




は じ め に 

消費者を取り巻く状況は、経済のグローバル化や高度情報通

信社会の進展に伴い、多様なニーズに対応した商品やサービス

が手に入るようになるなど、豊かで便利になってきています。 

その一方で、消費生活に関わるトラブル内容も、年々多様

化・複雑化してきています。 

 また、国におきましても、消費者市民社会の実現に向け「消

費者教育の推進に関する法律」の施行や消費者安全法の一部改正など、消費者行政

を支える基礎づくりが着々と進められてきました。 

そのような中、栃木市においては、平成 24 年 4 月に、市民の消費生活の安定と向

上を目的とした「栃木市消費生活条例」を施行するとともに、平成 26 年 3 月には、

その理念を具体的かつ計画的に推進するための基本的な計画として、「栃木市消費生

活基本計画」を策定し、その実現に取り組んでまいりました。 

今回、第 1 次計画が終了するにあたり、第 2 次基本計画を策定し、引き続き「市

民の消費生活の安定と向上」を基本目標とし、その達成に向け、基本方針を「安全

で安心な消費生活の確保」「消費者市民社会実現のための消費者教育の推進」「消費

者被害の未然防止と救済」と定め、食品や住宅の安全性の確保、地域や学校等にお

ける消費者教育の推進、さらには消費者被害に関する情報提供の強化や高齢者等へ

の啓発と見守りの充実など、各種施策を総合的に推進していくものであります。 

今後は、本計画に基づき市民の皆様や関係機関・関係団体の方々との連携のもと、

安全で安心な消費生活の実現に向けた施策の推進に取り組んで参りますので、皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提案をいただきました市民の

皆様をはじめ、熱心にご検討、ご審議をいただきました栃木市消費生活審議会の委

員の皆様に心から厚く御礼申し上げます。 

 

平成３０年３月 

       栃 木 市 長  鈴 木 俊 美 
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第 1 章 計画の基本的な考え⽅ 
 

 

 

第１節 計画策定の背景 

 

（１）消費者を取り巻く環境の変化 

規制緩和の拡大や経済のグローバル化、インターネットをはじめとした高度情報通信社会

が進み、消費者を取り巻く環境は急速に変化しています。このような変化を背景に、消費者

は多くの情報を得て、多様な消費生活を営むことができるようになりました。消費者の利便

性は以前に比べて飛躍的に向上したといえます。その一方で、商品やサービス、取引形態や

決済方法なども多様化し、複雑になってきました。このため、消費生活においては、商品や

サービスはもとより、取引形態や決済方法にまで及ぶ幅広い知識を身に着ける必要性が高ま

っています。また、環境変化の速度が速いことから、消費者には適宜情報を入手し知識を深

めていくことが求められます。 

このような中で、事業者と消費者の情報量、交渉力には依然として大きな格差が生じてお

り、消費者がトラブルや被害を受けるケースも後を絶ちません。他方では少子高齢化や地域

における人間関係の希薄化、個人情報に対する意識の高まりなども進んでいます。こうした

消費者を取り巻く環境の変化が、トラブルや被害の把握を難しくするなど、消費者問題への

対応をより複雑にしています。 

消費者の価値観も変化しています。成熟社会への移行に伴って物質的な豊かさから心の豊

かさを求める傾向がみられるようになっており、安全・安心に対する意識も高まっています。

このような意識の変化とともに、消費者市民社会※1 の形成が求められており、 近では「エ

シカル消費※2」と呼ばれる、人や社会環境に配慮する倫理的な消費行動も注目されるように

なってきました。公正で持続可能な社会を形成する視点から、事業者に情報発信を行う消費

者も生まれています。 

社会の変化に対応し、消費者の自立とその支援を通じて、市民の誰もが安全・安心に、そ

してより豊かに暮らせる消費生活の環境整備が一層望まれています。 

                                                
※1 消費者市民社会 

消費者一人ひとりが、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれる人々の状況、内外の社会情勢や地球環境

にまで思いをはせて生活し、社会の発展と改善に積極的に参加する社会。 

 
※2 エシカル消費 

「エシカル（ethical）」は「倫理的」という意味であり、エシカル消費とは、環境や社会に配慮し

た製品やサービスを選んで消費することを指す。消費者基本計画では、「地域の活性化や雇用なども含

む、人や社会・環境に配慮した消費行動」と記述している。 
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（２）国の動向 

 

国においては、消費者を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、2004 年（平成 16 年）

6 月「消費者保護基本法」を「消費者基本法※3」に改正し、それまで「保護の対象」であっ

た消費者を「権利の主体」として位置づけました。また、国・都道府県・市町村に消費者の

権利を尊重し、その自立を支援する責務があることを明確にしました。 

その後、「特定商取引に関する法律※4」の改正を進めるとともに、2009 年（平成 21 年）

9 月に「消費者安全法※5」、2012 年（平成 24 年）12 月に「消費者教育の推進に関する法

律※6」（消費者教育推進法）、2015 年（平成 27 年）4 月に「食品表示法※7」を施行し、法

整備を進めてきました。消費者教育に関しては、2013 年（平成 25 年）6 月に「消費者教

育の推進に関する基本的な方針※8」が閣議決定されました。 

また、消費者行政を一元化するための司令塔として、2009 年（平成 21 年）9 月、内閣

府に消費者庁と消費者委員会を設置しました。そして 2015 年（平成 27 年）3 月、長期的

な展望を視野に入れつつ、消費者を取り巻く環境の変化や新たな課題に適切に対応した消費

者政策をさらに推進するため、2015 年度（平成 27 年度）から 2019 年度（平成 31 年度）

                                                
※3 消費者基本法 

消費者と事業者との間にある情報力や交渉力などの格差を踏まえ、消費者の利益を擁護、増進するため、国、

地方公共団体及び事業者の責務を明らかにするとともに、消費者の権利の尊重、消費者の自立の支援、施策の

基本事項を定め、国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的に、2004年（平成16年）にこれまでの

「消費者保護基本法」を改正して制定された。 

 
※4 特定商取引に関する法律 

訪問販売など消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、

事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するために制定

された。2013 年（平成 25 年）及び 2016 年（平成 28 年）に改正法が施行されている。 

 
※5 消費者安全法 

消費者の消費生活における被害を防止し、安全を確保するため、基本計画の策定、都道府県や市町

村による消費生活相談等の事務の実施、消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約、

消費者被害の発生、拡大防止のための施策を講じることを定めている。2009 年（平成 21 年）制定。 

 
※6 消費者教育の推進に関する法律（消費者教育推進法） 

消費者教育に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務等を明らかにし、基本方針の策定や

その他の消費者教育の推進に関し必要な事項を定めている。消費者教育は、消費者の自立を支援する

ために行われる消費生活に関する教育、啓発活動と定義し、「消費者市民社会」が提唱されている。 消

費者市民社会とは、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的参画する社会を指すとしている。

2012 年（平成 24 年）12 月施行。 

 
※7 食品表示法 

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択機会を確保するため、「食

品衛生法」、「JAS 法」、「健康増進法」の 3法の食品表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包

括的かつ一元的な制度を創設した。2013 年（平成 25 年）制定。 

 
※8消費者教育の推進に関する基本的な方針 

消費者教育の推進の意義、基本的な方向、推進の内容、関連する他の消費者政策との連携に関する

事項を定めている。都道府県や市町村の消費者教育推進計画の基本となるものである。 
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までの 5 年間を計画期間とする新たな「消費者基本計画」を策定しました。 

消費者基本計画では、消費者政策の推進により目指すべき姿として「消費者の権利が尊重

され、安全な商品・サービスを安心して消費できる」「消費者が自主的かつ合理的に選択でき

る環境を整備でき、豊かな消費生活を営める」「消費者が、公正に持続可能な社会の形成に積

極的に参画できる」を挙げ、5 年間で取り組むべき施策の内容として、①「消費者の安全確

保」、②「表示の充実と信頼の確保」、③「適正な取引の実現」、④「消費者が主役となって選

択・行動できる社会の形成」、⑤「消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備」、⑥「国や

地方の消費者行政の体制整備」の 6 項目を定めています。 

 

（３）栃木市の消費者行政の取り組み 

 

栃木市では、昭和 55 年に「栃木市消費生活センター」を設置し、消費者の利益の擁護及び増

進、市民の消費生活の安定と向上のための取り組みを実施するなど、安全で安心な消費生活の実

現に向けた取り組みを進めてきました。 

この一環として、2012 年（平成 24 年）4 月には「消費者基本法」に基づき「栃木市消

費生活条例」を施行しました。この条例は、「消費者の権利の尊重」及び「消費者の自立の支

援」を基本理念の大きな柱として定め、市民の消費生活の安定と向上を確保することを目的

としており、消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として「栃木

市消費生活基本計画」の策定を明記しています。市では、条例に基づき 2014 年（平成 26

年）4 月から 2018 年（平成 30 年）3 月までの 4 年間を計画期間とする「栃木市消費生活

基本計画」（以下、「第 1 次計画」という。）を策定し、消費者施策に取り組んできました。 

 

 

第２節 計画策定の趣旨 
 

第１次計画策定後も消費者を取り巻く社会環境は大きく変化しており、その変化への対応

が求められています。また、市町村には国の施策に準じて施策を講ずる責務があることから、

国の政策動向を市の施策に反映していくことも求められています。 

第１次基本計画の計画期間は、2018 年（平成 30 年）3 月までとなっていますが、社会

の変化や法改正などを反映し、引き続き、消費者としての市民の自立を支援し、市民の誰も

が安全・安心で、より豊かな消費生活を営める環境の整備が必要です。 

さらに、消費者一人ひとりが、個々の消費者の特性や消費生活の多様性を相互に尊重しつ

つ、自らの消費生活に関する行動が現在と将来の世代にわたって社会経済情勢や地球環境に

影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正で持続可能な社会の形成に積極的に参画

する「消費者市民社会」の実現を目指し、「第 2 次栃木市消費生活基本計画」（以下、「本計

画」という。）を策定するものです。 
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第３節 計画の位置づけ 
 

本計画は、栃木市消費生活条例第 8 条に基づき、消費者施策に関する基本的な計画として

位置づけます。また、市の 上位計画である「栃木市総合計画」の推進分野別計画の性格を

有するとともに、市が策定した他の個別計画等との連携を図るものです。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 計画の期間 
 

本計画の期間は、栃木市総合計画の後期基本計画期間（2018 年度（平成 30 年度）～2022

年度）に合わせ、2018 年度（平成 30 年度）から 2022 年度までの 5 年間です。 

なお、今後の社会情勢の変化に応じ、適宜、計画の見直しを行います。 

  

連携 

栃木市総合計画 
基本方針Ⅲ「安全安心で快適に暮らせるまちづくり」 

基本施策２「安全安心な暮らしの確保」 
単位施策 「消費生活の安定と向上」 
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費
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本
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市の関連計画 

・栃木市環境基本計画 

・栃木市教育計画 

・栃木市高齢者保健福祉計画 

・栃木市農業ビジョン 

等 
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第２章 栃⽊市の消費者を取り巻く現状 
 

 

第１節 栃⽊市消費⽣活センターにおける相談状況等 
 

（１）消費生活相談件数の状況 

 

2016 年度（平成 28 年度）に栃木市消費生活センターで受け付けた相談総件数は 983

件で、前年度と比べると 14 件増加しています。相談総件数の内訳は、苦情 885 件、問い合

わせ 98 件で、苦情相談が全体の 90.0％を占めています。 

 

■過去５年間の消費相談総件数 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※2014 年度（平成 26 年度）栃木市・岩舟町合併          資料：栃木市消費生活センター 
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（２）苦情相談の相談者 

 

2016 年度（平成 28 年度）の契約当事者を年代別に比較すると、70 歳以上の方の相談

が 19％と も多くなっています。相談内容としては、「訪問販売」や「電話勧誘」によるト

ラブル相談が主なものとなっています。なお、60 歳以上の方の相談に占める割合は、全体

の 37％を占めており、他の年代よりも高い割合を示しています。 

 

■苦情相談者の年齢（2016 年度（平成 28 年度）） 

 

 資料：栃木市消費生活センター 

 

 消費生活センターに相談が寄せられた、過去 5 年間の苦情相談件数全体に占める 60 歳以

上の方の割合を見ると、継続して 40％前後で推移しています。高齢者のみの世帯の増加に

伴い、高齢の消費者がトラブルに巻き込まれるケースが多くあると見られています。 

 

■苦情相談総件数に占める 60 歳以上の割合           （件、％） 

区分 2012 年度 

(Ｈ24 年度) 

2013 年度 

(Ｈ25 年度) 

2014 年度 

(Ｈ26 年度) 

2015 年度 

(Ｈ27 年度) 

2016 年度 

(Ｈ28 年度) 

60 歳以上の方の苦情相談

件数(A) 
318 357 385 333 328 

苦情総件数(B) 809 807 892 899 885 

苦情相談総件数に占める

60 歳以上(A)/(B) 
39.3％ 44.2％ 43.2％ 37.0％ 37.0％ 

資料：栃木市消費生活センター 

※人口の年齢別構造を表す場合には、年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）、老年人口（65 歳以上）

に分けますが、栃木市消費生活センターでは 10 歳区分で年代別に相談件数を集計しており、また、市民アンケ

ートでは10歳ごとに区分してデータを収集しています。ここでは60歳以上を老年人口の目安として扱います。 

20歳未満, 24件, 2.7%

20歳代, 73件, 8.2%

30歳代, 97件, 
11.0%

40歳代, 151件, 
17.1%

50歳代, 125件, 
14.1%

60歳代, 157件, 
17.7%

70歳代, 171件, 
19.3%

その他・不明, 
87件, 9.8%

合計885件
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（３）過去５年間における商品・サービス別苦情相談件数の推移（上位４項目） 

