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持続可能な開発目標（SDGｓ） 

目標 1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

目標 2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促

進する 

目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

目標 4 .すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会

を促進する 

目標 5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

目標 6. すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

目標 7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアク

セスを確保する

目標 8. 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と     

働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する 

目標 9. 強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進 

及びイノベーションの推進を図る 

目標 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する 

目標 11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を

 実現する 

目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する 

目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

目標 14. 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

目標 15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、

砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失

を阻止する 

目標 16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司

法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のあ

る包摂的な制度を構築する 

目標 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ

プを活性化する 

注：外務省ウェブサイト「持続可能な開発のための 2030アジェンダ（仮訳）」から

抜粋 
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第１章 はじめに 

  

１ 消費者政策の更なる充実に向けて 

 

消費者政策は、消費者基本法（昭和43年法律第78号。平成16年に消費者保護

基本法を改正。）に定められているとおり、消費者の利益の擁護・増進に関す

る総合的な施策として、消費者の権利の尊重、その自立の支援等の基本理念の

もと、国民の消費生活の安定・向上を確保することを目的とするものである。 

平成21年９月、それまでの生産者・供給者の立場から作られた行政を国民本

位のものに改める「行政のパラダイム（価値規範）転換」を図り、各省庁縦割

りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するため、消費者行政の司

令塔・エンジン役として消費者庁が、消費者庁を含む各府省庁の消費者行政全

般に対する監視機能を有する独立した第三者機関として消費者委員会が設立さ

れてから５年が経過した。 

 

この間、消費者が主役となる社会の実現に向け、消費者問題に関する基本的

な政策の企画・立案や法執行等を行う消費者庁、重要事項の調査審議、建議等

を行う消費者委員会、消費者問題に関する中核的実施機関として、全国の消費

生活センター等への相談支援、研修、商品テスト、消費者への情報提供、裁判

外紛争解決手続（ＡＤＲ）等を行う独立行政法人国民生活センター（以下「国

民生活センター」という。）が、他の府省庁等とも連携しつつ、消費者行政の

推進に取り組んできた。各府省庁等においては、それぞれの所管分野において、

消費者委員会の建議等を踏まえ、消費者事故の未然防止や事故情報の収集・活

用、表示・取引の適正化、公共料金に関する透明性の確保等に取り組んできた。

地方消費者行政についても、５年間で消費生活センター数が 262 箇所増加、消

費生活相談員が 545 人増員され、平成26年にはそれぞれ 763 箇所、 3,345 人に

なるなど、体制の強化に取り組んできた。 

また、消費者教育の推進に関する法律（平成24年法律第61号。以下「消費者

教育推進法」という。）、食品表示法（平成25年法律第70号）、消費者の財産

的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律（平成25年

法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。）の制定、特定商取引に

関する法律（昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。）、消費者

安全法（平成21年法律第50号）、不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法

律第 134 号。以下「景品表示法」という。）の改正など、長年にわたって懸案

とされてきた各種法律の制定・改正を行い、消費者行政において必要不可欠な

基盤作りに取り組んできた。 

その結果、消費者行政を推進する基本的な枠組みができつつあるものの、新
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たな制度の中にはこれから施行されるものもあり、新たに施行される制度を含

め、制度がその趣旨のとおり運用されるよう、制度の運用の担い手の育成や消

費者・事業者・関係機関の認知・意識の向上、行政機関の執行体制の充実や執

行力の強化など、その実効性の確保・向上に向けて、いまだ課題は多く残され

ている。 

 

消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行、高度情報通信社会の進展、消費生

活におけるグローバル化の進展など、この５年間で大きく変化してきており、

それに伴って消費者トラブルや消費者被害の内容等も変化してきている。 

また、最近では、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等を

活用して事業者への意見等を広く発信する消費者も現れてきている一方で、商

品・サービスの多様化・複雑化を背景に、依然として、消費者と事業者との間

には、情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在している。 

全国の消費生活センター等の相談窓口に寄せられた消費生活相談は、平成21

年度の約90万件から、平成24年度までは減少し続けていたものの、平成25年度

には約94万件に再び増加している。食品表示の偽装、高齢者や障害者などの社

会的弱者を狙った悪質商法などによる消費者被害は跡を絶たず、消費生活の安

定・向上を確保するため消費者政策の更なる推進が必要となっている。 

 

これからの消費者政策においては、様々な環境の変化に適切に対応するため、

施策の実施体制を充実・強化し、これまでに整備してきた制度を積極的に活用

し、真に消費者の利益の擁護・増進が図られるよう一層の成果を挙げていくと

ともに、新たな課題の解決に向けて今後も不断の努力を続け、消費者政策の更

なる充実を目指していくことが求められる。 

 

２ 新たな消費者基本計画の策定 

 

消費者政策は、商品・サービスの種類を限定することなく、消費者の安全の

確保、消費者契約の適正化、表示の適正化、消費生活に関する教育・啓発、消

費者と事業者との間の苦情処理・紛争解決等、多岐にわたる施策を内容とする

ものであり、消費者庁だけでなく、多くの府省庁等が取り組む必要のある政策

である。 

そのため、消費者基本法において、政府は、消費者政策の計画的な推進を図

るため、長期的に講ずべき消費者政策の大綱等を定めた「消費者政策の推進に

関する基本的な計画」（消費者基本計画）を定めることとされている。 

 

消費者基本計画は、これまでに平成17年と平成22年の２回策定されてきた。 
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平成22年３月30日に閣議決定された第二次の消費者基本計画は、平成22年度

から平成26年度までの５年間を対象として、「消費者の権利の尊重と消費者の

自立の支援」、「地方公共団体、消費者団体等との連携・協働と消費者政策の

実効性の確保・向上」、「経済社会の発展への対応」の３つの政策の基本的方

向を示し、その区分により具体的施策を整理して定めていた。そして、毎年度、

施策の実施状況について検証・評価を行いながら、計画に基づく各分野の施策

を実施してきたところである。 

 

しかしながら、消費者を取り巻く環境が変化し、消費者問題が多様化・複雑

化している現状においては、これまでにも増して、多くの府省庁等の積極的か

つ計画的・一体的な施策の実施が必要となっている。 

平成26年４月の総務省の「消費者取引に関する政策評価書」における勧告や

平成26年５月の消費者委員会の「消費者基本計画の改定素案（平成26年５月）

等に対する意見」における「３．今後の課題」においては、次期消費者基本計

画（注）について、政府全体としての具体的な政策目標の設定、個別施策の体

系化・構造化、効果把握のための指標の設定、実施工程の明確化等を行うべき

とされている。 

平成32（2020）年には、「オリンピック・パラリンピック東京大会」の開催

が予定されており、政府の各種計画においても、平成32（2020）年を目標とし

ているものが多い。 

（注）平成27年度からを対象期間とする消費者基本計画（すなわち本計画）

のこと。 

 

このような状況の下、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等に適切に対応した消費者政策を更に推進していくため、

平成27（2015）年度から平成31（2019）年度までの５年間を対象とする新たな

「消費者基本計画」をここに定め、政府は、本計画に基づいて消費者政策を強

力に推進することとする。 

 

第２章 消費者を取り巻く環境の変化と課題 

 

１ 経済の好循環と消費者の安全・安心 

 

日本経済は、20年以上も続いた長期の低迷から、近年は力強さを取り戻しつ

つある。このような経済回復を持続的な経済成長につなげていくためには、企

業収益の改善を雇用の拡大と賃金の上昇につなげ、それを消費の増加、そして

更に企業収益の増加につなげるという「経済の好循環」を実現していくことが
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重要である。 

消費者が支出する消費額の総額は、平成25年には経済全体（ＧＤＰ）の約６

割と大きなウエイトを占めている。米国など７割に近いウエイトを占めている

国もあり、日本でも豊かな消費生活を実現する中で増加する余地がある。 

一方で、平成25年度には約94万件の消費生活相談が消費生活センター等に寄

せられており、平成25年１年間の消費者被害・トラブル額（消費者被害・トラ

ブルに関する商品・サービス等への支出総額）は、「平成26年版消費者白書」

によると、約 6.0 兆円との推計結果が得られている。 

 

消費者と事業者との間で情報の質や量に格差がある中で、消費者に対して商

品・サービスに関する正確な情報が提供されず、安全な商品・サービスを消費

者が安心して消費活動を営めなければ、選択した商品・サービスの効用に対す

る不安感から消費者が購入に慎重になってしまう。もしそうなれば、消費の安

定的な増加が進まず、持続的な経済成長に支障が生じるとともに、豊かな生活

の実現も困難となる。 

このため、経済政策と消費者政策は車の両輪として並行して進めていく必要

があり、積極的な消費者政策により、個人消費が主導する持続的な経済成長と

豊かな消費生活の実現を図ることが必要である。 

 

２ 人口減少、高齢化・独居化の進行 

 

我が国は、人口減少社会と超高齢化社会への突入という大きな課題を抱えて

いる。総人口が長期の人口減少過程に入る一方で、65歳以上の高齢者人口は、

平成26（2014）年９月１日時点で過去最高の3290万人となり、総人口に占める

割合（高齢化率）も25.9％と過去最高になっている。 

今後、高齢者人口は平成31（2019）年には3588万人へと増加し、高齢化率も

28.8％に上昇すると見込まれている。その後も、総人口が減少する中で高齢者

人口が増加することにより高齢化率は上昇を続け、平成47（2035）年には

33.4％と３人に１人が65歳以上の高齢者になると推計されている。 

 

このように高齢化が進行する中、65歳以上の高齢者の消費生活相談件数は、

平成25年度の消費生活相談件数全体の約３割となっており、大きな割合を占め

ている。平成20年度から平成25年度までにかけての65歳以上の高齢者の消費生

活相談件数の増加率は６割強となっており、高齢者人口の伸びを大きく上回る

ペースで増加してきている。 

また、身体障害・知的障害・精神障害を有する人や認知症等により判断力が

不十分となった人などの「障害者等」が消費者トラブルに遭った相談の件数は、
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平成20年度以降、年々増加傾向にある。 

今後、健康食品、介護サービス等にとどまらず、様々な商品・サービスにつ

いて、高齢者からのニーズが高まり、高齢者や障害者向けの商品・サービスも

登場・増加していくと考えられる。政府では、高齢者向け市場の活性化や障害

福祉サービスの質の向上等を図ることとしている一方で、高齢者を狙った健康

食品の送り付け商法などの悪質商法が絶えず、高齢者や障害者向けの商品・サ

ービスを安心して消費できるよう、高齢者、障害者など被害に遭いやすい消費

者の被害の防止と救済を図ることが急務となっている。 

 

さらに、家族形態の変化を見ると、単独世帯の割合が平成17（2005）年の

29.5％から平成22（2010）年には32.4％に増加しており、平成32（2020）年に

は34.4％に増加すると見込まれている。特に、65歳以上の高齢者の単独世帯数

は、平成17（2005）年から平成22（2010）年までの間に約 1.3 倍に増加してお

り、今後も更に増加すると見込まれている。 

単独世帯においては、周囲の目から隔離され、消費者トラブルに巻き込まれ

やすく、消費者トラブルに巻き込まれた際に誰にも相談できずに一人で抱えこ

み、深刻化しやすくなることから、単独世帯の消費者の被害防止と早期発見に

努めることが重要となっている。このような状況から、地域で高齢者、障害者

など被害に遭いやすい消費者を見守ることが不可欠となっている。 

 

３ 女性の活躍の進展 

   

就業の状況を見ると、我が国では、女性の社会進出に対する意識変化や社会

経済情勢の変化などを背景として、夫婦共に雇用者の共働き世帯数は長年にわ

たり増加を続けており、平成９年以降は男性雇用者と無業の妻から成る世帯数

を上回っている。女性（15歳～64歳）の就業率は、20代後半から30代前半まで

の上昇が目立っており、平成26年に63.6％と過去最高を更新している。 

このような状況の中、政府は、我が国最大の潜在力である「女性の力」を最

大限発揮できるようにするため、女性の活躍を推進することとしており、多様

なライフスタイルに対応した子育てや介護等の支援を行うこととしている。 

一方で、ベビーシッターや保育施設等における消費者トラブルも発生してお

り、女性の活躍の前提となる保育サービス、家事支援サービス等を安心して受

けられる環境の整備が求められている。 

 

４ 高度情報通信社会の進展 

 

情報通信技術の発達と情報通信機器・サービスの急速な普及により、インタ
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ーネット上で流通する情報量は飛躍的に増加している。政府においても、世界

最高水準のＩＴ利活用社会を実現することを目指しており、デジタル技術にお

ける技術革新とグローバルな高度情報通信社会が更に進展することが見込まれ

る。 

このような高度情報通信社会の進展等を背景として、インターネットで様々

な商品・サービスの取引（デジタルコンテンツの購入や金融取引等も含む。）

が時間や場所にかかわらず可能となり、実際に多くの消費者がこうした利便性

の高いインターネット経由の取引を行うようになっている。また、クレジット

カードや電子マネーなど、決済手段も多様化している。我が国のＢ to Ｃ（消

費者向け）電子商取引の市場規模は、平成20年の 6.1 兆円から平成25年には

11.2兆円となり、５年間で約 1.8 倍に増加している。 

 

これに伴い、「電子商取引」に関する消費生活相談の件数は年々増加傾向に

あり、平成25年度には消費生活相談件数全体の２割以上を占めるに至っている。

また、情報通信に関連する消費者トラブルは新しいものが次々と発生しており、

内容も携帯電話や光回線など電気通信サービス契約に関するもの、インターネ

ット通販による商品の購入や多様化する決済手段に関するもの、アダルト情報

サイトやオンラインゲーム等のコンテンツに関するもの、迷惑メールや個人情

報の不正入手に関するものなど、多岐にわたっている。 

さらに、情報通信技術や機器の発達により膨大なデータが蓄積されるように

なっている。そのように蓄積されたデータの適切な利活用などによって新たな

サービスが展開されることは、消費者の利益の増進に資する。一方、個人情報

の取扱いは漏えい等のリスクを伴い、また、個人情報やプライバシーという概

念が広く認識され、消費者の意識が高まってきていることを踏まえ、消費者の

個人情報及びプライバシーの更なる保護が求められている。 

このため、消費者政策において、急速な高度情報通信社会の進展への的確な

対応が求められている。この的確な対応の中には、情報の入手方法、読み解く

能力の差異等の消費者の特性に応じた適切な対応や、消費者政策の実施に当た

って、情報通信を適切かつ効果的に活用することも含まれる。 

 

５ 消費生活におけるグローバル化の進展 

 

我が国の消費財の輸入額の推移を見ると、平成21年には約12.6兆円であった

が、平成26年には約17.9兆円まで増加している。消費生活におけるグローバル

化の進展に伴い、食料品、衣料品、電気製品等の様々な商品が事業者により我

が国に輸入されて広く流通している。また、近年では、高度情報通信社会の進

展とも相まって、インターネット等を通じて消費者が自ら海外から商品を直接



 

7 

 

購入することが容易になっているほか、海外旅行等の際に現地で商品を購入す

ることもあり、消費者は数多くの外国産の商品に囲まれて生活している。 

このような消費生活におけるグローバル化の進展に伴い、詐欺の疑い、模倣

品の到着などの消費者トラブルが数多く発生しており、国境を越えた取引を安

心して行うことができる環境が求められている。また、食品等の安全性を揺る

がす事案が発生していることを受け、海外から輸入した商品の安全性に対する

不安を払拭することが求められている。これらの課題への対応のためには、越

境消費者トラブルへの相談体制の充実のほか、我が国と取引の多い国における

消費者行政の充実・強化等も重要であり、そのための連携や支援にも取り組む

必要がある。 

 

さらに、人の移動のグローバル化という観点から、訪日外国人旅行者数の推

移を見ると、平成21（2009）年の 679 万人から平成26（2014）年は1341万人に

増加している。政府は、オリンピック・パラリンピック東京大会の開催という

機会を捉え、平成32（2020）年に向けて訪日外国人旅行者数2000万人を目指す

こととしており、消費者政策においても、短期滞在する外国人旅行者を含む我

が国に在留する外国人に対する対応、例えば情報提供や相談対応における多言

語対応などが求められている。 

 

６ 東日本大震災後の社会・意識の変化 

 

平成23年３月に発生した東日本大震災は、我が国の社会や人々の意識に大き

な影響・変化を与えた。 

身近な消費生活においては、東日本大震災の発生直後には、消費者による必

要以上の購入等により、生活必需品等の品不足が生じるなどの事態が生じた。 

また、東日本大震災の発生に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故（以

下「福島第一原発事故」という。）による風評被害も発生している。 

我が国は、多様な自然災害が発生しやすい自然条件にあり、今後も大きな災

害の発生の可能性が指摘されており、行政において災害時の消費生活（生活必

需品、復旧資材等）に関する情報提供や相談体制の充実を図るだけでなく、消

費者や事業者における平時からの物資の備えや災害時の冷静な判断・行動も重

要である。災害時にこれらがうまく活用されるためには、地域における日常的

な連絡・連携が重要である。 

 

