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平成２６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・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 

 （２） 学校における消費者教育の推進・・・・・・・・・・・  ３  （２） 広告・表示の適正化・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

 （３） 社会人の消費者教育の推進・・・・・・・・・・・・・  ５  （３） 計量の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 （４） 消費者への情報提供・・・・・・・・・・・・・・・・  ７  （４） サービスの適正化・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

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・・・・・・・・・・・ １４  （１） 消費者事故等の適正処理および消費者への情報提供・３９ 

 （２） 行政への消費者意見の反映・・・・・・・・・・・・・ １５  （２）  食の安全・安心の確保・・・・・・・・・・・・・４０ 

３  事業者や事業者団体による自主的な取組の促進・・・・・・・・ １６  （３） 商品等の安全の確保・・・・・・・・・・・・・・５２ 

    （４）  医薬品等の安全の確保・・・・・・・・・・・・・５９ 

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・・・・・・・・・・・・・６１ 

１ 消費生活相談体制の充実   （６） 生活関連物資の安定供給・・・・・・・・・・・・６２ 

 （１） 県の消費生活相談体制の充実・強化・・・・・・・・・ １７   

 （２） 市町の消費生活相談体制の充実・強化支援・・・・・・ ２４ 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 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・・６４ 

 （１） 弁護士会、司法書士会との連携・・・・・・・・・・・ ２７  （２） 環境学習・環境保全活動の支援・・・・・・・・・・６８ 

 （２）  高齢者等との関わりが深い団体等との連携・・・・・・ ２８   

 （３）  その他公的機関との連携・・・・・・・・・・・・・・ ２９   
 



平成26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26年度取組実績

◎消費者問題への関心を高めます。

平成26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「日頃の見守りで高齢者の消費者被害を防ぎましょう」を、県広報誌
「滋賀プラスワン（9・10月号）」に折り込み、全戸配布を行った。
　　　発行部数　503,000部

◇消費生活フェスタの開催
　消費者問題に関する催しを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。
　　9月 15日（月・祝）　ビバシティ彦根

◇消費者啓発の実施
　消費者被害を防止するため、消費者月間（５月）等において、様々なイベント会場
等でチラシや啓発物品の配布を行い、啓発活動を実施した。
　＜啓発活動（とき、ところ）＞
　　5月10日（土）　ビバシティ彦根
　　5月11日（日）　ダイハツ竜王フェスティバル
     5月24日(土)　草津市消費者被害防止キャンペーン
　　7月25日（金）　東レ夏祭り
　　8月2日（土）　京セラ東近江地区夏祭り
　　9月15日(月・祝）　ビバシティ彦根（消費生活フェスタ）
　　9月19日（金）　「京セラ東近江地区夏祭り」における啓発活動
　＜パネル展示＞
　　5月1日～30日　県庁　県民サロン
　　5月7日～13日、9月10日～19日　ビバシティ彦根

【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の発行や、様々な機会をとらえた啓発活
動により、消費者トラブルを初めとする消費者問題への関心を高めることができた。

　

　
　

平成26年度
取組実績

および
成果・課題

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

（１）消費者啓発の推進

消費者団体による消費生活クイズ
大会

ご当地キャラによる悪質商法の

対処法の紹介

＜消費生活フェスタ＞

＜消費生活プラスワン＞



平成26年度消費者基本計画実施状況

平成26年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

くらしのかわら版発行回数 4回 4回 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 237人 230人

テレビＣＭ等回数 121回 116回 52回 20回 -

ラジオＣＭ回数（ＦＭ、ＡＭ） 394回 320回 305回 118回 -

有線放送回数 12回 12回 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 15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 1回 1回

数値実績

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

平成26年度
取組実績

および
成果・課題

◇メディア広報
・有線放送
  　消費生活センターだより
　 月1回、 湖東地域の２施設の有線放送共同番組を放送

◇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（平成27年1月発行）」の
紙面に、悪質事業者の勧誘の文言と対処のポイントを紹介することで、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。
　　　※いきいき近江・・・発行部数：7万部（老人クラブ員7万人に配布）

◇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。

◇金融広報委員会との共催イベントの開催
　滋賀県金融広報委員会との共催により講演会等を開催し、くらしに身近な金融
経済に関する情報を正しく消費者に伝えるよう努めた。

　＜金融経済講演会＞
　　 ・期　日：平成26年9月21日（日）
  　 ・場　所：コラボしが21（大津市）
　　 ・内容：「ニュースの裏側からみる経済」
　　　　講師　読売テレビ報道局解説委員　高岡達之 氏

◇メディア広報
　有線放送の聴衆者を対象に放送を通じて消費者トラブルの未然防止と相談窓口の周知を図
ることができた。

◇老人クラブ連合会広報紙
　高齢者の消費者被害が急増しているため、高齢者を対象とした広報媒体である同広報誌を
活用することにより、県下の高齢者の消費者被害の未然防止を図ることができた。
　　テーマ：「みんなで防ごう消費者トラブル  こんな言葉にご用心！！」

　
◇金融経済講演会
　金融広報委員会と連携した講演会を開催することにより、金融経済教育の充実を図ることが
できた。

【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広報媒体や機会を適切
に選択するとともに、啓発方法についても目を引きやすい工夫をすることにより、消費者問題への
関心を更に高める必要がある。



平成26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26年度取組実績

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

【事業の成果】

　学校教育における消費者教育を推進するため、学校現場の声を聞くことにより、現場の
ニーズに即した講師の派遣や教材の提供を行うことにより、より有効な支援を行うことがで
きた。

　○消費者教育指導者養成講座　　　　○消費者教育実践事例集、学習シート

　
　
　○若者向け情報紙（レイクスマガジン）による情報提供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※レイクスマガジン・・・毎月5万部発行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県内学校、公共施設に設置

（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26年度
取組実績

および
成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇消費者教育指導者養成講座の開催
　学校での消費者教育の一層の充実を図るため、教員の指導力向上を目的として
県教育委員会と連携して開催した。
　・対象：小学校家庭科部会教員、中学校技術・家庭部会教員
　・内容（各対象者に応じた講座を各1日ずつ開催）
　　【小学校】　2月17日（火）　参加者１６人
　　　講師：（公財）消費者教育支援センター　総括主任研究員　中川壮一 氏
　　　・小学校家庭科における消費者の視点
　　　・他府県の実践事例紹介
　　　・グループワーク「１万円で１週間生活」
　　【中学校】　2月27日（金）　参加者２４人
　　　講師：（公財）消費者教育支援センター　総括主任研究員　柿野成美 氏
　　　　　　　大阪教育大学教授　野田文子 氏
　　　・消費者教育、消費者市民社会という考え方
　　　・意見交換会

◇消費者教育実践事例集等の作成
　学校における消費者教育の一層の充実を図るため、小学校家庭科部会と連携し
て、学習シート（ゆめ・ふれ愛成長確認シート）と実践事例集を作成し、県下小学校
に配布した。
　
◇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：11校、 714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、760人）

◇若者向け情報紙を活用した消費生活情報の発信
　若者向けの情報紙（レイクスマガジン）に消費者トラブル等の情報を掲載し、相談
窓口の周知を行った。掲載回数：6回（スマートフォンや携帯ゲーム機でのトラブル、
ネット通販等。）

Ⅰ　消費者の自立のための支援

関係課



平成26年度消費者基本計画実施状況

平成26年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 1,005人 714人

大学生受講者数 600人 770人 890人 774人 760人

数値実績

平成26年度
取組実績

および
成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇学校支援メニューフェアへの参加
　学校における消費者教育を支援するため、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。（参加者：250人）

