立入調査の実施：１２件

（２）建設業許可業者の情報公開
　　　平成２４年度中の建設業許可申請者閲覧数
      　・閲覧請求者数：　２，５１７名
　　　　・閲覧件数　　：１９，５９５件

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

県指定宅地建物取引業従事者研修会の受講者数 484人 506人 788人

宅地建物取引業事務所調査 122業者 286業者 275業者

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（１）取引等の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇宅地建物取引業者の指導・監督
宅地建物取引業務の適正化を図るため、業者に対する指導監督を行うことにより、
公正な取引の確保と消費者の保護を図った。
（１）県指定宅地建物取引業従事者研修会の開催
　宅地建物取引業に従事する者の資質の向上を図るため、宅建業関係団体と連
携して研修会を実施した。
○日　時：平成２５年２月７日、１９日、２１日、２２日    受講者　７８８人
○対　象：宅建業新規免許業者および宅建業免許の更新をしようとする業等の代
表者または取引主任者
○内　容：宅建業法関係、税制関係、宅地建物取引と人権等
（２）宅地建物取引業者事務所調査の実施
　免許申請時（新規・更新）に、業者の事務所が適法に設置されているかどうかを確
認した。
○日　時：免許申請があった都度随時
○方　法：業界団体（２団体）に委託して実施
○内　容：事務所の形態・看板の設置状況・専任の取引主任者の設置確認その
他法定様式の備え付け
　　　　実　績：２７５業者に対して調査を実施

【事業の成果】
　宅地建物取引業務の適正な運営を指導することにより、宅地建物の適正な取引の確
保および消費者の保護が図れた。

関係課 住宅課

◎宅地建物取引業務の適正化を図るため、業者に対する指導監督を行います。

重点施策



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

不当景品類・不当表示の防止指導件数 6件 5件 6件数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　 安全・安心な消費生活の確保

（２）広告・表示の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇不当景品類・不当表示の防止指導

　　　口頭注意　６件（すべて不当表示関係）
　　　　・品質・規格等に関する表示　　　　　１ 件
　　　　・価格や取引条件に関する表示　　　３ 件
　　　　・おとり広告等に関する表示　　　　　 ２ 件

【事業の成果】
　関係機関からの通知や申告による情報に迅速に対応し、改善が必要な場合は事業者
に早期に注意を行うなど表示の適正化に努めた。

関係課
県民活動生活課
消費生活センター

◎商品やサービスの表示適正化に努めます。

重点施策



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

検査実施店舗数【※（）内は不適正表示件数】 75(0) 75(4) 74(2)

【今後の課題】
　今後も、家庭用品品質表示法に基づく表示の適正化を図る。

【事業の成果】

　同法に基づく立入検査については、県内の全市町に権限を移譲しているところであり、各
市町がそれぞれの年間計画に基づいて適切に立入検査を実施した。
　平成２４年度の立入検査の結果、県内で販売されている家庭用品について不適正な
表示がされているものが２件あり、適正化を指示するとともに、消費者庁に報告した。

関係課 中小企業支援課

◎商品やサービスの表示適正化に努めます。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）広告・表示の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇家庭用品品質表示指導

　家庭用品品質表示法第１９条第２項に基づく立入検査の実施状況
　　　検査実施市町数　 １４市町
　　　検査実施店舗数 　７４店舗
　　　不適正表示件数 　　　 ２件



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

食品添加物、アレルギー物質および遺伝子組換え食品等の試験検査による表示確認食品数 669 検体  570 検体 772検体

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）広告・表示の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

【生活衛生課】
◇食品添加物、アレルギー物質含有食品、遺伝子組み換え食品等に関する食品
の表示確認を試験検査等により実施した。
　　表示確認食品数：772 検体

【食のブランド推進課】
◇ＪＡＳ法に基づく品質表示の適正化の推進
　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）に基づく食品
表示の適正化を図るために以下のような取り組みを行った。
（１）食品表示制度の周知
　　「生鮮食品編」、「加工食品編」、「玄米及び精米編」の３種のパンフレットを作成
し、事業者等へ配付することで制度の周知を図った。
（２）「食品表示１１０番」の設置
　　県民からの食品表示についての情報提供や疑問、問い合わせなどを受け付ける
電話窓口として「食品表示１１０番」を設置し、指導等を行った。
　　　　相談件数：７３件
（３）食品表示の適正化に関する調査・指導
　　ＪＡＳ法および関係の法令等に基づく適正な食品表示が行われるよう、事業者に
対する調査・指導を行った。
　　　　調査・指導件数：３３件

◇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（米ト
レーサビリティ法）に基づく適正流通の推進
　米トレーサビリティ法の関係者への周知に努め、また、米の産地情報の適正な伝達
が行われるよう問い合わせ等に対応した。
　　　　相談件数：２件

【事業の成果】

　試験検査等により、原材料の使用実態と表示の整合性を確認した。
　

消費者が食品を選択するにあたり、必要な情報を提供することとなる食品表示について、
啓発・個別指導を行い、適正化を推進した。
　米トレーサビリティ法、中でも、産地表示義務について、周知を図った。

関係課
　生活衛生課
  食のブランド推進課

◎法律に基づき食品事業者等の食品表示等の適正化を図ります。

重点施策

【今後の課題】
　適正な食品表示の推進のため、今後も関係事業者に対する指導を実施する必要があ
る。（生活衛生課）

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（３）計量の適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇計量指導・取締り

（１）計量器定期検査
　取引や証明に使用される「はかり」を対象に、２年に１回、小型はかり（ひょう量５００㎏以下）
と大型はかり（ひょう量５００㎏超）に分けて性能や精度を検査した。
　　・ 実施地域：長浜市（旧伊香郡の地域）、守山市、甲賀市、湖南市、東近江市（旧湖
東町､旧愛東町の地域）米原市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町
　　・小型はかり ７月～１１月 １，６００台
　　・大型はかり １０月～１２月 ９２台

（２）計量記念日広報事業
　計量記念日(１１月１日)を広く認識してもらうことで、計量に関する意識等の高揚を図った。
　　・計量記念日ポスターの配布

（３）立入検査
　① 商品量目
　容器または包装袋等に内容量が表記されている商品を販売している者に対して、適正計量
の周知徹底を図ることを目的に夏期、年末・年始期を中心に量目検査を実施した。
　　・７事業所 １７３個
　② 特定計量器
　特定計量器を取引や証明に使用している事業所等に立ち入り、計量器の検定有効期限
などの管理状況を現地で検査した。
　　・燃料油メーター ７３事業所 ７２１個
　　・石油ガスメーター １０事業所 ２３，７６２個（台帳検査）
　　・水道メーター ５事業所 ９４，５００個（台帳検査）
　　・その他 ５事業所　・タクシーメータ４事業所　９個
　③ 計量関係事業者
　計量証明事業者等の事業所に立ち入り、計量法に定められている諸規定の実施状況や
遵守状況について検査した。
　　・一般計量証明事業者 ８事業所
　　・環境計量証明事業者 ８事業所
　　・適正計量管理事業者 ４事業所
　　・指定製造事業者 １事業所
　　・製造修理事業者 ３事業所

【事業の成果】

　定期検査や立入検査を行うことにより、適正な計量の確保と取引等における消費者保
護に寄与することができた。

関係課 計量検定所

◎安心できる適正な計量の確保に努めます。



平成24年度消費者基本計画実施状況

平成２４年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

立入事業所数 120事業所 149事業所 130事業所

商品量目試買テスト支援事業参加者数 45人 53人 17人

数値実績

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

（４）商品量目試買テスト支援事業
　地域の消費者グループ等が自主的に行う商品量目調査に対し、計量検定所が支援・協力
し、消費者に商品量目の現状や計量に関する知識を深めてもらうことで、計量思想の普及と
消費者保護を図ることを目的として実施した。
　　・１２月 １１日 近江八幡ひまわり館ホール　 １７人