７ 消費者行動・意識の変化 

 

家計の消費支出構造の長期的な変化を見ると、商品への支出からサービスへ
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の支出へシフトしてきており、サービスへの支出が全体の４割を超えている。

大量生産・大量消費の時代における商品を所有することで豊かさを実感する考

え方から、サービスを受けることを重視し、場合によっては商品を第三者と共

有（シェア）し、必要な時に必要なだけ利用すればよいという考え方への変化

が広がりつつある。このような消費者行動・考え方の変化は、消費者を取り巻

く環境の様々な変化やライフスタイルの多様化を反映したものと考えられる。 

サービスについては、内容が価格に見合っているかどうか、質の評価が難し

いという特性があることから、サービスに関する消費者トラブルの防止・救済

に向けて十分に配慮するとともに、共有（シェア）など多様な消費行動に柔軟

に対応することが求められている。 

 

また、消費者の意識については、環境や被災地の復興、開発途上国の労働者

の生活改善等の社会的課題に配慮した商品・サービスを選択して消費すること

への関心が高まっており、これは「持続可能な消費」や「倫理的消費（エシカ

ル消費）」と呼ばれることがある。このような環境等に配慮した商品・サービ

スの選択を可能とする環境の整備や食品やエネルギーのロスの削減などの社会

的課題に配慮した消費を促進することが求められている。 

 

第３章 消費者政策の基本的方針 

 

１ 消費者政策の推進により目指すべき姿 

 

消費者政策の推進により、消費者が商品・サービスに関する正確で十分な情

報を入手でき、取引が適正に行われ、消費者被害の未然防止が図られ、仮に被

害が生じた場合でも適切・迅速な救済や被害の拡大・再発防止がなされること

により、高齢者、障害者、外国人等を含め、我が国の消費者の権利が尊重され、

消費者が安全な商品・サービスを安心して消費できることが必要である。 

また、勧誘を受けるかどうか、消費行動を行うかどうか、どの商品・サービ

スを消費するかについては、消費者の自己決定権の下に位置付けられるものと

考えられる。これらについて、事業者の営業活動の機会の確保に留意しつつ消

費者が自主的かつ合理的に選択できる環境を整備することが必要であり、それ

によって消費の効用・満足度が高められ、一層豊かな消費生活を営むことが可

能となる。 

さらに、消費者一人一人が、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」を目指すことが
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必要である。 

 

そのためには、関連する制度の整備と普及、消費生活相談体制の充実、迅速

かつ的確な消費者への注意喚起や事業者に対する措置等、行政による取組の充

実・強化が必要不可欠であることは当然であるが、行政以外の様々な主体の積

極的な取組も必要となる。 

事業者や事業者団体においては、供給する商品・サービスに関する消費者の

安全や取引の公正の確保、消費者に対する明確で分かりやすい情報提供及び開

示情報の充実、苦情の適切な処理、供給する商品・サービスの品質等の向上、

事業活動に関する自主基準の作成等に努めることが求められる。これらの取組

は、消費者からの信頼を獲得・維持するために必要な取組であり、消費者を重

視した事業活動を行うことは消費者志向経営と呼ぶことができるが、社会的に

有用で安全な商品・サービスを開発・提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲

得することなくしては、事業活動は継続できないと考えられる。十分な消費者

対応がなされることで、消費者・顧客の満足や信頼が高まれば、安心して消費

活動が行われる。また、消費者の意見をいかした商品・サービスが提供される

ことなど、消費者を重視した事業活動が更に行われることにより、相乗効果に

よって、消費者と事業者による健全な市場の実現が期待される。 

消費者においては、消費生活に関する知識の修得・情報収集等に努め、消費

者自身が合理的な意思決定を行い、被害を認識し、危害を回避し、被害に遭っ

た場合に適切に対処する能力を身に付けることが重要である。また、消費者市

民社会の一員として、社会の発展と改善に積極的に参加することが期待される。

消費者団体においては、消費生活に関する情報の収集・提供、意見表明、消費

者被害の防止・救済のための活動や、消費者教育を担う人材の輩出・育成等に

努めることが求められる。 

行政においては、消費者のみならず、消費者団体や事業者・事業者団体のこ

れらの自主的取組を支援・促進することが必要である。 

以上のように、社会経済の全ての主体が消費者の利益の擁護・増進を意識し

て活動することが、それを通じた消費の増加により、持続的な経済成長を実現

することにもつながる。 

 

２ 消費者政策を推進する上で考慮すべき視点 

 

（１）府省庁等横断的な施策の一体的推進と行政・消費者・事業者の連携 

  全ての消費者の権利が尊重され、消費者が安全な商品・サービスを安心して

消費できるためには、行政のみならず、幅広い関係者・関係機関が力を合わせ、

目指すべき社会に向かってまい進していくことが必要である。 
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消費者政策は、行政においては各府省庁等の所管分野に広範に関連するもの

であり、施策を効率的・効果的に実施するためには、消費者の視点に立った府

省庁等横断的な問題・課題の整理を行い、それぞれの問題・課題に関係する府

省庁等が連携し、一体的に実施することが必要である。 

そのため、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）は、内閣府設置法

（平成11年法律第89号）第12条の勧告権の適切な行使も含め、関係行政機関の

総合調整を行い、消費者庁は、消費者行政の司令塔・エンジン役としての役割

を果たし、消費者委員会は、消費者庁を含めた各府省庁等の消費者行政全般に

対する監視機能を発揮し、関係府省庁等の間の情報や課題認識の共有、それぞ

れの所管分野に応じた適切な施策の実施を図る。 

また、現在は、消費者問題に関する事項の総合調整事務を内閣府が所管して

いるところであるが、「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」（平成

27年１月27日閣議決定）に基づき、当該事務を消費者庁に移管する法案を国会

に提出することとしている。法律の改正後は、本計画の実施や実施状況の検

証・評価・監視、本計画の見直し等について、消費者庁において総合調整機能

を発揮し、消費者行政の司令塔・エンジン役としての役割をより一層強力に果

たして、更なる消費者政策の推進を図る。 

 

さらに、消費者政策を全体として効率的・効果的に推進していくためには、

行政、消費者・消費者団体、事業者・事業者団体等との間の相互の連携が重要

である。 

例えば、行政において、制度や施策等を多くの消費者・事業者に周知する、

新たに生じた消費者問題を迅速に把握し、対応する、消費者向けの情報を消費

者の特性に応じて迅速・確実に伝達するなどに当たっては、消費者・消費者団

体及び事業者・事業者団体との連携が重要と考えられる。また、消費者団体や

事業者・事業者団体が消費者被害の未然防止、苦情処理や被害救済の取組を行

うに当たって、行政との連携は重要と考えられる。さらに、消費者・消費者団

体と事業者・事業者団体との間で日常的な意見交換が行われれば、消費者被害

の未然防止や円滑な苦情処理、被害救済等に資すると考えられる。 

 

（２）消費者行政の現場である地域の体制や取組の充実 

具体的な消費者被害を防止し、又は発生した消費者問題を解決・救済してい

くためには、実際に消費が行われ、様々な問題が発生する現場であるとともに、

消費者に身近である地域における取組が果たす役割が極めて大きい。 

地域において十分な体制が確保できない場合には、悪質事業者の活動等によ

る消費者問題が深刻化することが想定されるため、どこに住んでいても質の高

い消費生活相談や被害救済を受けられる体制を全国的に整備し、消費者として
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豊かな生活を安心して営むことができる地域社会を形成することが必要である。 

政府の重要な政策課題である地方創生においても、その基本的視点や基本方

針において、人口減少に伴う地域の変化に柔軟に対応し、中山間地域を始め地

域が直面する課題を解決し、地域において心豊かな生活を確保することや、各

市町村は地域間の広域連携を積極的に進め、都道府県は市町村レベルの地域課

題を自らの戦略に反映させ、市町村と連携するとの考え方が示されている。 

 

消費者行政においても、地域の特性や実情を考慮しつつ、市町村を始めとす

る地方公共団体の消費生活センター等の相談窓口の開設・拡充、法執行の強化

のほか、消費者教育の充実、地域住民の意識向上、各種活動の担い手の確保・

育成等を含め、支援を行い、地域の体制や取組の充実を図るべきである。 

その際、取組の効果的・効率的な推進、実効性の確保の観点から、地方公共

団体において、消費者行政部局だけで取り組むのでなく、教育、福祉、医療、

保健、防災、警察等の部局・機関や、消費者団体、事業者団体、元気な高齢者

を含むボランティアなど幅広い関係者と連携が図られるよう取組を推進してい

く必要がある。 

これらの取組を推進していく上で、都道府県の役割は重要であり、都道府県

には、身近な消費生活相談や消費者への情報提供等を担う市町村に対し、市町

村の特性に応じた適切な支援や市町村相互間の連絡調整、広域的見地からの相

談・情報提供等の事務を確実に実施することが求められる。 

また、国においては、各地方公共団体が統一的に法執行を運用できるよう、

基準や事例の情報提供に努める必要がある。 

 

（３）規制改革が消費者に与える影響の考慮 

規制改革は、国民生活の安定・向上、経済活性化への貢献及びそれらを通じ

た国の成長・発展を図ることを目的としている。規制改革により、事業者の創

意工夫・イノベーションが促進され、新たな商品・サービスをより早くより安

価に享受でき、消費者のニーズに応じた多様な選択肢が提供されることは、消

費者の利益に資する。一方で、もし新たな消費者被害の発生や消費者の不安の

惹起などの副作用がもたらされると、消費の安定的な増加をかえって阻害する

可能性がある。 

規制改革の推進に当たっては、その基本的な考え方として、より効率的な手

法で安全性を確保するということが挙げられていることからも、消費者に与え

る影響を十分に考慮し、産業の発展と消費者の利益の擁護・増進が両立するよ

う適切に対応することが必要である。 

また、消費者被害の防止や救済は消費者政策の重要な役割であり、規制改革

による副作用が発生することを防ぎ、確実に経済成長につなげるためにも、規
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制改革の推進と合わせて消費者政策の充実・強化が求められる。その際には、

行政による取組だけでなく、事業者による自主基準の作成、開示情報の充実等

も含めた、多様な主体による様々な取組を組み合わせて実施することが重要で

ある。 

 
（４）新たに生じる消費者問題への機動的な対応 

消費者事故や消費者トラブルは、社会経済状況の変化に伴ってその内容が大

きく変化するほか、技術革新等による商品・サービスの変化、新たな商品・サ

ービスの登場等により、消費者と事業者との間に情報の量・質、交渉力等の格

差が生じ、新たな消費者問題が生じる。例えば、高齢者や障害者、認知症等に

より判断力が不十分となった人、低所得者など特定の層を狙った新たな悪質商

法等が発生することも懸念される。また、悪質事業者は、劇場型勧誘や未公開

株・権利の投資商法等、次々と新たな手法により消費者を脅かしている。 

このような状況を踏まえ、各分野の施策について不断の見直しを行うほか、

関係府省庁や事業者・事業者団体等が連携した適切な対応を図る必要がある。

また、新たな消費者問題が発生した際には、行政において情報をできる限り早

期に把握し、消費者被害が深刻化・拡大しないうちに、消費者への注意喚起や

事業者に対する勧告、命令等の厳正な措置を迅速・適切に実施するなど機動的

な対策を採る必要がある。 

 

第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

 

１ 消費者の安全の確保 

 

  消費者の生命・身体の安全の確保に関する法律には、安全基準について定め

る法律、危害の発生に関する報告制度、情報収集、情報分析（商品テストを含

む。）について定める法律、民事ルールを定める法律等がある。 

  事故の未然防止のため、危険性のある物質や商品・サービスについて、その

性質に応じた情報の提供、消費者への啓発、販売の規制等が重要である。これ

らの情報提供や啓発においては、行政だけでなく、事業者が果たす役割が大き

いと考えられる。 

  事故が発生してしまった場合には、被害の拡大を防止するため、事故に関す

る情報を迅速に収集し、その内容に応じ、消費者への注意喚起や事業者への措

置を適切に実施することが求められる。消費者事故の情報については、消費者

庁に一元的に集約することとされているが、それが実際に機能するためには、

全ての行政機関、関係事業者等の協力・連携が不可欠である。 

  また、個別の事故への対応を越えてより幅広い安全の確保の観点から、事故
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の原因究明とその結果を踏まえた対策の実施が求められる。 

なお、特に食品については、毎日の生活に関わるものであり、国民の健康を

保護するため、生産から流通・販売までの各段階における安全性の確保につい

て、特別な配慮が求められる。 

その中には、食品中の放射性物質の基準値や検査結果、健康影響等について、

消費者に正確で分かりやすい情報提供を行うなど、福島第一原発事故による風

評被害の状況を踏まえた取組も含まれる。 

 

（１）事故の未然防止のための取組 

事故の未然防止のため、危険性のある物質や商品・サービスに関する情報の

提供（警告表示を含む。）、消費者への啓発、販売の規制、製造過程を含めた

事業者による安全の確保の取組等が重要である。物質や商品・サービスの危険

性については、適正に設計、製造、提供、使用等が行われれば危険ではないが、

それらの適正性に欠ける場合に事故が生じ得るものと、それ自体が生命・身体

に危害を及ぼすものがあり、それぞれに応じた取組・対策が必要である。 

設計、製造、提供、使用等の適正性を確保するための取組として、例えば、

次のような取組を行う。 

家庭用品による事故を防ぐため、家庭用品メーカー等の事業者が各種製品群

の安全対策を講ずるためのマニュアルの普及を行う。 

住宅における事故や宅地造成に伴う災害を防ぐため、必要な取組を行う。 

まつ毛エクステンションによる危害を防止するため、美容師への教育や地方

公共団体における指導監督を進めているところであり、併せて、実態把握を行

い、必要に応じ、新たな対策を検討する。 

それ自体が生命・身体に危害を及ぼすものに対する対策として、例えば、次

のような対策を行う。 

危険ドラッグの販売を抑制するため、危険ドラッグに含まれる物質を迅速に

指定薬物に指定するとともに、検査命令及び販売停止命令等の措置を講ずるほ

か、特定商取引法に違反しているおそれのある危険ドラッグの通信販売サイト

に対し、適切な措置を講じるとともに、関係機関に対する情報提供等を行う。

また、ウェブサイトでの情報提供など、関係府省庁等と連携した総合的な危険

ドラッグに関する情報提供・普及啓発に取り組むとともに、学校等における薬

物乱用防止教育を充実させ、青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶

する規範意識の向上を図る。 

 

【ＫＰＩ（重要業績評価指標： Key Performance Indicator ）】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 



 

14 

 

○危険性のある物質・商品・サービスに関する情報提供、注意喚起等の実施

状況 

○危険性のある物質・商品・サービスの取締り状況 

○危険性のある物質・商品・サービスによる事故の件数・内容 

 

（２）消費者事故等の情報収集及び発生・拡大防止 

重大事故を始めとする消費者事故等については、事業者から関係行政機関等

への報告の強化、関係行政機関等から消費者庁への確実な通知、医療機関ネッ

トワーク事業参画医療機関の拡大・強化、教育・保育施設、高齢者向け住まい

（有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等）等における事故情報の的

確な収集などにより、発生時の端緒情報が速やかに収集されるよう情報収集体

制を充実する。 

それらの消費者事故等の情報を踏まえ、消費者被害の発生の動向を的確に把

握・分析した上で、消費者への注意喚起等の必要な措置を講ずる。また、消費

者庁は、法律の隙間事案である重大生命身体被害の発生・拡大の防止を図るた

めの事業者への勧告等の消費者安全法に基づく措置を、必要に応じて適切に講

じる。 

教育・保育施設等については、事故の発生及び再発の防止に向け、事故の検

証の在り方等について検討を行う。 

特に、緊急事態等においては、「消費者安全の確保に関する関係府省緊急時

対応基本要綱」（平成24年９月28日関係閣僚申合せ）で定める手順に基づき、

関係府省庁が相互に十分な連絡及び連携を図り、政府一体となって迅速かつ適

切に対応し、消費者被害の発生・拡大の防止に努めるとともに、関係行政機関

や事業者、医療機関等から寄せられる事故情報については迅速かつ的確に収

集・分析を行い、消費者への情報提供等を通じて、生命・身体に係る消費者事

故等の発生・拡大を防止する。 

 

また、製品のリコール情報、製品事故の防止に係る注意喚起等の製品安全に

関する情報が広く消費者に周知されるよう、製造・輸入事業者に加えて、流通

事業者、関係団体等と連携しながら、サプライチェーン全体による自主的取組

を促す。さらに、関係行政機関の有する各種情報伝達手段を活用する、検索・

加工等が容易な形で情報を提供するなど、消費者が自己の保有する製品に関す

る情報を容易に入手できる環境を整備し、事業者への指導を強化することでリ

コールの着実な実施や事故の発生・拡大防止を図る。特に、重大事故の発生・

拡大防止に向けた取組をより一層強化する。 

自動車のリコールについては、自動車メーカー等及びユーザーからの情報収

集に努め、自動車メーカー等のリコール業務について確認・指導するとともに、
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自動車不具合情報ホットラインの周知・広報など、リコール関連情報等の提供