◇親子くらしの体験セミナー
　「飲物の糖分をはかってみよう」「手作りLEDランプ教室」「デコポッキー作りとお菓子
の食べ方を学ぼう」と趣向を凝らし、親子で体験学習に取り組み、健康や環境につい
て考えながら商品を選択していく姿勢を身につけられるよう教室を開催した。
　　7月23日、7月24日、7月25日　計6回　 計230人

◇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＞　※委嘱期間：平成26～27年度
　　　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。
　　　・委嘱校： 県立大津高校、長浜市立湯田小学校
　
　＜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
　
　＜しが☆おかね学習フェスタ＞
　　 ・期　日：平成26年12月25日（木）
　 　・場　所：ピアザ淡海（大津市）
　 　・参加者：約400人（小学生およびその保護者）
　　 ・内　容：
　　　　・おかねのおはなし会「おかねってなぁに？」
　　　　・日本銀行のお仕事体験
　　　　・おかねの体験広場（貯金箱作り、おかねクイズ等）

　
　○学校支援メニューフェア　　　　　　　○「しが☆まなび☆発見」

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（飲み物の糖分をはかってみよう）
　
　○親子のためのおかね学習フェスタ

　　　　「日本銀行のお仕事体験」　　　　　　　　「おかねの体験広場」

【今後の課題】

　体系的な消費者教育の実施に向けて、教育委員会とより連携を深めていく必要があ
る。そのため、できる限り教育委員会等、関係機関・団体等、現場のニーズを把握し、そ
れに沿った形で進めていく。



平成26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26年度取組実績

関係課

平成26年度
取組実績

および
成果・課題

平成26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190人、会場：県消費生活センター、コラボしが21
　　　　【テーマ】
　　　　　・「消費者トラブルに対応できる『賢い消費者』になろう」
　　　　　・「危険！スマホ・ネットに潜むワナ」
　　　　　・「知っておきたい食品のあれこれ」
　

◇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。
　　　44回開催、参加者：計1,852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：93人

１　消費者教育の推進および情報提供
重点施策

Ⅰ　消費者の自立のための支援

（３）社会人の消費者教育の推進

◎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。

県民活動生活課
消費生活センター

【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。

　　◇くらしの情報セミナー

　

　　◇消費者講座



平成26年度消費者基本計画実施状況

平成26年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

くらしの情報セミナー受講者数 91人 138 人 159人 181人 190人

くらしの一日講座受講者数 744 人 2,210 人 1,731人 1,284人 1,852人

消費者講座開催回数 4回 3回 2回 2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 1回 －

消費生活講座受講者数（延べ人数） 173 人 243 人 389人 497人 529人

数値実績

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

【事業の成果】
　
＜消費生活ステップアップ講座＞
　・消費者問題に関心のある層の掘り起こしを図るため、募集にあたっては、従来の新聞
広告等に加え、地元彦根市の協力を得てチラシを戸別配付したことにより、定員を超える
申込みが得られた。
　・受講者からは、「受講を機に、資格取得に挑戦してみたい」、「学んだことを地域で伝え
たい」等、今後につながる声が寄せられ、当初の目的を果たすことができた。

＜消費生活通信講座＞
　・受講者募集後まもなく定員が埋まるなど、消費者問題についての身近な学習機会とし
て有効であった。
　

＜金融広報委員会との共催による講演会等＞
　金融広報委員会と連携した講演会等を開催することにより、対象ごとに適した内容で、
金融教育の充実を図ることができた。

　

　
　　金融経済講演会

◇消費生活講座
　複雑・多様化する消費者問題に対応できる自立した消費者の育成等を目指し
て、一般県民を対象とした消費生活講座を開催した。

①消費生活ステップアップ講座（業務委託：（公財）関西消費者協会）
　自立した消費者の育成とともに、消費生活関連資格の取得を目指す人材への支
援を目的に、一般県民を対象とした消費生活講座を開催した。
　 　・期　間：平成26年7月～9月の土曜日（全８日間、16講座）
　 　・場　所：県消費生活センター（彦根市）
　 　・受講者：50人（出席者延べ474人）
　　【講座テーマ】
 　　・消費者行政を知る
 　　・関連法律について（民法、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法）
　　 ・消費者市民社会の一員として
   　・その他関連テーマ（食生活、表示、情報社会、衣生活等）　ほか
　
②消費生活通信講座（業務委託：（公財）関西消費者協会）
　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
として実施した。
　　・期　間：平成26年10月～平成27年2月
　　・内　容：自宅学習（課題提出）5回、スクーリング2回
　　・受講者：55人（修了者52人）

◇金融広報委員会との共催による講演会等の開催　【再掲】
　滋賀県金融広報委員会との共催により講演会等を開催し、くらしに身近な金融
経済に関する情報を正しく消費者に伝えるよう努めた。
　　＜金融経済講演会＞
　　 ・期　日：平成26年9月21日（日）
  　 ・場　所：コラボしが21（大津市）
　　 ・内容：「ニュースの裏側からみる経済」
　　　　講師　読売テレビ報道局解説委員　高岡達之 氏

平成26年度
取組実績

および
成果・課題

【今後の課題】
　
消費者問題に関心が低い層への、より有効な働きかけや、消費者市民社会の考え方を
どう浸透させていくかが今後の課題である。
　また、従来の受講者を、今後、行動する消費者につなげるための工夫（人材の活用方
法や機会の提供等）が必要である。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

消費者物価指数（毎月）の公表 12 12 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 12 12

統計課
重点施策

１　消費者教育の推進および情報提供

（４）消費者への情報提供

数値実績

◎消費者物価指数算定時の算定資料とするため、小売物価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。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇小売物価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）
　・調査地域　動向編：大津市（約２９０店舗、約２２０世帯）
　　　　　　　　　　　　　　彦根市（約６０店舗、約８０世帯）
　　　　　　　　　　　　　　　計　　約３５０店舗、約３００世帯
　　　　　　　　　構造編：大津市　約１５店舗　長浜市　約５店舗　草津市　約５店舗
　　　　　　　　　　　　　　　計　　約２５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）「統計だより」への掲載
　・毎月発行する「統計だより」に、消費者物価指数（大津市）を掲載
　・平成26年８月号の統計だよりで、平成25年（2013年）平均消費者物価指数の特集
を掲載
（２）ホームページや刊行物での情報提供
　・ホームページの「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）、「統計でわかる滋賀」、「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

【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。
　「統計だより」統計表編に「消費者物価指数」を毎月掲載した。
　ホームページに家計・物価に関する統計情報を掲載するほか、「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。

【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。

Ⅰ　消費者の自立のための支援

関係課



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

ハッピーライフ掲載回数 24回 23回 25回 25回 26回

ホームページアクセス数 28,756回 19,490回 17,334回 16,874回 19,213回

しらしが「消費生活情報」配信回数 25回 35回 38回 46回 50回

消費生活センター

◎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

　　消費生活センターホームページ

平成26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　26回（隔週木曜日）

◇消費生活センターホームページ
　消費生活センターのホームページで、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 19,213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：50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。

　　中日新聞ハッピーライフ

関係課

【今後の課題】
   様々な年代に多様な情報提供を行き渡らせるためには、各メディアを相互にミックスした
方法がより効果的と思われる。それぞれのメディアから別のメディアに誘導し、より詳しい消
費生活情報を提供できる体制を整えるべきである。

数値実績

平成26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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