過去 5 年間における商品・サービス別苦情相談の上位 4 項目については、多少の変動はあ

るものの、長年変わっていませんでしたが、2016 年度（平成 28 年度）については、前年

度 7 位の食料品が教養娯楽品をわずかに上回り第４位となりました。これは、健康食品の購

入トラブルや飲料水の試供品が送られてきたという相談が増えたことが要因と考えられます。 

8 ページの年代別の商品・サービス別苦情相談の内容を見ると、年代を問わず「放送・コ

ンテンツ」が 多となっています。30 歳代から 60 歳代では「融資サービス」が 2 番目に

多くなっています。 

 

■商品・サービス別苦情相談件数の推移（上位４項目） 

 

資料：栃木市消費生活センター 

※商品・サービス別相談の分類構成 

金融・ 

保険サービス 

金融・保険一般  生命保険  損害保険  その他の保険 

預貯金・証券等  デリバティブ取引  ファンド型投資商品 

融資  その他金融関連 

運輸・ 

通信サービス 

運輸・運送  旅客運送  郵便・貨物運送  放送・通信 

電報・電話  携帯電話・データ通信  放送・コンテンツ 

インターネット通信 

教養娯楽品 

教養娯楽品  文具・事務品  PC・PC 関連 

電話機・電話機用品  学習教材  書籍・印刷物 

映像・音響製品  スポーツ用品  カメラ・時計等 

玩具・遊具  楽器等 

土地建物設備 

土地  建物（集合・戸建等） 

住宅構成材   

住宅設備（空調・冷暖房・給湯・衛生設備・屋外装備・他の住宅設備） 

食料品 

食料品一般  穀類  魚介類  肉類  乳卵類   

野菜・海藻  油脂・調味料  果物  菓子類  飲料 

酒類  調理食品  健康食品  食料品その他  
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■年代別の商品・サービス別苦情相談内容（2016 年度(平成 28 年度)：5件以上の項目） 

 

資料：栃木市消費生活センター 

 

※商品・サービス別相談分類項目の概要 

放送・コンテンツ等 アダルト情報サイト・出会い系サイト・オンラインゲームなど 

融資サービス 消費者ローン・住宅ローン・自動車ローン 

インターネット 

通信サービス 
インターネット接続回線・インターネット通信関連サービス 

レンタル・リース・賃貸 商品の賃貸借 

移動通信サービス 携帯電話サービスやＰＨＳサービス等およびモバイルデータ通信サービス 

工事・建築・加工 不動産・動産の請負工事など 

商品一般 分類を特定できない、特定する必要のないもの 

  

２０歳未満 件数 ２０歳代 件数 ３０歳代 件数 ４０歳代 件数 ５０歳代 件数 ６０歳代 件数 ７０歳以上 件数

放送・コンテ
ンツ等
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放送・コンテ
ンツ等
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放送・コンテ
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放送・コンテ
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融資サービ
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14
融資サービ
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レンタル・
リース・貸借
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電報・固定電
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5 アクセサリー 8
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自動車 5

預貯金・証券
等

5

第２章 栃木市の消費者を取り巻く現状 

8 

■年代別の商品・サービス別苦情相談内容（2016 年度(平成 28 年度)：5件以上の項目） 

 

資料：栃木市消費生活センター 

 

※商品・サービス別相談分類項目の概要 

放送・コンテンツ等 アダルト情報サイト・出会い系サイト・オンラインゲームなど 

融資サービス 消費者ローン・住宅ローン・自動車ローン 

インターネット 

通信サービス 
インターネット接続回線・インターネット通信関連サービス 

レンタル・リース・賃貸 商品の賃貸借 

移動通信サービス 携帯電話サービスやＰＨＳサービス等およびモバイルデータ通信サービス 

工事・建築・加工 不動産・動産の請負工事など 

商品一般 分類を特定できない、特定する必要のないもの 

  

２０歳未満 件数 ２０歳代 件数 ３０歳代 件数 ４０歳代 件数 ５０歳代 件数 ６０歳代 件数 ７０歳以上 件数

放送・コンテ
ンツ等

12
放送・コンテ
ンツ等

10
放送・コンテ
ンツ等

24
放送・コンテ
ンツ等

43
放送・コンテ
ンツ等

33
放送・コンテ
ンツ等

32
放送・コンテ
ンツ等

17

自動車 8
融資サービ
ス

17
融資サービ
ス

9
融資サービ
ス

14
融資サービ
ス

11 飲料 13

レンタル・
リース・貸借

5 自動車 7 健康食品 8 商品一般 8 自動車 11
融資サービ
ス

12

移動通信
サービス

5
レンタル・
リース・貸借

5
移動通信
サービス

7 自動車 6 商品一般 10 書籍・印刷物 12

商品一般 6 健康食品 5
インターネッ
ト通信サービ
ス

6 商品一般 9

自動車 6
レンタル・
リース・貸借

5
工事・建築・
加工

5 修理・補修 9

インターネット

通信サービス
5

電報・固定電
話

5 アクセサリー 8

健康食品 6

電気 6

自動車 5

預貯金・証券
等

5

144825 栃木市計画書 144825 栃木市計画書



第２章 栃木市の消費者を取り巻く現状 

9 

第２節 市⺠意識調査結果から⾒える現状 
 

本計画の策定にあたり、2016年（平成28年）12月に市内在住の18歳以上の男女4,000

人ずつ計、市民 8,000 人を対象に市民意識調査（総合計画等に関する市民アンケート調査）

「以下、「市民アンケート」という。」を実施しました（回収数 2,621 件、回収率 32.8％）。

以下は、その結果の概要です。 

 

（１）消費者問題への関心 

 

消費者問題への関心について見ると、「ある」と「どちらかといえばある」を合わせた『関

心がある』が 8 割以上に上っており、前回の調査（2012 年（平成 24 年））よりも 1 割程

度高くなっています。すべての年代で『関心がある』の割合が 7 割以上と多数を占めていま

すが、関心の程度には差があり、強い関心を示す「ある」の割合は年代が高いほど高くなっ

ています。 

 

■消費者問題についての関心 

 
※「ｎ」は回答者数を表します。 

 

  

54.6

43.6

31.4

48.3

34.6

30.5

41.0

42.9

35.9

34.9

6.0

7.8

7.9

6.9

11.6

2.4

2.5

8.4

2.9

11.0

3.0

3.7

7.3

3.6

6.1

3.4

1.3

2.1

2.4

1.7

今回60歳代以上

（n:1316）

今回30‐50歳代

（n:1100）

今回10‐20歳代

（n:191）

今回全体（n:2621）

前回全体（n:1666）

ある どちらかといえばある どちらかといえばない ない わからない 無回答

（％）

（参考）前回の調査 

・2012 年（平成 24 年）11 月実施 

・市内在住の 16 歳以上の男女 5,000 人 

・回収数 1,666 回収率 33.3％ 

今回10‐20歳代

（n:191）

今回30‐50歳代

（n:1100）

今回60歳代以上

（n:1316）
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（２）消費者トラブルや相談 

 

①契約トラブルや商品・サービスに不満を持った経験 

 

契約トラブルや商品・サービスに不満を持った経験について見ると、「ある」が 3 割強と

なっており、前回（2012 年（平成 24 年））よりもわずかに高くなっています。 

 

■契約トラブルや商品・サービスに不満を持った経験 

 

 

②悪質商法により消費者被害にあった経験 

 

悪質商法により消費者被害にあった経験について見ると、「ある」が 1 割となっており、

前回の調査とほぼ同水準となっています。 

 

■悪質商法により消費者被害にあった経験 

 

 

  

31.7

28.2

64.9

69.4

3.4

2.4

今回全体（n:2621）

前回全体（n:1666）

ある ない 無回答

（％）

10.0

12.1

86.4

83.0

3.6

4.9

今回全体（n:2621）

前回全体（n:1666）

ある ない 無回答

（％）
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③消費者被害にあった際の相談の有無 

 

消費者トラブルや被害を受けた人が相談をした経験について見ると、「相談した」の割合が

4 割弱、「相談しなかった」の割合が 6 割弱となっており、相談しなかった人のほうが多数と

なっています。 

 

■消費者被害にあった際の相談の有無 

 

 

 

 

 

 

 

④消費者被害にあった際に相談しなかった理由 

 

消費者被害にあった際に相談しなかった理由について見ると、「面倒だったから」「相談し

ても解決しないと思ったから」「どこに相談してよいか分からなかったから」「自分に非があ

ると思ったから」が上位に並んでいます。 

 

■消費者被害にあった際に相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.7 

37.7 

31.8 

27.3 

23.4 

20.8 

9.1 

5.2 

3.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

面倒だったから

相談しても解決しないと思ったから

どこに相談したらよいか分からなかったから

自分に非があると思ったから

被害額が少なかったから

自分で解決できると思ったから

お金がかかると思ったから

その他

特に理由はない

（％）

（n:154）

37.6

27.1

58.6

47.5

3.8

25.5

今回全体（n:491）

前回全体（n:263）

相談した 相談しなかった 無回答

（％）
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（３）消費生活に関する項目の市民の認知度 

 

①消費者と事業者の情報量・交渉力などの格差を埋めるために設けられた法律など 

の認知率 

 

消費者と事業者の格差を埋めるための法律などの認知度について見ると、「知らない」が 4

割で も高く、以下「消費者基本法」が 3 割台、「特定商取引に関する法律」が 3 割弱と続

いています。前回の調査（2012 年（平成 24 年））に比べて「消費者基本法」、「特定商取引

に関する法律」の認知率は 1 割程度高くなっています。このほか「消費者安全法」の認知率

も前回より高くなっています。一方、「栃木市消費生活条例」の認知率は 1 割に満たない状

況となっています。 

 

■消費者と事業者の情報量・交渉力などの格差を埋めるために設けられた法律など 

の認知率 

 

 

  25.8 

14.0 

20.9 

13.0 

7.2 

0.7 

44.2 

35.0 

21.8 

28.7 

14.5 

5.0 

3.0 

1.6 

40.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

消費者基本法

消費者安全法

特定商取引に関する法律

消費者契約法

栃木市消費生活条例

栃木市消費生活基本計画

その他

知らない

前回（n:1666）

今回（n:2621）

（％）

※前回項目なし 
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②『クーリング・オフ制度』の認知率 

 

クーリング・オフ制度の認知率について見ると、「知っている」と「少し知っている」を合

わせた『知っている』の割合が 9 割弱を占めており、前回の調査（2012 年（平成 24 年））

に比べて 1 割程度高くなっています。 

 

■『クーリング・オフ制度』の認知率 
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後、頭を冷やして（Cooling Off）冷静に

考え直す時間を消費者に与え、一定期間

内であれば無条件で契約を解除すること

ができる特別な制度のことをいいます。

一度契約が成立するとその契約に拘束さ

れ、お互いに契約を守るのが契約の原則
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「クーリング・オフ」制度は、法律に

よりできる場合とできない場合がありま

すので、消費生活センターにご確認くだ

さい。 
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3.9
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知っている 少し知っている 知らない 初めて聞いた 無回答

（％）

（H28 年度発行の消費生活センターだよりから） 
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41.0

45.0

55.1

51.4

3.9

3.6

今回全体（n:2621）

前回全体（n:1666）

知っている 知らない 無回答
（％）

③消費生活センターの仕事内容の認知率 

 

消費生活センターの仕事内容の認知率について見ると、「知っている」は約 4 割となって

おり、前回の調査（2012 年（平成 24 年））に比べても認知率は上がっていません。 

また、消費生活センターの立地場所の認知率は 15.0％となっています。 

 

■消費生活センターの仕事内容の認知率 

 

 

 

 

 

 

 

■消費生活センターの立地場所の認知率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.0

20.3

82.3

69.7

2.7

10.0

今回全体（n:2621）

前回全体（n:1666）

知っている 知らない 無回答

（％）

栃木市消費生活センター 

〒328-0016 

栃木市入舟町 15 番５号 栃木市役所入舟庁舎１階 

電話：0282-23-8899 

開所時間：月曜日～金曜日 午前９時～午後４時 

「消費者庁イラスト集より」 
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（４）消費者行政の満足度等 

  

①消費者行政（被害救済・情報提供・注意喚起など）の満足度 

 

消費者行政（被害救済・情報提供・注意喚起など）に対する満足度について見ると「どち

らともいえない」が半数以上を占めています。「満足している」と「どちらかといえば満足し

ている」を合わせた『満足』は 2 割強、「不満」と「どちらかといえば不満」を合わせた『不

満』は 1 割強となっています。 

 

■消費者行政（被害救済・情報提供・注意喚起など）の満足度 

 

 

②苦情相談有無別の消費者行政（被害救済・情報提供・注意喚起など）の満足度 

 

 消費者トラブルや被害を受けた際の相談経験別状況を見ると、相談した人では『満足』が

3 割台、一方、相談しなかった人では『満足』が約 2 割となっており、相談した人の方が、

相談しなかった人に比べて消費者行政に対する満足度が高くなっています。 

 

■苦情相談有無別の消費者行政（被害救済・情報提供・注意喚起など）の満足度 

 

  

満足している, 
3.7%

どちらかといえ

ば満足してい

る, 18.5%

どちらともいえ

ない, 56.7%

どちらかといえ

ば不満, 8.9%

不満, 4.3%

無回答, 7.9%

n：2621

1.9

4.0

18.8

30.3

55.8

41.4

13.6

18.2

7.8

3.0

1.9

3.0

相談しなかった（n:154）

相談した（n:99）

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

（％）
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③消費者行政において充実させていく必要がある分野 

 

消費者行政において充実させていく必要がある分野についてみると、「消費者問題に関する

情報提供」「不適正・悪質な事業者に対する行政の連携による指導等の強化」が 5 割台で並

び、次いで「消費者相談窓口の充実強化」が 4 割で続いています。 

消費者行政に対する満足度別にみると、満足度による大きな傾向の違いはないものの、満

足度が高いほど「不適正・悪質な事業者に対する行政の連携による指導等の強化」の割合が

高くなっています。 

 