を行う。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○消費者庁等の行政機関への消費者事故等情報の報告等の件数・内容 

〇消費者事故等の発生・拡大防止のための消費者への注意喚起等の実施状況 

〇リコール情報の提供状況、受信・アクセス状況 

○リコール製品の回収の状況 

○消費者事故等に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・内容 

 

（３）的確かつ迅速な事故の原因究明調査と再発防止 

生命身体事故等について、消費者安全調査委員会は、その体制を強化し、原

因究明が必要な生命身体事故等について、的確かつ迅速に事故の調査を行い、

その結果に基づき再発防止策を提言するとともに、その実施状況についてフォ

ローアップを行う。 

製品の使用に伴い生じた事故に関しては、収集された事故情報の的確かつ迅

速な分析と原因の調査・究明に取り組み、その結果を踏まえ、製造事業者等に

よる適切な対応、消費者に対する情報提供や製品の技術基準改正の検討等を行

う。 

また、製品等の利用により生じたと疑われる事故等に関しては、関係行政機

関が相互に協力しながら再発防止を図る。 

さらに、製品・施設等を所管する府省庁においても、事故の原因究明調査の

体制がある場合は、事故が生じた製品・施設について、その事故情報・不具合

情報の分析、再発防止の観点からの事故発生原因解明や再発防止対策等に係る

調査・検討を踏まえ、必要な技術基準の見直し等を行う。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

○収集した火災情報の件数 

○事故等原因調査等の実施状況 

○事故等原因調査等を踏まえた再発防止策の実施状況 

○原因調査等を踏まえた再発防止策の効果（実施前後の事故等の件数・内容） 
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（４）食品の安全性の確保 

食品安全基本法（平成15年法律第48号）、関係法令及び「食品安全基本法第

21条第１項に規定する基本的事項」（平成24年６月29日閣議決定）に基づき食

品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進する。特に、連絡会議の開催な

ど関係府省庁間における連携の強化を図るとともに、緊急時には政府一丸とな

った対応により、被害の発生・拡大の防止に努める。 

食品安全について、リスク評価に必要な体制整備や海外のリスク評価機関等

との連携を強化するほか、関係府省庁等や地方公共団体の連携の下、食品等の

規格基準等の設定や食品の監視・指導、国産農産物等を汚染するおそれのある

危害要因に関する調査や低減対策等を実施するとともに、関係者間での意見交

換や情報交換等を行うリスクコミュニケーションを継続的に推進する。 

また、輸入食品が相当程度を占める我が国の状況を踏まえて、輸入食品の安

全性の確保のための検査・監視体制の強化を図る。 

さらに、福島第一原発事故による風評被害の状況を踏まえ、消費者が食品の

安全性についての知識を獲得し、理解を深めるよう、食品と放射性物質に関す

る正確な情報を多様な手法により提供する。 

加えて、事業者のＨＡＣＣＰによる製造の工程管理を始めとする食品の安全

性を支える様々な制度や取組について、的確な運用や取組の拡大に取り組む。

例えば、食品関係事業者のコンプライアンスの徹底を推進するとともに、食品

衛生関係事犯、流通食品への毒物混入事件等について、取締り、被害の未然防

止及び拡大防止等に取り組む。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

〇関係府省間の連携強化を図るための各種会議の開催状況 

○食品の安全についての消費者への情報提供・注意喚起等の実施状況 

○食品の安全に関する行政処分等の状況 

〇食品の安全性に関する消費者の理解度（意見交換会における参加者の理解

度等） 

○食品の安全に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・内容 

 

２ 表示の充実と信頼の確保 

 

表示に関する法律には、不当な表示の制限・禁止について定めるもの、必要

な表示の義務付けについて定めるものなどがある。 

表示は、消費者に対し、商品・サービスの選択の基礎となるものであり、消
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費者が自主的かつ合理的な選択が可能となるためには、適正な表示が行われ、

それに対する信頼が確保されることが必要である。商品・サービスの性能や効

果について誤認が生じないようにするため、事業者から商品・サービスの選択

に当たって必要な情報が表示されること及び消費者を誤認させるような不当な

表示がなされないようにする必要がある。 

商品・サービスにより消費者が必要とする情報は異なることから、消費生活

にとって重要な又は影響が大きい商品・サービスについては、その商品・サー

ビスの種類に応じた表示基準を定めることが適当である。 

特に、食品の表示は、食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理

的な食品の選択の機会の確保に関し、重要な役割を果たしていることを踏まえ、

消費者、事業者双方の表示制度への理解を深めることが重要である。 

 

（１）不当な表示を一般的に制限・禁止する景品表示法の普及啓発、厳正な運用 

景品表示法については、平成26年６月に、事業者の表示管理体制の強化、関

係府省庁への調査権限の付与、都道府県への措置命令権限の付与等のための改

正、平成26年11月に、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入す

るなどの改正を行ったところである。 

景品表示法の具体的な違反事例の周知等を含め普及啓発活動を実施し、社内

規程の策定や体制の整備、事業者団体による自主基準の策定など、事業者、事

業者団体における法令遵守の取組を積極的に支援するとともに、不当な表示を

行う事業者に対し、必要に応じて都道府県や事業所管省庁等と連携し、課徴金

制度を適切に活用するなど、景品表示法に基づく厳正な執行を行い、適正な表

示を確保する。 

また、景品表示法違反の未然防止等の観点から、業界自らが自主的かつ積極

的に守るべきルールとして定めた「公正競争規約」が積極的に活用され、適切

な運用が行われるよう関連団体等を支援する。 

 

 【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○景品表示法に係る制度（ガイドライン等を含む。）の周知の状況 

  ○景品表示法に基づく措置命令・指導（都道府県によるものを含む。）、課

徴金納付命令の執行状況 

  ○景品・表示に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・内容 

 

（２）商品・サービスに応じた表示の普及・改善 

その商品・サービスに関する消費者トラブルが多い若しくは深刻である、又

はその商品・サービスが消費生活にとって重要・重大であるような場合には、
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商品・サービスの特性に応じた表示のルールを整備し、それを適正に運用する

ことが適当である。 

例えば、以下のような商品・サービスについては、それぞれ法令等に基づく

ルールがあり、それを適正に運用し、必要に応じ見直しを行う。 

家庭用品品質表示法（昭和37年法律第 104 号）においては、消費者が日常使

用する家庭用品について、品質表示を行う対象品目及び表示内容の標準に関す

る見直しの検討を行い、必要に応じて規程等の改正を行う。 

住宅について、省エネルギー等に関する性能を表示する住宅性能表示制度の

普及を行うとともに、消費者のニーズや評価技術の進歩に応じた評価方法の充

実を図る。 

美容医療等を行う医療機関の広告等の表示を適正化するため、ガイドライン

等の継続的な周知を行うとともに、地方公共団体における相談・指導件数を把

握し、ガイドライン等の効果の検証を行う。また、美容医療等に関する広告規

制等の在り方について、改めて検討する。 

  

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

○商品・サービスに応じた表示ルール（事業者団体による自主基準等を含

む。）の周知・普及の状況 

  ○商品・サービスに応じた表示ルールの違反に対する行政処分等の状況 

  ○商品・サービス別の表示に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・

内容 

 

（３）食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用 

平成25年６月、従来の食品衛生法（昭和22年法律第 233 号）、農林物資の規

格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年法律第 175 号）及び健康増

進法（平成14年法律第 103 号）に規定されていた食品の表示に関する規定を一

元化する食品表示法が成立し、平成27年４月より施行することとしている。 

同法に基づく新たな食品表示制度について、消費者、事業者等への普及啓発

を行い、円滑な施行とその定着を図るとともに、インターネット販売等におけ

る食品表示、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示

の在り方などの個別課題について順次実態を踏まえた検討を行う。 

 食品の機能性等を表示する制度について、消費者、事業者等の十分な理解増

進を図る。また、新たに施行される機能性表示食品制度については、施行状況

の把握を行い、必要に応じて制度の見直しを行うとともに、残された検討課題

についても施行後速やかに検討に着手する。その際には、幅広い関係者の意見

を十分活用するものとする。 
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加えて、いわゆる健康食品も含めた食品について、表示のみならず広告につ

いても、その適正化に向け、法令違反に関しては厳正に対処するとともに、執

行体制の整備を含め、関係機関と連携して監視の強化を図る。 

 さらに、食品表示全体や産地情報の伝達の監視について、食品表示法等の関

係法令に基づき、関係府省庁や都道府県等とも緊密に連携した効果的、効率的

な執行を図り、食品表示の適正化を確保する。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

○食品表示法等の関係法令・ガイドライン等の周知の状況 

○食品表示に関する行政処分等の状況 

○食品表示に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・内容 

 

３ 適正な取引の実現 

 

  消費者と事業者との間の適正な取引の確保に関する法律には、民事ルールや

被害救済ルール中心の法律、消費者保護のための行為規制中心の法律のほか、

参入規制（免許制、登録制等）を持ついわゆる業法、規格・計量に関する法律

などがある。悪質事業者等に対しては厳正な法執行を行い、市場からの排除を

図ることが肝要である。特に、高齢者等を狙った悪質な電話勧誘は依然として

絶えず、また近年、規制が及んでいない取引によるトラブルが生じており、法

人格を濫用し法規制を免れようとする事業者や黒幕的事業者が出現するなど、

悪質事業者の手口は巧妙化・複雑化していることからも、これらに対応する取

組が必要となってきている。 

民事ルールや被害救済ルール中心の法律、消費者保護のための行為規制中心

の法律については、商品・サービス横断的なルールや行為規制を定めているも

のであるが、近年の社会経済の変化や新たな消費者問題に対応し、制度の利用

促進、執行強化や見直しの検討が必要である。 

  個別の商品・サービスについても、当該商品・サービスに関する消費者トラ

ブルの状況や当該商品・サービスの消費生活にとっての重要性、影響の大きさ

等を踏まえ、必要に応じ、商品・サービスの特性に応じたルールを整備し、そ

れを適正に運用することが適当である。その際には、業法等によるルールの整

備だけでなく、公正競争を確保した上での事業者による自主基準の作成等の手

法も含めて考えることが適当である。 

  特に、近年の情報通信技術の進展により、業種を問わず情報通信の活用が拡

大していることから、情報通信サービスの利用に関する消費者トラブルが増加

しており、それに対応した取組の重要性が高まっている。 
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  また、架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺や悪質商法等については、

その取締りや未然防止も重要である。犯罪の取締りは警察が中心となって行う

ものであるが、未然防止や迅速な取締りのためには、警察を始め関係省庁や関

係機関の連携が重要である。 

  さらに、商品・サービスによらず、適正な取引が行われる基盤として、正確

かつ適正な規格・計量が社会に浸透していることが必要である。 

 

（１）商品・サービス横断的な法令の厳正な執行、見直し 

適正な取引の実現に向けた商品・サービス横断的な法令として、引き続き、

関係法令の周知や特定商取引法の厳正な執行を行うことで悪質商法を市場から

排除するほか、消費者の財産被害に関して、消費者安全法の規定に基づく各府

省庁等及び地方公共団体からの消費者庁への通知を確実に行い、事態に応じて、

必要な注意喚起、勧告等の措置を迅速かつ的確に講ずる。 

法令の見直しについては、情報通信技術の発達や高齢化の進展など、消費者

を取り巻く環境の変化への対応等を図る観点から、消費者契約法について、契

約締結過程及び契約条項の内容に係る規律等の在り方を検討する。 

また、特定商取引法について、消費者被害、多様な事業者の実態及び法執行

上の課題を踏まえ、特定商取引の適正化を図るための規律の在り方を検討する。 

特定商取引法の適用除外とされている分野は、それぞれの分野に関する法律

によって消費者の利益を保護することができると認められたことから適用除外

としている趣旨に鑑み、それぞれの分野における消費者取引の適正化を図る観

点から、必要に応じて制度改正等を検討・実施する。 

さらに、劇場型勧誘などによる詐欺的投資勧誘や健康食品の送り付け商法な

ど高齢者を狙った悪質商法による消費者被害が増加している状況を踏まえ、判

断能力が不十分な者を保護・支援する成年後見制度の活用による高齢者や障害

者の権利擁護を推進する。 

このほか、民法、商法等の基本法制の見直しにおいても、消費者の利益に与

える影響を含めて多角的な観点から見直しの検討を行う。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直し（特定

商取引法の適用除外とされている消費者保護関連法の制度改正を含む。）

の状況 

 ○関係法令、ガイドライン等に関する周知の状況 

  ○特定商取引法及び消費者安全法に基づく行政処分、注意喚起等の状況（特

定商取引法につき、迷惑メールに係るものを除く。） 

○成年後見制度の利用状況 
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  ○特定商取引法、消費者契約法等に関する消費者トラブル・消費生活相談の

件数・内容 

 

（２）商品・サービスに応じた取引の適正化 

  その商品・サービスに関する消費者トラブルが多い若しくは深刻である、又

はその商品・サービスが消費生活にとって重要・重大であるような場合には、

商品・サービスの特性に応じた取引のルールを整備し、それを適正に運用する

ことが適当である。 

例えば、以下のような商品・サービスについては、それぞれ法令等に基づく

ルールがあり、それを適正に運用し、必要に応じ見直しを行う。 

電気通信サービスについては、「ＩＣＴサービス安心・安全研究会報告書～

消費者保護ルールの見直し・充実～、～通信サービス料金その他の提供条件の

在り方等～（平成26年12月）」等を踏まえ、説明義務、契約関係からの離脱ル

ール、販売勧誘活動の在り方、端末のＳＩＭロック解除の推進等について、電

気通信事業法（昭和59年法律第86号）の改正も含め、所要の制度整備を行うと

ともに、法令及びガイドライン等の遵守を徹底させるなど、消費者保護を図る。

また、同報告書を踏まえ、電気通信サービスに関する苦情・相談処理体制、期

間拘束・自動更新付契約、試用サービス等に関する関係事業者・団体の取組に

ついて、その実態を検証し、推進する。 

有料放送サービスについては、説明義務、契約関係からの離脱ルール、販売

勧誘活動の在り方等について、放送法の改正も含め、所要の制度整備を行い、

整備された制度に基づき、適切に運用する。 

金融については、無登録業者やファンド業者等による詐欺的な事案や詐欺的

な商法に対して、禁止命令等の申立てや投資家に対する注意喚起等により、被

害の拡大防止等を図るとともに、投資家の保護及び成長資金の円滑な供給の観

点を踏まえ、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）に基づくプロ向けファン

ドに関する制度の見直しの検討等を行う。 

また、割賦販売法（昭和36年法律第 159 号）を適切に運用するとともに、関

係事業者へ遵守を徹底させることにより、クレジット取引等の適切な対応を進

める。さらに、産業構造審議会割賦販売小委員会での議論を踏まえ、健全なク

レジット取引の推進のため、法令改正の必要性の検討も含め適切に対応を進め

る。 

その他、多様な決済手段に関連する消費者トラブルへの対応について検討し、

必要な取組を推進する。 

商品先物については、委託者の保護及び取引の適正化を図るため、引き続き、

商品先物取引法（昭和25年法律第 239 号）の迅速かつ適正な執行を行う。また、

不招請勧誘による消費者被害を防止するための取組を徹底するほか、委託者の
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保護に欠ける事態が生じた場合には、速やかに所要の措置を講ずる。 

住宅については、民間賃貸住宅をめぐるトラブルの未然防止のため、ガイド

ライン等の周知や一般消費者向けに賃貸住宅の入退去に係る留意点の注意喚起

を行うなどにより賃借人の居住の安定を図るほか、消費者が安心して住宅リフ

ォームを行うことができる環境を整備するため、リフォーム瑕疵保険等の保険

制度の充実、相談体制の整備、住宅リフォーム事業者団体登録制度の推進等を

行う。 

高齢者向け住まいについては、老人福祉法（昭和38年法律第 133 号）第29条

第１項の規定に基づく届出を促進するための都道府県等の取組を推進し、規制

を的確に運用する。また、前払金等の在り方について、平成26年度までの実態

把握等を踏まえて検討する。 

美容医療サービス等の自由診療については、医療従事者から患者に丁寧に説

明しなければならない事項等について定めた指針等の周知徹底を行うとともに、

指導事例の共有等により、円滑な指導のための連携を行う。また、地方公共団

体における相談・指導件数を把握し、指針等の効果の検証を行う。さらに、効

果の検証結果も踏まえつつ、美容医療サービス等において適切なインフォーム

ド・コンセントが実施されるように、新たな取組を検討する。 

警備業務及び探偵業務については、契約内容の書面交付について業者に対す

る指導、違反業者に対する行政処分等を行う。 

 