情報の提供回数 6回 6回 6回 6回 6回

◇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）へ情報提供するとともに、木材協会のウェブサイトにおいて公表し
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。

重点施策

数値実績

平成26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26年度取
組実績
および

成果・課題



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

医薬分業率 59.8% 62.0% 63.4% 65.5%数値実績

平成26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26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２５年度の医薬分業率は６５．５％となり、着実な医薬分業の推進が図れている。

関係課 薬務感染症対策課

◎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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

数値実績

◎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。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇地産地消推進対策

　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。

【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。

Ⅰ　消費者の自立のための支援

関係課 食のブランド推進課
重点施策

１　消費者教育の推進および情報提供

（４）消費者への情報提供



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 77人 ６１人

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26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26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２６年１０月　４日　１６名（草津会場）　場所　フェリエ南草津
　　　・平成２６年１０月２５日　４５名（大津会場）　場所　明日都浜大津
　　　　講演　「マンション管理の基礎知識～新任役員に知ってもらいたいこと～」
　　　　講師　（公財）マンション管理センター大阪支部長　長田康夫　氏
　　　　（草津会場）講演　「マンションの資産価値を高めるためにすべきこと」
　　　　　　　　　　　講師   （一社）滋賀県マンション管理士会　柳田基浩　氏
　　　　（大津会場）講演　「マンション管理組合会計の基礎」
　　　　　　　　　　　講師　小野山公認会計士・税理士事務所　小野山匠海　氏
　　　・マンション管理士による個別相談会・情報交換会

【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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 45,755回 61,760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 32回 45回

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26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26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：６１，７６０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： ４５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。

　

【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、食に対する正しい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。
　



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

消費者団体との意見交換会等 6回 3回 3回 3回 2回数値実績

平成26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

（１）消費者団体・NPO等との連携

２　消費者の活動促進

平成26年度
取組実績

および
成果・課題

【県民活動生活課】

◇消費者団体との意見交換
　＜意見交換会等＞　 ２回
　　・特定非営利活動法人 消費者ネット・しが 通常総会
　　・滋賀県生活協同組合連合会との意見交換会

【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　80人　5月10日(土)
　Ⅰ 講演「美しい琵琶湖と石けん使用運動」ちふれんに期待する
　　　　　元滋賀県琵琶湖環境部　理事　上田　一好　氏
  Ⅱ 広報研修会「読みやすく親しみのある広報づくり」
　　　　　京都新聞社滋賀北部総局長　吉田　幸太郎　氏
　　　環境研修会「くらしと肌にやさしい石けんの効用」
　　　　　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40人　7月26日(土)
　　　　　テーマ「湖国探訪」－滋賀のよさ発見－
  　　　　沖島散策　びわ説法「平家物語」「祇園精舎」「熊谷発心」
          西願寺住職　金森　昭憲　氏

関係課
県民活動生活課
生涯学習課

◎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。
　日々の暮らしの中で、健康な生活への意識を高めることができた。

重点施策



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

消費生活審議会開催回数（専門部会含む） 4回 1回 2回 1回 5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26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26年度取
組実績
および

成果・課題

◇消費生活審議会の開催（委員15人）
　「滋賀県消費生活条例」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51回（平成26年9月4日）＞
　　・平成25年度消費者基本計画実施状況について
　　・滋賀県消費者基本計画の改定について
　　・消費者教育専門部会の設置について 　ほか
　＜第52回（平成27年2月6日）＞
　　・滋賀県消費者基本計画の改定について

◇消費生活審議会消費者教育専門部会の開催（委員9人）
　消費者教育推進法の施行に伴う消費者教育推進計画の策定に当たり、消費生
活審議会に専門部会を設置し、消費者教育の推進方策等について審議した。
　　・開催状況： 平成26年10月～12月（計3回）
　　・開催内容：滋賀県消費者教育推進施策について　ほか

◇消費者団体との意見交換　【再掲】
　＜意見交換会等＞　 ２回
　　・特定非営利活動法人 消費者ネット・しが 通常総会
　　・滋賀県生活協同組合連合会との意見交換会

◇消費者教育に関する滋賀県政世論調査の実施
　消費者教育推進計画の策定にあたり、消費者教育に係る県民の意識について実
態を把握するため、世論調査を実施した。

【今後の課題】

　今後、消費者基本計画を改定するに当たり、消費者団体等とテーマを絞って意見交換
等を実施するなどにより、意見や提案のより細やかな把握と計画内容への反映に努める
必要がある。

【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するとともに、実施状
況や審議内容については、県ホームページに掲載し、県民に公開した。
　また、消費者教育推進計画の策定に先立ち、県政世論調査の機会を活用して県民の
消費者教育に関する実態や意識調査を行い、実態把握を行うことができた。

関係課



平成26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

事業者団体 回数

関西広告審査協会県関係官庁連絡会 （一社）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 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 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」 (公社)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 (一財)エルピーガス振興センター 1回

滋賀県ＬＰガスお客様相談所委員会 （一社）滋賀県ＬＰ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

滋賀県観光土産品公正表示等認定審査会 滋賀県観光土産品公正取引協議会 1回

消費者被害防止啓発活動 日本証券業協会 1回

◇事業者団体との情報交換、啓発活動

県民活動生活課
消費生活センター

◎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26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26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
換や啓発活動等を行うことにより、その活動を促進した。

関係課

平成26年度取組実績



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

消費生活受付件数（県窓口分） 4,726 件 4,321 件 4,181件 4,528件 4,489件

消費生活相談窓口への情報提供件数 5件 14件 9件 20件 46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 14テーマ 14テーマ

重点施策

数値実績

平成26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26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＞
　　5回開催　参加者：延189人
　　　・行政における消費生活相談の特徴・役割と消費者教育推進法など
　　　　新しい法律への対応
　　　・自動車の品質・機能や契約にかかるトラブルとその対処方法について
　　　・過剰・不当な要求をする相談者への対応について
　　　・住宅相談に関する研修、および民法の判例解説
　　　・国民生活センターのＡＤＲ
　＜相談事例研修会＞
　　3回　参加者：延64人
　　  ・県内相談窓口に寄せられた処理困難事例について、法律解釈や処理方法を
　　 学び、多角的に検討して、日常の相談対応に活かせるよう努めた。
　
◇県内相談窓口情報交換会の開催 　　3回開催　参加者：56人

【事業の成果】

　県民より消費生活に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） 4,489件
　・消費生活相談窓口への情報提供件数　46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 県民活動生活課
消費生活センター

◎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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

支援弁護士制度による事例検討回数 13回 14回 14回 12回 14回数値実績

平成26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26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 ：5件
  金属に関するトラブルや、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 ： 薬剤1件、建築1件、繊維3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 ）

関係課 消費生活センター

【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。

◎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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

権利擁護センター相談受付件数 808件 990件 518件 661件 711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 13件 27件

◎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。

  

数値実績

平成26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26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　　７１１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　２回
　　　　ウ　契約締結審査会　２回
　（３）研修事業
　　①権利擁護フォーラム
　　　H27.3.5　　参加者140人
　　②地域福祉権利擁護事業新任職員・生活支援員研修会
　　　【共通】H26.7.25　参加者38人／H26.8.25　参加者33人
　　　【選択A】H26.11.17　　参加者19名
　　　【選択B】H26.11.19　　参加者21人
　　　【選択C】H26.11.25　　参加者21名
　　　【選択Ｄ】H26.12.12　　参加者19名
　　③地域福祉権利擁護事業専門員研修
　　　H27.2.25　参加者20人
　　⑥成年後見制度・申立て支援に関する研修会
　　　H26.7.7　　参加者104人
　　⑦成年後見制度等なんでも相談会
　　　H26.12.6　　参加者25件
　　⑧成年後見支援フォーラムの開催
　　　H27.2.26　　参加者26人