【事業の成果】
　
　消費者グループ等と連携し、参加者が計量に関する知識や現状認識を深めることに役
立った。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品量目試買テスト



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

第三者評価の受審件数 3件 3件 3件

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（４）サービスの適正化

１　消費者取引の適正化

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

関係課 健康福祉政策課

◎適正な福祉サービスの提供促進を図ります。

数値実績

◇健康福祉サービス評価システムの推進

　「健康福祉サービス評価」は、事業者が自らのサービスについて評価する「自己評
価」、事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が評価する「第三者評価」等
があり、事業者自らの取組により、健康福祉サービスの質の向上を図るとともに、利
用者によるサービス選択に資することを目的としている。
　健康福祉サービスの質の向上を図ることや、利用者によるサービス選択に資すること
を目的に、事業者が自らのサービスについて評価する「自己評価」を促進するととも
に、事業者でも利用者でもない第三者の評価機関が評価する「第三者評価」の受
審を促進した。

（１）第三者評価の受審状況
　　・保育園 ３件受審

（２）第三者評価機関の認証
　　・新規認証 １件（計４法人認証）

【事業の成果】

　県は第三者評価の受審を推進しているが、法的に義務化されていないことや、経費負
担の面から、本県の平成２４年度の受審は３件にとどまっており、全国的にも受審が進ん
でいない状況にある。
　なお、平成２４年度より社会的養護関係施設の第三者評価が義務化されたところであ
り、評価機関の認証等については、新たに（社福）全国社会福祉協議会において全国的
な取り組みが進められている。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

重大事故情報通知件数 2件 1件 1件

県民活動生活課
消費生活センター

◎消費者事故等情報を適切に処理するとともに、消費者への情報提供を行い消費者被害の拡大防止を図ります。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　 安全・安心な消費生活の確保

（１）消費者事故の適正処理および消費者への情報提供

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇消費者安全法による通知

　消費者からの相談を受け、消費者安全法に基づき、消費者庁へ重大事故情報と
しての通知を行った。

【事業の成果】

　通知件数 １件

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

食の安全・安心審議会の開催 1回 1回 1回

食の安全・安心に関するシンポジウムの開催 1回 1回 2回

地域における行政、生産者・事業者、消費者の三者による意見交換会の開催 7回 10回 6回

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

関係課 生活衛生課

◎県民の意向を把握し、意見、提言を施策に反映させることにより県民参加型の取組に努めます。

◇食の安全確保推進事業
（１）滋賀県食の安全・安心審議会の開催（委員１４名）
　滋賀県食の安全･安心推進条例平成２１年１２月２５日(滋賀県条例第９０号)の
規定に基づき、食の安全・安心の確保に関する事項についての調査審議などを行う
滋賀県食の安全・安心審議会を開催した。
　　開催日時：平成２４年１２月２０日
　　場所：県庁本館２階 防災対策会議室
　　議題：
　　　① 滋賀県食の安全・安心推進条例に係る推進計画について
　　　② 推進計画に基づく平成２３年度の施策の実施状況についてなど

（２）食の安全・安心シンポジウムおよび意見交換会の開催
　行政、食品関係事業者および消費者が、食の安全・安心に関するそれぞれの取り
組みや立場について語り合い、相互理解を深めるために、シンポジウムおよび意見交
換会を開催した。
　○ 食の安全・安心シンポジウム
　　　①開催日時：平成２４年５月８日
　　　　 テーマ：「食品中の放射性物質対策に関する説明会」
　　　　 場所：コラボしが２１ ３Ｆ大会議室 　参加人数：１３４人
　　　②開催日時：平成２４年１１月２２日
　　　　 テーマ：「食肉を生で食べることのリスクを知ろう」
　　　　 場所：野洲文化小劇場 　参加人数：４５人
　○ 地域における意見交換会の開催（開催主体：各保健所および食の安全推進
室）
　　開催回数：６回
　　テーマ：食の安全・安心、食中毒など 参加者数：１４５人

【今後の課題】
　今後も、生産者・事業者および消費者間の相互理解や信頼関係の確立と協働による
食の安全・安心の確保が必要である。

【事業の成果】

　消費者、生産者、製造・加工業者、流通業者、学識経験者の代表で構成される滋賀
県食の安全・安心審議会において、滋賀県食の安全・安心推進条例で策定を規定して
いる推進計画（食の安全・安心アクションプラン）に基づく施策の実施状況を報告した。

　食の安全・安心の確保のためには、関係する行政、生産者・事業者および消費者がそ
れぞれの立場で役割を果たすとともに、相互に信頼関係を構築する必要があるため、これ
らの関係者が一堂に会し、食の安全・安心に関するそれぞれの取り組みや立場について
「食品と放射性物質」をテーマに意見を交換し、相互理解を深めた。

数値実績



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

食中毒予防講習会開催回数 29回 20回 28回

食中毒の発生件数(飲食店1万店あたり) 7.4件 8．5件 11．7件

関係課 生活衛生課

◎大規模食中毒の発生しやすい施設に対し、予防対策を強化します。
◎消費者への食品衛生知識の普及・啓発を図り、家庭における食中毒の予防に努めます。

数値実績

◇食の安全確保推進事業（続き）

（３）食品衛生に関する研修会、意見交換会等の開催
　各保健所および食品安全監視センター等において、消費者または事業者を対象
に食品の安全な取扱い等について講習会や意見交換会を開催した。
　◆ 消費者を対象とした講習会、意見交換会
　　　　開催回数： ３６回 参加者数：１，７７４人
　◆ 事業者を対象とした研修会
　　　　開催回数：１２７回 参加者数：３，７７４人

（４）食中毒予防対策
　ア 食品衛生月間（８月１日～３１日）の実施
　　食品衛生知識の普及・啓発を推進するため、各保健所が(社)滋賀県食品衛生
協会と協力し、街頭啓発等を実施した。
　　　街頭啓発：県内１９か所
　イ 食中毒注意報の発令（７月１日～９月３０日）
　　細菌性食中毒が発生しやすい気象条件になった時に、「食中毒注意報」を発令
して、食品関係営業者および県民に対し、食品の取扱いに関する注意喚起を行っ
た。
　　　発令回数：１４回
　ウ ノロウイルス食中毒注意報の発令（１１月１日～３月３１日）
　　ノロウイルス食中毒が発生しやすい冬季に、「ノロウイルス食中毒注意報」を発令
して、食品関係営業者および県民に対し、健康管理や食品の取扱いに関する注意
喚起を行った。
　　　発令回数：６回

【今後の課題】
　近年、事件数、患者数ともに増加し多数を占めているノロウイルスによる食中毒の発生
を防止するため、発生のピークを迎える前に、食中毒発生リスクの高い業種の従事者等に
対して最新の知見や事例検証などを踏まえた講習会・研修会を開催し、併せて、当該講
習を踏まえた現場での指導を行う必要がある。

【事業の成果】

　食中毒の発生防止については、食品関係営業施設に対する監視指導の重点事項とし
て、衛生的な食品の取扱いおよび調理従事者の健康管理などを重点的に指導した。
　近年、食中毒発生件数の多いノロウイルスによる食中毒の防止対策については、重点
監視や衛生講習会の開催に加え、リーフレットの作成・配布、ホームページやメールマガジ
ンによる情報発信を行い意識啓発を図った。
　また、夏季には「食中毒注意報」を、冬季には「ノロウイルス食中毒注意報」を発令する
ことにより、食品関係営業者や県民に注意喚起を行った。
　なお、食中毒発生時には原因究明を行い、営業者に対する再発防止のための衛生指
導や調理従事者に対する衛生教育を実施した。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