このほか、仕組みが複雑である、内容が分かりにくい、損失が生じた場合に

高額になる、適正な価格が判断しづらいなどのリスクの高い取引（例えば商品

などの先物取引）については、所管省庁の取組に加え、必要に応じ、消費者庁

においても、国民生活センターと連携し、取引の際にはリスクについて十分な

理解が必要であるなど、被害の未然防止の観点から注意喚起を行う。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

○商品・サービス別の取引ルール（事業者団体による自主基準等を含む。）

の周知・普及の状況 

○業法（特定商取引法の適用除外分野に関する法律を含む。）等による商

品・サービス別の取引ルールの違反に対する行政処分等の状況 

○商品・サービス別の取引に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・

内容 

 

（３）情報通信技術の進展に対応した取引の適正化 

情報通信技術及びサービスの高度化・多様化に伴う消費者トラブルに関し、
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インターネット等を利用した商品販売、サービス提供等に関する消費者トラブ

ルについては、特定商取引法等による悪質業者への厳正な行政処分、依然多数

に上る迷惑メールへの対策、電子商取引及び情報財取引等に関する準則の改訂

等による取引環境の整備などを実施するほか、インターネット取引における消

費者問題の解決に資する環境整備に向けた総合的な施策を実施する。新たに生

ずる問題に早期に対応できるよう、関係機関で最新の情報共有を行い、必要に

応じて機動的対策を採ることができる体制を整備する。 

なお、インターネット等の利用に関する消費者トラブルについての消費者へ

の啓発・注意喚起の実施に当たっては、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキン

グ・サービス）等の情報通信手段を適切かつ効果的に活用する。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令・ガイドライン等の周知の状況 

  ○インターネット等の利用に関する消費者トラブルについての消費者への情

報提供・注意喚起等の実施状況 

○特定商取引法、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成14年

法律第26号）等に基づく迷惑メールに関する行政処分等の状況 

○インターネット等の利用に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・

内容 

 

（４）詐欺等の犯罪の未然防止、取締り 

架空請求や金融商品等取引名目等の特殊詐欺、悪質商法事犯（利殖勧誘事犯

及び特定商取引等事犯）の取締りを推進する。 

関係行政機関で連携強化を図りながら、被害拡大防止等を実施する。 

また、犯罪被害の未然防止を図るため、金融機関に対する注意喚起や不正利

用口座に関する情報提供を実施し、金融機関における取組を促進する。 

ヤミ金融事犯については、徹底した取締りのほか金融機関等の関係機関にも

対応を求め、被害の予防及び拡大防止を図る。 

さらに、社債の勧誘、海外の偽サイトによる詐欺、フィッシング事犯等、新

たな手口によるトラブルが増加していることから、消費者に対して、様々な機

会を通じ、これらの最新の手口、発生状況、被害に遭わないための注意点等の

情報提供といった広報啓発活動や関係事業者等と連携した取組を実施する。例

えば、高齢者や障害者を悪質電話を契機とした消費者トラブルから守るための

取組として、迷惑電話対応機器の普及等による悪質電話の制限等を進める。 

このほか、越境取引やインターネット取引などでの模倣品被害を防止するた

め、関係行政機関が連携した取締りの強化等を行うとともに、取引の関係者に
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も協力を呼び掛ける。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○特殊詐欺、ヤミ金融事犯、フィッシング事犯等についての消費者への情報

提供・注意喚起等の実施状況 

○特殊詐欺、ヤミ金融事犯、フィッシング事犯等の犯罪の取締り状況 

○特殊詐欺、ヤミ金融事犯、フィッシング事犯等の犯罪の取締り、未然防止

に関する警察庁と他の機関との連携状況 

 

（５）規格・計量の適正化 

国内・国際標準化関連活動に消費者の視点を適切に反映し、消費者分野等に

おける標準化政策（適合性評価制度の構築・運用を含む。）を実施する。 

食品に対する消費者の信頼の確保を図りつつ、市場の拡大に資する観点から、

新たな消費者ニーズを踏まえたＪＡＳ規格等を検討し、制度化を図る。   

  さらに、商品・サービスについて適正な計量の実施の確保を図る。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○規格・計量関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○規格・計量に関する行政処分等の状況 

  ○規格・計量に関する消費者トラブル・消費生活相談の件数・内容 

 

４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

 

消費者の利益の擁護・増進を図るためには、消費者が自主的かつ合理的に選

択・行動することができ、また、事業者や行政など消費者を取り巻く主体が消

費者のことを十分考慮して行動する社会を形成することが必要である。 

消費者政策においては、その取組や成果について透明性を確保するとともに、

政策の検討において消費者の意見を十分考慮する必要がある。 

また、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けること

ができる実践的な能力が育まれるよう消費者教育の機会を提供するとともに、

消費者も自らの行動が社会に影響を与えるとの自覚と環境に配慮した消費の選

択や、日常の消費生活における省資源・省エネルギー等環境に配慮した行動、

さらには持続可能な消費の実践が求められるなど、よりよい市場とよりよい社

会の実現のために積極的に関与していくことが求められる。 
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さらに、消費者団体や事業者・事業者団体は、消費者の利益の擁護・増進に

関連する多様な自主的な取組を行っているが、それらの活動を支援・促進して

いくことが、消費者政策の効果を広く及ぼしていくために重要である。 

加えて、消費者の選択の機会の確保・拡大を図るため、公正かつ自由な競争

を促進するとともに、公共料金の適正性を確保することが必要である。 

なお、環境保全への配慮については、消費者教育における主要なテーマの一

つであるが、安全、表示、取引にまたがる課題でもあり、適切な対応が必要で

ある。 

 

（１）消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映 

  消費者政策の透明性を確保する観点から、消費者基本法に基づき、政府が前

年度講じた消費者政策の実施状況を取りまとめるとともに、消費者安全法に基

づき、消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報を集約・分析し、これ

らについて、毎年度国会報告を行う。また、消費者被害・トラブル額の推計を

毎年度継続的に行う。 

  加えて、ウェブサイトやパンフレット等を活用し、世代や障害の有無などを

踏まえた多様な手法による分かりやすい情報発信に努める。 

さらに、消費者の意見を適切に消費者政策へ反映させるため、消費者の意識

に関する調査を行うほか、パブリックコメントなどに一般消費者がより意見を

出しやすい環境の整備に努める。消費者問題に関連する国の審議会等について

は、消費者の意見を代表する委員の範囲の考え方を整理し、これまでの選任実

績について検証を行い、消費者の意見を代表する委員の選任を推進する。 

 

 【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○消費者被害額の推計内容 

  ○消費者白書の作成状況、消費者政策に関する情報発信の状況 

○国の審議会等における消費者の意見を代表する委員の選任の状況 

 

（２）消費者教育の推進 

  消費者教育推進法及び「消費者教育の推進に関する基本的な方針」に基づき、

消費者教育推進会議での議論を踏まえつつ、消費者教育（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（消費者が主体的に消費者市民社会

の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含

む。）及び啓発活動）を推進する。 

消費者教育の実施に当たっては、幼児期から高齢期までの各ライフステージ



 

26 

 

に応じて体系的に行われることが重要であり、ライフステージ毎の学習目標を

示した「消費者教育の体系イメージマップ」（以下「イメージマップ」とい

う。）の活用を図る。 

また、国、地方公共団体、消費者団体、事業者・事業者団体を始めとした多

様な主体の連携・協働など、消費者教育の推進のための体制の整備を図る。そ

の一環として、地域における先駆的な取組を促進し、その成果を全国へ展開す

る。 

消費者教育の担い手に対しては、国、地方公共団体及び国民生活センター等

において、必要な研修の実施、情報提供等を行う。 
消費者教育に使用される教材等については、年齢、障害の有無、情報の入手

方法、読み解く能力の差異等の消費者の特性に応じた適切なものとすることに

配慮する。また、消費者教育ポータルサイトにおいて、最新教材等の積極的な

収集・掲載を行い、教科等の選択に役立つ特長等を示すなど、消費者教育の推

進のための総合的な情報提供・発信を行う。 

 

学校教育において、教職員には、消費者教育の推進役としての役割が期待さ

れるところであり、教員研修や大学における教員養成課程において、教職員の

指導力の向上を図る。併せて、教員研修について、国民生活センターでの研修

の活用を図る。 

  小学校、中学校、高等学校における学校教育については、現行の学習指導要

領において、消費者教育に関する内容が充実されたことを踏まえ、引き続き、

学習指導要領の周知・徹底を図る。さらに、文部科学省において、主体的に社

会に参画し自立して社会生活を営むために必要な力を実践的に身に付けるなど

の観点から学習指導要領の改訂に向けた検討を行うとともに、改訂された学習

指導要領の周知を行う。 

 また、選挙権年齢の18歳への引下げや、成年年齢の引下げが議論されている

ことを踏まえ、高等学校段階までに、契約に関する基本的な考え方や契約に伴

う責任、消費者市民社会の形成に参画することの重要性の理解と、社会におい

て一消費者として主体的に判断し、責任を持って行動できるような能力を育む

ための取組を推進する。 

大学等における消費者教育については、入学時にオリエンテーションを実施

するなど被害防止のための大学等の取組の実施を促すとともに、教養課程、専

門課程、市民向けの講座等での消費者教育の導入事例について広く収集し、大

学等と共有する。また、学生等の地域の消費者教育活動への積極的な参画を促

進する。 

 

  地域における消費者教育については、地方公共団体における消費者教育推進
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計画の策定及び消費者教育推進地域協議会の設置を支援・促進するとともに、

地域の消費者教育の担い手の連携・協働が図られるよう、消費生活センターの

消費者教育の拠点化やコーディネーターの育成、消費生活サポーターの養成等

の取組を支援する。 

  家庭における消費者教育については、消費者教育ポータルサイトにおいて家

庭でできる消費者教育教材や地方における親子向けの講座の案内の積極的な収

集・掲載に努めるほか、消費者の自主学習への取組を支援する仕組みの検討を

行う。 

事業者・事業者団体による消費者教育については、既に見られる従業員への

消費者教育や、地域の消費生活センター、学校や大学と連携して講座を受け持

つといった地域における消費者教育の取組がみられることから、消費者教育ポ

ータルサイトにこうした取組事例を積極的に収集・掲載するとともに、こうし

た取組の支援について検討する。 
高齢者、障害者等を含めた消費者への情報提供については、地域のネットワ

ーク等を活用し、消費者被害・トラブルや製品リコール情報等が確実に届く仕

組みを構築する。 
 
消費者は、情報の受取手であると同時に、情報の発信者でもあることから、

情報を主体的に評価し、商品・サービスの表示内容を正確に理解し、著作権や

情報モラルを守って適切に情報を利用・発信するなど、情報とメディアの利用

に関する能力等の向上を図ることが重要である。特に、インターネット取引等

において模倣品を選択して被害に遭うことのないよう、また、知らず知らずの

うちに悪質商法の加害者になることのないよう、情報提供、啓発活動を行う。 
また、消費者が、自らの消費行動が環境、社会、文化等の幅広い分野におい

て他者に影響を及ぼし得ることへ理解を深めていくことが必要である。リサイ

クルの推進、適正な廃棄及び食品ロスの削減に向けた取組のほか、被災地の復

興に対する理解を深めることなどにも貢献するＥＳＤ（ Education for 

Sustainable Development ; 持続可能な開発のための教育）の普及啓発に努め

る。また、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（倫理的消費）や、開発途上国の生産者と先進国の消費者を結び付けること

で、より公正な取引を促進し、開発途上国の労働者の生活改善を目指す「フェ

アトレード」の取組にも関心が高まっている。こうした持続可能なライフスタ

イルへの理解を促進するため、消費者庁において、倫理的消費等に関する調査

研究を実施する。 

さらに、環境教育、食育、国際理解教育、法教育、金融教育、住教育などの

密接に関連する分野の取組について、消費者庁、文部科学省及び関係府省庁等

が適切に連携して推進する。食育については、食品の安全性、栄養、食習慣な
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どについての正確な情報の提供、食や農林水産業への理解増進など、国民の適

切な食生活の選択に資する取組の推進を図る。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

○消費者教育を受ける機会（研修、講座等）の充実度、参加者の満足度 

○消費者問題に関する認知度、消費者市民社会の実現に向けた取組の認知度 

 

（３）消費者団体、事業者・事業者団体等による自主的な取組の支援・促進 

 消費者団体は、消費者の埋もれがちな声を集約し、具体的な意見として表明

するほか、消費者への情報提供、啓発等の活動を行っているが、構成員の高齢

化等による活動の停滞も一部に見られることから、その活動の活性化は、消費

者行政の推進に当たり重要である。消費者を取り巻く環境の変化により、消費

者の関心・問題意識は多様化しているが、消費者政策は幅広い分野に関わるも

のであり、特定の関心・問題意識に基づく活動を行う団体も含め、その自主的

な取組を支援・促進する。また、地域において公益的な活動を行う消費者団体

の育成及び支援の在り方を検討する。特に地方においては、高齢者等の地域の

見守りネットワークの構築・推進など、地域の様々な主体との連携・協働によ

り、消費者団体が十分に力を発揮できるよう支援する。 

 

 事業者・事業者団体も、事業者が消費者を重視した事業活動、すなわち消費

者志向経営を行うことが健全な市場の実現につながるという意味で、消費者政

策を推進する上で重要な主体である。そのため、優良な事業者に対する表彰等

消費者志向経営を促進する方策、消費者の生活を豊かにする消費経済の実現に

向けた方策について検討する。 

また、事業者・事業者団体と行政との連携の強化を図っていく必要がある。 

事業者や事業者団体に対し消費者政策に関する情報提供等を行うとともに、企

業の行動規範の作成の手引を事業者に周知・普及するなどにより、事業者によ

るコンプライアンス（法令遵守）や消費者志向経営に係る取組を促進する。公

益通報者保護制度について、消費者の安全・安心に資するものであり、制度の

実効性を向上させていくことは社会全体の利益を図る上で有用であるという意

義を踏まえ、消費者教育の場も活用して周知・啓発を行うほか、制度の見直し

を含む必要な措置の検討を早急に行った上で、検討結果を踏まえ必要な措置を

実施する。 

このほか、消費者が安心して商品・サービスを選択し、豊かに消費を行うこ

とができるようにするため、一定の要件を満たす事業者や商品・サービスの登
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録・認定等による消費者への情報提供や事業者に対する研修を始めとする、事

業者団体の自主的な取組を支援・促進する。 

 

併せて、行政、消費者・消費者団体、事業者・事業者団体、消費者の利益の

擁護・増進に関する活動を行う公益法人・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）

等が、それぞれの問題意識や可能な取組について認識を共有することは、効率

的・効果的に消費者トラブルの未然防止等を行うために有効と考えられること

から、行政、消費者・消費者団体、事業者・事業者団体、消費者の利益の擁

護・増進に関する活動を行う公益法人・特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）等

の情報・意見交換や連携・共同による活動等の実施を支援・促進する。 

なお、消費者政策に関する専門家については、消費者団体、事業者・事業者

団体等においてそれぞれ育成されていくような自主的な取組を推進する。 

 

 【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○消費者団体、事業者・事業者団体への消費者政策に関する情報の提供状況 

○公益通報者保護法の認知度、通報窓口の整備状況等 

  ○消費者・消費者団体と事業者・事業者団体との間の情報・意見交換等の実

施状況 

 

（４）公正自由な競争の促進と公共料金の適正性の確保 

  一般消費者の利益の確保のため、独占禁止法等に基づき、競争政策を強力に

実施し、公正自由な競争を促進する。 

  また、政府の規制する料金又は価格である公共料金等の新規設定及び変更に

係る決定、認可などを行うに当たっては、消費者基本法第16条第２項の規定の

趣旨を踏まえ、消費者に与える影響を十分に考慮することが求められており、

決定過程の透明性、消費者参画の機会及び料金の適正性の確保に向けた課題を

検討し、実施する。なお、料金自由化を行う分野についても、引き続き消費者

利益を確保することが重要であり、消費者が多様なメニューの中から適切な選

択を行うことができるよう、小売全面自由化の実施に際して、小売事業者が提

供するサービスの内容に関する消費者の理解を増進するための情報提供の推進

等の取組を行う。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 
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○競争政策に係る法律に基づく措置等の実施状況 

○公共料金の決定過程の透明性等を確保する措置の実施状況 

 

（５）環境の保全に配慮した消費行動と事業活動の推進 

  環境の保全に配慮した施策としては、ＥＳＤ（ Education for Sustainable 

Development ; 持続可能な開発のための教育）の視点を踏まえた取組や倫理的

消費の普及啓発の取組があり、その取組内容として、以下のような取組を行う。 

温室効果ガス削減による低炭素社会の実現及び資源の循環的な利用等により

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の

形成に向けた情報提供や普及啓発を推進する。 

生物多様性の保全と持続可能な利用について消費者の理解を増進するための

情報発信や普及啓発を推進する。 

  また、有機農産物など環境に配慮した商品・サービスに対する理解と関心に

ついても増進を図る。 

 