関係課 健康福祉政策課



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

苦情解決受付状況 154件 164件 １７１件 210件 130件

重点施策

数値実績

平成26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26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　130件
  （２）運営適正化委員会の開催　１回
　（３）①運営監視合議体の開催　３回
　　　　②現地調査　１２日間（１１市町社協）
　（４）苦情解決合議体の開催　７回
　　　　事情調査　４回、申入れ　３回、あっせん　２回、虐待通報　３回
　（５）広報・啓発活動    リーフレット１７，０００部の作成・配布
　（６）研修
　　近畿ブロック運営適正化委員会担当者会議への参加、福祉サービス苦情解決
研修会の実施２回
　（７）巡回指導
　　　　個別指導１５か所
　　　　資料作成「福祉サービス苦情対応事例集」1000部

【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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

貸金業に係る相談受付件数 173件 188件 202件 131件 150件

◇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 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26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26年度取
組実績
および

成果・課題



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

不動産無料相談所の相談実績 465件 457件 454件 529件 ７２５件

◇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２６年度の相談実績      ７２５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26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26年度取
組実績
および

成果・課題



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

住宅相談受付件数（電話） 61件 85件 61件 66件 63件

住宅相談受付件数（面接） 7件 7件 5件 7件 8件

住宅相談受付件数（現地） 2件 0件 4件 0件 0件

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26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２６年度実績：
　　　　　　　　　電話相談　　６３件　　　面接相談　　　８件
            　　　 現地相談　　　０件
                  　合計　　　７１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

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26年度取組事業の成果および今後の課題等



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

ヘルプデスクによる対応 22件 37件 74件 67件 72件

消費生活相談困難事案の共同処理件数 5件 1件 1件 2件 1件

数値実績

平成26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

１　消費生活相談体制の充実

平成26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、現地調査、あっせん立会等を行った。
　　・市町ヘルプデスク対応　72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

◇巡回訪問等の実施
　　　訪問市町：6町（訪問回数：計19回）
　　　合同相談会　4回（うち3回は巡回訪問と兼ねる）

◇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：823件（土：475件、日：348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。

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。

・巡回訪問事業として6町を訪問するとともに、市町と合同で相談会を開催し、「身近な
相談窓口」の充実を図った。

・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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

高齢者虐待・成年後見相談件数 79件 71件 55件 59件 24件

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26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

数値実績

１　消費生活相談体制の充実

平成26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】 ２４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セミナー
　　を実施した。
　　【実施日】平成２７年３月１２日(木) 　参加者９１人
　　　　　　「認知症と高齢者虐待」～家族を孤立させないために～
（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、虐待事例への介入
　　方法等について、具体的・実践的な研修を実施した。
　　①市町の主に管理職のほか、行政職員等を対象とした研修
　　　 【実施日】平成２６年１０月３０日（木）、３１（金）の２日間
　　　　　　　　　 出席者：延８７人
　　②市町の地域包括支援センター職員等の中堅職員を対象とした研修
　　　【実施日】平成２６年１０月１７日(金)～平成２６年１２月９日（火）
　　　　　　　　　全３回開催（３圏域×１回）
　　　　　　　　　出席者：延４３人
　　②市町の地域包括支援センター職員等の初任者職員を対象とした研修
　　　【実施日】平成２６年７月１２日、１９日、２６日の３回間
　　　　　　　　　出席者：延９２人

【今後の課題】

　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。高齢者虐待防止法
の規定により、虐待対応は市町が一義的な責任をもって対応することとなっておりシンポジ
ウム、研修会等を通じて周知・啓発を図っていく。
　また、市町における成年後見制度の利用支援や市民後見人の養成等、高齢者の権
利擁護を行う成年後見サポートセンターが各圏域に立ち上がりつつあるので、これらのセン
ターが有効に機能できるよう支援するとともに、相互に連携が図られる体制の構築について
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



平成26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 
関
係
課 

監理課 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。 

 

 

 

 

 

 

平成26年度

取組実績 

および 

成果・課題 

平成26年度取組実績 平成26年度取組事業の成果および今後の課題等 

【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２６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25年度からの繰越件数    0 

b  平成26年度の申請件数  1 1 2 

平成26年度の取扱件数(ａ＋ｂ)  1 1 2 

平成26年度の終了事件件数  1  1 

内 

 

 

 

 

 

訳 

 

あっせん

調   停 

あっせん・調停の成立(一部)    0 

打切り  1  1 

取下げ    0 

あっせん・調停しない    0 

 

仲  裁 

仲裁判断    0 

期日内和解    0 

その他    0 

次年度繰越件数   1 1 

平成26年度の審理開催回数   1 1 

 

【今後の課題】 

紛争審査会での審理期間の短縮に取り組む。 

数値実績 
項  目 H22実績 H23実績 H24 実績 H25 実績 H26 実績  

申請件数 2件 2件 0件 0件 2件  

 



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

多重債務者無料相談会開催回数 14回 14回 12回 7回 7回

県民活動生活課
消費生活センター

◎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26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26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の共催により、隔月の土曜日に無料相談
会を実施。
　潜在的多重債務者の掘り起こしを目的として、相談会の半分を電話相談会として
開催した。

　・対面相談（事前予約制）：17件（4回）　※すべて彦根会場
　・電話相談（予約不要）：14件（3回）

◇県消費生活センター 多重債務１１０番の設置　【再掲】
　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 ）

　【今後の課題】

　・当該相談会だけでなく、弁護士会等、多重債務に関する他の相談窓口においても相
談件数は年々減少傾向であることから、定期的な開催は見直す必要がある。

「相談者の減少＝多重債務者の減少」かは不明であることから、より相談しやすい環境整
備の一環として電話での相談会を実施したところ、反響があったことから、今後の相談のあ
り方について検討する必要がある。

　【事業の成果】

　・相談件数の少なかった大津会場での相談をやめ、彦根会場にしたことにより相談の定
員枠を有効に活用することができた。
　・電話相談は相談当日に匿名でも相談できることから、比較的少額な相談も寄せられ
るなど、相談のハードルを下げる意味では有効であった。

関係課



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 5,000世帯 5,000世帯数値実績

平成26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）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26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「みんなで防ごう！消費者トラブル」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。あわせて消費生活センターの業務案内を行っ
た。
　　ガイドブック配布部数　： 約1,930部

◇滋賀県老人クラブ連合会との連携
　同クラブの大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、参加者
にリーフレットを配布し、啓発を行った。（実施時期：11月19日、参加者：約750人）

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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 1回 0回

消費生活侵害事犯の被害が疑われる相談の情報提供件数 11件 7件

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。

重点施策

数値実績

平成26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26年度取
組実績
および

成果・課題

◇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： 7件

◇特殊詐欺発生予報制度の創設
　県警本部と県消費生活センターが特殊詐欺に関する発生情報を共有し、特殊詐欺
の多発傾向が予想される場合に、その手口をいち早く県民に知らせる制度として平
成26年6月に創設。県警からの広報と、しらしがメールにより周知。
　予報発信回数：６回