◇食の安全確保推進事業（続き）

　エ 食肉、食鳥肉取扱施設一斉監視(５月１日～６月２９日、１月４日～２月２８
日)
　　腸管出血性大腸菌やカンピロバクターによる食中毒の発生を防止するため、飲食
店、食鳥処理施設、と畜場およびと畜場に併設する食肉処理施設に対して、食肉
等の衛生的な取扱いの徹底等について監視指導を行った。
　　（監視指導施設数）
　　　飲食店：１３１施設
　　  とちく場・食鳥処理施設：５８施設
    　生食用食肉取扱施設：２３施設

　オ 冬の食中毒予防一斉監視（１１月１日～１２月２８日）
　　近年増加しているノロウイルスによる食中毒の発生防止対策を徹底するため、飲
食店、大型のホテルおよび旅館に対する監視指導ならびに営業者等に対する講習
会を実施した。
　　（監視指導施設数）
　　　飲食店・ホテル・旅館：１９０施設
　
　カ 食中毒発生時の対応
　　　　食中毒発生件数：１９件
　　　　食中毒原因施設である飲食店１６施設を営業停止処分とした。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

関係課 生活衛生課

◎計画的、効果的な監視指導により、違反食品を排除して食品の安全性の確保に努めます。



平成24年度消費者基本計画実施状況

平成２４年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

食品衛生監視指導件数 14,231件 14,511件 14，581件

食品等の検査検体数 2,258検体 2,360検体 2，215検体

数値実績

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

◇食品関係営業許認可・監視指導事業

（１）食品関係営業許可事務
　食品衛生法に基づき、食品関係営業許可事務を行った。
　　新規許可：1,686施設 継続許可：1,856施設

（２）食品関係営業許可施設に対する監視指導
　平成２４年度滋賀県食品衛生監視指導計画に基づき、食品の製造・加工、流
通・販売、調理・飲食の各段階において、重点的な監視指導を行った。
　また、滋賀県食品衛生基準条例に基づき、食品の取り扱いや衛生管理に関する
手順書の作成や製造に関する記録作成など、管理運営基準の指導を行った。
　　監視指導件数：１４，５８１施設

◇食品・添加物等試験検査事業

　平成２３年度滋賀県食品衛生監視指導計画に基づき、食中毒の発生防止、不
良食品の流通防止を図るため、県内で製造または販売される食品等について検査
を行った。
　　検査検体数：２，２１５検体　　 違反検体数：１０検体
　　措置等　　 自主回収、始末書徴収、所管自治体への通報

◇食肉の衛生確保対策
　・ＢＳＥスクリーニング検査
　　検査実施頭数：８，４０７頭（うち陽性：０頭）
　・滋賀食肉センター従事者等に対する講習会の開催
　・食肉衛生月間（１０月１日～３１日）の実施

【事業の成果】
　食品関係営業施設に対して、計画的かつ効率的な監視指導を実施し、施設の衛生
管理、不適正表示の改善等の指導を行った。

　県内で製造または販売される食品について、抜き取り（収去）検査を行い、食品衛生法
等に基づく試験検査を実施し、違反食品等の排除に努めた。

　ＢＳＥスクリーニング検査の全頭実施や、と畜場関係者の自主衛生管理を促進すること
により、食肉の安全性の確保を図った。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

セーフードしが認証施設数 107施設 111施設 123施設

食品安全管理講習会開催回数 1回 1回 1回

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◎食品製造業者が自主衛生管理の高度化を図ることができるよう相談窓口を設け、自主衛生管理の取組みの普及と拡大を図ります。

数値実績

◇滋賀県食品自主衛生管理認証制度（セーフードしが）の推進
　食品等事業者による自主的な衛生管理の高度化を図るため、HACCP の理念を
取り入れた滋賀県独自の認証制度（愛称：セーフードしが）を推進した。
　（１） 認証：３回の認証審査委員会を開催し、新たに７件の施設を認証した。
　（２） 助言・指導：認証取得に向けた事業者へ助言、指導を行った。
　（３） 外部検証：平成２３年度までに認証した１１１施設すべてに対して、衛生管理
が適正に実施されているかの確認を行う外部検証を実施した。

◇セーフードしがの啓発
　（１）営業者および販売者に対する普及・啓発
　　認証営業者に対して、製品への認証マークの表示促進について説明を行うととも
に、店頭設置用POP を配布した。
　　また、未認証営業者に対して、セーフードしがによる自主衛生管理の導入を促進
するため、講習会を開催し、認証制度の普及を図った。
　　大型量販店等販売者に対して、認証制度の普及協力について依頼した。
　（２）消費者に対する普及・啓発
　　消費者に対して、県広報紙・TV 番組等を利用して、周知・啓発を図った。主な
取組内容は以下のとおり。
　　①甲賀保健所の事業「甲賀保健所健康たより」でセーフードしがの内容をQ&A
方式で紹介（甲賀郡有線放送 H24.8）
　　②知事記者会見のバックパネルでセーフードしがのマークを掲載（H24.10）
　　③「びわ湖レイクサイドマラソン」プログラムへの掲載（H25.2）

【事業の成果】
　平成２５年３月末現在で、認証施設は合計１２３施設となった。既認証施設に対する
年１回の外部検証では、高度な衛生管理の維持管理を確認し、今後も継続して管理す
るよう指導した。

【今後の課題】
　小規模施設等の衛生管理のレベルアップを図る。

【事業の成果】
　７施設を認証した。また、主に広域流通食品の製造業者を対象とした自主衛生管理
講習会を開催し、１８９名の参加を得た。

【今後の課題】
　認証マークを表示した製品を増やしていくため、認証営業者に対して表示促進を働きか
けるとともに、販売店や消費者に向けた啓発をさらに進めていく新たな方策を検討する。

　「認証マーク」
　　　　　　　　　　　　　　　このマークは、条例に基づき高度な衛生管理をしているとして、
　　　　　　　　　　　　　　知事の認証を受けた製造工程で製造･加工等された食品等に
　　　　　　　　　　　　　　添付される認証マークです。

生活衛生課

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

【食のブランド推進課】

◇環境こだわり農産物認証制度の運営

（１）環境こだわり農産物の認証
　化学合成農薬、化学肥料の使用量を慣行の５割以下に減らし、かつ濁水流出防
止など琵琶湖をはじめとする環境への負荷を減らした技術で栽培された農産物を｢
環境こだわり農産物｣として県が認証し、生産者が自身の取り組みを伝えるとともに、
消費者の商品選択の判断に役立てている。

（２）環境こだわり農産物に対する残留農薬検査
　認証された環境こだわり農産物について、農産物中の残留農薬の検査を実施する
とともに、生産記録が正しく記載されていることを確認した。
　　分析試料 ３０検体（玄米２０検体、野菜・果実１０検体）
　　分析農薬 玄米２６農薬、野菜・果実２９農薬
　　分析結果 食品衛生法の残留基準値を上回る農薬は検出されなかった。

（３）環境こだわり農産物を使用した加工食品のマーク表示の承認
　環境こだわり農産物を消費者により広く提供し、環境こだわり農業をさらに推進して
いくため、環境こだわり農産物を加工した食品について、一定の基準を満たした場合
に、マークの表示を承認している。
　　平成２４年度末 ４９品目

【今後の課題】

　引き続き、環境こだわり農産物の生産拡大を図る。

【事業の成果】

　国の支援制度が変更されたこともあり、面積が前年度より減少したが、環境こだわり農
産物栽培面積は13,557haに達し、このうち水稲では作付面積の38％で取り組まれるまで
拡大した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境こだわり農産物
平成24年度取
組実績
および

成果・課題

関係課

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保
食のブランド推進課
農業経営課

◎環境こだわり農産物の生産を拡大します
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平成24年度消費者基本計画実施状況

平成２４年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

環境こだわり農産物の栽培面積 14,173 ha 14,455 ha 13,557 ha

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

数値実績

【農業経営課】

◇しがの米麦大豆安全安心確保対策事業
　本県の主要な農作物である米、麦、大豆について、安全・安心を確保し、消費者や実需者
の理解を得るため農業団体における残留農薬等を分析する取組について支援するとともに、
栽培者に対し農薬使用状況等の栽培履歴記帳等リスク管理の徹底を図った。