【ＫＰＩ】 

 ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

 ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

 ○消費行動や事業活動の推進に資する施策の実施状況 

 

５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備 

 

消費者の利益の擁護・増進を図るためには、消費者が自主的かつ合理的に選

択・行動することができることが重要であるが、それだけでなく、消費生活の

中でトラブルや被害に巻き込まれた場合に、救済されることが重要である。 

その際、日本のどこに住んでいても円滑かつ迅速な消費者被害の救済等が図

られるようにすることが必要である。苦情処理や紛争解決においては、行政の

ほか各種民間団体による取組も重要な役割を果たしており、特定の商品・サー

ビスに限定しない相談や紛争処理を行っている組織・団体の活用促進も重要で

ある。 

また、高度情報通信社会の進展や消費生活のグローバル化に伴い、自らの判

断で選択・行動できる範囲を超えて消費生活に影響が及ぶような状況も生じて

きており、安全、表示、取引の施策とは別に、消費者の利益を保護するための

枠組み、国際的な連携の整備が必要である。 

さらに、人口減少、高齢化等が進行する中においては、生活を支える様々な

基盤的なサービスについて、あまねく消費者に提供できるようにすることは、

消費者政策の基礎である。 
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（１）被害救済、苦情処理及び紛争解決の促進 

内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、消費者契約法、景品表示法、

特定商取引法及び食品表示法に基づき、事業者の不当な行為に対して、差止請

求ができることとされている。また、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消

費者団体は、消費者裁判手続特例法に基づき、消費者被害の集団的な回復を図

るための裁判手続を追行することができることとされている。消費者被害の未

然防止・拡大防止の役割を担っている適格消費者団体及び消費者被害の回復の

役割を担う特定適格消費者団体については、差止請求関係業務及び被害回復関

係業務の遂行に必要な資金の確保その他の支援の在り方について見直しを行い、

必要な施策を実施するとともに、消費者裁判手続特例法の円滑な施行に向けて、

消費者団体訴訟制度の周知・広報を進める。 

なお、現在12団体が適格消費者団体の認定を受けているが、計画期間中に、

現在、適格消費者団体が存在していない３ブロック（東北、北陸、四国）にお

いて、新たな適格消費者団体の設立に向けた活動を支援する。 

  加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害

を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度につい

て、消費者裁判手続特例法に基づく被害回復制度及び景品表示法の課徴金制度

の運用の状況を踏まえつつ、幅広い検討を加える。 

また、製造物責任法（平成６年法律第85号）の裁判例を収集・分析した上で、

論点別に裁判例を抽出・整理・公表するとともに、製造物に起因する事故の被

害救済に関する取組を推進する。 

さらに、日本司法支援センター等の関係機関において被害者に対する支援制

度を的確に運用する。 

 

加えて、紛争解決手段として、国民生活センター、地方公共団体、民間団体

（事業者団体、消費者団体等）による裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の活用を

促進するとともに、それらの連携の強化を図る。 

商品・サービスにより、類似の紛争が多く類型的な処理が可能又は紛争処理

に専門的知識を要するといったものもあり、そのような場合には、商品・サー

ビス別のＡＤＲが有効である。例えば、金融、商品先物、住宅、建設工事、不

動産などの取引に関する紛争や家電製品、自動車などの製造物に起因する事故

については、ＡＤＲが整備されている。 

そのほか、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に

関する法律（平成19年法律第 133 号。いわゆる「振り込め詐欺救済法」）によ

り、振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座から被害者に被害回復分配

金を支払うことなどが定められている。 
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  なお、関係省庁等が連携し、多重債務問題についてその解決に向けた取組を

着実に実施するとともに、自殺対策を強化する。 

 

 【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○各種支援施策の実施状況 

  ○適格消費団体、特定適格消費者団体の設立、活動の状況 

○各種ＡＤＲの活用状況 

 

（２）高度情報通信社会の進展に対応した消費者利益の擁護・増進 

  情報通信技術及びサービスの高度化・多様化への対応に関しては、前出の表

示、安全の取組の中で関連する取組を行うほか、特に電気通信サービスの提供

に係る所要の制度整備や多様な決済手段に関連する消費者トラブルへの対応、

迷惑メール対策等については、「３ 適正な取引の実現」に記載したとおりで

ある。 

それらの安全、表示、取引の施策以外にも、情報通信技術及びサービスの高

度化・多様化に伴う消費者トラブルの未然防止、再発・拡大防止に資する施策

を推進する。 

  インターネットは、有用で便利なコミュニケーション手段として社会に浸透

している一方、インターネット上には青少年の健全な成長を阻害する情報やサ

ービスが多く流通していることを踏まえ、新たなインターネット接続機器・サ

ービス等への対応、青少年・保護者等に対する普及啓発の強化、インターネッ

トを通じた青少年の犯罪被害の抑止対策など、青少年のインターネット利用環

境整備のための施策を総合的かつ効果的に推進する。 

  また、個人情報保護法制の周知徹底、マイナンバー制度の周知と適正な運用

等により、個人情報の保護を図る。 

さらに、パーソナルデータの利活用に関する制度について、個人情報及びプ

ライバシーの保護とデータの利活用との両立や、事業者等が取り扱う情報の規

模及び内容並びに取扱いの態様等に配慮したパーソナルデータの適正な取扱い

に向けた見直しを行う。併せて、個人情報の整理・販売等を行ういわゆる名簿

屋については、その実態を踏まえ、必要な対策を検討する。 

 

 【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○青少年のインターネット利用環境整備のための施策の実施状況 
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  ○（新たな制度に係る法律が成立した場合）新たなパーソナルデータの利活

用に関する制度の周知の状況 

 

（３）消費生活のグローバル化の進展に対応した消費者利益の擁護・増進 

  消費生活のグローバル化の進展への対応に関しては、前出の安全、表示、取

引の取組の中で関連する取組を行うほか、近年増加している越境消費者トラブ

ルについて、国民生活センターにおける相談対応を実施するとともに、連携先

となる海外機関との更なる連携強化・拡大に努める。 

  また、平成32（2020）年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向けて

増加が見込まれる在留外国人への情報提供や消費者相談に対応する体制の充実

を図る。 

  さらに、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）消費者政策委員会等への積極的な参

画や各国との消費者問題に関する政策対話等の実施により、消費者政策に関す

る国際的な連携を強化する。 

  国際標準化活動については、適正な取引や安全性を確保するという観点も踏

まえ、関係府省庁等が連携して取り組む。 

 

【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○越境消費者トラブルの対応状況 

  ○諸外国・国際機関等との連携状況 

  ○在留外国人からの相談への対応体制の構築状況 

 

６ 国や地方の消費者行政の体制整備 

 

  関係府省庁等においては、消費者被害・トラブルに関する端緒情報の収集・

発信など消費者の安全を守るための「危機管理」の業務及び消費者の意見を十

分に反映した行政を企画・遂行する「平時対応」の両面を的確に遂行できるよ

う、消費者担当部署の充実と日常的な連携の強化を図るとともに、消費者行政

に関する専門家の育成に努める。 

  特に、消費者庁においては、消費者行政の司令塔としての役割を果たすとと

もに、国民生活センターとともに、消費者が「身近な存在」として認識し、困

ったときに「頼りになる」存在として機能するよう、調査体制、業務遂行体制、

相談体制の充実を図るとともに、研修や外部人材の登用等による専門人材の確

保・育成に努める。 

  消費者委員会は、消費者の意見が直接届く透明性の高い仕組みであることを
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最大限活用し、専門的観点から積極的に調査審議や建議等を行う。 

  また、消費者に身近に接する市町村等において、住民からの消費生活相談へ

の対応、住民・事業者・関係者等の地域ネットワークによる被害防止等のきめ

細かい取組が行われるとともに、都道府県において、市町村への支援や市町村

相互間の連絡調整、広域的見地からの相談・情報提供等が行われるよう、地方

公共団体の取組を積極的に支援する。 

 

（１）国（独立行政法人を含む。）の組織体制の充実・強化 

  消費者の利益の擁護及び増進に関連する法令の執行状況やグローバル化等の

消費者を取り巻く環境の変化を踏まえ、制度の点検・評価等を行うとともに、

消費者庁、消費者委員会及び関係府省庁等における消費者行政体制の充実に努

める。併せて、国民生活センターによる消費生活センター等の相談支援機能の

強化に努める。 

また、消費者庁、消費者委員会と関係府省庁等の間の日常的な情報共有、各

問題・課題に関係する府省庁等の連携強化を図る。 

  さらに、消費者・生活者を主役とする行政を担う国家公務員の意識改革と、

情報・相談の受付体制の充実に努める。 

 

 【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○国の行政組織における消費者担当部署の整備の状況 

  ○国に対する消費者からの情報・相談の受付体制の状況 

 

（２）地方における体制整備 

  実際に消費が行われ、様々な問題が発生する現場に近い地方公共団体におけ

る体制整備は、引き続き消費者行政の大きな課題である。 

地方公共団体への交付金や人員・予算の確保に向けた地方の自主的な取組へ

の支援により、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられる地域体制

を全国的に整備することを目指す。 

このため、地方消費者行政強化作戦に沿って、計画期間中に、相談体制の空

白地域解消、消費生活センター設立促進、消費生活相談員の配置促進、資格保

有率の向上、研修参加率の向上を目指して、地方公共団体の取組を支援する。 

併せて、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人など消

費者被害に遭いやすい人の見守り活動などを行う消費者安全確保地域協議会に

ついて、計画期間中に多くの地方公共団体で構築することを目指して、目標を

地方消費者行政強化作戦に盛り込み、地方公共団体を支援する。 
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その他地方における消費者行政の計画的・安定的な取組を促進する。 

また、新たな消費生活相談員資格試験制度の周知・運用、消費者行政関係職

員に対する研修や的確な情報提供により、消費者行政及びこれに携わる者の資

質向上を図る。いわゆる「雇止め」の見直しを含め、消費生活相談員の適切な

人材及び処遇の確保を図る。 

地方公共団体の消費者行政担当部署が司令塔的役割を十分果たすことができ

るよう、庁内連携の推進、相談業務の広域連携、消費者安全確保地域協議会等

について、各地における取組の状況や好事例を広く共有する。特に、消費者安

全確保地域協議会の見守り活動等の担い手として、地方の消費者団体が活動で

きるよう支援する。消費生活相談等の事務の委託については、委託を実施した

場合にも事務の質が低下することのないよう、消費者安全法に基づく基準及び

ガイドラインの徹底を図る。 

 

  さらに、消費者が円滑に消費生活相談を受けられるように、近くの消費生活

相談窓口を紹介する「消費者ホットライン」の３桁化（平成27年夏から「１８

８」の番号で運用開始予定）を実施し、新しい３桁の番号を周知することによ

り相談窓口の認知度の向上と活用の促進を図るとともに、土日祝日における消

費生活相談体制の整備を含め、大幅な増加が見込まれる消費生活相談への適切

な対応を支援する。加えて、消費生活以外の相談窓口に寄せられた消費生活に

関する相談の円滑な誘導を推進する。 

  このほか、全国消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ‐ＮＥＴ）を

適切に運用するとともに、国の行政機関や地方公共団体による法執行、事業者

の指導への活用を促進する。 

国民生活センターの相模原研修施設を活用し、事例検討型・参加体験型の研

修を実施するなど、実践的で効果の高い研修に取り組む。 

 

 【ＫＰＩ】 

  ○社会経済の変化等に対応した法令、ガイドライン等の整備・見直しの状況 

  ○関係法令、ガイドライン等の周知の状況 

  ○相談体制の整備・充実状況 

  ○消費者安全確保地域協議会の設置状況 

  ○地方公共団体との連携及び地方公共団体に対する支援の状況 

  ○関係行政機関及び地方公共団体によるＰＩＯ－ＮＥＴの活用状況 

 

第５章 計画の効果的な実施 
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１ 工程表の作成 

 

本計画を着実に推進するため、本計画に基づいて関係府省庁等が講ずべき具

体的施策について、本計画の対象期間中の取組予定を示した工程表を、消費者

委員会の意見を聴取した上で、消費者政策会議において策定する。 

工程表では、各府省庁等の間で連携が必要な施策についてのそれらの関係を

明確にするとともに、効果把握のための指標として、本計画に示したＫＰＩを

可能な限り施策ごとに更に具体化するものとする。 

各府省庁等は、工程表に示された施策を着実かつ積極的に進めるものとする。 

 

２ 計画の検証・評価・監視 

 

本計画を実効性のあるものとするためには、本計画に基づく施策の実施状況

については、十分な検証・評価・監視を行うことが重要である。 

そのため、消費者基本法に基づき、毎年度、消費者庁が関係府省庁等の協力

を得て、本計画に基づく施策の実施状況について報告を取りまとめ、政府とし

て国会に提出する。 

消費者委員会は、消費者行政全般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、

本計画に基づく施策の実施状況について、随時確認し、ＫＰＩも含めて検証・

評価・監視を行う。 

消費者政策会議は、施策の実施状況の検証・評価・監視を行い、消費者委員

会の意見を聴取した上で、１年に１回は工程表を改定し、必要な施策の追加・

拡充や整理、実施状況に応じた施策の実施時期の見直し（前倒しを含む。）等

を行う。 

さらに、施策の実施状況の検証・評価・監視において、消費者を取り巻く環

境や課題、取り組むべき施策の内容等に大きな変化があると考えられる場合に

は、消費者委員会の意見を聴取した上で、必要に応じて本計画の改定を行う。 

 

なお、施策の実施状況の検証・評価・監視を行うに際しては、消費者団体、

事業者団体、地方公共団体等へのアンケートやヒアリング、意見交換会等によ

り意見を聴取するほか、消費者等からの意見募集を行い、消費者等の意見の的

確な反映を図る。 
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消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定

に向けての意見 

平成30年12月19日 

消 費 者 委 員 会 

 消費者基本法においては、消費者基本計画（以下、「計画」という。）の検証・評

価・監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとする場合は、消費者委員

会の意見を聴かなければならないとされている。このため、当委員会としては、計

画の実施状況や計画に盛り込むべき新たな課題等に係る検討を、調査審議の重要な

柱のひとつと位置付けてきた。 

 平成27年３月に閣議決定された計画においても、「消費者委員会は、消費者行政全

般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、本計画に基づく施策の実施状況につい

て、随時確認し、KPIも含めて検証・評価・監視を行う」とされている。 

当委員会としては、これまでに発出してきた建議等や最近の被害の実態等を踏ま

え、計画の実施状況に関する検証・評価において、特に留意すべき事項や計画工程

表の見直しに向けて具体的に検討すべき課題について、下記のとおり意見を述べる。

関係省庁等におかれては、下記の各項目について十分に検討の上、可能な限り計画

工程表の改定素案等に反映されたい。 

なお、当委員会としては、状況に応じ、今後、消費者庁において策定される計画

工程表の改定素案に対し、更なる意見表明を行うことを予定している。 

記 

１．民法の成年年齢引下げに対する対応について 

 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を

改正する法律（平成30年法律第59号）（以下、改正民法という。）が本年６月に成

立し、2022年４月１日から施行されることとなっている。これを見据えた環境整

備は喫緊の課題であり、スピード感をもって取組を進めることが必要不可欠であ

る。 

 そのため、「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議」

において取り組むこととされている個別の施策等について、いつまでに具体的に

何をするのかを明確にした上で、その取組等の内容、スケジュール等を工程表に

記載されたい。（消費者庁、関係省庁等） 
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（１）消費者教育の充実

  「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム（平成30年２

月20日）」を踏まえ、「社会への扉」の活用などアクションプログラム等に基づ

く取組が一定程度進められてきたが、新たに成人となる18歳、19歳の活動の場

である大学、専門学校等における消費者教育の充実も不可欠である。そのため

大学、専門学校等における消費者教育の充実に向けた取組、自治体や地域にお

ける地域若者サポートステーションなどの若者支援機関等との連携強化、消費

者教育コーディネーターの育成等に向けた具体的な取組について工程表に記載

されたい。（消費者庁、文部科学省） 

  また、「社会への扉」の全国展開に向けて、教材の配布にとどまらず、出前講

座等の活用など、その実効性確保に向けた取組について工程表に記載されたい。

（消費者庁） 

（２）与信審査について

  新たに成人となる18～19歳への貸付、信用供与にあたっては、法律で義務付

けられている支払可能見込額調査や返済能力調査等に加え、事業者の自主的な

取組（利用限度額等を少額に設定することや借入目的の確認を行うなど）の推

進を図る必要がある。このため、事業者の自主的な取組状況を可視化するとと

もに、取組の効果を客観的に検証する等、更なる取組の推進に向けた各省庁の

具体的な取組について工程表に記載されたい。（金融庁、経済産業省） 

（３）改正民法の周知

  2022年４月からの改正民法の施行に向け、成年年齢の引下げに伴う年齢要件

の変更等について、消費者に広く分かりやすい形で周知を行っておくことが不

可欠であり、その取組を加速化していくことが必要である。そのため、成年年

齢引下げにより、18歳で何ができるようになるのか、どのようなことに留意し

なければならないのか等を具体的に周知するとともに、各種媒体の活用等も含

め、より幅広い消費者に行き渡らせるための具体的な取組について工程表に記

載されたい。（法務省） 

２．改正消費者契約法について 

  平成30年６月に成立した消費者契約法の一部を改正する法律（平成30年法律第
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54号）について、本年３月に発出した意見1でも言及したとおり、現行法の内容及