【事業の成果】

　消費生活侵害事犯の被害が疑われる相談について、案件に応じて県警に情報提供を
行うことにより、警察との連携強化を図った。

　県民に有益な情報を提供して、被害の拡大防止が図れるように県警と連携を深め、効
果的な予報発令を行うことができた。

関係課



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

特定商取引に関する法律による行政指導件数 9件 6件 3件 10件 10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26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26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等を行い、違反事実を確
認できた悪質な事業者に対して行政指導を実施した。
　　・文書指導：4件
　　　　（浄水器・温浴器、外壁・内装工事、火災保険を使用した屋根補修 等）
　　・口頭指導：6件
　　　　（健康食品・家庭用温熱治療器、消火器、布団リフォーム 等）

【事業の成果】

　悪質事業者に関する情報については、消費生活センター、市町消費生活相談窓口と
連携を図り、情報収集に努めている。
　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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

立入検査 13回 8回 7回 6回 6回

訪問調査・指導 3回 30回 34回 29回 ２８回

数値実績

◎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。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇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　６業者（Ｈ２６.４.１現在）→５業者(Ｈ２７.３.３１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　　　　　　　　 　　６業者
　　　その他訪問調査･指導　　２８業者（みなし貸金業者）

【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。

【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。

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

関係課 中小企業支援課
重点施策

１　消費者取引の適正化

（１）取引等の適正化



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

建設業者の指導・監督（監督処分合計） 46件 34件 31件 １４件 １４件

建設業許可業者の情報公開（建設業者許可簿閲覧数） 22,051件 24,656件 19,595件 22,485件 21,558

重点施策

数値実績

平成26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26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。

（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。閲覧席数の増設な
どで対応する必要がある。

【事業の成果】

（１）建設業者の指導・監督
　　　平成２６年度中の指導・監督実績
        ・建設業法に基づく指導勧告　　　　　　　：　０件
        ・建設業法に基づく指示処分　　　　　　　：　１件
        ・建設業法に基づく営業の停止処分　　　：１０件
        ・建設業法に基づく許可の取消処分　　　：　３件
監督処分合計　：１４件
      　・建設業法に基づく営業所立入調査の実施：５件

（２）建設業許可業者の情報公開
　　　平成２６年度中の建設業者許可簿閲覧数
      　・閲覧請求者数：　２，６７３名
        ・閲覧件数      ：２１，５５８件

関係課 監理課

◎建設業を営む者の資質の向上等を図ります。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 2,066人 2,120人

宅地建物取引業事務所調査 122業者 286業者 275業者 279業者 130業者

平成26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２６年６月１３日、７月１８日、７月２３日、７月２４日、９月５日、１１
月２１日、平成２７年２月２０日、３月５日、３月６日、３月１０日    受講者２,１２０
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者等の
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：１３０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

数値実績

平成26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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

不当景品類・不当表示の防止指導件数 6件 5件 6件 12件 8件

重点施策

数値実績

平成26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26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

　＜不当景品＞　０件
　
　＜不当表示＞　８件
　　　文書注意　　３件
　　　　・品質・規格等に関する表示　　　　2件（痩身エステ、合挽ミンチ）
　　　　・価格や取引条件に関する表示　　1件（中古自動車）
　　　口頭注意　　５件
　　　　・品質・規格等に関する表示　　　　１件（健康茶）
　　　　・価格や取引条件に関する表示　　4件
　　　　　　　（ｽｰﾊﾟｰ価格表示、飲食店割引ｸｰﾎﾟﾝ、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店頭看板　等）

【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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

検査実施店舗数【※（）内は不適正表示件数】 75(0) 75(6) 74(4) 74(7) 61(3)

平成26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　15市町
　　　検査実施店舗数　61店舗
　　　不適正表示件数　３件

【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は、市の区域内にある店舗等については法に基づき市が行い、
町の区域内にある店舗等については県が町に権限を委譲しているところであり、各市町が
それぞれの権限に基づいて立入検査を実施した。
　平成26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３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26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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 676検体

食品表示に関する講習会の実施 ７回

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

関係課
  生活衛生課
　食のブランド推進課重点施策

１　消費者取引の適正化

（２）広告・表示の適正化

数値実績

◎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。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

【生活衛生課】
◇県民へ食品表示に関する研修会を開催した。
　　表示講習会開催数：７回

【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組を行った。
（１）食品表示制度の周知
　食品表示にかかるパンフレット等を作成し、事業者等へ配付したり、食品表示につ
いて出前講座を実施したり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：118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：62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
や記録の保持等が行われるよう指導を行った。
　　　　指導件数：32件

【事業の成果】
県民が食品表示に対する関心を持ち、正しく理解できるよう、消費者を対象とした講習
会を開催し、食品表示に関する正しい知識の普及に努めた。

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について、周知を図った。

【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とともに、
消費者に対しても食品表示に関する正しい知識の普及に努める必要がある。（生活衛生
課）



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

立入事業所数 120事業所 149事業所 130事業所 90事業所 134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 － ９人

１　消費者取引の適正化

平成26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（旧伊香郡の地域を除く。）、守山市、甲賀市、湖南市、米原市、愛荘町、豊郷
町、甲良町、多賀町」
　　・小型はかり ７月～　９月 １，４７１台
　　・大型はかり ９月～１１月 　　　７７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。
　　・３０事業所 ７５８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 ５５事業所 ２１４個
　　・石油ガスメーター １０事業所  １１，７７６個（台帳検査）
　　・水道メーター 　　　４事業所 １１６，８３５個（台帳検査）
　　・その他 ５事業所　・タクシーメータ４事業所　１２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 ９事業所
　　・環境計量証明事業者 ７事業所
　　・適正計量管理事業者 ６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。

数値実績

重点施策

平成26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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

第三者評価の受審件数 3件 3件 3件 4件 5件数値実績

◇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 ４件受審
　　・ケアハウス１件受審

（２）第三者評価機関の認証
　　・新規認証 ２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２６年度の受審は５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２７年度より子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、保育園への第三者評価
受審に対する補助が計画されており、当県でも評価機関および評価調査者の養成が課
題となっている。

重点施策

平成26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26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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

重大事故情報通知件数 2件 1件 1件 8件 7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26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26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。
　
　　　重大事故通知件数　7件

【事業の成果】

　重大事故に関する情報を、消費者庁へ迅速に通知するとともに、随時、しらしがメール
等により、県民に情報提供を行い、消費者被害の発生・拡大防止に努めた。

関係課



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

食の安全・安心審議会の開催 1回 1回 1回 3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 ０回 １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 ７回 ７回

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26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１５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２６年７月１５日
　　場所：県庁北新館３階　中会議室
　　議題：
　　　　　 ①推進計画に基づく平成２５年度の施策の実施状況について
　　　　　 ②「滋賀県食の安全・安心推進計画」（平成26年度～30年度）について
　　　　　 ③平成２６年度「食の安全・安心」についてのアンケート結果について

（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
　　　開催日時：平成２７年１月２１日
　　　テーマ：「今、輸入食品の安全は」
　　　場所：栗東芸術文化会館さきら　中ホール　 　参加人数：１３６人
　○ 地域における意見交換会の開催（開催主体：各保健所）
　　開催回数：６回
　　テーマ：食肉の安全、食中毒予防など
　　参加者数：２４４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。
　さらに、平成２６年度に策定した平成２６年度から５か年の計画となる「滋賀県食の安
全・安心推進計画」について、その概要を報告した。

　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
「今、輸入食品の安全は」をテーマに意見を交換し、相互理解を深めた。

数値実績

重点施策

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

食中毒予防講習会開催回数 29回 20回 28回 ３３回 ２３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 6．３件