◇農薬適正使用推進対策
農薬の安全かつ適正な使用を確保し、農薬による危害の防止を図った。
（１）県農作物病害虫雑草防除基準の策定
　適切かつ安全な防除と危被害防止の指導指針として、農作物病害虫雑草防除基準を策
定し、関係団体、流通業者等に対して防除基準に沿った指導、流通の確保について協力を
求めた。

（２）農薬安全使用普及啓発
　農業者等に対して、農薬使用時の確認事項や農薬散布後の水管理の徹底等資料を配
布し、安全使用を啓発した。

（３）農薬適正使用アドバイザー講習会の開催
　農薬の使用に関して関係法令や農薬の適正使用について講習会を開催し、農業者等の
農薬使用者に対して農薬の適正使用の助言を行う農薬アドバイザーを認定した。
　　平成２４年 ６月２６日　 １６９名認定
　　平成２４年１１月２１日  １８４名認定

（４）農薬取扱業者に対する監督指導
　農薬販売者への立入検査を実施し、届出や帳簿に関する違反が認められた販売者に、改
善を誓約する書面の提出を受けた。
　　農薬販売者立入数 ９１件
　　　うち、届け出の不備 ６件 帳簿の不備 ７件

【事業の成果】
　農業団体において、抽出による残留農薬、重金属、麦のカビ毒の分析を実施し、米、
麦、大豆の安全性を確認するとともに、実需者等への報告により、本県産農産物の安全
安心にかかる理解を深めた。

　啓発・講習会の開催等により、農薬の適正使用が図れた。
　巡回点検で、届け出や帳簿の不備が確認された業者に、改善を指導した。

【今後の課題】
　さらなる農薬の安全かつ適正な使用の確保と農薬による危害防止を図るため、今後も
引き続き講習会や巡回点検を実施し、指導を徹底する。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

ＧＡＰに取り組む生産組織数  74団体 83団体 98団体

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課 食のブランド推進課

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◎ＧＡＰに取り組む産地を増やします。

【事業の成果】
　農産物の安全性の確保等を目指してＧＡＰを推進した結果、実践する生産組織が増
加し、県産農産物の信頼性向上や安定的な取引の確保につながった。

　ＧＡＰ（ギャップ）とは

数値実績

◇農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）導入促進事業
　食の安全・安心に対する消費者の信頼を高めるため、農産物の安全性確保等を
目指して、ＧＡＰの普及促進を図った。

（１）ＧＡＰ普及推進活動
　県は生産者や関係団体に対するＧＡＰの普及・啓発を行うとともに、指導者の育成
を行った。
　　・啓発資材の作成（滋賀県版ＧＡＰ実践の手引き）
　　・農談会や研修会等での普及啓発活動（随時）
　　・ＧＡＰに精通した普及指導員の育成（４名）

（２）ＧＡＰ導入に向けた支援
①（全域）ＧＡＰの普及・啓発
　食品の安全性の確保や環境保全、労働安全の確保等に向けて、滋賀県農業協
同組合中央会が実施する、より効果的なＧＡＰ手法の導入、普及などの活動に対
して支援した。
　・ＧＡＰ推進検討会（１回）、ＧＡＰ普及拡大調査（２回）、啓発資材の作成（ポス
ター等）
②（地域）産地への取組支援
　産地の状況に即したＧＡＰの実践を拡大するため、農業協同組合が行うＧＡＰの策
定やその実践を支援した。
　・ＧＡＰ推進協議会や研修会の開催
　・ＧＡＰの策定やリスク対策にかかる調査等の実施

【今後の課題】
　引き続き、県内農産物の全ての主要産地において、ＧＡＰが導入されるよう推進する。

　ＧＡＰとは、農産物生産の準備から出荷にいたるすべての作業内容を見つめ直
し、リスク（危害や事故が起きる恐れ）があれば、それを回避するための対策（改
善）を立て実践することです。

農薬の適正管理・使用 栽培管理の記録 機械の点検



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

動物用医薬品販売業者への立入検査回数 49回 36回 22回

関係課 畜産課

◎安全な畜産物の供給のため、動物医薬品の使用を適正化します。

数値実績

◇動物医薬品の適正使用対策
　薬事法ならびに動物用医薬品取締規則に基づき、薬事監視を行うことにより、動
物用医薬品の適正な流通および使用の確保を図るとともに、畜産農家に対する適
正使用の指導を行い、安全な畜産物の供給を図る。

（１）薬事監視の強化
　①動物用医薬品販売業者への立ち入り検査の実施
  　　許可申請(店舗:１、卸売:２、特例：５)、許可更新(特例:１１)、
　　　許可後３年経過時(特例:３）に立ち入り検査
　②畜産農家訪問時の適正使用指導の実施
　　　乳用牛７０戸、肉用牛１０４戸、豚１１戸、採卵鶏４５戸、肉用鶏５戸

（２）動物用医薬品の品質確保対策
　　○品質検査の実施
 　 　殺菌・消毒剤について品質検査を実施し、問題がないことを確認した。

【事業の成果】
　
　動物用医薬品販売業者および畜産農家に対し、動物用医薬品の適切な取扱いおよ
び使用について指導を行った。引き続き、指導啓発を行い、安全な畜産物の供給を図
る。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

養殖衛生管理指導を実施した養殖経営体の割合 100% 100% 100%

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

関係課 水産課

◎安全で安心な養殖水産物の生産・供給体制の確立を目指します。

数値実績

◇ 養殖衛生管理体制整備事業

養殖業者に対する水産用医薬品の適正使用指導
　（１）全養殖業者を対象にした水産用医薬品適正使用指導会議の開催 １回
　（２）養殖衛生管理指導を実施した養殖経営体の割合１００％（平成２４年度実
績）
　　　　（経営体数：延べ３２５件（７９経営体）

【事業の成果】
　水産用医薬品等の適正な使用方法を各養殖業者に指導することにより、安全で安心
な養殖水産物の生産・供給体制の確立に寄与することができた。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

畜産物中の飼料添加物の残留調査検体数 22検体 26検体 25検体

滋賀食肉センターにおいてと畜解体された牛肉の放射性物質検査頭数 － 3,661頭 8,408頭

関係課 畜産課

◎滋賀県産畜産物の安全・安心の確保のため、家畜飼料および食肉の検査を実施します。

数値実績

◇飼料の適正使用対策
　・畜産物中の飼料添加物の残留調査
　　鶏飼養農家および乳用牛飼養農家に対して、畜産物（鶏卵、鶏肝臓、牛乳）
中の飼料添加物の残留成分検査を実施した。
　　　調査農家数 ２４戸
　　　検査数 １３検体×２成分＋１２検体×２成分＝５０検査
　　　残留成分検出数 ０検体

◇滋賀県産牛肉の放射性物質検査事業
　平成２３年３月に発生した福島原子力発電所の事故に伴う、放射性物質汚染牛
肉の全国的な流通により、消費者の牛肉に対する不安感が増していたことから、「近
江牛ブランド」を守るとともに、消費者が近江牛等の滋賀県産牛肉を安心して消費
できるよう、平成２３年９月から滋賀食肉センターにおいてと畜解体された牛肉の放
射性物質の検査を開始し、その結果を県のホームページで公表している。

【事業の成果】
　調査検体に残留は認められなかった。 引き続き、畜産物中の飼料添加物の残留調査
を実施し、飼料の適正な使用を啓発する。

【事業の成果】
 全戸検査、全頭検査ともに、全ての牛肉で放射性物質は検出されていない。
 引き続き、全頭検査を実施し、消費者の滋賀県産牛肉に対する信頼の確保に努める。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