び改正法の内容について幅広く周知活動を行うこと及び解釈の明確化が必要な点

については逐条解説等において明確化を図ることなど、必要な取組を進めること

が適当である。また、平成29年８月に発出した答申2の付言及び改正消費者契約法

の附帯決議を踏まえた今後の取組スケジュールを、期限ごとに具体的に記載され

たい。特に成立後２年以内となっているものについては、その取組を「検討」す

るだけではなく、それを踏まえて「必要な措置を講ずる」旨を明示されたい。（消

費者庁） 

３．地方消費者行政の充実に向けて 

  地方消費者行政については、「地方消費者行政強化作戦」が定められ、「地方消

費者行政推進交付金」等を活用した計画的・安定的な取組支援が行われ、消費生

活センターの整備、消費生活相談員の配置・増員及び消費者教育の推進等に寄与

してきた。一方、これまでの約10年間で、消費者行政職員や自主財源がほとんど

増加していないのが実態である。 

そのため、現況調査結果等のこれまでのデータの蓄積を踏まえ、短期的な分析

に加え、中長期的な視点でも要因分析を行うと共に、不断の見直し、検討を行っ

た上で、以下の事項を含め、その具体的な取組について工程表に記載されたい。

（消費者庁） 

・地方公共団体における体制や自主財源の更なる充実に向けた消費者行政重視へ

の政策転換を促す実効性・継続性を確保した具体的な取組

・地方消費者行政推進交付金から地方消費者行政強化交付金への切り替えが、地

方消費者行政に与える影響の把握とそれを踏まえた財政支援の取組等

・相談体制の質の向上、見守りネットワークの構築等、地方消費者行政強化作戦

で掲げられた目標の着実な達成

・地方消費者行政の取組が後退することのないよう、これまで消費者庁が実施し

てきた地方消費者行政に関する施策を検証し、それを踏まえ、中長期的な視点

に立った必要な取組

４．食品表示について 

（１）食品表示制度の理解、周知に係る取組状況について

平成27年４月から施行された食品表示法に基づく食品表示制度に関して、

1 消費者契約法の一部を改正する法律案に対する意見（平成 30 年３月８日） 
2 消費者契約法の規律の在り方についての答申（二次答申）（平成 29 年８月８日） 
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平成29年度消費者意向調査の結果を踏まえ、機能性表示食品等にかかる理解

促進に向けた取組について記載されたい。また、同制度に関する消費者の理

解度を測るＫＰＩについて、適切に設定されたい。 

  加えて、当委員会が平成29年８月に発出した加工食品の原料原産地表示に

かかる答申3において言及した消費者、事業者への周知等を含む９つの前提条

件を踏まえた取組について工程表に記載されたい。（消費者庁） 

（２）「いわゆる健康食品」の淘汰に向けて 

  平成27年４月から施行された機能性表示食品制度も含めた保健機能食品制

度において、機能性の表示可能な製品が消費者に選択されることによって、

科学的根拠に乏しい製品群が市場から淘汰されることが重要である。そのた

めの普及啓発や、本制度における科学的根拠に関する質の向上に向けた取組

について工程表に記載されたい。（消費者庁） 

５．身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての対応 

高齢化社会が進展していく中で、消費者が安心してこうしたサービスを利用す

ることができるよう取組を進めることは重要である。そのため、これまでの取組

を踏まえ、今後どのような取組を行うのか、以下の事項を含め、工程表に明記さ

れたい。（厚生労働省、消費者庁） 

・契約時のチェックリスト、預託金の適切な保全など、身元保証等高齢者サポー

ト事業を提供する事業者への働きかけ

・平成29年度に実施された実態調査の結果を踏まえた身元保証人に期待される機

能の詳細検討、より小規模に提供される身元保証等高齢者サポートの実態把握、

今後、身元保証等高齢者サポート事業の需要が増大する社会における制度の在

り方など、実態調査の結果から課題とされた事項に対する更なる取組

・平成30年度に実施される医療機関への調査を踏まえた、身元保証人のいない高

齢者等に対する医療機関が採るべき対応等の事例集発出等の取組

６．事故情報の収集、注意喚起等 

 本年３月に当委員会が発出した「３月意見4」でも言及したとおり、消費生活に  

おいて生じた生命・身体に係る事故等に関する情報（以下「事故情報」という。）

を活用し、事故情報の分析を深め、事故情報の一層の活用を図ることにより、事

3 食品表示基準の一部改正に係る答申（平成 29 年８月 10 日） 

4 「消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見」（平成 30 年３月 30 日） 
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故の未然防止等に資する対応をより一層進めることが可能である。 そのため、昨

年８月に当委員会が発出した「事故情報の更なる活用に向けた提言」を踏まえた、

中長期的な取組スケジュールを検討の上、特に以下の取組について具体的に工程

表に記載されたい。（消費者庁） 

・事故情報データバンクの入力項目の精査や、新たな分析技術の活用等の事故

情報をデータとして活用していくための取組

・事故原因の究明等を行っている研究機関へ公開する等の事故情報の公開促進

に向けた取組

・事故情報の更なる活用に向けて、関係省庁のみならず消費者、事業者、事故

情報データバンク参画機関が連携・情報交換をスタートさせる取組

７．その他 

 前記１から６に掲げた内容の工程表への記載に当たっては、これまでも累次指

摘しているように、ＫＰＩについては、各施策の実施状況等に応じた見直しや、

アウトプット指標だけではなくアウトカム指標の追加設定等を検討するとともに、

工程表の図については、可能な限り具体的な取組に分けた上で、当該具体的な取

組ごとに期限を明確に設定した上で、図示する等を留意の上、工程表改訂素案に

反映されたい。 
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消費者基本計画工程表の改定素案（平成31年２月）に対する意見 

平成31年３月27日 

消 費 者 委 員 会 

当委員会は、消費者基本計画工程表（以下「工程表」という。）の検証・評価及

び見直しについて、昨年12月19日に「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評

価及び計画工程表の改定に向けての意見」（以下「12月意見」という。）を取りまと

め、本意見の内容を、可能な限り工程表の改定素案に反映することを求めてきた。 

その後、消費者庁をはじめとする関係府省庁等では、12月意見も踏まえつつ、工

程表の検証・評価及び見直し作業を行い、取りまとめられた工程表の改定素案は、

本年２月15日よりパブリックコメントにかけられた。 

当委員会は、本年２月14日の消費者委員会本会議において、工程表の改定素案に

ついて、消費者庁よりヒアリングを行ったところである。このヒアリングの結果や、

これまでに行った建議・提言その他の意見等の内容、工程表に記載された個別施策

についてのヒアリングの結果や最近の被害実態等を踏まえ、工程表の改定素案に対

し、下記のとおり意見を述べる。関係省庁等におかれては、下記の各項目について

積極的に検討の上、可能な限り工程表の改定原案等に反映されたい。 

当委員会としては、本意見の工程表への反映状況や、その後の実施状況等につい

て引き続き監視を行い、消費者被害の状況が深刻なものや、取組が不十分と考えら

れるもの等については、今後、重点的に当委員会の調査審議を通じて取り上げてい

くとともに、必要に応じて建議等の意見表明を行っていくこととする。 

記 

第１ 全体的な事項 

   過去の平成 28 年５月に当委員会が発出した消費者基本計画工程表改定素案

に対する意見 1以降、累次指摘しているが、下記２点につき改めて取組の加速

化を図られたい。 

（１） ＫＰＩについて

施策の達成状況等に応じ、指標の見直しやアウトカム指標の追加設定を検討

するとともに、目標の数値等についても、不断の見直しを図られたい。 

また、現状のＫＰＩについての検証を行うとともに、それを踏まえ第４期消

費者基本計画工程表の策定に向けて、より効果的なＫＰＩの設定方法等につい

1 消費者基本計画工程表の改定素案（平成 28 年４月）に対する意見（平成 28 年５月 24 日） 
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て検討されたい。 

（２） 工程表の図について

年限を区切らずに５年間で取り組むことが示されているものについては、定

期的・継続的に実施しなければならないものを除き、可能な限り具体的な取組

に分けた上で、当該具体的な取組ごとに期限を明確に設定した上で、図示すべ

きである。加えて、2020年度以降の取組についても、施策の継続性の観点から

同様に記載すべきである。したがって、取組の進捗や効果が思わしくない施策

は、その状況を改善するための具体的な対策を工程表に反映されたい。また、

第４期消費者基本計画工程表の策定にあたっては、当初よりその点に留意され

たい。 

第２ 工程表への反映が必要な事項 

１．民法の成年年齢引下げに対する対応について 

 民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部

を改正する法律（平成30年法律第59号）（以下、改正民法という。）が昨年６月

に成立し、2022年４月１日から施行されることとなっている。これを見据えた

環境整備は喫緊の課題であり、更に取組を加速化していくことが必要である。 

  そのため、12月意見でも指摘したとおり、「成年年齢引下げを見据えた環境整

備に関する関係府省庁連絡会議」において取り組むこととされている個別の施

策等について、いつまでに具体的に何をするのかを明確にした上で、その取組

等の内容、スケジュール等を工程表に記載されたい。（法務省、消費者庁、関

係省庁等） 

（１）与信審査について

 12月意見でも指摘したように、新たに成人となる18～19歳への貸付、信用供

与にあたっては、法律で義務付けられている支払可能見込額調査や返済能力調

査等に加え、事業者の自主的な取組（利用限度額等を少額に設定することや借

入目的の確認を行うなど）の推進を図る必要がある。このため、事業者の自主

的な取組状況を可視化するとともに、取組の効果を客観的に検証する等、更な

る取組の推進に向けた各省庁の具体的な取組について工程表に明示されたい。

（金融庁、経済産業省）（５（１）⑬関係） 

（２）改正民法の周知

12月意見でも指摘したように、成年年齢引下げにより、18歳で何ができるよ
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うになるのか、どのようなことに留意しなければならないのか等を具体的に周

知するとともに、各種媒体の活用等も含め、より幅広い消費者に行き渡らせる 

ための具体的な取組について工程表に明示されたい。（法務省、関係省庁等）

（５（１）⑬関係） 

（３） 特定商取引法（省令）の見直し

消費者庁からの意見聴取に対する委員会の回答 2を踏まえ、成年年齢引下げ

対応として検討することとされていた以下の点について、その検討状況や、

検討を踏まえた取組状況について工程表に明示されたい。さらに、工程表の

図についても細分化を行い、いつまでに改正等の対応を行うのかについて明

示されたい。（消費者庁、経済産業省）（３（１）②関係） 

・ 連鎖販売取引における若年成人の判断力の不足に乗じて契約を締結さ

せる行為を行政処分の対象とすること

・ 訪問販売において、若年成人の判断力の不足に乗じて売買契約または

役務提供契約を締結させることが行政処分の対象行為となることを規

定上、明確にすること

２．消費者契約法の見直し 

  平成29年８月に発出した答申 3の付言及び改正消費者契約法の附帯決議を踏

まえた今後の取組スケジュールを、期限ごとに可能な限り具体的に明示された

い。また、答申を踏まえた改正消費者契約法が本年６月から施行されるところ、

その周知等、取組を加速化されたい。（消費者庁）（３（１）④関係） 

３．地方消費者行政への支援 

地方消費者行政については、「地方消費者行政強化作戦」が定められ、「地方

消費者行政推進交付金」等を活用した計画的・安定的な取組支援が行われ、消

費生活センターの整備、消費生活相談員の配置・増員及び消費者教育の推進等

に寄与してきた。 

平成30年度から措置された「地方消費者行政強化交付金」については、その

補助対象事業が国として取り組むべき重要消費者政策等となっているが、地方

公共団体において取組や体制の実態が追い付いていないことや、求める支援と

のミスマッチが生じていることが懸念される。そのため、地方公共団体におけ

る活用状況等の実態を把握し、地方消費者行政推進交付金から地方消費者行政

2 「民法の成年年齢が引き下げられた場合の新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済の

ための対応策について（回答）」（平成 29 年１月 10 日消費者委員会） 

3 消費者契約法の規律の在り方についての答申（二次答申）（平成 29年８月８日） 
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強化交付金への切り替えが地方消費者行政に与える影響と、それを踏まえた財

政支援の取組等について検討されたい。（消費者庁） 

また、地方公共団体における体制や自主財源の更なる充実に向けた消費者行

政重視の政策転換を促すためには、短期的な取組のみならず、実効性が確保さ

れた取組を継続的に行っていく必要がある。そのため、本年１月から開始され

た「地方消費者行政強化キャラバン」の成果も踏まえ、平成31年度以降の継続

性が確保された具体的な取組について工程表に明示されたい。（消費者庁）（６

（２）①関係）

さらに、これまで消費者庁が実施してきた地方消費者行政に関する施策を検

証し、必要に応じて地方公共団体とコミュニケーションを図った上で、中長期

的な視点に立った取組について検討されたい。（消費者庁） 

４．適格消費者団体等への支援 

消費者被害の防止・回復を効果的に実現するため、消費者団体訴訟制度の主

体となる適格消費者団体等の設立促進や、その活動支援に向けた取組を消費者

政策として進めていくことが重要である。また、消費者団体訴訟制度の信頼性

の確保に向けた取組も不可欠であるが、その前提として、団体が自主性を阻害

されず十分に活動できることが必要であり、制度創設の趣旨にも合致するもの

である。 

そのため、消費者団体訴訟制度の機能強化や、適格消費者団体等の活動の更

なる活性化に向けた取組について工程表に明示されたい。（消費者庁）（５（１）

①関係）

５．公益通報者保護制度の見直し 

  当委員会が昨年12月に発出した答申 4を踏まえた取組状況や、今後の取組、

検討スケジュールについて工程表に明示されたい。特に、公益通報者保護専門

調査会において方向性が打ち出された事項については、他の事項に先行して検

討を行うなど、その実現に向けて積極的に取組を進められたい。（消費者庁）

（４（３）③関係） 

６．身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての対応 

12月意見でも指摘したとおり、これまでの取組を踏まえ、今後どのような取

組を行うのか、以下の事項を含め工程表に明示されたい。（厚生労働省）（３

（２）⑯関係）

4 公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策についての答申 
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・預託金の適切な保全などにかかる身元保証等高齢者サポート事業を提供す

る事業者への働きかけ

・平成29年度に実施された実態調査の結果を踏まえた身元保証人に期待され

る機能の詳細検討、より小規模に提供される身元保証等高齢者サポートの

実態把握、今後、身元保証等高齢者サポート事業の需要が増大する社会に

おける制度の在り方など、実態調査の結果から課題とされた事項に対する

更なる取組

７．事故情報の収集、注意喚起等 

 12月意見及び昨年３月意見 5でも指摘をしているとおり、平成29年８月に当

委員会が発出した「事故情報の更なる活用に向けた提言」を踏まえた、中長

期的な取組スケジュールを検討の上、特に以下の取組について具体的に工程

表に明示されたい。（消費者庁）（１（２）①関係） 

・事故情報データバンクの入力項目の精査や、事故原因の究明等を行ってい

る研究機関へ公開する等の事故情報の公開促進に向けた取組

・事故情報の更なる活用に向けて、関係省庁のみならず消費者、事業者、事

故情報データバンク参画機関が連携・情報交換をスタートさせる取組

８．仮想通貨交換業者についての対応 

  仮想通貨 6交換業者に対する対応については、当委員会が意見を発出した平

成29年12月以降においても、仮想通貨交換業者の実態把握や、消費者への注意

喚起等、様々な取組がなされているが、顧客の仮想通貨の流出事案が複数発生

している現状を踏まえ、「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書を受けた

取組等について工程表に明示されたい。（金融庁）（３（２）⑧関係） 

また、消費者への注意喚起にあたっては、取引のリスクや登録業者とみなし

業者の違いなどについて、より幅広い世代に分かりやすく伝えることができる

よう、実効性の確保に向けて取組を進められたい。（金融庁） 

第３ 次期基本計画に向けた課題 

１．地域における横断的な取組体制の構築 

  我が国において、人口減少に伴う財源の縮小、人員不足が進む中で、地方公

共団体についても、多様化・複雑化する行政課題に的確に対応していくために

5 消費者基本計画工程表の改定素案（平成 30 年２月）に対する意見（平成 30 年 3 月 30 日） 

6 「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書において「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に

変更することが提言されたが、消費者への浸透度等の観点から「仮想通貨」と表記 
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は、これまでの施策や取組に加え、医療や福祉、教育など行政や地域における