食中毒患者数（人口１０万人あたり） 21.8人

平成26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26年度取
組実績
および

成果・課題

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： ４２回 参加者数：２，３９２人
　◆ 事業者を対象とした研修会
　　　　開催回数：１３７回 参加者数：５，１２４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(一社)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１１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：７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】
　施設種別ごとに衛生管理の実施状況に差が認められるが、全般的に、調理従事者の
健康チェックの徹底や、用便時の手洗いの励行、設備および器具の洗浄消毒方法の確
立が重要であり、事業者自らが衛生管理方法を定めた手順書の作成を支援することが
課題であると考えられた。
　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
のピークを迎える前に、特に従事者数の多い施設について自主衛生管理の手順書を定め
たマニュアル作成を指導する講習会を開催し、自主衛生管理の向上を図る必要がある。

【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。
　特に、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、
重点監視対象施設に対して監視指導するとともに、食品衛生責任者を対象に衛生講
習会を開催した。その他、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26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26年度取組実績

重点施策

平成26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26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。

◇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３０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、焼
　肉・焼き鳥料理店等の飲食店、生食用食肉取扱施設に対して、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：１１１施設
　　  生食用食肉取扱施設：３５施設

　オ 冬の食中毒予防一斉監視（１０月１日～１１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、ノ
　ロウイルス食中毒が多発する冬季を前に、飲食店等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）
　　弁当屋、仕出し屋、すし屋、料理店、大型のホテル・旅館、大規模給食弁
　　当、コンビニ弁当等調製施設：３２７施設
　　（講習会実施回数および受講者数）
　　　実施回数：１９回
　　　受講者数：７１３名
　
　カ 食中毒発生時の対応
　　　　食中毒発生件数：１５件
　　　　食中毒原因施設である飲食店１０施設、魚介類販売店３施設、食肉販売
　　店１施設、食品販売店１施設を営業停止処分等の措置を実施した。



平成26年度消費者基本計画実施状況

平成26年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

食品衛生監視指導件数 14,231件 14,511件 14,581件 13,827件 1４,１３２件

食品等の検査検体数 2,258検体 2,360検体 2,215検体 2,238検体 2,039検体

数値実績

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26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：１，７７３施設 継続許可：１，９２３施設

（２）食品関係営業許可施設に対する監視指導
　平成２６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：１４，１３２施設

◇食品・添加物等試験検査事業

　平成２６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：２，０３９検体　　 違反検体数：４検体
　　措置等：始末書徴収、所管自治体への通報

◇食肉の衛生確保対策
　・ 牛海綿状脳症（BSE）スクリーニング検査（4月1日～３月3１日）
　　検査実施頭数：１３７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。
　また、平成２６年度より、県政モニターアンケートに基づき県民が不安に思う広域流通食
品を選んで検査を実施し、検査結果を県のホームページを通じて公表している。

　BSEについては、平成13年に初めて国内での発生が確認され、これまでに飼料規制やと
畜時の全頭検査をはじめとする対策が実施されてきた。その後、これまでの対策の内容や
国際的な状況を踏まえ、最科学的知見に基づき、段階的に検査対象月齢の引き上げ
が実施され、平成25年7月1日から、牛海綿状脳症特別措置法による検査対象月齢が
48か月齢超へ引き上げられた。
　これに伴い、本県においても平成25年7月1日から検査対象月齢を48か月齢超とし、必
要なスクリーニング検査を実施した。
　また、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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

セーフードしが認証施設数 107施設 111施設 123施設 133施設 14７施設

食品安全管理講習会開催回数 1回 1回 1回 ４回 １回

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26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１４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２５年度までに認証した１３３施設に対して、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、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
した。
　（２）消費者に対する普及・啓発
　　消費者に対して、イベント会場、県広報紙等を利用して、周知・啓発を図った。
主な取組内容は以下のとおり。
　　①『しが☆まなび☆発見！』に出展し、認証施設一覧を印刷した啓発資材を
　　　配布（H２６.7）
　　②公用封筒（長３）への掲載（H26.2～6）

【事業の成果】
　平成２７年３月末までに、延べ１４７施設を認証した。既認証施設に対しては、年１回
の外部検証で、高度な衛生管理の実施状況を確認し、適切な維持管理を指導した。

【今後の課題】
　平成２６年５月に厚生労働省がＨＡＣＣＰ普及促進のために食品等事業者が実施すべ
き管理運営基準に関する指針（ガイドライン）を改正し、HACCP を用いて衛生管理を行
う場合の基準（以下「HACCP 導入型基準」という。）を新たに規定した。
　このことから、当県は、食の安全・安心推進条例施行規則を改正し、滋賀県自主衛生
管理認証（セーフードしが）の認証基準を国が示すＨＡＣＣＰ導入型基準にあわせて改正
した。
　今後、現在の認証施設を新基準に移行させるとともに、認証施設のさらなる拡大を図る
予定である。
　
【事業の成果】
　食品製造業者を対象とした自主衛生管理講習会を開催し、１７１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
　　　　　　　　　　　　　　使用することができる認証マークです。

重点施策

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

関係課



平成26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26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

【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１９検体、野菜・果実９検体、大豆1検体、そば1検体）
　分析農薬 玄米２５農薬、野菜・果実３０農薬、大豆１７農薬、そば４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２６年度末 ６１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14,３５３haに達し、このうち水稲では作付面積の４１％で取り組まれるま
で拡大した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境こだわり農産物

重点施策

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

関係課



平成26年度消費者基本計画実施状況

平成26年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 14,156ha 14,353ha

【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２６年 ６月２６日　 ２０９名認定
　　平成２６年１１月２６日  １２２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 ７５件
　　　うち、届け出の不備５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、実需者等に対して情報提供することにより、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。

数値実績

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

ＧＡＰに取り組む生産組織数  74団体 83団体 98団体 1２６団体 未調査

【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（ＧＡＰの勧め）
　　・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指導者の育成（３名）、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。
　・研修会の開催
　・ＧＡＰの策定

【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。

重点施策

平成26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26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。

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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 16回 60回数値実績

◇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(卸売７、特例３)、許可更新(特例３)、
       許可後３年（卸売４、特例４０、店舗３）
　②畜産農家訪問時の適正使用指導の実施
　　　乳用牛６０戸、肉用牛１００戸、豚９戸、採卵鶏４４戸、肉用鶏１５戸

（２）動物用医薬品の品質確保対策
　　○品質検査の実施
 　 　ビタミン剤＋肝臓疾患用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、安全な畜産物の生産を推進
する。

重点施策

平成26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26年度取
組実績
および

成果・課題

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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 27検体 21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 8,669頭 8,675頭

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 ２１戸
　　　検査数 ９検体×２成分＋１２検体×２成分＝４２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26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26年度取
組実績
および

成果・課題

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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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% 100% 100%

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26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２６年度実
績）
　　　　経営体数：延べ３３７件（７８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。

重点施策

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 12検体 12検体数値実績

◇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：１２検体（養殖アユ）

【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26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26年度取
組実績
および

成果・課題

関係課 水産課

◎安全・安心な養殖魚の流通を促進します



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

講習会参加人数 2,237人 2,370人 2,227人 2,207人 2,375人

平成26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26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：（一社）滋賀県防火保安協会連合会
　　　　申請者 2,122人 受講者 2,116人