■消費者行政において充実させていく必要がある分野 

  

  

55.9 

55.8 

39.7 

32.4 

23.0 

15.9 

13.6 

10.4 

4.8 

0.9 

56.2

58.1

38.8

29.6

20.1

13.2

16.8

10.1

5.2

0.7

51.9

52.0

37.3

32.1

22.9

16.2

11.2

10.2

4.2

0.6

56.6

49.7

40.8

24.0

18.8

11.3

16.2

9.8

5.2

1.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

消費者問題に関する情報提供

不適正・悪質な事業者に対する行政の連携に

よる指導者の強化

消費生活相談窓口の充実強化

食品関連等に関する情報提供

建築物の地震対策や建物の安全の確保など啓

発や知識の普及活動の強化

環境問題に対する情報提供

消費者教育、啓発

事業者に対する消費生活関連法令や制度の情

報提供

消費者団体の育成

その他

全体（n:2621）

満足（n:582）

どちらともいえない（n:1487）

不満（n:346）

（％）

建築物の地震対策や建物の安全の確保など

の知識の普及活動の活動強化

不適正・悪質な事業者に対する行政連携によ

る指導者の強化

事業者に対する消費生活関連法令や制度の

情報提供
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第３節 栃⽊市の⼈⼝動態 
 

 市の人口は 1990 年（平成 2 年）の 174,717 人をピークとして減少しており、2015

年（平成 27 年）にはピークより 1 万 5 千人以上少ない 159,211 人となっています。今後

も減少が続くと推計されています。 

 このような中で高齢者の人口は増加をたどっており、本計画の計画期間中も増加が見込ま

れています。高齢化率は 2010 年（平成 22 年）に 24.5％でしたが、2020 年に 31.9％、

2030 年に 33.8％と推計されており、本計画の期間中に市民の 3 人に 1 人を高齢者が占め

るようになると見込まれます。 

 高齢の消費者、特に単身で高齢の消費者は消費者トラブルに巻き込まれやすい傾向にあり、

消費生活センター相談件数（2016年度（平成28年度））における高齢者が占める割合は、

人口構成比と比較しても高くなっています。今後、少子高齢化の進行に伴い高齢者への対応

は、より必要性を増してくるでしょう。一方で、消費者市民社会の主要な担い手として、高

齢者層に視線を向けていくことも重要となります。 

 

■総人口・年齢別人口の推移と見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2015 年（平成 27 年）までは実績値（国勢調査） 。総人口には年齢不詳分含む。 

2020 年以降は、コーホート要因法による栃木市独自の推計値 

※「コーホート要因法」：年齢別人口（コーホート）の経年変化について、自然動態（生残人口・出生人口）と 

社会動態（移動人口）の要因別に計算して推計する方法。 

33,581 28,540 24,962 22,443 20,814 19,019 17,588 16,598 16,379

118,192
117,648

114,027
109,762

102,708
94,386

88,615 84,543 80,669

22,885 28,109
32,701
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40,199
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50,458
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174,717 174,305 171,755
168,763 164,024

159,211 155,915
151,599

146,523
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第４節 栃⽊市の先進的な取組み 
 

（１）学校等への出前講座 

 市では、2014 年度（平成 26 年度）から、消費生活センターの相談員が小学校、中学校、

高等学校等を訪問し、出前講座を行っています。講座内容は相談員が独自に考案した「 近

のネットトラブルと対処方法」ですが、下表のように対象別に 3 つのメニューで講義を行っ

ています。 

３年間で 55 回の講座を行い、延べ 7,749 人が受講しました。受講者からは「インターネ

ットのことを知らずに使っていましたが、講座で聞いたことに注意して使いたい（小学生）」

「間違ってゲーム課金しないように気をつけたい（中学生）」「就職や進学のことも考えて

SNS の書き込みはやめようと思う（高校生）」といった感想が寄せられています。 

 

■出前講座のメニュー（受講対象者別） 
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 ＳＮＳの仕組みと注意点 

②中学生・高

校生（主に

中 3・高 1） 

 スマートフォンの特徴とＳＮＳ等のトラブル事例 

 インターネット依存 

 インターネット犯罪の傾向と対策 

③保護者･教員  ネット閲覧ができる範囲を年齢で制限する機能や、ゲームが利用でき

る年齢区分について 

 ネットショッピングの利用方法とトラブル、ＳＮＳのトラブルと事例 

 ネット依存、ネット犯罪について 
 

 

  

(小学校での出前講座) 
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■出前講座受講者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出前講座の開催実績 ※受講者は児童・生徒及び保護者等の合計。学年別等での複数開催校あり 

2014 年度（平成 26 年度） 

出前先 
受講者 

2015 年度（平成 27 年度） 

出前先 
受講者 

2016 年度（平成 28 年度）

出前先 
受講者 

栃木中央小学校 176 大平東小学校 100 静和小学校 75 

赤麻小学校 41 南小学校 80 国府北小学校 109 

大宮南小学校 30 栃木中央小学校 196 赤津小学校 47 

大平中央小学校 540 大平南小学校 89 大平西小学校 30 

三鴨小学校 69 大宮南小学校 50 千塚小学校 37 

吹上小学校 47 赤麻小学校 50 吹上小学校 57 

赤麻小学校 26 大平中央小学校 180 吹上小学校(保護者) 36 

大平中央小学校(教職員) 40 藤岡第一中学校 210 大宮南小学校(保護者) 32 

都賀中学校 360 東陽中学校 650 大宮南小学校 18 

藤岡第一中学校 200 大平南中学校 580 三鴨小学校 42 

他(1 件) 30 西方中学校 44 皆川城東小学校 51 

計(11 件) 1,559 寺尾中学校 95 大平南小学校 49 

栃木西中学校 350 赤麻小学校 48 

栃木商業高校 220 大平中央小学校 182 

栃木工業高校 670 皆川中学校 106 

他(4 件) 220 栃木西中学校 87 

計(19 件) 3,784 西方中学校 215 

大平中学校 340 

栃木東中学校 309 

吹上中学校 102 

栃木商業高校 210 

他(4 件) 224 

計(25 件) 2,406 

LINE などで知らな

いうちにいじめの

加害者にならない

ように注意したい

（中 1） 

インターネットの情

報をすぐに信じず、正

しい情報か見極めた

い（中２） 
家にあるタブレッ

トを使うときはお

母さんと約束して

楽 し く 使 い た い

（小 6） 

YouTube などは楽

しいけれど講座を聞

いて、良いものも悪

いものもあるのがわ

かった（中３） 

ネット通販の使い

方に気をつけたい 

（高 1） 

インターネットを利

用するにあたりどこ

に気をつけたらよい

か分かった（教師） 

私は去年 Twitter をや

めたのですが、今回の講

話で SNS のリスクを聞

き、やめて良かったと思

いました(高 2) 

利用制限機能の設

定方法を教えてく

ださりわかりやす

い講座でした 
（保護者） 

（人） 
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（２）ラジオ放送（コミュニティＦＭ）を活用した情報発信 

2016 年度（平成 28 年度）から、ＦＭくらら８５７の番組「とち介の HAPPY TOWN」

に消費生活センター職員等が出演し、悪質商法等の情報提供や注意喚起等をはじめました。

年度内に４回の放送に出演し、「 近の相談事例」等として、今、起きている悪質商法の内容

や対処法等を具体的に説明しました。 

リスナー（聴取者）からは、「消費生活センターに相談するにはどんな資料をもっていけば

いいですか？」や「とてもわかりやすいです。消費生活展に行ってみようと思います。」など

の意見が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■番組で放送した内容 

放送日時 テーマ 

2016 年（平成 28 年） 

5 月 9 日 

●消費生活センターの紹介 

●消費者月間について 

●災害便乗商法、点検商法について 

9 月 16 日 ●消費生活センターの紹介 

●アダルトサイト、インターネット通信販売トラブル 

11 月 24 日 ●出前講座の紹介 

●洗濯表示の改正 

●健康食品お試し購入、マルチ商法 

2017 年（平成 29 年） 

 1 月 27 日 

●消費生活展のお知らせ 

●契約の基本 

●還付金詐欺、ワンクリック請求 

  

(コミュニティ FM 番組出演の様子) 
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第３章 計画の⽅向性 

 

 

 

第１節 基本⽬標 
 

栃木市消費生活条例において、本市における消費者施策の推進の目的を「市民の消費生活

の安定と向上」と定めていることから、本計画の基本目標もその目的に準ずるものとします。 

 

基本⽬標「市⺠の消費⽣活の安定と向上」 
 

 

第２節 基本⽅針 
 

栃木市消費生活条例第 3 条において、基本理念を以下のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （基本理念） 

第３条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者施策」とい

う。）の推進は、市民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環

境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利が尊重され、消費者が自らの利益の擁

護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援

することを基本として行われなければならない。 

(1) 商品及びサービス（以下「商品等」という。）によって、生命、身体及び財産に

危害を受けない権利 

(2) 商品等について不適正な取引条件及び取引方法を強制されない権利 

(3) 商品等について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利 

(4) 消費生活において必要な情報を提供される権利 

(5) 主体的に行動するための教育を受ける機会が提供される権利 

(6) 消費者施策に消費者の意見が反映される権利 

(7) 取引等によって不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済される権利 

(8) 消費生活において消費者の個人情報が侵害されない権利 

２ 消費者施策の推進は、消費者の安全の確保等に関して、専門的知見に基づき被害の

拡大を防止するとともに、事業者による適正な事業活動の確保が図られるよう配慮さ

れなければならない。 

３ 消費者施策の推進は、高度情報通信社会、国際化の進展及び社会経済情勢の変化に

的確に対応することに配慮して行われなければならない。 

４ 消費者施策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。 
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本計画では第 1 次計画から引き続き、国の消費者基本法が理念に掲げる「消費者の権利の

尊重」と「消費者の自立支援」及び、栃木市消費生活条例第 3 条に規定する 8 つの消費者の

権利を基本とします。 

第 2 次計画では基本目標の達成に向けて施策を推進していくための基本方針を①「安全で

安心な消費生活の確保」、②「消費者市民社会実現のための消費者教育の推進」、③「消費者

被害の未然防止と救済」と定めました。この 3 つの方針は、2015 年（平成 27 年）に策定

された国の消費者基本計画における取り組むべき施策と方向性が合致しており、消費者に身

近な基礎自治体として重要な役割を示す方針であることから、本計画においては、これらを

基本方針として継承することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (とち介も参加した消費者月間での啓発活動) 

 計 画 の 基 本 方 針  

 

 

 

 

安全で安心な 

消費生活の確保 

消費者市民社会実現

のための消費者教育

の推進 

消費者被害の 

未然防止と救済 
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 計 画 の 基 本 方 針  

 

 

 

 

安全で安心な 

消費生活の確保 

消費者市民社会実現

のための消費者教育

の推進 

消費者被害の 

未然防止と救済 
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■消費者の権利と基本方針との関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例で定める消費者の８つの権利 

１ 

商品及びサービスによって、

生命、身体及び財産に危害を

受けない権利 

２ 

商品等について不適正な取

引条件及び取引方法を強制

されない権利 

３ 

商品等について消費者の自主

的かつ合理的な選択の機会が

確保される権利 

５ 

主体的に行動するための教

育を受ける機会が提供され

る権利 

６ 消費者施策に消費者の意見

が反映される権利 

７ 

取引等によって不当に受けた

被害から適切かつ迅速に救済

される権利 

基本方針 

 

 

身近な生活環境や食品、サービス

等の安全性の確保をするとともに、

消費者の自主的かつ合理的な選択

の機会が図られるよう、事業活動の

適正化を促します。また、消費生活

に関する環境や社会的問題への配

慮にも取り組みます。 

基本方針１ 

安全で安心な消費生活の確保 

 

 

気軽に相談できる相談体制の周

知・充実を図り、被害の未然防止及

び適切かつ迅速な救済体制の整備を

図ります。また、国、県、その他関

係機関と連携を図り悪質な事業者へ

の対応についても取り組みます。 

基本方針３ 

消費者被害の未然防止と救済 

８ 

消費生活において消費者の

個人情報が侵害されない権

利 

４ 消費生活において必要な情

報を提供される権利 

 

 

消費者が自ら考え、主体的に行

動できる「自立した消費者」そし

て「消費者市民社会」の実現に向

け、消費者教育及びその啓発を強

化・推進します。また、常に消費

者や消費者団体等と協力・連携し、

消費者意見の適切な反映に努めま

す。 

基本方針２ 

消費者市民社会実現のための

消費者教育の推進 
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第３節 施策体系 
 

基本方針１ 安全で安心な消費生活の確保 

 
施策の柱 施策 

１ 身近な生活環境の安全 

性の確保 

１ 食品の安全性の確保 

２ 住まいの安全性の確保 

３ 商品・サービス（食品・住まいを除く）の安全性の確保 

２ 事業活動の適正化 
１ 消費者取引の適正化 

２ 表示・計量等の適正化 

３ 公正で持続可能な消費 

環境の形成促進 

１ 社会問題や環境問題に対応した公正で持続可能な消費

の促進 

 

基本方針２ 消費者市民社会実現のための消費者教育の推進 

 
施策の柱 施策 

１ 消費者啓発の推進 

（重点施策） 
１ 情報提供の推進 

２ 消費者教育の推進 

（重点施策） 

１ 学校等における消費者教育の推進 

２ 地域社会における消費者教育の推進 

３ 生涯を通じた学習機会の場の提供 

４ 多様な主体との連携 

３ 消費者意見の反映と 

関連団体との連携強化 

１ 消費者意見の反映 

２ 関連団体との連携強化 

 