養殖業者による自主的な残留検査実施検体数 36検体 34検体 21検体

関係課 水産課

◎安全・安心な養殖魚の流通を促進します

数値実績

◇食の安全・安心推進事業

　養殖業の振興を図るため、養殖業者が現場で使用する水産用医薬品の自主的
な残留検査委託に要する経費に対し補助した。
　　・水産物流通促進対策事業
　　　　補助金交付先：滋賀県淡水養殖漁業協同組合
　　　　検査実施検体数：２１検体（アユ１４検体、マス類７検体）

【事業の成果】
　全調査検体に残留は認められなかった。
　安全・安心な養殖魚の提供のため、引き続き、業者が実施する水産用医薬品の自主
的な残留検査に対し支援する。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（２）食の安全・安心の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

講習会参加人数 2,237人 2,370人 2,227人

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（３）商品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

関係課 防災危機管理局

◎危険物取扱者および消防設備士の保安の確保を図ります。

数値実績

◇危険物規制事務

（１） 危険物取扱者講習会委託
　　　　委託先：（社）滋賀県防火保安協会連合会
　　　　申請者 １，９４０人 受講者 １，９１５人

（２） 消防設備士講習会委託
　　　　委託先：（社）滋賀県防火保安協会連合会
　　　　① 消火設備　　　　　 　申請者 ７４人 受講者 ７３人
　　　　② 警報設備 　　　　　　申請者１５４人 受講者１５３人
　　　　③ 避難設備・消火器 　申請者 ８８人 受講者 ８６人

（３） 危険物取扱者免状・消防設備士免状交付等事務委託
　　　　委託先：（財）消防試験研究センター
　　　　① 危険物取扱者免状
　　　　　　　新規交付 　２，９６１件
　　　　　　　再交付 　　 　　１２８件
　　　　　　　書換 　　　　　　　２９件
　　　　　　　写真書換 　１，４８０件
　　　　② 消防設備士免状
　　　　　　　新規交付 　　　４０２件
　　　　　　　再交付 　　　　　 １８件
　　　　　　　書換                 ４件
　　　　　　　写真書換 　　　１２７件

【事業の成果】

　危険物取扱者および消防設備士の資質の向上が図られ、危険物事故の防止ならびに
消防設備工事の適切な施工に寄与した。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

高圧ガス立入検査等の実施件数 115件 93件 95件

高圧ガス講習会受講者数 565人 563人 587人

火薬類立入検査等の実施件数 36件 48件 63件

火薬類講習会受講者数 35人 59人 27人

◇高圧ガス指導取締
　（１）立入検査等の実施
　　①高圧ガス関係 保安検査 ４８件　　 移動車両立入検査 １２件
　　②ＬＰガス関係 販売店立入検査 ３５件
　（２）保安講習会の実施
　　①高圧ガス関係
　　　　平成２４年１０月２４日（水）13:00～17:00
　　　　滋賀県立男女共同参画センター 　出席者数 ２８８人
　　②ＬＰガス関係
　　　・平成２４年１１月１３日（火）13:00～17:00
　　　　滋賀県立文化産業交流会館 　　出席者数 １０２人
　　　・平成２４年１１月８日（木）13:00～17:00
　　　　滋賀県農業教育情報センター 　　出席者数 　８０人
　　　・平成２４年１１月９日（金）13:00～17:00
　　　　滋賀県立男女共同参画センター  出席者数 １１７人

◇火薬類等指導取締
　（１）立入検査等の実施
　　　　平成２４年度実施 　保安検査２１件　 立入検査４２件
　（２）保安講習会の実施
　　　火薬類取扱保安責任者教育講習会
　　　　平成２４年１１月２１日（水）
　　　　滋賀県教育会館　　 出席者数 ２７人

数値実績

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（３）商品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課 防災危機管理局

◎高圧ガス取扱事業者の保安の確保を図ります。 ◎火薬類取扱事業者の保安の確保を図ります。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

【事業の成果】

　高圧ガス取扱い事業者の保安レベルの向上が図られ、事業所および一般家庭ＬＰガス
消費者の事故の未然防止が図られた。
　火薬類取扱事業者の保安レベルの向上が図られ、事故の未然防止に寄与した。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

立入検査等の実施件数 100件 57件 30件

保安講習会の受講者数 1,189人 1,202人 1,161人

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（３）商品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課

◇電気工事等指導取締

（１）立入検査等の実施
　　平成２４年度実施　 ３０事業者
（２）保安講習会の実施
　　・平成２４年１１月１３日（火）１３:３０～１６:２０
　　　栗東芸術文化会館さきら 　出席者数　 電気工事事業者　 ６０９人
　　・平成２４年１１月２０日（火）１３:３０～１６:２０
　　　ひこね市文化プラザ 　出席者数 　電気工事業者 　５５２人

数値実績

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

防災危機管理局

◎電気工事業者の保安の確保を図ります。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

【事業の成果】

　電気工事業者の保安レベルの向上が図られ、不良工事等の軽減に寄与した。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

びわ湖材として証明した木材の量 10,484 m3  14,450 m3  16,828 m3数値実績

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

【事業の成果】

　県産木材の地産地消の取組として「びわ湖材」の証明制度の周知、利用拡大を図るこ
とができた。「びわ湖材」の利用をさらに推進するため、今後も証明制度の定着に努める。

森林政策課

◎｢びわ湖材｣の周知と利用促進を図ります。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇びわ湖材産地証明事業

（１）びわ湖材取扱認定事業体の審査・認定・登録
　新たに１１業者を認定した結果、びわ湖材取扱認定事業体として１６１業者が登
録されている。（平成２４年３月末現在）。

（２）登録業者への指導・検査
　４４業者の指導検査を実施した。

（３）産地証明、流通量の把握、情報の提供
　びわ湖材産地証明制度の内容、びわ湖材の取り扱い情報やびわ湖材取扱認定
事業体の情報を県産木材活用推進協議会のホームページで情報提供している。

【今後の課題】

　一般県民における「びわ湖材」の認知度は低く、まだまだ生活に身近なものとなっていな
い。そのため、県民が立ち寄りやすい公共施設などをモデルとして、「びわ湖材」を用いた施
設整備を促す必要がある。

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（３）商品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

試買テスト実施回数 30検体 15検体 15検体

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（３）商品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課

数値実績

【事業の成果】
　
　化学物質に対する感受性が高い乳幼児の健康被害発生防止を図った。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

生活衛生課

◎有害物質による健康被害防止のため検査を行います。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇家庭用品安全対策の推進

　有害物質を含有する恐れのある家庭用品について検査を行い、健康被害の防止
に努めた。
　（１）試買テストの実施
　　・実施期間 平成２４年１０月１５日～平成２４年１２月１７日
　　・検査対象 出生後２４か月以内の乳幼児用の繊維製品 １５検体
　　・検査項目 ホルムアルデヒド
　　・実施結果 違反検体なし



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

中間検査率 99.60% 99.40% 97.80%

完了検査率 94.90% 95.20% 94.20%

数値実績

【事業の成果】
　
　適切な確認審査、中間・完了検査率の向上が図られた。
　既存建築物の安全安心への取り組み促進の向上が図られた。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（３）商品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課 建築課

◎検査・報告制度の徹底に取り組みます。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇建築物等の安全対策

　県、特定行政庁、指定確認検査機関、関係機関、各団体と協働し、「滋賀県建
築行政マネジメント計画」に基づき建築物の安全性の確保と、違反建築物の発生
を未然に防止するための施策に取り組んでいる。

　（１）建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保
　　　・建築基準法改正等の講習会・説明会の実施
　　　・中間検査、完了検査シールの交付制度の実施
　　　・中間検査、完了検査未実施物件への督促