（２） 消防設備士講習会委託
　　　　委託先：（一社）滋賀県防火保安協会連合会
　　　　① 消火設備　　　　　 　申請者 51人 受講者 51人
　　　　② 警報設備 　　　　　　申請者137人 受講者137人
　　　　③ 避難設備・消火器 　申請者 71人 受講者 71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：（一財）消防試験研究センター
　　　　① 危険物取扱者免状
　　　　　　　新規交付 　2,767件
　　　　　　　再交付 　　 　135件
　　　　　　　書換 　　　　　　10件
　　　　　　　写真書換 　1,221件
　　　　② 消防設備士免状
　　　　　　　新規交付 　　　411件
　　　　　　　再交付 　　　　　 　6件
　　　　　　　書換                   6件
　　　　　　　写真書換 　　　111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行に寄与した。

重点施策



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

高圧ガス立入検査等の実施件数 115件 93件 95件 88件 68件

高圧ガス講習会受講者数 565人 563人 587人 555人 750人

火薬類立入検査等の実施件数 36件 48件 63件 56件 57件

火薬類講習会受講者数 35人 59人 27人 41人 30人

数値実績

重点施策

平成26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26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。

◇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 ４３件　　 移動車両立入検査 　７件
　　②ＬＰガス関係 販売店立入検査 １８件
　（２）保安講習会の実施
　　①高圧ガス関係
　　　・平成２６年１０月２９日（水）13:00～17:00
　　　　滋賀県立男女共同参画センター 　出席者数 ３０７人
　　　・平成２６年１１月２６日（水）13:00～17:00
         滋賀県立男女共同参画センター　 出席者数１４５人
　　②ＬＰガス関係
　　　・平成２６年１１月６日（木）13:00～17:00
　　　　滋賀県立文化産業交流会館 　　出席者数 　９０人
　　　・平成２６年１１月７日（金）13:00～17:00
　　　　びわこ大津館 　　　　　　　　 　　　出席者数 　７９人
　　　・平成２６年１１月１１日（火）13:00～17:00
　　　　滋賀県立男女共同参画センター  出席者数 １２９人

◇火薬類等指導取締
　（１）立入検査等の実施
　　　　平成２６年度実施 　保安検査１９件　 立入検査３８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２６年１１月２１日（金）
　　　　滋賀県教育会館　　 出席者数 ３０人



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

立入検査等の実施件数 100件 57件 30件 0件 0件

保安講習会の受講者数 1,189人 1,202人 1,161人 1,148人 1,142人

関係課

◇電気工事等指導取締

（１）立入検査等の実施
　　平成２６年度実施　 ０事業者
（２）保安講習会の実施
　　・平成２６年１０月３日（金）１３:３０～１６:２０
　　　ひこね市文化プラザ 　出席者数　 電気工事業者　 ５５５人
　　・平成２６年１０月９日（木）１３:３０～１６:２０
　　　守山市民ホール 　出席者数 　電気工事業者 　５８７人

数値実績

重点施策

平成26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26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。

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26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26年度取組実績

項　　目 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

検査実施事業者数　※（　）内は違反事業者数 60（0） 55（0） 51（0） 49（0）数値実績

◎特定製品の販売業者や特定保守製品の取引事業者に対して立入検査を行うなど、消費生活用製品の安全を確保するよう努めます。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇消費生活用製品の安全の確保
　消費生活用製品安全法に基づく立入検査を行った。（市町により実施）

　　＜特定製品（乳児用ベッド、圧力なべ、乗車用ヘルメット、ライター等）＞
　　　・検査実施市町数　　１４市町
　　　・立入事業者数　　　４５事業者
　　　・違反数　　　　　　　　　０件

　＜特定保守製品（ガス瞬間湯沸器、石油給湯機等）＞
　　　・検査実施市町数　　　３市
　　　・立入事業者数          ４事業者
　　　・違反数　　　　　　　　　０件

【事業の成果】

　同法に基づく立入検査は、市の区域内にある店舗等については法に基づき市が行い、
町の区域内にある店舗については県が町に権限を委譲しているところであり、各市町がそ
れぞれの権限に基づき、立入検査を実施した。
　平成26年度の立入検査の結果、県内で販売されている消費生活用製品について、違
反する製品を販売している事業者はなかった。

Ⅲ　 安全・安心な消費生活の確保

関係課 県民活動生活課
重点施策

２　商品・サービスの安全・安心の確保

（３）商品等の安全の確保



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 21,438 m3 32,109m3

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 森林政策課

◎｢びわ湖材｣の周知と利用促進を図ります。

平成26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４業者を認定した結果、びわ湖材取扱認定事業体として１６７業者が登録
されている。（平成２７年３月末現在）。

（２）登録業者への指導・検査
　７４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ウェブサイト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。

数値実績

重点施策

平成26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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

試買テスト実施回数 30検体 15検体 15検体 15検体 14検体数値実績

【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の発生防止を図った。

重点施策

平成26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 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26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２６年１１月４日～平成２６年１１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 １４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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

中間検査率 99.60% 99.40% 98.30% 97.60%

完了検査率 95.10% 95.50% 95.00% 90.50%

平成26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
　　　・建築物防災点検の実施（上期、下期の防災週間による実施）
　　　　上期：25施設、下期：27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

数値実績

【事業の成果】
　
　適切な確認審査、中間・完了検査率の向上に向けて取り組んだ。
　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26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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 1,090件 1,345件

指定医薬品等の収去検査 24 件 45 件 30件 25件 20件

無承認無許可医薬品の試買調査 20 件 20 件 22件 5件 7件

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 薬務感染症対策課
重点施策

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◎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、違反を発見し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、品質に問題のある医薬品はなかった。

平成26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：６，６３７ 　監視指導施設数：１，３４５
　　　違反発見施設数：５８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：２０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 ：７検体
　　　医薬品成分の検出： ０件
　　　不適表示の確認 ： ０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。 ３６件
　（４）危険ドラッグの疑いのある製品を買上げし、成分分析を実施した。
　　　買い上げ調査：３検体



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

毒物劇物営業者等への立入検査 316件 308件 310件 329件 309件

２　商品・サービスの安全・安心の確保 関係課 薬務感染症対策課

◎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26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：７９５　監視指導施設数：３０５
　　違反発見施設数：４３件

（２）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２７年２月２１日）

数値実績

重点施策

平成26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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 42施設 46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 216施設 277施設

【事業の成果】

　温泉水を利用する旅館、公衆浴場や温泉採取許可を有する施設に立ち入り等の監
視指導を行い、衛生管理の徹底を図った。

【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。

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

関係課 生活衛生課
重点施策

２　商品・サービスの安全・安心の確保

（５）サービスの安全の確保

数値実績

◎

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇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
　温泉利用施設（公衆浴場、旅館等）に立入り、施設の衛生管理のチェックおよび
浴槽水の水質検査を実施して、温泉採取時の安全管理と温泉利用状況を確認し
た。
　　立入施設数 ４６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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

消費者物価指数（毎月）の公表 12 12 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 12 12

【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。
　「統計だより」統計表編に「消費者物価指数」を毎月掲載した。
　ホームページに家計・物価に関する統計情報を掲載するほか、「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。

【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。

Ⅲ　安全・安心な消費生活の確保

関係課 統計課
重点施策

２　商品・サービスの安全・安心の確保

（６）生活関連物資の安定供給

数値実績

◎消費者物価指数算定時の算定資料とするため、小売物価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。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇小売物価統計調査の実施および公表　【再掲】
　　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）
　・調査地域　動向編：大津市（約２９０店舗、約２２０世帯）
　　　　　　　　　　　　　　彦根市（約６０店舗、約８０世帯）
　　　　　　　　　　　　　　　計　　約３５０店舗、約３００世帯
　　　　　　　　　構造編：大津市　約１５店舗　長浜市　約５店舗　草津市　約５店舗
　　　　　　　　　　　　　　　計　　約２５店舗