基本方針３ 消費者被害の未然防止と救済 

 
施策の柱 施策 

１ 消費者被害の未然防止 

の推進（重点施策） 

１ 消費者被害に関する情報提供の強化 

２ 相談等による消費者被害の未然防止 

３ 高齢者・障がい者・若年層など多様な消費者への支援（重

点施策） 

２ 消費者被害救済体制 

の強化 

１ 相談等による消費者被害救済 

２ 関係機関との連携強化 
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第４章 施策の展開 
 
 
 
基本⽅針１ 安全で安⼼な消費⽣活の確保 

 
 
■社会情勢と施策の視点 

 

近年、電子商取引や個人輸入など高度情報通信社会の進展やグローバル化を背景とした消

費が広がりをみせています。例えば、「フィンテック※9」と呼ばれるICT※10を活用した金融

商品・サービス（仮想通貨、電子マネー、決済・送金サービス、資産管理・運用支援、クラ

ウドファンディング※11等）などが世界中で開発され、普及し始めています。また、「シェア

リングエコノミー※12」と呼ばれ、個人の資産等（スキルや時間等も含む）をインターネット

サイトを介して他の人等が利用できるようにする経済活動も世界的に普及し始めており、今

後日本でも利用者が増加すると見込まれています。 

これらの例をはじめとして商品やサービス、そしてまた、取引形態・決済手段が急速に多

様化、複雑化しています。このような消費生活をめぐる変化は消費者の選択肢を広げ、暮ら

しに豊かさをもたらしてきました。その一方で、この変化は消費者問題の要因ともなってき

ました。また、サイト利用料などの架空請求や医療費の還付金詐欺、製品事故などは多くの

消費者に損害・被害を及ぼし、大きな社会問題にまで発展しました。法整備や行政の対応は

進んできましたが、急速な変化の中で新たなリスクが生じる可能性は否めません。このため、

社会の変化を見すえて国や県、関係機関等と連携し、身近な生活環境の安全・安心を確保す

るとともに、事業者による適正な事業活動を促すことが重要となっています。 

                                                
※9 フィンテック 

「ファイナンス（finance）」と「テクノロジー（technology）」を組み合わせた造語で、ICT を活用

した仮想通貨や自動家計簿サービスなどの新しい金融サービス。 

 
※10 ICT 

情報通信技術（Information and Communication Technology）。 

 
※11 クラウドファンディング 

「群衆（crowd）」と「資金調達（funding）」を組み合わせた造語で、一般的にインターネット経由

で不特定多数から寄附や投資等で資金を調達する方法。 

 
※12 シェアリングエコノミー 

個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のものを含む。）インターネットサイト

を介して他の個人等も利用可能とする経済活動。「空間のシェア」（ホームシェア、遊休施設）、「モノ

のシェア」（フリマアプリ、レンタルサービス）、「移動のシェア」（カーシェア、ライドシェア）、「ス

キルのシェア」（家事代行、育児、知識）などの種類がある。 
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また、商品・サービスのサプライチェーン※13もグローバル化し、複雑化していることから、

消費者が知らず知らずのうちに環境破壊や社会的不公正に関係してしまう危険性もあります。

市民がこのような状況に陥らないように、国や事業者、関係機関と連携を図って消費者に情

報提供していくとともに環境配慮行動、エシカル消費（倫理的消費）の普及を図っていくこ

とが重要となっています。 

 

 

■栃⽊市の現状・課題及び施策の⽅向性 
  

消費生活センターへの消費相談件数は年々増加しています。社会の急速な変化の中で栃木

市においても消費生活における安全・安心の確保は従来以上に重要な課題となっているとい

えます。健康や生命に関わる「食料品」は消費者が関心を寄せる問題であり、一つの事故、

事件などが相談件数の増減につながります。栃木市では2016年度（平成28年度）に食料品

に関する相談件数が2015年度（平成27年度）に比べて倍増しました。また、資産形成に密

接な「土地建物建築」、「金融・保険サービス」の相談件数は年度による増減はあるものの、

相談件数では常に上位に入っています。このほかでは「運輸・通信」（インターネット・サ

イトのコンテンツや移動通信サービス等）に関する相談件数が急増しており、2014年度（平

成26年度）以降は相談件数の1位となっています。 

市ではこれまで、食品の安全性の確保、住まいの安全性の確保などを中心として消費者の

身近な生活環境の安全・安心の確保に取り組むとともに、事業者の事業活動の適正化に取り

組んできましたが、近年の相談傾向を受けて、引き続きこれらの取組を継続していくことが

必要であると考えています。特に、消費者にとって身近な生活環境の安全・安心の確保につ

いては、相談内容の変化を勘案し、食料品や住まいのほか、より多様な商品・サービスの安

全性に視線を向けることが重要となっています。 

また、商品・サービスのサプライチェーンのグローバル化、複雑化に対応して、消費者が

適切に行動できる環境整備も必要です。市では従来、消費者の環境配慮行動の普及に取り組

んできましたが、今後は環境とグローバル社会に配慮した消費者行動の普及に視野を広げて

いくことも大切になってきます。 

  

                                                
※13 サプライチェーン 

原材料の段階から商品やサービスが消費者に届くまでの全過程のつながりのこと。 
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適切に行動できる環境整備も必要です。市では従来、消費者の環境配慮行動の普及に取り組
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※13 サプライチェーン 

原材料の段階から商品やサービスが消費者に届くまでの全過程のつながりのこと。 
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１－１ ⾝近な⽣活環境の安全性の確保 
 

「衣食住」をはじめ、消費者が安心して商品やサービス等の選択が行えるよう、身近な生

活環境の安全性の確保に向け、社会情勢の変化に対応し、情報提供や制度の普及・啓発など、

関係機関と連携した取り組みを進めます。 

 

施策１：食品の安全性の確保 

生産・流通・消費等のあらゆる場面にわたり、行政や事業者が連携を図りながら情報提供

し、共有化を図ることによって、食品の安全性の向上を図ります。また、新鮮で安全・安心

な農産物の提供を推進します。 

具体的な取り組み 担当課 

①家庭菜園等で栽培された自家消費用食品中の放射性物質簡易検

査を実施します。また、検査案内や結果情報を市ホームページや

広報紙でお知らせします。 

②公立小中学校や保育園などで提供される給食の放射性物質簡易

検査を実施します。 

③出荷用農産物等の安全性を確保するため、関係機関と協力しなが

ら定期的に放射性物質のモニタリング検査を実施します。 

④農業者自らが農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及

び行うことによる持続的な改善活動の実践について、農業者への

周知を図ります。 

① 消費生活センター

（市民生活課） 

②保健給食課 

②保育課 

③④農業振興課 

③④大平、藤岡、

都賀、西方、 

岩舟産業振興課 

 

 

■施策 1 の管理指標(１－１－１) 

１ 食品の安全性の確保 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
自家消費用食品中の放射性物質簡易検査

についての情報提供回数 
年 1 回 年 4 回 

 

 

 

  

第４章 施策の展開 

基本方針１ 安全で安心な消費生活の確保 

27 

１－１ ⾝近な⽣活環境の安全性の確保 
 

「衣食住」をはじめ、消費者が安心して商品やサービス等の選択が行えるよう、身近な生

活環境の安全性の確保に向け、社会情勢の変化に対応し、情報提供や制度の普及・啓発など、

関係機関と連携した取り組みを進めます。 

 

施策１：食品の安全性の確保 

生産・流通・消費等のあらゆる場面にわたり、行政や事業者が連携を図りながら情報提供

し、共有化を図ることによって、食品の安全性の向上を図ります。また、新鮮で安全・安心

な農産物の提供を推進します。 

具体的な取り組み 担当課 

①家庭菜園等で栽培された自家消費用食品中の放射性物質簡易検

査を実施します。また、検査案内や結果情報を市ホームページや

広報紙でお知らせします。 

②公立小中学校や保育園などで提供される給食の放射性物質簡易

検査を実施します。 

③出荷用農産物等の安全性を確保するため、関係機関と協力しなが

ら定期的に放射性物質のモニタリング検査を実施します。 

④農業者自らが農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及

び行うことによる持続的な改善活動の実践について、農業者への

周知を図ります。 

① 消費生活センター

（市民生活課） 

②保健給食課 

②保育課 

③④農業振興課 

③④大平、藤岡、

都賀、西方、 

岩舟産業振興課 

 

 

■施策 1 の管理指標(１－１－１) 

１ 食品の安全性の確保 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
自家消費用食品中の放射性物質簡易検査

についての情報提供回数 
年 1 回 年 4 回 

 

 

 

  

144825 栃木市計画書 144825 栃木市計画書



第４章 施策の展開 

基本方針１ 安全で安心な消費生活の確保 

28 

施策２：住まいの安全性の確保 

消費者の安全・安心な住まいを守るため、各種制度の普及・啓発を進めるとともに、経済

負担の軽減を図ります。 

具体的な取り組み 担当課 

①昭和 56 年 5 月以前の民間木造住宅の耐震診断費用の補助を行

います。 

②耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された民間木造住宅の耐

震改修費用または建て替え費用の補助を行います。 

③自治会が行う木造住宅の耐震化に関する出前講座等に講師を派

遣します。 

①②③建築課 

 

■施策 2の管理指標(１－１－２) 

２ 住まいの安全性の確保 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
② 

耐震化率 78.8％ 95.0％ 

③ 
自治会等での木造住宅の耐震化に関する

出前講座実施回数 
年 0 回 年 2 回 
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施策３：商品・サービス（食品・住まいを除く）の安全性の確保 

商品・サービスに関する危害情報を収集し、迅速に情報提供を行います。また、事業者へ

の監視・指導等を行い、商品・サービスの安全性の確保に努めます。 

具体的な取り組み 担当課 

①消費生活用製品安全法※14 や家庭用品品質表示法※15、電気用品

安全法※16 に基づき、消費生活用品の品質、性能、特徴等必要な

表示がされているか事業者に対して立入り検査を実施します。 

【再掲】１-２-２-① 

②消費者の誤使用等による事故を防ぐための情報提供や啓発活動

を実施します。また、事業者との意見交換会に参加します。（新

規） 

③消費者からの苦情相談等の解決や消費者事故等の未然防止、拡大

防止を図るため、関係機関と連携し原因究明のための商品テスト

を実施します。（新規） 

①商工振興課 

①②③ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

 

 

■施策 3の管理指標(１－１－３) 

３ 商品・サービス（食品・住まいを除く）の安全性の確保 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示

法・電気用品安全法に基づいた立入調査店舗

数【再掲】１-２-２-① 

年のべ 30 店 年のべ 35 店 

② 事業者との意見交換会参加数 年 1 回 年 3 回 

 

 

                                                
※14 消費生活用製品安全法 

消費生活用製品による消費者の生命・身体に危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造・輸入・

販売の規制と、特定保守製品(ガス瞬間湯沸かし器など)の適切な保守を促進、併せて製品事故に関す

る情報の収集・提供等の制度を設けて消費者の利益を保護することを目的としている。昭和48年制定。 

 
※15 家庭用品品質表示法 

消費者が日常使用する家庭用品について、品質に関する表示、その表示方法等を定め、家庭用品の

品質表示を適正に分かりやすくして、消費者が商品の品質を正しく認識し、購入の際に損失を被るこ

とがないよう、消費者保護を図ることを目的として制定された。 

 
※16 電気用品安全法 

電気用品による危険や障害の発生の防止を目的とする法律。約 450 品目の電気用品を対象とし、製

造・輸入・販売等を規制して、電気用品の安全性を確保するもので、民間事業者の自主的な活動を促

進する枠組みとなっている。昭和 37 年制定。 
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１－２ 事業活動の適正化 
 

消費者が安全に安心して、自ら合理的な選択が行えるよう、事業者に対する指導等に努め

るとともに、身近な商品・サービス等の表示や計量の適正化を推進します。 

 

施策１：消費者取引の適正化 

不当な取引行為による被害の発生・拡大の防止を図るため、事業者への適切な指導等に努

めるとともに、消費者への情報提供を行います。 

具体的な取り組み 担当課 

①市ホームページ、ケーブルテレビ、その他報道機関を活用し、各

種リコール、製品トラブル、悪質な事例、重大な事故等に関して

迅速な情報提供に努めます。 

①消費生活センター 

（市民生活課） 

 

■施策 1 の管理指標(１－２－１) 

１ 消費者取引の適正化 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
市ホームページやケーブルテレビ等のメ

ディアを活用した情報発信の回数 
年 69 回 年 80 回 
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施策２：表示・計量等の適正化 

消費者が的確に商品やサービスを選択・利用できるよう、表示や包装、広告、計量の適正

化を推進します。 

具体的な取り組み 担当課 

①消費生活用製品安全法や家庭用品品質表示法、電気用品安全法に

基づき、消費生活用品の品質、性能、特徴等必要な表示がされて

いるか事業者に対して立入り検査を実施します。 

【再掲】１-１-３-① 

②事業者による適正な食品表示等に関して、国や県の関係機関と連

携し、悪質な事業者に対して適正な処分等対応を進めていきま

す。 

③取引や証明上の計量の適正化を推進するため、商店や法人、宅配

便等の取引用及び病院、学校、保育園等の証明用に使用している

はかりについて、計量法※17 に基づき、栃木県計量検定所による

定期検査を隔年で実施します。 

①② 

消費生活センター 

（市民生活課） 

①③商工振興課 

 

■施策 2の管理指標(１－２－２) 

２ 表示・計量の適正化 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 

消費生活用製品安全法・家庭用品品質表示

法・電気用品安全法に基づいた立入調査店舗

数【再掲】１-１-３-① 

年のべ 30 店 年のべ 35 店 

 

 

  

                                                
※17 計量法 

暮らしの中で、水道、ガス、電気の使用量や、ガソリンスタンドでの給油量、食料品の計量、健康

管理のための体温計、血圧計、体重計等、様々な計量器が使用されている。正しい計量を確保するた

めに計量法で計量での基準、製造業者の登録、機器の検定制度を設けている。1992 年（平成 4年）制

定。 
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施策２：表示・計量等の適正化 

消費者が的確に商品やサービスを選択・利用できるよう、表示や包装、広告、計量の適正
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■施策 2の管理指標(１－２－２) 