政策分野に捉われない横串での連携が重要になると考えられる。そのため、昨

年９月に発出した意見 7（以下「９月意見」）でも言及した自治体間における連

携の在り方など地方公共団体における対応力の強化の視点に加え、地域コミュ

ニティや既存のネットワークを活用し、消費者行政関係者のみならず、民生委

員やＮＰＯ法人、民間事業者など多様な主体が参画することで、地域全体で消

費者行政を含む各種の行政課題に取り組んでいくことが考えられる。 

  一方で、各地域において、行政だけでは担うことができないコミュニティや

プラットフォームを、規模や地理的条件が様々であるなかで、どのように作っ

ていくか、その担い手となる人材の確保や育成、それを踏まえて活動の拡大に

向けてどう取り組んでいくかなどの課題があることに留意が必要である。 

  消費者行政の分野においても、「地方消費者行政強化作戦」が定められ、消

費者安全確保地域協議会の設置の促進が図られているところであるが、こうし

た既存のネットワークの有効活用を考えることも一つの方策であるところ、第

４期基本計画策定に際しては、既存の消費者分野の施策に加え、多分野にまた

がる横断的な施策も念頭に置きつつ、地域全体で消費者行政を推進するための

体制整備という視点も盛り込むべきである。 

２．第３期基本計画に盛り込まれた施策の進捗等にかかる検証・評価 

  本年１月の「第４期消費者基本計画のあり方に関する検討会」報告書を踏ま

え、消費者庁を中心に、今後、次期基本計画策定に向けた検討が本格化すると

考えられるが、それにあたっては、９月意見でも言及したように、第３期計画

の初年度である平成27年度からの各施策の進捗状況についても総括的な検証・

評価を行い、施策目標の達成度やその効果を十分に明らかにされたい。その上

で、十分な進捗や効果が見られなかった施策については、その理由及び今後に

向けた課題等について整理を行い、取組方針を明確化した上で、次期計画に盛

り込むべき施策について検討されたい。 

第４ 最近の被害実態等を踏まえた課題 

悪質商法等による高齢者を中心とした消費者被害への対応 

 昨今、悪質商法等による高齢者を中心とした消費者被害が次々と発生・発覚

し、老後の資産の不安に付け込むものなど、その手口はますます巧妙化してい

る。今後、我が国では高齢化率が約40％まで高まることが予測されており、高

7 次期消費者基本計画策定に向けた基本的な考え方についての意見（平成 30 年９月 12 日） 
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齢者の保護や被害救済、消費者被害の未然防止は、我が国の社会全体の安心・

安全にも直結する課題である。 

そのため、消費者被害や消費者トラブルの発生及び拡大防止のため、所管法

令等について不断の整備・見直しを行うとともに、その運用にあたっては、関

係省庁が連携して、その実態や被害の発生状況を的確に把握するなど、高齢者

を中心とした消費者被害の発生・拡大防止に向けて、積極的に取組を進めるべ

きである。 

（以上） 
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消費者委員会 委員名簿（令和元年７月 26日時点） 

（敬称略、50音順） 

池本 誠司  弁護士

受田 浩之  高知大学理事、副学長

大森 節子  NPO 法人 C・キッズ・ネットワーク理事長 

蟹瀬 令子  レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社

代表取締役

鹿野 菜穂子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

（委員長）高 巖 麗澤大学大学院経済研究科教授

長田 三紀 全国地域婦人団体連絡協議会幹事

樋口 一清  法政大学客員教授

増田 悦子  公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長

山本 隆司  東京大学大学院法学政治学研究科教授

以上 10名 
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06-2消費者基本計画の概要　を挿入（15p）



≪消費者基本計画及び消費者基本計画工程表策定の経過≫ 

平成 26 年４月 18日（金）：消費者取引に関する政策評価書（総務省） 

平成 26 年５月 27日（火）：消費者基本計画の改定素案（平成 26年５月）等に対する意見

（消費者委員会） 

平成 26 年９月 16日（火）：消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換会 

・消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換について

平成 27 年１月 29日（木） 

～平成 27年２月 19日（木）：次期「消費者基本計画」に対する意見募集の実施について 

平成 27 年１月 27日（火）：第 182回 消費者委員会本会議 

・消費者基本計画の検証・評価・監視について（地方消費者行政の体制整備の推

進等について）

平成 27 年２月３日（火）：第 183回 消費者委員会本会議 

・消費者基本計画の検証・評価・監視について

（１）次期消費者基本計画の素案の概要等について

（２）高齢者向け住まいについて

（３）エステ・美容医療サービスに関する消費者問題について

平成 27 年２月 10日（火）：消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体との意見交換会 

・消費者委員会委員と消費者団体ほか関係団体等との意見交換について

平成 27 年２月 17日（火）：第 184回 消費者委員会本会議 

・消費者基本計画の検証・評価・監視について

平成 27 年２月 17 日（火）：次期消費者基本計画の素案（平成 27 年２月）等に対する意

見（消費者委員会） 

平成 27 年３月３日（火）：第 185回 消費者委員会本会議 

・消費者基本計画の検証・評価・監視について

平成 27 年３月 10日（火）：第 186回 消費者委員会本会議 

・消費者基本計画の検証・評価・監視について

平成 27 年３月 24日（火）：消費者政策会議（持ち回り開催） 

・消費者基本計画及び消費者基本計画工程表の消費者政策会議決定

平成 27 年３月 24日（火）：閣議決定 
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○「消費者取引に関する政策評価書」（平成26年４月18日 総務省）（抄）

第４ 評価の結果及び勧告 

１ 評価の結果 

  複雑化かつ多様化する消費者取引に関するトラブルを低減するという課題に対し、国が講じ

てきた各種の取組により、これらの取組の効果の一面を表象していると考えられる、全国の消

費生活相談件数は、平成16年度の約181万8,000件から24年度は約72万2,000件に減少しており、

都道府県警察の総合窓口で取り扱っている悪質商法に関する相談の件数も16年の約70万7,000

件から24年には約６万4,000件に減少している。 

  また、近年の事業者規制等に係る各法令の改正については、下記(1)ア～キのとおり、法令改

正の契機となったトラブルに係る相談件数の減少や、地方支分部局や都道府県等に対する実地

調査及び消費生活相談員に対する意識等調査からも、それぞれ一定の効果が発現していると認

められる。 

  これらのことから、数年来、国が講じてきた各種の消費者取引に関する政策は、総体として

みると、一定の効果が発現していると認められる。 

  一方、下記(1)及び(2)のとおり、多岐にわたる関係機関相互の連携、共通的な基盤の整備と

いった個別施策の実施段階において生じている課題もみられ、これらの課題を解消し、更なる

効果発現に向けた取組が必要である。 

  また、消費者基本計画における消費者取引の適正化に係る施策の体系をみると、関係府省に

おいて個別施策に係る目標が設定されているものが一部みられるものの、政府全体としては体

系化されておらず、消費者基本法において「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保」

が基本理念として掲げられているのみである。加えて、いつまでにどのようなことを実現する

のかといった政府全体としての目指すべき目標が明確でなく、関連する個々の施策の位置付け

や相互の関連なども明らかにされていないほか、これらの施策の効果の把握のための指標の設

定も不十分となっている。 

  さらに、消費生活相談員に対する意識等調査では、消費者庁設置により、国の消費者行政が

改善されたと思う者が49.9％みられる一方で、改善されていないと思う者も40.1％みられる。 

  これらを踏まえ、消費者庁が司令塔機能を発揮して、どのような施策により、どのような目

標の達成を目指すのかを示しつつ、政府全体として消費者取引の適正化に向けた政策展開を行

っていくことが必要である。 

（以下、略） 

２ 勧告 

(1) 消費者取引の適正化に関する政策全体の政策目標の設定と指標の明確化

消費者庁は、その司令塔機能を発揮して政府全体としての消費者取引の適正化を推進する

ため、次の措置を講ずること。 

① 消費者取引の適正化に向けた政府全体としての具体的な政策目標を設定し、当該目標達

成に向けて展開しようとする個々の施策の体系化・構造化を図り、これらを次期消費者基

本計画の改定に反映すること。

② その際、効果把握のための指標の設定を進めること。

（以下、略）
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消費者基本計画の改定素案（平成 26年５月）等に対する意見 

平成 26年５月 27日 

消 費 者 委 員 会 

 当委員会は、消費者基本計画（以下、「計画」という。）の検証・評価及び見直しに係る関

係省庁等の作業に先立つ本年２月 25 日に「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価

及び計画の見直しに向けての意見」を取りまとめ、本意見の内容を可能な限り改定計画に反

映することを求めてきた。 

 その後、消費者庁をはじめとする関係省庁等では、当委員会の意見も踏まえつつ、計画の

検証・評価及び見直し作業を行い、この結果取りまとめられた計画の改定素案が本年５月９

日よりパブリックコメントにかけられた。 

 当委員会としては、この５月に計３回にわたって本会議を開催し、各施策の実施状況や成

果、今後の課題等について、関係省庁等からのヒアリングを実施したところであるが、本ヒ

アリングの結果やその他の意見表明等の内容を踏まえ、計画の改定素案等に対して下記の通

り意見を述べる。関係省庁等におかれては、計画の改定原案の取りまとめに向けて、下記の

各項目について検討の上、必要なものについては計画の改定原案等に反映されたい。あわせ

て、本年２月 25 日付け当委員会意見に盛り込んだ各項目についても再度検討を行い、同様

の対応をとられたい。 

 当委員会としては、本意見の計画への反映状況やその後の実施状況等について引き続き監

視を行い、消費者被害の状況が深刻なものや取組が不十分と考えられるもの等については、

新計画の策定に向けた検討の中で重点的に取り上げていくとともに、必要に応じて建議等を

行っていくこととする。 

記 

１．改定計画全般に関する事項 

  平成 24 年８月に消費者基本法が改正され、政府が講じた消費者政策の実施状況につい

ての年次報告として平成 25 年より消費者白書が作成され、消費者を取り巻く社会経済状

況の変化や消費者被害の傾向等について分析されている。計画の見直しは、社会経済状況

の変化に対応した消費者政策を政府全体として推進するために行うものであることから、

見直し内容については、消費者白書で検討された問題を十分に反映することが必要である

と考えられる。消費者白書で指摘されている高齢化、インターネット取引の増加、国際化

といった社会状況の変化に伴う消費者問題に迅速かつ的確に対応するため、必要な施策に

ついては新計画の策定を待たずに現行計画の見直しに反映されたい。 

また、本年度は現行計画の最終年度に当たることから、今回の計画の検証・評価及び見

直しに当たっては、（ⅰ）計画に基づくこれまでの取組を総括的に検証・評価し、各施策

の達成状況やその効果等を可能な限り明らかにすること、（ⅱ）残された課題について今
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後の取組方針を明確化し、その確実な実施を促すこと、（ⅲ）新計画の策定に向けて、今

後の消費者政策上の重点課題を明らかにすることが必要である。このような観点から、以

下の事項について再度検討を行い、必要なものについては修正・追加等を行われたい。 

 

（１）各施策の総括的な検証・評価の拡充 

各施策の実施状況等が記載されている「施策別整理表」については、その内容につい

て施策ごとにバラつきが見られ、各施策の達成状況や効果、課題等についての検証・評

価が必ずしも十分でないものが見受けられる。現行計画中の各施策の成果と課題を総括

的に明らかにすることは、新計画の策定に向けた検討に際して不可欠のプロセスである

ことを踏まえ、不十分なものについては記載内容を拡充し、十分説明を尽くされたい。 

 

（２）重点施策の実施工程の具体化等 

重点施策の実施工程については、本年度が現行計画の最終年度であることを踏まえ、

本年度中における実施予定や目標とする成果等をより具体的かつ詳細に記載し、各施策

の確実な履行を担保する内容とされたい。 

 

２．個別施策に関する事項 

（１）リコール情報の周知・徹底（重点施策１、施策番号７関係） 

  ① 引き続き事業者団体との協力体制を拡大するとともに、販売事業者向けに作成したガ

イドブックによる取組の効果を検証し、リコール情報の周知・徹底、リコール製品の

回収向上に向けた必要な対策を講じられたい。また、これまでの取組状況や今後の取

組強化の方針等について具体的に明記されたい。（経済産業省） 

  ② リコール情報サイトを通じた消費者への情報発信をさらに強化するとともに、リコー

ル情報に関する消費者教育・啓発をさらに拡充していく旨を明記されたい。（消費者庁） 

 

（２）冷凍食品への農薬混入問題への対応（施策番号３、29関係） 

  ○ 先般の冷凍食品への農薬混入事案への事業者及び行政の対応について十分な検証・評

価を行い、再発防止や被害拡大防止等のために必要な対策を講じる旨を明記されたい。

（消費者庁、食品安全委員会、農林水産省、厚生労働省） 

 

（３）いわゆる健康食品の表示等（重点施策６、施策番号 76、76-2、77関係） 

① 消費者庁が策定した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の留意事項」（平

成 25 年 12 月）について周知徹底に努めるとともに、それに基づく取組の効果を検証

し、所要の措置を講じる旨を明記されたい。（消費者庁） 

② 健康被害情報の収集・解析の手法についての研究を進め、実効性の向上を図るととも

に、医師・薬剤師等に対しては、診療、調剤等を行うに当たり、健康食品に関する情

報を消費者に対して積極的に提供することを働きかけるとともに、事業者に対しては、

消費者の病態や飲用薬剤に対する健康食品の関与成分の影響に関する情報を、消費者

に対して積極的に提供することを働きかけるよう、必要な措置を講じる旨を明記され
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たい。（厚生労働省、消費者庁） 

③ いわゆる健康食品等の機能性表示の在り方について、既存の制度との関係整理、適切

な科学的手法による機能性の評価、正しい情報提供及び十分な消費者理解を確保した

上で、慎重に検討を進めることを明確化されたい。また、保健機能食品を含む健康食

品の特性や、それらの適切な利用方法についての消費者啓発をできる限り効果的に行

う旨を明記されたい。（消費者庁、厚生労働省、農林水産省）

（４）消費者教育（重点施策７、施策番号 87、87-2、88、89、90、91、92、93、94、95、

96、97、98、175関係 ） 

① 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平成 25 年６月 28 日閣議決定）の「今

後検討すべき課題」について、本年３月の第６回消費者教育推進会議で明確化された課

題ごとの優先度やスケジュールに基づき、具体的な検討をさらに進める旨を明記された

い。 

② 地方公共団体において「消費者教育推進計画」の策定や「消費者教育推進地域協議会」

の設置が進んでいる状況等を踏まえ、地方の消費者行政部局と教育現場（大学を含む）

等の間での連携・協働が実効的に行われるよう、消費者庁と文部科学省が連携して地方

への働きかけを行う旨を明記されたい。 

  （以上、消費者庁、文部科学省） 

（５）消費者被害救済制度（重点施策８、施策番号 110、127、128関係）

○ 消費者裁判手続特例法の円滑かつ速やかな施行に向け、特定適格消費者団体の認定・

監督に関する指針等については、消費者被害救済の実効性を確保する見地から、特定

適格消費者団体には、適正な業務の遂行に相応する適格消費者団体が適切に認定され、

また、その業務の適正が担保されるよう配慮しつつ、所要の指針等の策定を迅速に進

められたい。（消費者庁）

（６）地方消費者行政（重点施策 10、施策番号 121・122関係）

① 今国会に提出された「景品表示法等改正等法案」中の消費者安全法の一部改正措置に

より設置が可能となる「消費者安全確保地域協議会」については、現在設置が進めら

れている消費者教育推進地域協議会や地域におけるその他の既存の枠組みの有効活

用・有機的な連携等を通じて、実効的かつ効率的な運営が確保されるよう、所要の措

置を講じる旨を明記されたい。

② 地方における消費者行政の計画的・安定的な取組が可能となるような財政支援の実施

に向けて引き続き最大限の努力を行うとともに、地方公共団体における自主財源・人

員確保に向けた首長等への働きかけに引き続き努力されたい。

③ 地方における取組状況や様々な先進事例の共有化を図るため、各地方公共団体の情報

の「見える化」をさらに推進する旨を明記されたい。

（以上、消費者庁） 
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（７）エステ・美容医療（重点施策 14、施策番号 39、39－2、39-2-2、39－3、153－3、153-3-2