　（２）指定確認検査機関・建築士事務所等の適正な業務実施
　　　・指定確認検査機関への立入検査：年１回実施

　（３）違反建築物等への対策
　　　・違反建築物等の一斉パトロールの実施
　　　・未検査物件に対してのパトロールの実施

　（４）建築物および建築設備の適切な維持管理を通じた安全性の確保
　　　・建築物防災査察の実施（上期、下期の防災週間による実施）
　　　　上期：１９施設、下期：５７施設
　　　・特殊建築物定期報告未提出施設への督促、防災点検の実施
　　　・建築物の耐震促進に関する広報活動等による既存建築物安全性の向上



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

医薬品等製造販売業および製造所に立入検査  1,372 件 1,321 件 1,173件

指定医薬品等の収去検査 24 件 45 件 30件

無承認無許可医薬品の試買調査 20 件 20 件 22件

医務薬務課

◎医薬品の安全の確保のため、事業者に対する監視指導および医薬品等の品質検査や苦情・相談を受け付けます

数値実績

【事業の成果】

　薬事関係施設監視指導において違反を認めた施設に対しては必要な指導を行った。ま
た、医薬品収去試験では違反はなく適正な医薬品販売による県民の健康被害防止が
図れた。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇薬事監視指導

　消費者に、有効かつ安全な医薬品等の供給を図るため、医薬品製造業者、販売
業者に対して監視指導を実施した。
　また、消費者からの医薬品等に関する苦情・相談について適切な措置を講じた。
　（１）薬事関係事業者に対する監視指導
　　薬局、医薬品販売業、医薬品等製造販売業および製造所に立入検査を実施
した。
　　　対象施設数：６，７８０ 監視指導施設数：１，１７３
　　　違反発見施設数：３８件
　（２）医薬品等についての品質検査
　　①指定医薬品等の収去検査を実施した。
　　　医薬品：２９検体 医療機器：１検体
　　　違反なし
　　②健康被害を未然に防ぐため、健康食品の試買調査を実施し、無承認無許可
　　　医薬品の取締りを実施した。
　　　強壮用健康食品 ：１３検体 痩身用健康食品：９検体
　　　医薬品成分の検出： ０件
　　　不適表示の確認 ： ３件
　（３）医薬品等の苦情・相談処理
　　　医薬品等に係る苦情を受付け、処理した。 １００件
　（４）違法ドラッグ関係事業者に対する監視指導
　　　違法ドラッグ販売施設に立入検査等を実施した。
　　　　対象施設数：１　監視指導施設数：５
　　　　買い上げ調査：５

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（４）医薬品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

【事業の成果】
　
　毒物劇物営業者等の監視指導により、毒物劇物の適正な管理の徹底が図れた。

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（４）医薬品等の安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課 医務薬務課

◎毒物劇物による保健衛生上の危害防止を図るため、毒物劇物営業者等に対する監視指導を行います。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇毒物劇物の安全対策

　毒物劇物による保健衛生上の危害防止を図るため、毒物劇物営業者等に対す
る監視指導および毒物劇物営業者の登録・届出事務を行った。
　また、毒物劇物取扱者試験を実施した。

（１）毒物劇物営業者等の監視指導
　毒物劇物営業者等に対して立入検査を実施し、違反施設に対しては指導を行っ
た。
　　対象施設数：８０２　監視指導施設数：３１２
　　違反発見施設数：３７件

（２）毒物劇物営業登録・届出事務
　登録・届出受理等の事務を行った。 ３２３件

（３）毒物劇物取扱者試験の実施
　毒物劇物取扱者試験を実施した。（平成２５年２月２３日）

数値実績



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

生活衛生関係施設重点監視立入検査実施施設数 191 施設 160 施設 168施設

その他生活衛生関係施設の監視指導施設数 201 施設 221 施設 341施設

関係課

【事業の成果】

　理容所・美容所に対する立ち入り検査や旅館、公衆浴場等の監視指導を行い、衛生
管理の徹底を図った。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

生活衛生課

◎

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇生活衛生関係施設等監視指導(生活衛生推進事業)

（１）生活衛生関係施設重点監視事業
　理容所における衛生管理の徹底を図るため、器具の洗浄・消毒方法について調
査および器具等の拭き取り検査を行った。
　　立入施設数 １６８施設

（２）その他生活衛生関係施設の監視指導
　上記重点監視に加え、旅館、公衆浴場等の生活衛生関係施設に対して、監視
指導を行った。

【今後の課題】
　計画的な監視指導を充実させるとともに、営業者自らの衛生管理を推進させる。

数値実績

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（５）サービスの安全の確保

２　商品・サービスの安全・安心の確保



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅲ－２

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

滋賀県バス運行対策費補助金 40,303千円 29,566千円 30,267千円

コミュニティバス運行対策費補助金 257,692千円 204,093千円 198,152千円

  

数値実績

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

（６）生活関連物資の安定供給

２　商品・サービスの安全・安心の確保

【事業の成果】

　地域における生活交通を維持し、交通弱者の移動の手段を確保するために欠くことので
きない地方バス路線の維持・確保を図った。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

交通政策課

◎県民の生活を支える地域交通の維持・確保を図ります。

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇地方バス路線運行維持対策

　バス事業者および市町に対し、運行に係る欠損への補助を行った。

（１）生活交通路線への支援（国庫補助制度）
　乗合バス事業者が運行する広域的・幹線的路線について、運行に係る欠損に対
し補助を行った。

（２）コミュニティバス路線への支援（県単独補助制度）
　市町が運行または運行を維持するコミュニティバスやデマンドタクシーについて、運行
に係る欠損に対し補助を行った。（１５市町）

【今後の課題】

　今後も地方バス路線の運行を確保するため、およびコミュニティバス路線の運行を行う市
町の財政負担の軽減を図るために、引き続き補助を行っていく。

関係課



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅳ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 　 H23実績 H24実績

診断を受けて家庭で省エネに取り組む世帯数  － 190 世帯 152世帯

太陽光発電システム導入件数 723 件 1,082 件 952件

 

重点施策
関係課 温暖化対策課

◎家庭部門での、自主的かつ積極的な省エネに向けた取組および太陽光発電の普及

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

（１）「持続可能な滋賀社会」の実現に向けた消費者行動の推進

１　環境に配慮した消費者行動の推進

数値実績

【事業の成果】

◇家庭省エネ診断事業の推進
　省エネ診断の実施により、家庭からのＣＯ2 排出量を「見える化」し、各家庭における節
電・省エネ行動を促すことができた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 節電・省エネ診断フェア

◇個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業
　952件の家庭に計4,381kW の太陽光発電システムが設置された。

【今後の課題】

◇家庭省エネ診断事業の推進
　今後も、各家庭での自主的かつ積極的な節電・省エネ取組を進めるため、フェアやセミ
ナー等の開催により、省エネ診断を実施していく。
◇個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業
　既存住宅における消費エネルギーのグリーン化と併せてエネルギー効率の向上の点から、
太陽光発電とともに省エネ性能の高い住宅の普及を推進する必要がある。

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇家庭省エネ診断事業の推進

　家庭での節電やCO2 排出削減行動の定着、加速を図るため、市町等と連携した
「節電・省エネ診断フェア」を県内6箇所で開催した。
　　7月22日   イオンモール草津
　　8月 7日    ピアザ淡海
　　10月13日 湖北文化ホール（長浜市消費生活フェア内）
　　10月21日 多賀大社職員駐車場（多賀町ふるさと楽市内）
　　10月27日 忍の里・プララ（甲賀市エコフェスタ内）
　　10月28日 明日都浜大津（おおつエコまつり内）
　

◇個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業

　住宅用太陽光発電の設置とあわせて一定額以上の省エネ製品を購入した個人を
対象にした補助制度を実施した。
　　（募集期間）平成24年5月14日～平成25年5月17日
　　（補助金額）太陽電池モジュールの最大出力1kW あたり3 万円（上限10万円）



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅳ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

マイバッグ等持参率（レジ袋辞退率）  － 49% 51%

 

【今後の課題】
　今後更なるレジ袋削減に向け、事業者に「レジ袋削減の取組に関する協定」への参加
を呼びかけるとともに、スーパー以外の業種へも取組を拡大していく必要がある。