２ 表示・計量の適正化 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 
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※17 計量法 

暮らしの中で、水道、ガス、電気の使用量や、ガソリンスタンドでの給油量、食料品の計量、健康

管理のための体温計、血圧計、体重計等、様々な計量器が使用されている。正しい計量を確保するた

めに計量法で計量での基準、製造業者の登録、機器の検定制度を設けている。1992 年（平成 4年）制

定。 
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１－３ 公正で持続可能な消費環境の形成促進 
 

消費者、事業者や市等がそれぞれの役割のもと協働し、社会的課題に対応した公正で持続

可能な消費ができる環境の形成を促進します。 

 

施策１：社会問題や環境問題に対応した公正で持続可能な消費の促進 

省資源及び省エネルギーに配慮し、環境負荷の低減その他の環境保全や社会的課題に取り

組みます。 

具体的な取り組み 担当課 

①小売業者とレジ袋を削減する協定や、レジ袋削減推進のために児

童生徒からの３Ｒポスターの募集、また、マイバッグの配布を実

施します。 

②生ごみ処理機の購入費一部補助や、出前講座によるごみの発生抑

制の啓発を行い、ごみの減量化について市民の意識醸成に努めま

す。 

③不法投棄禁止看板の貸出しや、不法投棄監視の強化を行い、ごみ

の不法投棄防止に努めます。（新規） 

④国や県と協力し食品ロス削減に向けた取り組みや啓発活動を行

います。（新規） 

⑤エシカル消費※18 やシェアリングエコノミー※19 等、新たな消費

行動に関する情報を収集し、市民に提供します。（新規） 

①②③④環境課 

③大平、藤岡、 

 都賀、西方、岩

舟市民生活課 

④⑤ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

 

 

                                                
※18エシカル消費 

「エシカル（ethical）」は「倫理的」という意味であり、エシカル消費とは、環境や社会に配慮し

た製品やサービスを選んで消費することを指す。消費者基本計画では、「地域の活性化や雇用なども含

む、人や社会・環境に配慮した消費行動」と記述している。 

 
※19 シェアリングエコノミー 

個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のものを含む。）インターネットサイト

を介して他の個人等も利用可能とする経済活動。「空間のシェア」（ホームシェア、遊休施設）、「モノ

のシェア」（フリマアプリ、レンタルサービス）、「移動のシェア」（カーシェア、ライドシェア）、「ス

キルのシェア」（家事代行、育児、知識）などの種類がある。 
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■施策 1の管理指標(１－３－１) 

１ 社会問題や環境問題に対応した公正で持続可能な消費の促進 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① マイバッグ配布枚数 年 1,200 枚 年 1,200 枚 

② 市民一人あたりのゴミ収集量（1 日） 565ｇ 521ｇ 

③ ごみの不法投棄量 135㎥ 120㎥ 

④ 食品ロス削減に向けた情報発信回数 年 2 回 年 6 回 

  

「消費者庁イラスト集より」 

「消費者庁イラスト集より」 
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基本⽅針２ 消費者市⺠社会実現のための消費者教育の推進 
 

■社会情勢と施策の視点 
 

商品やサービス、取引形態や決済方法等は急速に多様化、複雑化しています。消費者がこ

れらの利便性を享受し、また不利益を被らないようにするためには、これらに関する情報を

正しく理解し、適切に処理できるように新しい知識を身に着けていくことが求められます。

しかしながら、変化の速度が速く、また、商品や取引等の専門化、複雑化も進んでいること

から、消費者が独力で新しい情報を入手して事業者と同等の水準で理解していくことには限

界があります。こうしたことから、事業者と消費者の間には、情報量、リテラシー※20、交渉

力に関して依然として大きな格差が生じており、消費者がトラブルや被害を受けるケースが

後を絶たない状況です。 

このような状況において事業者と消費者との格差解消に向けて、消費者がより賢い「自立

した消費者」へと成長していくための支援が必要となります。行政には、消費者が多様な消

費者問題を自ら学び、情報を収集して知識を身に着け、適切な判断の上に行動できるように

するために、関係機関・団体等と協力・連携して啓発や学習機会の提供等を推進していくこ

とが求められます。また、消費者ニーズの把握や消費者トラブルの分析等を通じて、消費者

の自立支援に向けた施策に反映していくことが重要となります。 

今日では、被害に遭わない消費者、合理的決定ができる自立した消費者にとどまらず、消

費者が社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に参画するよ

うになることが求められています。消費者一人ひとりが消費者市民社会を形成していけるよ

う消費者教育を推進していくことが望まれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              （本庁舎 1 階市民スペースで開催した消費生活展）  

                                                
※20 リテラシー 

ある分野に関する知識や、その知識を実際に活用する能力。 

第４章 施策の展開 

基本方針２ 消費者市民社会実現のための消費者教育の推進 

34 

基本⽅針２ 消費者市⺠社会実現のための消費者教育の推進 
 

■社会情勢と施策の視点 
 

商品やサービス、取引形態や決済方法等は急速に多様化、複雑化しています。消費者がこ

れらの利便性を享受し、また不利益を被らないようにするためには、これらに関する情報を

正しく理解し、適切に処理できるように新しい知識を身に着けていくことが求められます。

しかしながら、変化の速度が速く、また、商品や取引等の専門化、複雑化も進んでいること

から、消費者が独力で新しい情報を入手して事業者と同等の水準で理解していくことには限

界があります。こうしたことから、事業者と消費者の間には、情報量、リテラシー※20、交渉

力に関して依然として大きな格差が生じており、消費者がトラブルや被害を受けるケースが

後を絶たない状況です。 

このような状況において事業者と消費者との格差解消に向けて、消費者がより賢い「自立

した消費者」へと成長していくための支援が必要となります。行政には、消費者が多様な消

費者問題を自ら学び、情報を収集して知識を身に着け、適切な判断の上に行動できるように

するために、関係機関・団体等と協力・連携して啓発や学習機会の提供等を推進していくこ

とが求められます。また、消費者ニーズの把握や消費者トラブルの分析等を通じて、消費者

の自立支援に向けた施策に反映していくことが重要となります。 

今日では、被害に遭わない消費者、合理的決定ができる自立した消費者にとどまらず、消

費者が社会の一員として、よりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に参画するよ

うになることが求められています。消費者一人ひとりが消費者市民社会を形成していけるよ

う消費者教育を推進していくことが望まれています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              （本庁舎 1 階市民スペースで開催した消費生活展）  

                                                
※20 リテラシー 

ある分野に関する知識や、その知識を実際に活用する能力。 

144825 栃木市計画書 144825 栃木市計画書



第４章 施策の展開 

基本方針２ 消費者市民社会実現のための消費者教育の推進 

35 

■栃⽊市の現状・課題及び施策の⽅向性 
  

2016年（平成28年）に行った市民アンケート調査の結果では、消費者問題に「関心があ

る」人が8割以上にのぼり、2012年（平成24年）に行った調査よりも関心のある人の割合

が高くなりました。また、同じアンケートの結果で、消費者と事業者の格差を埋めるために

設けられた法律の認知率や「クーリング・オフ制度」の認知率についてみても、2012年（平

成24年）の調査に比べて大部分が高くなっています。消費者問題に対する関心や知識は、自

立した消費者となるために重要な要素であることから、市民の消費者としての自立度は高ま

ってきているとみられます。この関心や知識が、実際の消費生活において活かされていくこ

とが重要です。 

市ではこれまで、さまざまな方法で啓発を行ってきたほか、地域や学校に出向いて消費者

教育を行ってきました。このような取組が、市民の消費者としての自立度の高まりを後押し

してきました。しかし、アンケート結果によると、市民が契約トラブルや商品・サービスに

不満を持った経験、また、悪質商法により消費者被害にあった経験は、2012年度（平成24

年度）の調査、2016年度（平成28年度）の調査ともに同水準となっており、依然として消

費者が被害や不利益を被っている状況にあるとみられます。この状況を改善するためにも、

引き続き、啓発や消費者教育に力を入れていくことが必要となっています。 

また、市内では消費者団体の数や会員数が減少してきており、協力いただいている啓発活

動等への影響が懸念されています。このような中で啓発や消費者教育を効果的、効率的に進

めていくためには、関係団体との連携強化を図り、消費者ニーズ、消費者トラブルの把握・

分析、情報発信等を進め、施策に反映していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （消費生活展での消費者団体展示発表） 
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２－１ 消費者啓発の推進 
 

消費生活に関するさまざまな情報について、広報紙やホームページなどの各種媒体や啓発

機会を活用し、迅速かつ適切な情報提供を推進します。 

 

施策１：情報提供の推進 

消費生活情報や消費者問題について、さまざまな媒体や機会を活用し、迅速かつ適切に発

信します。 

具体的な取り組み 担当課 

①毎年５月の「消費者月間」に合わせて、消費者団体との協働によ

り、市内スーパー等において、ポスター掲示やチラシ配布など注

意喚起のための街頭啓発を行います。【再掲】３-１-１-① 

②市ホームページを活用し、悪質商法等の情報提供を行います。ま

た、コミュニティＦＭへの出演やインフォマーシャル※21、ケー

ブルテレビを活用し、タイムリーな啓発を図ります。 

③消費者に向けた啓発活動や情報提供のため各種団体の協力を得

て消費生活展を開催します。【再掲】２-３-２-② 

④毎月１回発行する市広報紙に「くらしの窓」コーナーを設け、消

費者問題に関する悪質な事例や頻繁に発生している事例、対応策

についての情報を提供します。【再掲】３-１-１-③ 

①②③④ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

 

■施策 1 の管理指標(２－１－１) 

１ 情報提供の推進 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
街頭啓発対象人数 

【再掲】３-１-１-① 
年 1,250 人 年 1,300 人 

② 
報道機関等を活用した情報発信回数 

【再掲】３-１-１-② 
年 70 回 年 80 回 

③ 
消費生活展入場者数 

【再掲】２-３-２-② 
200 人 500 人 

 

 

  

                                                
※21 インフォマーシャル 

インフォメーション（information）とコマーシャル（commercial）を組み合わせた造語で、情報の

提供に力点を置いた広告形態。 
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２－１ 消費者啓発の推進 
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①②③④ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

 

■施策 1 の管理指標(２－１－１) 

１ 情報提供の推進 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
街頭啓発対象人数 

【再掲】３-１-１-① 
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インフォメーション（information）とコマーシャル（commercial）を組み合わせた造語で、情報の

提供に力点を置いた広告形態。 
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２－２ 消費者教育の推進 
 

国においては、2012年（平成24年）12月に「消費者教育の推進に関する法律※22」を施

行し、2013年（平成25年）6月に「消費者教育の推進に関する基本的な方針※23」を閣議決

定しました。 

本市においては、子どもから高齢者まで、生涯にわたって消費生活に関する学習や教育の

機会・場が確保できるよう、関係機関と連携した消費者教育を推進します。 

施策１：学校等における消費者教育の推進 

教育委員会や県、関係機関との連携のもと、市内の小学校・中学校・高等学校等の各段階

に応じた、実践的な消費者教育に努めます。 

具体的な取り組み 担当課 

【小・中学校】 

①小中学校のふるさと学習等の中で、児童生徒が地域の特産品を

調べることにより、郷土に対する愛着を深めます。また、学校

給食でもその特産品を利用した給食を提供することにより、地

域の特産品を広く周知します。 

②学校給食に地元農産物を活用した献立を取り入れ、生産者との

交流給食等を通し、地域との連携を深め、利用拡大を図ります。 

③幼稚園、保育園、認定こども園、小・中学校の要望により、未

就学児、小・中学生の保護者を対象に食育※24 をテーマにした

講座を実施します。（新規） 

④小学校の家庭科、中学校の社会科や技術・家庭科の授業におい

て、消費者教育を実施します。知識の習得だけでなく、実践的

な問題解決能力を高めるような消費者教育を展開します。 

①②保健給食課 

①②農業振興課 

③生涯学習課 

④学校教育課 

④消費生活センター 

（市民生活課） 

 

 

                                                
※22 消費者教育の推進に関する法律 

消費者教育に関し、基本理念を定め、国や地方公共団体の責務等を明らかにし、基本方針の策定や

その他の消費者教育の推進に関し必要な事項を定めている。消費者教育は、消費者の自立を支援する

ために行われる消費生活に関する教育、啓発活動と定義し、「消費者市民社会」が提唱されている。 消

費者市民社会とは、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的参画する社会を指すとしている。

2012 年（平成 24 年）12 月施行。 

 
※23 消費者教育の推進に関する基本的な方針 

消費者教育の推進の意義、基本的な方向、推進の内容、関連する他の消費者政策との連携に関する

事項を定めている。都道府県や市町村の消費者教育推進計画の基本となるものである。 

 
※24 食育 

食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとと

もに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

することができる人間を育てることとし、2005 年（平成 17 年）7月施行の食育基本法に基づき推進さ

れている。 
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③幼稚園、保育園、認定こども園、小・中学校の要望により、未

就学児、小・中学生の保護者を対象に食育※24 をテーマにした

講座を実施します。（新規） 

④小学校の家庭科、中学校の社会科や技術・家庭科の授業におい
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ために行われる消費生活に関する教育、啓発活動と定義し、「消費者市民社会」が提唱されている。 消

費者市民社会とは、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的参画する社会を指すとしている。
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もに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践
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【高等学校】 

⑤公民等の授業において、消費者教育を実施します。知識の習得

だけでなく、実践的な問題解決能力を育めるような消費者教育

を展開します。 

⑥県や関係機関と連携し、危害情報などの情報提供に努めます。 

⑤⑥栃木県 

⑤⑥消費生活センター 

（市民生活課） 

 

■施策 1の管理指標(２－２－１) 