◇物価に関する統計情報の提供　【再掲】
　　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）「統計だより」への掲載
　・毎月発行する「統計だより」に、消費者物価指数（大津市）を掲載
　・平成26年８月号の統計だよりで、平成25年（2013年）平均消費者物価指数の特集
を掲載
（２）ホームページや刊行物での情報提供
　・ホームページの「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）、「統計でわかる滋賀」、「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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 28,046千円 31,889千円

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 195,409千円 192,617千円

  

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26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26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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 121世帯 103世帯

太陽光発電システム導入件数 723 件 1,082 件 952件 964件 931件

 

数値実績

【事業の成果】

◇節電・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
　931件の家庭に計4313.4kW の太陽光発電システムが設置された。

【今後の課題】

◇節電・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、「節電・省エ
ネ提案会」等の開催により、節電・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26年度取組事業の成果および今後の課題等

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

平成26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、「節電・省エネ提
案会」を県内各地で30回開催し、診断も103件実施した。
　

◇個人用既築住宅太陽光発電システム設置推進事業
   個人用住宅太陽光発電システム・コージェネレーションシステム普及促進事業

　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等を購入した個
人を対象にした補助制度を実施した。
　　（募集期間）平成26年5月30日～平成27年2月20日
　　（補助金額）太陽電池モジュールの最大出力1kW あたり2 万円（上限5万円）
　　　　　　　　　コージェネの場合(定額)　既築-エネファーム　15万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 既築-エコウィル　　　9万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新築-エネファーム　10万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新築-エコウィル　　　4万円

重点施策



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

マイバッグ等持参率（レジ袋辞退率）  － 49% 51% 89% 89%

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」に基づき、レジ袋の削減およびマイ
バッグ等の利用の推進に取り組んでいる。
　営業形態の特質から参加に至っていない事業者もあるものの、徐々に取組を拡大して
いる。

　　　　　　　　　　　　　　環境にやさしい買い物キャンペーン

平成26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。

協定参加者(H27年3月末)：　無料配布中止実施事業者数：27
　　　　　　　　　削減取組実施事業者数：７
　　　　　　　　　県民団体12
　　　　　　　　　行政19
　
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。

店頭啓発実施店舗数：15店舗
店頭啓発実施期間：10月25日（土）～11月20日（木）

重点施策

数値実績

【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、小規模な小売店等へも取組を拡大していく必要がある。また、レジ
袋以外の削減取組を検討していく必要がある。

平成26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。



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 471 団体 480団体

１　環境に配慮した消費者行動の推進

平成26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の支援

　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2014in滋賀（10月22日）
　　　参加者160名 滋賀県立文化産業交流会館
　　・「びわ湖ビジネスメッセ2014」出展（10月22日～24日）
      来場者35,940名 長浜ドーム
  　・事業所見学会（2014年1月29日 33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」
　④滋賀県産エコ商品の普及拡大事業
　　・「買うエコ大賞」

（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。

重点施策

数値実績

【事業の成果】

　・グリーン購入の普及啓発により、滋賀グリーン購入ネットワーク会員数が480（平成27
年3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。

　・展示・催しを通じて、一般消費者を対象とした参加者にマイバッグ持参およびグリーン
　　購入の理解を広げ、その実践を促進できた。

【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26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

◎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



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

数値実績

◎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。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇「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畜水産物やその加
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。

【事業の成果】

　地産地消に積極的に取組む登録事業者数は年々増加している。
　　　推進店 1,297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 358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。

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

関係課 食のブランド推進課
重点施策

１　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



平成26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26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26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26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31園（51人）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26年度のエコ・スクールの認定校は15校であった。
　・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26年の県内の環境学習の状況等をまとめた冊子「滋賀の環境学習データ
集2014」を作成した。

◇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 270 件、教材貸出件数 75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 198,588 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 891 人
　④ブース出展
    計9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に満足し、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、保護者等を巻き込んだ魅力あるプログラムがあれば、さらなる参加
を考えてよいとの声が参加者から寄せられており、平成27年度事業展開に反映する必要
がある。
（２）エコ・スクールの推進
　・平成26年度は高等学校2校、中学校3校、小学校10校（計15校）においてエコ・スクー
ル活動を実施した。生物多様性やESDの考え方を取り入れた、地域ならではの環境学習
が多く見られた。また、エコ・スクール活動を通じて、高校生と児童・生徒等との交流を図る
学習が高等学校において実施された。
　・今後の課題として、活動の場を地域へと広げることで、多様な視点持つ環境人材の育
成が図れると声が寄せられており、各学校がこのような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26年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26年度消費者基本計画実施状況

平成26年度取組実績（続き）

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 33園 ３１園

エコ・スクール認定校の数 7校 9校 18校 21校 15校

数値実績

平成26年度
取組実績

および
成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

　4/27,29　ラ・フォル・ジュルネ（びわ湖ホール）
　5/23　　　しがこども体験活動実践交流会（県庁）
　7/14　　　第8回博物館夏祭り<お魚タッチプール>（ビバシティ彦根）
　7/21　　　第7回水辺の匠交流会（ウォーターステーション琵琶）
　7/31　　　滋賀県学校支援メニューフェア「しがまなび発見！」（ピアザ淡海）
　8/23　　　マザーレイクフォーラム　第4回びわコミ会議（コラボしが21）
　10/12　　遊びの宝島へGO！（湖南市総合体育館）
　1/31　　　草津市こども環境会議（草津市役所）
　2/6　　　　しがこども体験学校実践交流会（県庁）

（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。
　　　・「ちっちゃなこどものしぜんあそび」（琵琶湖博物館　屋外展示ほか）
　　　　　8回実施、参加者合計90家族208名
　　　・「ヒノキでアロマ」（琵琶湖博物館　水族展示、実習室2）
　　　　　9/28　参加者13名
　　　・「近江の歴史と食を巡る旅」（楽ごろうえもん、藤居本家）
　　　　　11/30　参加者7名
　　　・「カトラリーワークショップ」（琵琶湖博物館　生活実験工房）
　　　　　3/21　参加者10名

　② 博物館の夏祭り
      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。
          7/14　参加者 1,290名（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 143クラブ　計 5,288名）
　　　・ 「淡海こどもエコクラブ活動交流会」
          ・12/14　13クラブ、161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

「ちっちゃな子どもの自然遊び」の様子

「ちっちゃな子どもの自然遊び」の様子

「ヒノキでアロマ」の様子



平成26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26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 4,000千円 4,000千円

平成26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：９団体、実施回数：１３５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：２１２,０００枚

重点施策

数値実績

【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（５/２５～６/８）
　　　参加延人数： ３１，７９９人 　ごみ回収量： ９８トン
　・びわ湖を美しくする運動（６/２２～７/６）
　　　参加延人数：１３６，６３４人 　ごみ回収量： ９８２トン
　・県下一斉清掃運動（１１/２３～１２/７）
　　　参加延人数： ８１，０４５人 　ごみ回収量： ５６６トン

平成26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26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26年度取組実績

項　　目 H22実績 H23実績 H24実績 H25実績 H26実績

Ⅳ　環境に配慮した消費者行動の推進

関係課 食のブランド推進課
重点施策

１　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

数値実績

◎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。

平成26年度取
組実績
および

成果・課題

平成26年度取組事業の成果および今後の課題等

◇こだわり滋賀ネットワークの運営

　豊かな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（20,000部×2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。

【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。