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課 循環社会推進課

◎身近な行動の中から環境に配慮した取組を進めるため、普及啓発を行います。

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

（１）「持続可能な滋賀社会」の実現に向けた消費者行動の推進

１　環境に配慮した消費者行動の推進

【事業の成果】

　マイバッグ等の持参率（レジ袋辞退率）を80％以上とすることを目標として、事業者、県
民団体、行政が「レジ袋削減の取組に関する協定」を締結し、平成25年４月より県内の
小売事業者25社の150店舗でレジ袋の無料配布中止を一斉に開始した。
　実施店舗での啓発キャンペーンの他、各締結者による事前の周知活動もあって、レジ袋
無料配布中止の開始後も特に大きなトラブルはなく、概ねスムーズに実施されている。

　　　　　　　　　　　　レジ袋無料配布中止啓発キャンペーン

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇新しい環境習慣推進事業

（１）環境にやさしい買い物推進事業
　事業者、県民団体、行政で構成される「買い物ごみ減量推進フォーラムしが」で
は、買い物に伴って生じるごみの減量や資源化の推進に取り組んでおり、一層のレジ
袋の削減、マイバッグ等の利用を推進するため、平成25年2月に「レジ袋削減の取組
に関する協定」を締結し、4月からレジ袋の無料配布中止を県域で一斉に実施して
いる。

　また、県・市町、県民団体と協働し、マイバッグ等持参運動やグリーン購入について
普及啓発を図るとともに、レジ袋無料配布中止の取組を周知するため、無料配布
中止実施店舗において啓発キャンペーンを実施した。

協定参加者：事業者25、県民団体12、行政19
店頭啓発実施店舗数：29店舗
店頭啓発実施期間：2月16日（土）～3月30日（土）

重点施策

数値実績



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅳ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク会員数 （それぞれ翌年度4月1日現在） 442 団体 450 団体 470団体

重点施策
関係課 循環社会推進課

◎グリーン購入の取組拡大に向け、滋賀グリーン購入ネットワークを支援します。

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

（１）「持続可能な滋賀社会」の実現に向けた消費者行動の推進

１　環境に配慮した消費者行動の推進

数値実績

【事業の成果】

　グリーン購入の普及啓発により、会員数が470（平成25年4月1日現在）となった。グリー
ン購入の普及促進・研究推進事業を行うことにより、会員の意識向上や連携強化につな
がった。

【今後の課題】
　活動の数値目標の設定および効果測定について検討していく。

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇滋賀グリーン購入ネットワーク推進事業

　グリーン購入の実践促進、普及啓発、連携推進等を通じたグリーン購入の取組拡
大に向け、啓発活動を実施するとともに、滋賀グリーン購入ネットワークを支援した。

　（１）滋賀グリーン購入ネットワーク各種事業への参加・支援
　事務局ならびに事業への参加・支援等を通じて、グリーン購入の取組拡大を図っ
た。
＜参加・支援した事業の一部＞
　①グリーン購入の情報提供事業
　　・ＦＡＸリリース・メールマガジンの発行 年間15回
　②グリーン購入の実践促進事業
　　・グリーン購入フォーラム（10月26日）
　　　参加者129名 長浜バイオ大学
　　・「びわ湖ビジネスメッセ2012」出展（10月24日～26日）
  　・事業所見学セミナー（9月13日 37人）
　③グリーン購入の普及啓発事業
  　・グリーン購入キャンペーンの実施（１０月）
  　・「びわ湖一周買うならエコ！リレー」

（２）滋賀グリーン購入ネットワーク補助金
　県内のグリーン購入の取組拡大に向け、滋賀グリーン購入ネットワークに対し補助
金を支出した。



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅳ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇「おいしが うれしが」キャンペーンによる地産地消の推進

　地産地消に積極的に取り組む県内食品販売事業者（飲食店、小売店、ホテル・
旅館、農産物直売所 等）を推進店として、また、地産地消を応援する生産事業
者、加工事業者、流通事業者等をサポーターとしてキャンペーン制度への登録を促
すとともに、統一ＰＲ資材の配布や各事業者が自主的に行う県産農水産物やその
加工品の取り扱い（商品開発・販売等）の促進とそのＰＲ、事業者間の連携等につ
いて支援することにより地産地消のより一層の推進を図った。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課 食のブランド推進課

【事業の成果】

　地産地消を積極的に取組む推進店は、平成２３年度目標値（８００店舗）を達成でき
た。
　　　推進店 １,０３３店舗（飲食店、小売店、ホテル・旅館、農産物直売所 等）
　　　サポーター １７３事業者（生産事業者、加工事業者、流通事業者 等）

　今後は、これら登録事業者数のさらなる増加に加えて、登録事業者間の連携を支援す
ることで、県産食材を活用した多様な商品・企画の開発を促進するとともに、これら取組
が広く県民に周知されるように各種媒体を活用してＰＲする。

◎食品販売事業者等と連携し、しがの地産地消を推進します。

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

（１）「持続可能な滋賀社会」の実現に向けた消費者行動の推進

１　環境に配慮した消費者行動の推進



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅳ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

環境政策課

◎持続可能な社会づくりに向けて主体的に行動できる人育てを目指します。

重点施策

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

（２）環境学習・環境保全活動の支援

１　環境に配慮した消費者行動の推進

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

◇体系的な環境学習推進事業
（１）幼児自然体験型環境学習指導者実践学習会
　・幼稚園、保育園の先生を対象に、プログラムづくりから園児を対象とした実践、振
り返りまで行う学習会を県内5会場（それぞれ異なるテーマ設定）で開催した。
　・指導者学習会に参加した幼稚園、保育園は延41園であった。
（２）エコ・スクールの推進
　・小・中学校、高等学校の児童生徒たちが、地域の人たちの協力を得て行うエコ・
スクール活動を推進した。平成24年度のエコ・スクールの認定校は18 校となった。
　・エコ・スクール認定校の活動発表の機会の場を支援した。
（３）環境学習の状況調査
　・平成24年度の県内の環境学習の状況等をまとめた冊子「環境からの学びを行動
へ」を1,200 部発行し、県内企業・NPO団体、その他各種関係機関等に配布。

◇環境学習センター事業
（１）環境学習に関する相談対応、情報提供
　・自治会や子ども会などの地域団体や学校、企業や市町などから相談を受け、環
境学習・活動に関する活動団体や講師の紹介、研修場所や企画内容等について
情報提供を行うほか、ホームページやメールマガジンなどにより発信を行い、環境学
習の活動の場づくりを応援した。
　①環境学習に関する相談対応等
　　相談件数 249 件、教材貸出件数 124 件
　②環境学習情報のホームページ「エコロしーが」の運用
　　アクセス数 158,072 件
　③環境学習情報メールマガジン「そよかぜ」の発行
　　発行回数 計21 回、登録者数 719 人
　④ブース出展
    計8件

【事業の成果】

◇体系的な環境学習推進事業
（１）幼児自然体験型環境学習指導者実践学習会
　・参加者へのアンケートでは、ほぼ全ての人がこの学習会で学んだ事が活かせると満足
し、今後も継続してほしいと回答しているため、幼児の自然体験の指導者育成に効果が
あったと考えられる。
　・今後の課題として、指導者実践学習会の開催およびホームページで旧年度に学習会
で実施したプログラムの情報発信を図るなどして、学習会への参加呼びかけとプログラムの
更なる普及が必要である。
（２）エコ・スクールの推進
　・教育委員会の環境教育モデル校事業と連携して参加登録校を呼びかけたこと等によ
り、今年度から新たにエコ・スクール活動の取組を始めた学校があるなど、実践校は昨年
度の2倍の18校となった。
　・今後の課題として、環境教育モデル校事業と連携を図り、エコ・スクール活動を推進
し、各学校が環境学習を実施できるよう支援に力を入れる必要がある。
（３）環境学習の状況調査
　・平成25年度の県内の環境学習の実施状況等をまとめ、効果的な環境学習を推進す
るための基礎資料とする。