１ 学校等における消費者教育の推進 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
地域の特産品の認知度[認知度 80％以上

の品目数] 
1 品目 5 品目 

② 
学校給食における地元産（県産）の使用割

合 
34.5％ 50.0％ 

④ 
消費生活相談員による小・中学校への出前

講座の実施回数 
年 25 回 年 30 回 

⑤ 
高等学校等への出前講座や情報提供の実

施回数(校数) 
年１回(校) 年 2 回(校) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （小学校での出前講座） 
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                            （小学校での出前講座） 
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施策２：地域社会における消費者教育の推進 

出前講座や講師派遣など地域に向けて学習機会の場を提供し、地域レベルで消費者教育を

進めます。 

具体的な取り組み 担当課 

①自治会や老人会等へ出前講座の開催を積極的に呼びかけ、消費者

教育を推進します。 

①消費生活センター 

（市民生活課） 

 

■施策 2の管理指標(２－２－２) 

２ 地域社会における消費者教育の推進 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
自治会や老人会等における出前講座の実

施回数 
年 12 回 年 16 回 

 

 

 

  

「消費者庁イラスト集より」 
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施策２：地域社会における消費者教育の推進 

出前講座や講師派遣など地域に向けて学習機会の場を提供し、地域レベルで消費者教育を

進めます。 

具体的な取り組み 担当課 

①自治会や老人会等へ出前講座の開催を積極的に呼びかけ、消費者

教育を推進します。 

①消費生活センター 

（市民生活課） 

 

■施策 2の管理指標(２－２－２) 

２ 地域社会における消費者教育の推進 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
自治会や老人会等における出前講座の実

施回数 
年 12 回 年 16 回 

 

 

 

  

「消費者庁イラスト集より」 
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施策３：生涯を通じた学習機会の場の提供 

出前講座や講師派遣など学習機会の拡充を図るとともに、さまざまな機会を活用すること

で、さらなる教育の場の拡大に努めます。 

具体的な取り組み 担当課 

①高齢者学級・女性学級のほか、さまざまな学級・講座において、

消費生活出前講座を活用します。 

②老人福祉センター等と共催している教室において、消費生活に関

する講座を開催します。 

③事業所内における従業員への消費者教育を推進するため、消費生

活相談員による出前講座の開催、悪質商法の注意喚起等を行い、

職場での学習機会の提供を支援します。 

④環境教育や環境学習を推進するため、出前教室や各種イベントな

どでの啓発活動を実施します。 

⑤消費生活を営む上での基本となる家庭に対して、市消費生活セン

ター主催等による講座「親子で学ぶ消費者教育」を実施します。

（新規） 

①生涯学習課 

①公民館課 

①②③⑤ 

消費生活センター

（市民生活課） 

②地域包括ケア推

進課 

④環境課 

 

 

■施策 3の管理指標(２－２－３) 

３ 生涯を通じた学習機会の場の提供 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 

② 

高齢者学級、女性学級等における消費生活

に関する出前講座の実施回数 
【再掲】３-１-３-② 

年 9 回 年 18 回 

③ 事業者に対する出前講座の実施回数 年 2 回 年 4 回 

④ 環境学習講座参加者数 年 840 人 年 900 人 
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どでの啓発活動を実施します。 
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（新規） 

①生涯学習課 

①公民館課 

①②③⑤ 

消費生活センター

（市民生活課） 

②地域包括ケア推

進課 

④環境課 

 

 

■施策 3の管理指標(２－２－３) 

３ 生涯を通じた学習機会の場の提供 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 

② 

高齢者学級、女性学級等における消費生活

に関する出前講座の実施回数 
【再掲】３-１-３-② 

年 9 回 年 18 回 

③ 事業者に対する出前講座の実施回数 年 2 回 年 4 回 

④ 環境学習講座参加者数 年 840 人 年 900 人 
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施策４：多様な主体との連携 

消費者団体や事業者などさまざまな主体と連携して消費者教育を推進します。 

具体的な取り組み 担当課 

①消費者団体等と連携し、消費者対象の出前講座や寸劇・紙芝居等

を開催します。（新規） 

②消費者団体等の育成を目的に消費者教育研修会を実施します。 

【再掲】２-３-２-① 

③農業体験を通し、収穫等の体験活動や消費者と生産者との交流を

図ります。また、食料や農業の大切さを認識し、農業への理解を

促進します。 

④事業者等の協力を得て、工場見学や施設見学等の情報を収集し、

消費者に提供するとともに、消費者教育の推進に向けた連携を図

ります。（新規） 

⑤消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生

活センター、行政の参加による消費者教育推進に関する協議会等

の組織の設置を検討します。（新規） 

①②④⑤ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

③農業振興課 

③大平、藤岡、都

賀、西方、岩舟

産業振興課 

 

 

■施策 4の管理指標(２－２－４) 

４ 多様な主体との連携 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 消費者団体等との連携講座実施回数 年 2 回 年 4 回 

② 
消費者教育研修会実施回数 

【再掲】２-３-２-① 
年 2 回 年 4 回 
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２－３ 消費者意⾒の反映と関連団体との連携強化 
 

消費生活に関する市民のニーズを把握し、消費者施策への適切な反映に努めるとともに、

関連団体との連携を強化し、消費者団体の育成や「自立した消費者」になるための育成・支

援を図ります。 

 

施策１：消費者意見の反映 

消費生活に関する市民の意見を把握し、消費者施策や各種取り組みへの反映に努めます。 

具体的な取り組み 担当課 

①出前講座等において、参加者に対してアンケート調査を実施し、

その結果を消費者施策に反映します。 

②市民からの公募委員を含めた審議会の開催を通して、消費者意見

の市政への直接反映を推進します。（新規） 

①② 

消費生活センター

（市民生活課） 

 

■施策 1 の管理指標は特に設けません。(２－３－１) 
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施策２：関連団体との連携強化 

市内で活動する消費者団体等との連携及び団体の育成を図り、消費者行政のさらなる充実

を図ります。 

具体的な取り組み 担当課 

①消費者団体等の育成を目的に、消費者教育研修会を実施します。 

【再掲】２-２-４-② 

②消費者に向けた啓発活動や情報提供のため各種団体の協力を得

て消費生活展を開催します。【再掲】２-１-１-③ 

③市内の消費者団体等に対して、交流の場や情報共有の機会の確

保を図ります。また、それらの活動を通じ、消費者団体等の育

成を図ります。 

①②③市民生活課 

（消費生活センター） 

 

■施策 2の管理指標(２－３－２) 

２ 関連団体との連携強化 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
消費者教育研修会実施回数 

【再掲】２-２-４-② 
年 2 回 年 4 回 

② 消費生活展入場者数【再掲】２-１-１-③ 200 人 500 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （消費生活展でのエコ作品づくり） 
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基本⽅針３ 消費者被害の未然防⽌と救済 

 
 
■社会情勢と施策の視点 

 

規制緩和の拡大、経済のグローバル化や高度情報通信社会の進展など消費者を取り巻く社

会情勢が変化する中で、少子高齢化、地域社会のつながりの希薄化なども進んでおり、消費

者自身も大きく変化しています。こうした変化を背景に消費者のトラブルや被害は依然とし

て後を絶たず、またその内容も複雑化、多様化しています。特に、高齢者や社会的経験が少

ない若年者を狙った悪質商法の被害は多く発生しています。インターネットやスマートフォ

ンなどの情報機器に不慣れな高齢者によるトラブルや、若年者の間ではＳＮＳ（ソーシャル・

ネットワーキング・サービス）※25をきっかけとしたトラブルなど、新手の消費者トラブル等

が多く発生しています。また、高齢者では詐欺的な手口に巻き込まれるケース、一方、若者

ではマルチ（マルチまがい）商法※26や海外事業者関連のトラブルに巻き込まれるケース等が

増加している等、特定の年齢層に特徴的なトラブルも生じています。 

こうした消費者トラブル・被害を未然に防止し、問題の早期解決を図るためには、消費者

の苦情相談や事業者とのあっせん、情報提供等を行う消費生活センターの役割が重要となり

ます。少子高齢化や地域社会のつながりの希薄化等の状況を見すえ、消費生活センターを中

心として、包括的に各種関係機関が連携し、情報の提供や共有、相談者支援の充実を図って

いくことが求められます。また、このような取組の周知を図り、必要が生じた際の市民の利

用を促進していく必要があります。 

 

 
  

                                                
※25 ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

人と人とのつながりを支援するインターネット上のサービス。Facebook や LINE など。 

 
※26 マルチ（マルチまがい）商法 

連鎖販売取引(マルチ商法)とは、①商品やサービス等を販売する事業者で、②その商品やサービス

等を販売する会員を勧誘すれば収入が得られると誘引し(特定利益)、③会員になる者に商品代金や登

録料等の負担(特定負担)が伴う取引を、連鎖販売取引と定めている。人狩り商法とも呼ばれている。 

マルチまがい商法とは、上記の３つの要件に当てはまらない販売形態のことである。 
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■栃⽊市の現状・課題及び施策の⽅向性 
  

近数年にわたって、消費生活センターに寄せられる苦情相談の 4 割前後を 60 歳以上の

市民からの相談が占めています。このような状況と並行して、市では少子高齢化が進んでお

り、今後さらに高齢の消費者からの相談が増える可能性も見込まれます。2016 年（平成 28

年）に行った市民アンケート調査の結果では、消費者問題に関心のある人の割合は年齢が上

がるにつれて高くなっています。この結果は高齢の消費者ほど消費者トラブルに合いやすい

という実感を反映している可能性があります。このような可能性にしっかりと対応していく

ことが求められます。 

市ではこれまで高齢者等に対して出前講座や見守り活動等で注意喚起を行うとともに、権

利擁護の観点も含めて成年後見制度、地域包括支援センター等の周知を行ってきました。ま

た、より広く市民全体に向けて、消費生活センターが中心となって多様な情報提供・相談に

よる消費者被害の未然防止、相談を通じた被害救済に取り組んできました。アンケートの結

果では、消費者トラブル・被害を受けて消費生活センターに苦情相談をした人ではしなかっ

た人に比べて消費者行政の満足度が高くなっており、相談が効果を発揮したケースが多いと

見込まれます。一方で、同じアンケート結果では、消費生活センターの仕事内容を「知って

いる」人が約 4 割にとどまっており、2012 年（平成 24 年）に行ったアンケートの結果に

比べて若干低くなりました。市民の安心のために消費生活センターの周知をより徹底してい

く必要があります。 

また、アンケート結果では、トラブル・被害にあっても相談しない消費者が少なくないと

いう状況も現れました。若年の消費者では消費生活センターへの相談件数が少ないことから、

トラブル・被害を受けながらも相談に至っていないケースが少なくない可能性があります。

全国的な状況も踏まえて、若年の消費者への周知徹底も重要となります。 
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３－１ 消費者被害の未然防⽌の推進 
 

消費者問題等について迅速かつ適切な情報提供を図るとともに、消費生活センターの周知

などにより適切な相談先の提供を行うことで、消費者被害の未然防止に努めます。 

 

施策１：消費者被害に関する情報提供の強化 

多様な媒体を活用し消費者問題等の情報を提供するとともに、さまざまな学習機会の場を

提供することで、消費者被害の防止に取り組みます。 

具体的な取り組み 担当課 

①毎年５月の「消費者月間」に合わせて、消費者団体との協働によ

り、市内スーパー等において、ポスター掲示やチラシ配布など注

意喚起のための街頭啓発を行います。 

【再掲】２-１-１-① 

②緊急対応時以外でも報道機関への情報提供を積極的に行い、周知

啓発に努めます。 

③毎月１回発行する市広報紙に「くらしの窓」コーナーを設け、消

費者問題に関する悪質な事例や頻繁に発生している事例、対応策

についての情報を提供します。【再掲】２-１-１-④ 

④赤ちゃん訪問や乳幼児健診時に事故予防に関する冊子やパンフ

レットを配布し、乳幼児の事故予防の普及啓発を行います。また、

４か月健診時の離乳食指導や離乳食・むし歯予防教室において、

乳児ボツリヌス菌をはじめとする食中毒や食の安全について情

報提供します。（新規） 

①②③ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

④健康増進課 

 

■施策 1 の管理指標(３－１－１) 

１ 消費者被害に関する情報提供の強化 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 街頭啓発対象人数【再掲】２-１-１-① 年 1,250 人 年 1,300 人 

② 
報道機関等を活用した情報発信回数 

【再掲】２-１-１-② 
年 70 回 年 80 回 
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施策２：相談等による消費者被害の未然防止 

消費生活相談に関する相談体制を充実し、消費者被害の未然防止を図ります。 

具体的な取り組み 担当課 

①出前講座やイベントなどのさまざまな機会で消費生活センター

相談会を実施します。 

②消費者トラブルを抱える市民が相談できるよう消費者ホットラ

イン（188）の周知に努めます。（新規） 

③特殊詐欺対策の機能のある電話機等の購入費の一部補助を行い

ます。（新規） 

①② 

消費生活センター 

（市民生活課） 

③交通防犯課 

 

■施策 2の管理指標(３－１－２) 

２ 相談等による消費者被害の未然防止 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
イベントなどでの消費生活センター相談

会開催回数 
年 1 回 年 3 回 
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施策３：高齢者・障がい者・若年層など多様な消費者への支援（重点施策） 

消費者トラブルに巻き込まれやすい高齢者、障がい者、若年層を中心に、地域における見

守りや啓発など、多様な消費者に合わせた対策を展開します。 

具体的な取り組み 担当課 

①高齢者ふれあい相談員、民生委員児童委員を通じて高齢者の見守

り活動を行い、訪問時に消費者問題に関するチラシの配布、悪質

商法等についての注意喚起を行います。また、相談機関である消

費生活センターや地域包括支援センターを周知します。 

②出前講座の実施や各種教室等の場を活用し、消費生活問題の周

知・啓発を進め、被害の未然防止を図ります。 

③若年層を中心に普及しているＳＮＳの活用など、効果的で迅速な

情報提供に取り組みます。（新規） 

④本人、家族、民生委員児童委員等からの相談に応じ、成年後見制

度を紹介し、利用についての支援を行います。また、市広報紙、

市ホームページ、ポスター掲示等により制度の周知を図ります。 

①福祉総務課 

①④地域包括ケア

推進課 

②③ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

 
■施策 3の管理指標(３－１－３) 