◇環境学習センター事業
　環境学習や活動に関する相談対応、情報発信、交流の場づくりを通じて、相談者や参
加者の環境に対する意識の醸成に寄与することができた。

○環境学習に関する相談対応



平成24年度消費者基本計画実施状況

平成２４年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

幼児自然体験型環境学習指導者実践学習会参加園の数 － 39園 41園

エコ・スクール認定校の数 7校 9校 18校

数値実績

平成24年度
取組実績
および

成果・課題

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

　　 5/23 「会員連携による環境学習出前講座について」,
            滋賀ｸﾞﾘｰﾝ購入ﾈｯﾄﾜｰｸ通常総会, 発表, コラボしが21
　　　7/21-22　第5回水辺の匠交流会, 出展, ウォーターステーション琵琶
　　　8/ 7　滋賀県学校支援メニューフェア, 出展,  ピアザ淡海
　　　11/15　中学校理科教育講座「気軽にｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」, 発表,
　　　1/12　第6回生物多様性協働フォーラム, 出展, コラボしが21
　　　1/14　「環境学習センターは縁の下の力持ち」,
            　第12回川づくりフォーラム, 発表・出展, コラボしが21
　　　2/ 2　第12回草津市こども環境会議, 出展, 草津市役所
　　　2/24　第12回びわ湖レイクサイドマラソン, 出展, 烏丸半島

（２）環境学習の交流の場づくり
　① 環境・ほっと・カフェ
       地域団体等と協力して、環境活動を促進していくための活動交流会の場を
　　　設けた。
　　　・「親子で自然で遊ぼう」
　　　　  2/21, 37名参加, 琵琶湖博物館
           2/28, 32名参加, 朽木いきものふれあいの里
　　　・「未来(これから)のくらしの作り方」
           2/17, 13名参加, 琵琶湖博物館
           3/10, 34名参加, 針江生水の郷等
　② 環境と科学のフェスティバル
      県内の自然系博物館等と共同して、体験・工作コーナー、顕微鏡観察コー
　　　ナー、展示などを実施し、環境や自然科学について関心を高める機会を設
　　　けた。
　　　・ 「第6回博物館による環境と科学のフェスティバル」
           7/22, 727名参加, ビバシティ彦根
  ③ こどもエコクラブ事業
      地域における子どもたちの自主的な環境学習や環境保全活動の取組である
      「こどもエコクラブ」の活動を、市町と連携して応援した。
       　（県内会員数 124クラブ　計 5,407名）
　　　・ 「淡海こどもエコクラブ活動交流会」
          12/2, 9クラブ、123名参加, 琵琶湖博物館

○環境学習情報のホームページ「エコロしーが」

ＵＲＬ：http://www.ecoloshiga.jp/

○環境・ほっと・カフェ

「親子で自然で遊ぼう」の様子



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅳ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

環境美化推進事業補助金 4,000千円 4,000千円 4,000千円

【事業の成果】

　多くの県民、事業者および各種団体に環境美化活動に参加いただき、環境保全に関
する県民意識の高揚を図ることができた。

　・ごみゼロ大作戦（５/２０～６/３）
　　　参加延人数： ３３，１２９人 　ごみ回収量： １４８トン
　・びわ湖を美しくする運動（６/２４～７/８）
　　　参加延人数：１０２，４６６人 　ごみ回収量： ７５６トン
　・県下一斉清掃運動（１１/２５～１２/９）
　　　参加延人数： ８９，３９２人 　ごみ回収量： ４８３トン

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課 循環社会推進課

◎環境保全に関する県民意識の高揚および実践のため、団体が実施する環境美化活動を支援します。

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

（２）環境学習・環境保全活動の支援

１　環境に配慮した消費者行動の推進

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇環境美化活動推進事業

　環境保全に関する県民意識の高揚および実践活動の推進のために設立された
「美しい湖国をつくる会」が行う清掃・啓発活動の運営費を補助金により支援した。
（１）環境保全に関する実践活動の推進および普及啓発活動
　①県下一斉清掃
　　滋賀県ごみの散乱防止に関する条例に定める「環境美化の日（５/３０、７/１、１
２/１）」を中心に、県内各地域で清掃活動・啓発活動を実施した。
　②湖岸クリーンアップ事業（実施団体：８団体、実施回数：１３４回）
　　びわ湖における散在性ごみの回収、清掃活動の活性化を図るため、湖岸に面す
る会員団体および協賛企業が実施した清掃・啓発活動に対し補助金を交付した。
　③環境美化活動等の推進事業（参加団体：７団体）
　　花いっぱい運動など地域の環境美化活動に対して補助金を交付した。
（２）構成団体の活動、賛同団体の環境保全推進活動等の活性化
　構成団体および賛同団体の活動に対し補助金を交付した。
（３）環境保全と美化運動に対する各種企業の協賛
　各種企業より寄付を募り、啓発資材を作成・配布
　　啓発資材 ポスター：２，１００枚、ごみ袋：２４５,５００枚
（４）行楽ごみ持ち帰り運動の実施
　行楽客やドライバーの環境美化意識の高揚を図り、ごみの持ち帰りを促進するた
め、資材を用いた啓発活動を実施した。
　　啓発資材 ペットボトルホルダー：２，８００個、折りたたみトートバッグ：１，０００個

重点施策

数値実績



平成24年度消費者基本計画実施状況

Ⅳ－１

基本的方向

施策の方向

平成２４年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績

１　環境に配慮した消費者行動の推進

平成24年度取
組実績
および

成果・課題

◇こだわり滋賀ネットワークの運営

　優れた自然環境や琵琶湖と共存した滋賀の農業のあり方や食について、消費者が
主体となる会員が、集い共に考え行動することにより、県民の食への安心感の醸成、
地産地消の推進、および滋賀県農業の振興に寄与することを目的に以下の内容を
実施した。
（１）情報発信
　滋賀県農業や環境こだわり農業、地産地消や食育についての取り組みや、こだわり
滋賀ネットワークの活動状況、会員個々が持つ情報や活動状況、運動推進の参考
となる情報を収集し、広く県民に発信した。
　　・広報誌の発行（１４，０００部×３回）
　　・ブログの運営（週１回更新）
（２）人材育成（農と食のコーディネーター養成講座等）
　会員の自主的な取り組みを促進し、人と人をつなぐリーダーを育成するため連続５
回の講座を開催した。
（３）支部活動
　４つの支部組織（湖北・湖東支部、東近江支部、南部・甲賀支部、大津・高島
支部）を中心に会員による、生産者と消費者の絆を深める活動を行った。
　また、年度末には活動発表会を開催した。

◇みんなが支える環境こだわり農業ＰＲ事業

　本県農業の健全な発展と琵琶湖等の環境保全を目指して取り組んでいる環境こ
だわり農業の県民への理解促進を図るため、農や食について意識の高い民間団体
等（パートナー）と協働し、特に、若年層に対して環境こだわり農業の理解促進を図っ
た。

食のブランド推進課

◎消費者による滋賀県農業を応援する取組の輪を広げます。

重点施策

数値実績

平成２４年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課

【事業の成果】

◇こだわり滋賀ネットワークの運営
　環境こだわり農業をはじめとする滋賀県農業について、ネットワーク会員による消費者の
視点に立った自主的な活動を促進することにより、消費者による滋賀県農業を応援する
取組の輪を広げることができた。

◇みんなが支える環境こだわり農業ＰＲ事業
　県内大学の学生サークルやＮＰＯ団体等の８団体が、自ら滋賀県の環境こだわり農業
を学び、生産者との交流、環境こだわり農産物のＰＲ活動、学習会等を通じて、若い世
代に周知することができた。

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

（２）環境学習・環境保全活動の支援