３ 高齢者・障がい者・若年層など多様な消費者への支援 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 
高齢者見守り活動を通じて、ふれあい通

信記事掲載による注意喚起の回数 
年１回 年 4 回 

② 

高齢者学級、女性学級等における消費生活

に関する出前講座の実施回数 

【再掲】２-２-３-①② 

年 9 回 年 18 回 

③ SNS を活用した情報提供回数 — 年 12 回 

④ 成年後見制度についての周知回数 年 2 回 年 6 回 
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３－２ 消費者被害救済体制の強化 
 

消費生活における不安や不満、トラブル、消費者被害等に適切かつ迅速に対応できるよう、

相談機能の向上や相談者の年代等の特徴に応じた支援を行います。また、関係機関との連携

を強化します。 

 

施策１：相談等による消費者被害救済 

複雑・多様化かつ高度化する消費生活問題に関するさまざまな相談に、適切・迅速に対応

できるよう、相談機能の強化・充実に努めます。 

具体的な取り組み 担当課 

①消費生活相談員による消費者と事業者間の交渉への支援、助言、

あっせんなど的確な対応を行い、被害の拡大防止、早期解決を図

ります。 

②各種研修会へ積極的に参加し、複雑化、高度化する相談内容に的

確な対応ができるよう、消費生活相談員の資質向上を図ります。 

③PIO-NET※27 に登録された全国の消費者から寄せられた消費生

活に関する苦情相談情報を共有化し、問題解決に活かします。 

①②③ 

消費生活センター 

（市民生活課） 

 

■施策 1 の管理指標(３－２－１) 

１ 相談等による消費者被害救済 

取組 指標 現状値 
目標値 

（2022 年度） 

① 消費生活相談件数 年 983 件 年 1,050 件 

 

 

 

  

                                                
※27 PIO-NET 

全国消費生活情報ネットワーク・システム。このシステムにより、国民生活センターと全国の消費

生活センターを専用のネットワークで結び、消費者から消費生活センターに寄せられる消費生活に関

する苦情相談情報（消費生活相談情報）の収集を行っています。 
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施策２：関係機関との連携強化 

国や県、関係機関等との連携により、消費者被害の未然防止と救済体制の強化を図ります。 

具体的な取り組み 担当課 

①消費者団体等との連携強化を図ります。 

②国（国民生活センターなど）、県（くらし安全安心課など）、県弁

護士会、県司法書士会、栃木県警察等との連携を強化し、悪質事

業者への指導等を行い、不適正な取引行為を防止します。 

③庁内において、福祉などの関係各課及び専門相談員と連携し、問

題の早期解決を図ります。また、庁内関係課等との情報共有化や、

消費者問題への対応等について協議するための担当者会議を定

期的に開催します。 

④インターネット通販など、海外から購入した商品のトラブル解決

に向け、独立行政法人国民生活センター越境消費者センター

（CCJ）※28 など、専門的な相談窓口と連携して対応します。（新
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※28 独立行政法人国民生活センター越境消費者センター（CCJ） 
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重点施策 
 
 

 本計画では、栃木市の消費生活を取り巻く近年の動向を考慮し、本計画期間において特に

重点的に取り組むべき施策を重点施策として位置づけます。 

 

重点施策①「消費者啓発の推進」「消費者教育の推進」 

 

《重点化の背景》 

 商品やサービス、取引形態や決済方法等は急速に多様化、複雑化しており、事業者と消費

者の間には依然として大きな格差が生じています。この格差解消に向けて、消費者がより賢

い「自立した消費者」へと成長していくための支援が依然として重要です。さらに、消費者

教育推進法により「消費者市民社会」が定義され、これが消費者教育の究極的な目標となり

ました。消費者市民社会とは、消費者が、消費行動が将来世代や社会経済情勢、地球環境に

まで影響を及ぼすことを自覚し、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会と

定義されています。 

栃木市では第 1 次計画において「自立した消費者」への支援に向けて、学校や地域に出前

講座を行うなど消費者教育を積極的に推進してきましたが、今後はさらに消費者市民社会の

形成を目指して消費者啓発・消費者教育を進めていくことが重要視されます。 

その一環として、５３頁に掲載した、「チャレンジ・プロジェクト」に取組みます。 

 

《重点施策群》 

基本方針２ 消費者市民社会実現のための消費者教育の推進 

 

１ 消費者啓発の推進 １ 情報提供の推進 

２ 消費者教育の推進 

１ 学校等における消費者教育の推進 

２ 地域社会における消費者教育の推進 

３ 生涯を通じた学習機会の場の提供 

４ 多様な主体との連携 
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重点施策②「高齢者・障がい者・若年層など多様な消費者への支援」 

 

《重点化の背景》 

2015 年（平成 27 年）3 月に策定された国の消費者基本計画では、消費者を取り巻く環

境の変化と課題の一つに「高齢化、独居化の進行」を挙げ、地方における体制整備の一環と

して「認知症の高齢者等の見守りネットワーク等の促進」を位置づけました。市においても

高齢化が一層進み、認知症の高齢者等も増加すると見込まれています。また、高齢者からの

苦情相談が 近数年に渡って多数を占める中、特に高齢者等における消費者被害の未然防止

が重要視されます。他方、市では既に地域支え合い活動推進条例を設置し、高齢者等の見守

り等を推進しています。 

このような活動と連携して消費生活における社会的弱者の見守り等を進め、少子高齢化の

さらなる進行に対応可能な支援体制の整備を早急に進めていくことが重要視されます。 

また、若年層についても、民法の成年年齢の引き下げが議論されており、引き下げが行わ

れた場合には 18 歳・19 歳の市民の消費者トラブル・被害の拡大を防ぐために取組の充実が

必要となることから、成年年齢の引き下げの動向を注視していく必要があります。 

 

《重点施策》 

基本方針３ 消費者被害の未然防止と救済 

 
１ 消費者被害の未然防止の

推進 

３ 高齢者・障がい者・若年層など多様な消費者への支

援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （高齢者見守りのための出前講座） 
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重点施策のチャレンジ・プロジェクト 
 

 

重点施策の中でも特に、重点施策①「消費者啓発の推進」「消費者教育の推進」に関する施

策は、消費者教育推進法が掲げる消費者市民社会の実現に向けて重要視されます。そこで、

重点施策①の施策を横断化・総合化する視点でチャレンジ・プロジェクトを推進します。 
 

《チャレンジ・プロジェクト》 

若年層を含む多様な年代の市民を巻き込んだエシカル消費の普及推進 

概
要 

 消費者市民社会の実現に向けて重要な消費スタイルとなる、「エシカル消費」（環境

や社会に配慮した製品やサービスを選んで消費すること）への理解と、実践の普及

を図ります。 

 消費者問題に関して、特に関心の深い人々や団体だけでなく、幅広い市民層を巻き

込んだ取組みや、中長期的に消費者市民社会実現に向けた取組みの充実も求められ

ています。 

 テーマについては、例えば、「フェアトレード」（産品を適正な価格で継続的に購入

し、立場の弱い途上国の生産者や労働者の生活改善・自立を目指す貿易）等のよう

に、実際に若い人等でも行われている活動を視野に検討します。 

背
景 

 市では、従来、消費者トラブルの防止や消費者・事業者間の格差解消等に重点を置

いてきましたが、さらに消費者市民社会の実現に向けた取組みも求められています。 

 市では小・中学校等への出前講座を展開しています。他方、地域では高齢者を主体

とした消費者保護等の活動が行われています。児童生徒の学習と、高齢者中心の活

動の谷間となっている成年期の市民の理解と実践が求められます。特に、学校から

の継続性を確保するうえでも、若年層への理解・実践の普及は重要となります。 

取
組
み
イ
メ
ー
ジ 

 栃木市版エシカル消費推進プログラムの検討・作成（NPO・大学等と連携して作成） 

 講座やイベント等の実施（NPO・大学等と連携して実施） 

 若い担い手の発掘・育成（イベント実施等を通じて、高校・大学のサークル・ゼミ活動、若い人

が参加する地域のサークル活動、NPO 等への活動参加を持ちかけて巻き込み） 

 新たな担い手の活動の場の創出（NPO・大学・学校・サークル・地域・企業等と連携して実施） 
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第５章 計画がめざす⽬標値 
 

本計画の実効性を高めるため、「市民意識調査」の結果をもとに、３つの基本方針を総合的

に測る指標として、以下のとおり６つの指標を設定し、計画期間における達成度を測ります。 

※現状値は、2016 年（平成 28 年）12 月に実施した「総合計画等に関する市民アンケ

ート調査」の結果から。 

 

（１）消費者問題への関心度 

消費者問題への関心度が高まってきています。引き続き効果的な周知・啓発や消費者

教育・学習の機会・場の確保を行い、消費者問題へ関心がある人の増加をめざします。 

現状値 
目標値  

（2022 年度） 
指標の考え方 

84.2％ 90.0％ 
消費者問題へ関心が「ある」または「どちら

かといえばある」と回答した人の割合の合計 

 

（２）商品の購入やサービスの利用に当たり、契約トラブルにあったり、商品・サー

ビスに不満を感じた経験 

消費者自身が合理的な意思決定を行えるように情報提供や相談支援の充実を図り、契

約トラブルにあったり、商品・サービス等に不満を感じる人の減少をめざします。 

現状値 
目標値 

（2022 年度） 
指標の考え方 

31.7％ 15.0％ 

契約トラブルにあったり、商品・サービスに

不満を感じた経験が「ある」と回答した人の

割合 

 

（３）契約トラブルや商品・サービスへの不満、消費者被害にあったりした際の相談
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契約トラブルや商品・サービスへの不満、消費者被害にあったりした際でも、適切な

相談機関で対応ができる環境づくりや「自ら考え、自ら行動する」自立した消費者の育

成をめざします。 

現状値 
目標値 

（2022 年度） 
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契約トラブルや商品・サービスへの不満、消
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と回答した人の割合 
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（４）クーリング・オフ制度の認知度 

消費者問題について自覚し、自立した行動ができる消費者を増やすため、クーリン

グ・オフ制度の認知度の向上をめざします。(クーリング・オフ制度の説明は 13 頁に

掲載) 

現状値 
目標値 

（2022 年度） 
指標の考え方 

89.6％ 95.0％ 

クーリング・オフ制度について「知っている」

または「少し知っている」と回答した人の割

合 

 

（５）消費生活センターの認知度 

消費者からの苦情相談や事業者とのあっせん、情報提供等を行う消費生活センターの

認知度の向上を図り、消費者トラブルの未然防止・早期解決をめざします。 

現状値 
目標値 

（2022 年度） 
指標の考え方 

41.0％ 70.0％ 
消費生活センターがどんな仕事をするとこ

ろか「知っている」と回答した人の割合 

 

（６）消費者行政に対する満足度 

消費者市民社会の実現に向け、各種施策や取り組みを総合的に推進し、市民の消費者

行政に対する満足度を高めます。 

現状値 
目標値 

（2022 年度） 
指標の考え方 

22.2％ 50.0％ 

消費者行政に対して「満足している」または

「どちらかといえば満足している」と回答し

た人の割合の合計 
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第６章 計画の推進 
 
 
 
第１節 推進体制の整備 

 

本計画の推進にあたっては、消費生活行政に関わる庁内関係各課が連携し、施策の効果的

な推進を図るとともに、国や県及び地域の関係機関等とも密接な協力体制を構築し、取り組

みを進めます。 
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栃木市消費 
生活センター 
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第２節 検証と評価 
 

本計画を適切かつ着実に推進していくため、第４章で設定した管理指標により、進捗状況

と達成度の管理を行うとともに、毎年度、本計画に関連する施策について「栃木市消費生活

審議会」に報告し、同審議会からの意見を尊重することで、本計画の検証・評価を行います。 

また、市民アンケートを調査などで、広く市民から意見を聴取し、施策の取組に対する検

証と評価を行い、計画推進に活かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   改善 
Action 

計画 
Plan 

実行 
Do 

評価 
Check 

栃木市消費生活審議会 

庁内関係課長会議 

による施策の立案 

市民、各種団体、行政等 

が協働による計画の実行 

栃木市消費生活審議会 

市民アンケート調査 

庁内関係課長会議 

による評価・課題の検討 

栃木市消費生活審議会 

庁内関係課長会議 

による、新たな施策への反映 
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１ 栃⽊市消費⽣活条例 
平成24年3月23日 

条例第3号 

(目的) 

第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんが

み、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他

の基本理念を定め、市の責務並びに事業者の責務等を明らかにするとともに、市が実施す

る施策について必要な事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、市民の消費

生活の安定及び向上を図ることを目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 商品 消費者が消費生活において使用する物をいう。 

(2) サービス 消費者が消費生活において使用し、又は利用するもので、商品以外のもの

をいう。 

(3) 消費者 商品又はサービスを使用し、又は利用して消費生活を営む者をいう。 

(4) 事業者 消費者に対して消費生活の用に供する商品又はサービスの製造、販売、提供

その他これらに類する行為を業として行う者をいう。 

(5) 消費者団体 消費者が消費生活の安定のため、自主的に組織する団体をいう。 

(6) 取引等 契約の締結についての勧誘、契約の締結その他これらに類する行為をいう。 

(基本理念) 

第3条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者施策」という。)

の推進は、市民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保

される中で、次に掲げる消費者の権利が尊重され、消費者が自らの利益の擁護及び増進の

ため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本と

して行われなければならない。 

(1) 商品及びサービス(以下「商品等」という。)によって、生命、身体及び財産に危害を

受けない権利 

(2) 商品等について不適正な取引条件及び取引方法を強制されない権利 

(3) 商品等について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利 

(4) 消費生活において必要な情報を提供される権利 

(5) 主体的に行動するための教育を受ける機会が提供される権利 

(6) 消費者施策に消費者の意見が反映される権利 

(7) 取引等によって不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済される権利 

(8) 消費生活において消費者の個人情報が侵害されない権利 

2 消費者施策の推進は、消費者の安全の確保等に関して、専門的知見に基づき被害の拡大を

防止するとともに、事業者による適正な事業活動の確保が図られるよう配慮されなければ

ならない。 
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3 消費者施策の推進は、高度情報通信社会、国際化の進展及び社会経済情勢の変化に的確に

対応することに配慮して行われなければならない。 

4 消費者施策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、消費者施策を策定し、実施する責務を有

する。 

2 市は、消費者施策の策定及び実施に当たっては、消費者の安全を確保し、消費者及び消費

者団体の意見を反映するよう努めるものとする。 

3 市は、消費者施策の策定に当たっては、国及び栃木県(以下「県」という。)と役割を分担

し、国及び県の施策との整合性を図るとともに、その実施に当たっては、必要に応じて国、

県その他関係機関との連携に努めるものとする。 

4 市は、消費者の自主的かつ合理的な行動を推進するため、消費者に対し消費生活に関する

知識の普及、情報の提供、啓発活動、学習活動その他必要な支援に努めるものとする。 

5 市は、消費者団体が行う消費生活の安定及び向上に資する健全かつ自主的な活動の支援に

努めるものとする。 

(事業者の責務) 

第5条 事業者は、第3条に規定する基本理念にかんがみ、事業者の供給する商品等について、

次に掲げる責務を有する。 

(1) 消費者の安全及び消費者との取引等における公正を確保すること。 

(2) 消費者に対し、必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 

(3) 消費者との取引等に際して、消費者の年齢、知識、経験及び財産の状況等の多様な特

性に配慮すること。 

(4) 消費者の個人情報を慎重かつ適正に取り扱うこと。 

(5) この条例及び関係法令を遵守するとともに、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅

速に処理するために必要な苦情処理体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理するこ

と。 

(6) 市が実施する消費者施策に積極的に協力すること。 

2 事業者は、消費生活に係る商品等の供給に当たっては、省資源及び省エネルギーに配慮し、

廃棄物の発生の抑制並びに商品の再使用及び再資源化の促進に寄与するよう努めることに

より環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するものとする。 

3 事業者は、消費者の意向を事業活動に反映させ、商品等について品質その他の内容を向上

させ、その事業活動について消費者の信頼を確保するよう努めるものとする。 

(消費者の役割) 

第6条 消費者は、自立した消費者を目指し、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得

し、及び必要な情報を収集することにより、自主的かつ合理的に行動するよう努めるもの

とする。 

2 消費者は、省資源及び省エネルギーに配慮し、ごみの減量並びに不用品の再使用及び再資

源化の促進等により、環境への負荷の低減その他の環境の保全に配慮するよう努めるもの

資料編 

60 

3 消費者施策の推進は、高度情報通信社会、国際化の進展及び社会経済情勢の変化に的確に
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とする。 

(消費者団体の役割) 

第7条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対

する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費生活の安定及

び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。 

(消費生活基本計画) 

第8条 市長は、消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、消費生活に関す

る基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。 

2 市長は、基本計画の策定に当たっては、第22条に規定する栃木市消費生活審議会の意見を

聴かなければならない。 

(危害の防止) 

第9条 事業者は、常に必要な措置を講ずることにより、消費者の生命、身体又は財産に危害

を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品等(以下「欠陥商品等」という。)を消費者に供給

してはならない。 

2 事業者は、商品等が欠陥商品等に該当すると認めたときは、直ちに当該商品等について公

表、回収、改善その他必要な措置を講じなければならない。 

3 市長は、欠陥商品等により生じる危害を防止するため、必要があると認めるときは、法令

に定める措置がとられる場合を除き、当該欠陥商品等を供給する事業者に対し、必要な措

置を講ずるものとする。 

4 市長は、緊急の必要があると認めるときは、欠陥商品等の名称その他必要な事項を市民に

周知するものとする。 

(商品等の表示及び広告の適正化) 

第10条 事業者は、その供給する商品等について、消費者がその購入若しくは使用、又はサ

ービスの利用に際し、消費者がその選択等を誤ることにより消費者の利益が損なわれない

ようにするため、その品質、用途、内容、価格、量目その他必要な事項を適正に表示する

とともに、その選択を誤るおそれのある虚偽又は誇大な広告をしてはならない。 

(商品等の包装の適正化) 

第11条 事業者は、その供給する商品等について、品質保全上必要な限度を超え、商品の内

容を著しく誇張する等の過大な包装を行わないよう努めるものとする。 

(商品等の計量の適正化) 

第12条 事業者は、その供給する商品等について、適正な計量を実施するよう努めるものと

する。 

(不適正な取引行為の禁止) 

第13条 事業者は、消費者との間で行う商品等の取引等に関し、次の各号のいずれかに該当

する行為であって規則で定めるもの(以下「不適正な取引行為」という。)を行ってはなら

ない。 

(1) 消費者に対し、不実のことを告げ、誤信を招く情報を提供し、威迫し心理的に不安な

状態に陥れ、又は執ように説得する等の不適正な方法で取引等をさせる行為 
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(2) 消費者に対し、著しく不利益をもたらす不適正な内容の取引等をさせる行為 

(3) 消費者に対し、契約(契約の成立について、当事者間で争いのあるものを含む。)に基

づく債務の履行を不当に強要し、若しくは不当に拒否し、消費者の正当な根拠に基づく

契約の解除、取消等を妨げ、又は契約の解除、取消等によって生じる債務の履行を拒否

し、若しくは正当な理由がなく遅延させる行為 

(4) 商品の販売等をする事業者又はその取次店等実質的に販売等をする事業者からの商

品等の購入又はサービスの提供を条件又は原因として、信用の供与をする契約又は保証

を受託する契約(以下「与信契約等」という。)について、消費者の利益を不当に害する

ことが明白であるにもかかわらず、取引等をさせ、又は消費者の利益を不当に害する方

法で与信契約等に基づく債務の履行を強要する行為 

(不適正な取引行為に関する調査) 

第14条 市長は、事業者が不適正な取引行為を行っている疑いがあると認めるときは、この

条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、その行為の方法、内容その他の事項に

ついて立入調査等の調査を行うことができるとともに、必要な報告を求めることができる。 

2 市長は、前項の規定に基づく調査の実施に当たっては、必要に応じて国、県その他関係機

関に対し、協力を求め、連携を図るものとする。 

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

(事業者に対する資料提出の要求) 

第15条 市長は、次条第2項の規定による指導及び勧告に当たっては、第13条各号の不適正な

取引行為の判断について、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期間を定めて、

当該事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合

において、当該事業者が正当な理由がなく当該資料を提出しないときは、同条各号の不適

正な取引行為をしたものとみなす。 

(指導及び勧告) 

第16条 市長は、第9条第3項の規定により必要があると認めるときは、事業者に対し、是正

するための必要な措置を講ずるよう指導し、又は指導に従わないときは勧告することがで

きる。 

2 市長は、第14条の規定による調査をした結果、事業者が第13条の規定に該当すると認める

とき、若しくは不適正な取引行為による被害の発生及び拡大を防止するため必要があると

認めるときは、事業者に対し、当該不適正な取引行為を是正するための必要な措置を講ず

るよう指導し、又はその指導に従わないときは勧告することができる。 

3 事業者は、前項の規定による指導又は勧告に基づいて講じた措置及びその結果について、

速やかに市長に報告しなければならない。 

4 市長は、第1項及び第2項の規定により事業者に指導又は勧告するに当たっては、必要に応

じて国、県その他関係機関に協力を求め、連携を図るものとする。 

(公表) 

第17条 市長は、前条の規定による勧告をした場合において、当該事業者が正当な理由なく

その勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称、その勧告内容その他必要な事項を公
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表することができる。 

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者に対し、その旨を通知

し、意見を述べる機会を与えるとともに、栃木市消費生活審議会の意見を聴かなければな

らない。ただし、当該事業者が意見を述べることに応じないとき、緊急のとき、又は当該

事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。 

(不適正な取引行為等に係る情報の提供) 

第18条 市長は、次に掲げる場合であって、不適正な取引行為等による被害の発生及び拡大

を防止するために必要があると認めるときは、第16条に規定する指導及び勧告を行わず、

その行為の方法、内容その他の必要な情報を市民に提供することができる。 

(1) 不適正な取引行為等に関する苦情の処理の申出が相当数あり、消費者に重大な被害が

生じ、又は生じるおそれがある場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、消費者に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあり、か

つ、対応に緊急性が必要とされる場合 

2 市長は、前項の規定による情報の提供をしようとするときは、あらかじめ当該事業者に対

し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該事業者が

意見を述べることに応じないとき、又は当該事業者の所在が不明で通知できないときは、

この限りでない。 

(啓発活動及び教育等の推進) 

第19条 市は、消費者が的確な判断能力及び適正な選択能力を有し、自ら消費生活の安定及

び向上を図ることができるよう、学校、地域、家庭その他の様々な場を通じて消費生活に

ついての知識の普及、情報の提供、啓発活動及び教育等を推進するとともに、消費者の自

主的な学習のために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(苦情等の処理) 

第20条 事業者は、商品等の供給その他消費者と事業者との取引等に関して生じた消費者の

苦情又は相談(以下「苦情等」という。)に誠意をもって応じ、これを適切かつ迅速に処理

しなければならない。 

2 市長は、消費者から苦情等の申出があったときは、当該苦情等を解決するために必要な助

言、あっせんその他の措置を講ずるものとする。 

3 市長は、前項の規定による措置を講ずるために必要があると認めるときは、事業者又は関

係者に対し、資料の提出、報告又は説明を求めるとともに、必要な調査を行うことができ

る。 

4 市長は、前3項の苦情等の処理を行うに当たっては、必要に応じ、国、県その他関係機関

との連携に努めるものとする。 

(消費生活センター) 

第21条 消費生活センターは、消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活

の安定及び向上に資するものとする。 

2 消費生活センターに関し必要な事項は、別に条例で定める。 

(消費生活審議会) 

資料編 

63 

表することができる。 

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者に対し、その旨を通知

し、意見を述べる機会を与えるとともに、栃木市消費生活審議会の意見を聴かなければな

らない。ただし、当該事業者が意見を述べることに応じないとき、緊急のとき、又は当該

事業者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。 

(不適正な取引行為等に係る情報の提供) 

第18条 市長は、次に掲げる場合であって、不適正な取引行為等による被害の発生及び拡大

を防止するために必要があると認めるときは、第16条に規定する指導及び勧告を行わず、

その行為の方法、内容その他の必要な情報を市民に提供することができる。 

(1) 不適正な取引行為等に関する苦情の処理の申出が相当数あり、消費者に重大な被害が

生じ、又は生じるおそれがある場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、消費者に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがあり、か

つ、対応に緊急性が必要とされる場合 

2 市長は、前項の規定による情報の提供をしようとするときは、あらかじめ当該事業者に対

し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該事業者が

意見を述べることに応じないとき、又は当該事業者の所在が不明で通知できないときは、

この限りでない。 

(啓発活動及び教育等の推進) 

第19条 市は、消費者が的確な判断能力及び適正な選択能力を有し、自ら消費生活の安定及

び向上を図ることができるよう、学校、地域、家庭その他の様々な場を通じて消費生活に

ついての知識の普及、情報の提供、啓発活動及び教育等を推進するとともに、消費者の自

主的な学習のために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(苦情等の処理) 

第20条 事業者は、商品等の供給その他消費者と事業者との取引等に関して生じた消費者の

苦情又は相談(以下「苦情等」という。)に誠意をもって応じ、これを適切かつ迅速に処理

しなければならない。 

2 市長は、消費者から苦情等の申出があったときは、当該苦情等を解決するために必要な助

言、あっせんその他の措置を講ずるものとする。 

3 市長は、前項の規定による措置を講ずるために必要があると認めるときは、事業者又は関

係者に対し、資料の提出、報告又は説明を求めるとともに、必要な調査を行うことができ

る。 

4 市長は、前3項の苦情等の処理を行うに当たっては、必要に応じ、国、県その他関係機関

との連携に努めるものとする。 

(消費生活センター) 

第21条 消費生活センターは、消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活

の安定及び向上に資するものとする。 

2 消費生活センターに関し必要な事項は、別に条例で定める。 

(消費生活審議会) 

144825 栃木市計画書 144825 栃木市計画書



資料編 

64 

第22条 市民の消費生活の安定及び向上に関する事項を調査審議するため、栃木市消費生活

審議会を置く。 

(委任) 

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 
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２ 栃⽊市消費⽣活審議会委員名簿 
任期：2016 年（平成 28 年）7月 1日～2018 年（平成 30 年）6月 30 日 

（2018 年（平成 30 年）3 月現在 敬称略・順不同） 

番号 選出区分 氏 名 所属団体等 備 考 

１ 学識経験を有する者 山田 英郎 元(財)日本消費者協会理事 会 長 

２ 消費者団体を代表する者 横地 敬子 栃木市消費者友の会  

３ 消費者団体を代表する者 石塚 理惠 栃木市藤岡町消費生活友の会  

４ 消費者団体を代表する者 河又 敏子 
栃木県消費生活リーダー連絡協議会

栃木支部  

５ 事業者を代表する者 三好 智樹 ㈱ヤオハン 副会長 

６ 公募による者 岡部 光男 公募委員  

７ 公募による者 藤原美恵子 公募委員  

８ 
その他市長が必要と

認める者 
押山 恵子 栃木市消費生活センター  
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