関係） 

① 「医療広告ガイドライン」改定後の状況について把握し、ガイドライン改定の効果に

ついて検証・評価を行うとともに、十分な効果が見られない場合には法規制を含めた

さらに必要な措置を検討する旨を明記されたい。 

② 「自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等についての指針」策定後

の検証・評価結果を明らかにした上で、十分な効果が見られない場合には法規制を含め

たさらに必要な措置を検討する旨を明記されたい。 

（以上、厚生労働省） 

（８）詐欺的投資勧誘対策（重点施策 16、施策番号 41、48、49、51、60、60－2、60－3、

62、64、66、101、110 関係） 

① 特定商取引法の指定権利制の在り方、又はこれと類似の制度整備について検討を行う

とともに、違法行為による財産の隠匿・散逸を防止するための制度の導入について、

引き続き検討を推進する旨を明記されたい。（消費者庁） 

② 詐欺的投資勧誘に用いられる犯行ツールに関する取組の強化を図るため、関連法令の

執行強化を図るとともに、事業者等への適切な注意喚起等を行う旨を明記されたい。

（警察庁、金融庁、総務省、法務省、経済産業省、国土交通省） 

（９）商品先物取引における不招請勧誘規制（施策番号 47関係又は新規施策） 

○ 商品先物取引における不招請勧誘規制については、当委員会「商品先物取引における

不招請勧誘禁止規制に関する意見」（平成 25年 11月）、「商品先物取引法における不招

請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見」（平成 26 年４月）を踏まえて、総合取引所が

発足した場合や、既存の商品取引所においても、投資家（消費者）保護のための措置

を基本的に維持する旨を明記されたい。（金融庁、経済産業省、農林水産省） 

（10）適格機関投資家等特例業務（新規施策） 

○ 金融商品取引法の政省令等の整備に当たっては、当委員会「適格機関投資家等特例業

務についての提言」（平成 26 年４月）での指摘事項等を踏まえて、特例業務における

投資者の範囲の見直しや、悪質業者の排除等の投資家（消費者）保護のための適切な

措置を講じる旨を明記されたい。（金融庁） 

（11）クラウドファンディング（新規施策） 

○ 金融商品取引法の政省令等の整備に当たっては、当委員会「クラウドファンディング

に係る制度整備に関する意見」（平成 26 年２月）での指摘事項等を踏まえて、参入規

制や勧誘規制等の投資家（消費者）保護のための適切な措置を講じる旨を明記された

い。（金融庁） 
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（12）電気通信事業における販売勧誘方法の改善 （重点施策 18、施策番号 160、161、164

関係） 

○ 総務省「ICTサービス安心・安全研究会」における検討や当委員会「電気通信事業者

の販売勧誘方法の改善に関する提言」（平成 24年 12月）を踏まえ、電気通信事業法に

おける消費者保護ルールを見直し、所要の規定を設ける等の制度的な措置を講じる旨

を明記されたい。（総務省）

（13）インターネットによる財産被害対策（施策番号 45、153、153-2・171関係）

○ インターネットにおけるクレジットカード取引に係る消費者トラブルが増加してい

ることを踏まえ、クレジットカードに係る決済代行登録制度の見直しや、関係法令の

改正も含めた制度的対応について今後検討する旨を明記されたい（本件については、

当委員会としても建議等のとりまとめに向けて、検討を深めていくこととする）。

（経済産業省、消費者庁） 

（14）個人情報保護（施策番号 166、177関係）

① パーソナルデータの利活用に関する制度見直しに当たっては、これまで当委員会が申

し入れてきた、(ⅰ)保護されるべき個人情報の範囲について慎重な検討が必要であるこ

と、（ⅱ）匿名化について検討を深めること、（ⅲ）消費者から同意を得る際には消費者

へ分かりやすく表示することが重要であること、（ⅳ）自己に関する情報の開示・訂正・

消去を求める権利が十分に保障されることも重要であること等の指摘事項を十分踏ま

えた内容とする旨を明確化されたい。 

また、今後の検討の結果、制度が複雑になる場合は、消費者に十分周知し、意見を

聴くこととされたい。 

② 個人情報保護法に係る消費者庁及び消費者委員会の権限を第三者機関に移管するに

当たっては、消費者保護の観点から消費者庁及び消費者委員会が十分に関与できるよ

う制度設計を行う旨を明確化されたい。 

（以上、内閣官房、消費者庁） 

（15）景品表示法に基づく表示の適正化（重点施策 19、施策番号 80、103、124関係）

○ 景品表示法への課徴金制度の導入については、当委員会の本会議・景品表示法におけ

る不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会の合同会議のとりまとめを踏まえ

た答申を十分に尊重した上で法制化に向けた検討を進められたい。（消費者庁）

３．今後の課題 

（１）新計画の策定に向けた検討の本格化

  現行計画の計画期間は平成 26 年度末までとなっており、消費者行政を切れ目なく推進

するためには、平成 27 年３月末までに新計画を策定することが必要である。新計画の策

定に当たっては、高齢化や情報化、国際化等がさらに加速する中で必要となる消費者政策

22



の具体策について検討するとともに、現政権が進める経済成長戦略や規制改革と消費者利

益の擁護・増進を車の両輪として進めていくための計画のあり方について、十分議論する

ことが必要と考えられる。 

消費者庁及び消費者委員会の発足後２回目となる新計画を充実した内容とし、中長期的

に消費者政策を強力に推進していくためにも、今回の計画の検証・評価結果や消費者白書

の内容等を踏まえつつ、新計画の策定に向けた検討を本格的に開始し、基本的な考え方や

具体的な進め方についてできるだけ速やかに明らかにされたい。 

（２）計画を起点とするＰＤＣＡサイクル 1の再構築

消費者庁及び消費者委員会の発足後はじめて策定された現行計画の推進により、消費者

政策の拡充や消費者行政の体制整備の面で大きな進展が図られたが、総務省が公表した

「消費者取引に関する政策評価の結果に基づく勧告」（平成 26年４月）においても指摘さ

れている通り、消費者政策に関する政府全体の目標や施策体系が不明確である、政策の効

果を検証・評価するための指標や手法等が確立していない等の課題も明らかになった。 

  計画の推進を通じて消費者政策のさらなる充実・強化等を実現するためにも、新計画の

策定に当たっては、明確な政策目標の設定、個別施策の具体化・体系化、実施工程の明確

化、効果的な検証・評価方法の確立、検証・評価結果を踏まえた取組の改善等の諸課題に

ついて十分に検討を行われたい。 

  また、現行計画の計画期間は５年間となっており、毎年の検証・評価及び見直しの中で

部分的な修正・追加等を重ねていく方式を採用しているが、社会経済状況が急速に変化す

る中で中長期的に実効性のある消費者政策を推進していくためには、計画期間を短期化す

ることや、消費者白書における消費者被害の発生状況等についての分析結果等を踏まえて、

一定期間経過後に計画を大幅に見直すことなどについても検討されるべきである。 

（以上）

1 計画（Plan）、実行（Do）、検証・評価（Check）、改善（Act）の４段階を繰り返すことによって、事

業の継続的な改善を図ること。
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消費者委員会 委員名簿（平成 27 年３月 13日時点） 

（敬称略、50音順） 

阿久澤 良造 日本獣医生命科学大学応用生命科学部長 

石戸谷 豊  弁護士 

岩田 喜美枝 公益財団法人 21世紀職業財団会長 

（委員長）河上 正二  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

齋藤 憲道  同志社大学法学部・法学研究科教授 

高橋 伸子 生活経済ジャーナリスト 

夏目 智子  全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 

橋本 智子  一般社団法人北海道消費者協会会長 

山本 隆司  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

唯根 妙子  公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタ 

ント・相談員協会理事 

以上 10名 
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消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号） 

（目的）  

第一条 この法律は、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、国、地方公共団体及び事業

者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、

もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。 

（基本理念）  

第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政

策」という。）の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、

その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び

役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に

対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が消費者政策に反

映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されるこ

とが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁

護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自

立を支援することを基本として行われなければならない。 

２  消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者

による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特

性に配慮されなければならない。 

３ 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配

慮して行われなければならない。 

４ 消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的

な連携を確保しつつ行われなければならない。 

５ 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。 

（国の責務）  

第三条 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びそ

の自立の支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有

する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援そ

の他の基本理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該

地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。 

（事業者の責務等） 

第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の

基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務
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を有する。 

一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 

二 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。 

三 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮

すること。 

四 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体制

の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。 

五 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。 

２ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するととも

に、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自ら

が遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努め

なければならない。 

第六条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者

との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し

遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的

な活動に努めるものとする。 

第七条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、

及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければ

ならない。 

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に

配慮するよう努めなければならない。 

第八条 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

動その他の消費者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。 

（消費者基本計画） 

第九条 政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に

関する基本的な計画（以下「消費者基本計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 長期的に講ずべき消費者政策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要

な事項 

３ 内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければな

らない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、

消費者基本計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。 
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（法制上の措置等） 

第十条 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改

正を行なわなければならない。 

２ 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなけ

ればならない。 

（年次報告） 

第十条の二 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に

関する報告書を提出しなければならない。 

（安全の確保）  

第十一条 国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務

についての必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事

業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情

報の収集及び提供等必要な施策を講ずるものとする。 

（消費者契約の適正化等）  

第十二条 国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者

との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公

正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。 

（計量の適正化）  

第十三条 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこう

むることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の

確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

（規格の適正化） 

第十四条 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するた

め、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な

施策を講ずるものとする。 

２ 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて

行なうものとする。 

（広告その他の表示の適正化等）  

第十五条 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその

選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に

関する広告その他の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他

の表示を規制する等必要な施策を講ずるものとする。 

（公正自由な競争の促進等）  

第十六条 国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機

会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講
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ずるものとする。 

２ 国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつ

てその形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについて

は、これらの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を十分に考慮する

よう努めるものとする。 

  

（啓発活動及び教育の推進）  

第十七条 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及

及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生

涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況

にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に

関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状

況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。 

  

（意見の反映及び透明性の確保）  

第十八条 国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消

費者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するた

めの制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

  

（苦情処理及び紛争解決の促進） 

第十九条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じ

た苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、

苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道

府県は、市町村（特別区を含む。）との連携を図りつつ、主として高度の専

門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うも

のとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦

情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材

の確保及び資質の向上その他の必要な施策（都道府県にあつては、前項に規

定するものを除く。）を講ずるよう努めなければならない。 

３ 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛

争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要

な施策を講ずるよう努めなければならない。 

  

（高度情報通信社会の進展への的確な対応） 

第二十条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者と

の間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処

理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応す

るために必要な施策を講ずるものとする。 
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（国際的な連携の確保） 

第二十一条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国

民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、

苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な

施策を講ずるものとする。 

（環境の保全への配慮） 

第二十二条 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化

等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮

するために必要な施策を講ずるものとする。 

（試験、検査等の施設の整備等）  

第二十三条 国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を

行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じ

て試験、検査、調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとす

る。 

（行政組織の整備及び行政運営の改善）  

第二十四条 国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に

立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。 

（国民生活センターの役割） 

第二十五条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機

関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、

事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相

談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦

情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、

消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を

果たすものとする。 

（消費者団体の自主的な活動の促進）  

第二十六条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の

健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（消費者政策会議）  

第二十七条 内閣府に、消費者政策会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 消費者基本計画の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画

に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施

の状況を検証し、評価し、及び監視すること。 

３ 会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならな
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い。 

一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。 

二 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめ

を行おうとするとき。 

第二十八条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。  

３ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第十一条の二の規定により

置かれた特命担当大臣 

二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定

する特命担当大臣（前号の特命担当大臣を除く。）のうちから、内閣総理

大臣が指定する者 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。  

（消費者委員会）  

第二十九条 消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、こ

の法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第

四十八号）第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものと

する。 
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消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）（抄） 

附 則  

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。  

（検討） 

２ 政府は、消費者委員会の委員について、この法律の施行後二年以内の常勤

化を図ることを検討するものとする。  

３ 政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律（平成二十一年法律第四十九号）及び消費者安全法（以

下「消費者庁関連三法」という。）の施行後三年以内に、消費者被害の発生

又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢

等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の

擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとと

もに、当該法律について 消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並び

に独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る

体制の更なる整備を図る観点から 検討を加え、必要な措置を講ずるものとす

る。  

４ 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター（消費

者安全法第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。）の法制上の位

置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善

その他の地方公共団体の消費者政策 の実施に対し国が行う支援の在り方に

ついて所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものと

する。  

５ 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、適格消費者団体（消費者

契約法（平成十二年法律第 六十一号）第二条第四項に規定する適格消費者団

体をいう。以下同じ。）による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保

その他の適格消費者団体に対する支 援の在り方について見直しを行い、必要

な措置を講ずるものとする。  

６ 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠

匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の

不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、

必要な措置を講ずるものとする。  
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消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律案及び消費者安全法案に対する附帯決議（衆議院） 

政府は、これらの法律の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべき

である。 

一 消費者庁がその任務を遂行するに当たっては、消費者基本法第二条に定め

る消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり行う

ことが明記された趣旨にかんがみ、消費者の権利尊重に万全を期すること。 

二 消費者委員会は、自ら積極的に調査審議を行うとともに、内閣総理大臣等

への勧告・建議を始め、その与えられた機能を積極的に行使し、消費者の利

益の擁護及び増進のため、適切にその職務を遂行すること。 

三 消費者庁及び消費者委員会は、消費者の利益の擁護及び増進のため、各々

の独立性を堅持しつつ、適宜適切に協力して職務に当たること。 

四 消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用するものとし、そ

の年齢・性別等の構成について十分配慮すること。 

五 初代の消費者委員会の委員の三人について、常勤的に勤めることが可能に

なるように人選し、財政的な措置も行うこと。またその他の委員についても、

委員としての職務に専念できるような人選を行うように努めるものとするこ

と。 

六 消費者委員会からの関係行政機関の長への報告徴求、資料の提出要求等に

対しては、各行政機関は速やかに対応すること。 

 また、関係行政機関の長は、その有する民間事業者に係る情報に関しても、

個人情報や企業秘密、適正手続の確保に配慮しつつ、消費者委員会からの求

めに対し、積極的に対応すること。 

七 内閣総理大臣、関係行政機関の長等は、消費者委員会からの建議又は勧告

に対して、迅速かつ誠実に対応すること。 

八 消費者委員会の独立性を担保するため、その事務局については財政上の措

置を含めた機能強化を図るとともに、その職員については専任とするよう努

めること。また、事務局職員の任命に当たっては、多様な専門分野にわたる

民間からの登用を行うとともに、同委員会の補佐に万全を図ること。 

九 消費者被害に関する幅広い情報が確実に消費者庁に収集されるよう、関係

省庁や地方自治体との連携を密にする等、体制を整備すること。 
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十 消費者庁に収集された情報の調査分析が機動的に行えるようタスクフォー

スの活用など事故調査のための仕組みを整備すること。

十一 消費生活に関わる事故に関する情報は、国民の共有財産であるとの認識

に基づき、消費者庁を含む関係省庁は、消費者事故等に関する情報について、

個人情報保護に配慮しつつ、十分な開示を行うこと。 

十二 消費者教育の推進に関しては、消費者基本法の基本理念及び消費者基本

計画の基本的方向のもと、学校教育及び社会教育における施策を始めとした

あらゆる機会を活用しながら、全国におけるなお一層の推進体制の強化をは

かること。 

十三 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生に関する情報の集約及び分析の結

果の公表に関しては、適時適切に、国会に対し報告しなければならないもの

とすること。 

十四 消費者行政に係る体制整備に当たっては、関係機関、特に独立行政法人

国民生活センター、独立行政法人製品評価技術基盤機構、及び独立行政法人

農林水産消費安全技術センターを始めとした商品検査機能を有する各機関の

機能強化を図るとともに、消費者庁及び消費者委員会との連携強化のため必

要な措置を構ずるものとすること。 

十五 各地の消費生活センターの相談員の聴取能力及び法律知識の水準向上を

図るため、独立行政法人国民生活センターを中心とする教育・研修の充実を

図ること。 

十六 地方公共団体における消費者行政の推進に関しては、今回の法改正の趣

旨を周知徹底し、全国あまねく消費生活相談を受けることができ、消費者の

安全・安心を確保する体制が確立するよう、万全を期すること。 

十七 相談員の待遇改善に関しては、今般拡充された地方交付税措置を活用し

つつ、地方消費者行政活性化基金の運用に際しては、支援対象を集中育成・

強化期間において増大する業務に係る人件費等に拡充するとともに、交付要

綱等において処遇改善を図る地方公共団体への交付金の配分を手厚くするこ

とを定めることにより、相談員の時給の引上げ、業務日数の増加による実質

的常勤化、超過勤務並びに社会保険及び労働保険に関し法令に基づく適切な

対応等を含め、地方公共団体における処遇改善の取組を促進すること。 

十八 消費生活センターについて、指定管理者制度や委託等を採用している地

方公共団体においても、その受託機関における相談員の処遇については、各

種誘導措置が講じられることにより、地方公共団体が自ら行う場合における

相談員等と同様に処遇の改善が図られるよう万全を期するよう要請すること。 
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十九 今後三年程度の集中育成・強化期間後の国による支援の在り方や、消費

生活センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい姿について、その工

程表も含め消費者委員会で検討を行うこと。 

 

二十 消費者政策担当大臣が掌理する事務として、内閣府設置法第四条第一項

に、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の実現並びに

消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のた

めの基本的な政策に関する事項が明記された趣旨を十分尊重し、消費者政策

担当大臣は、内閣府設置法第十二条の勧告権の適切な行使も含め、関係行政

機関の総合調整に万全を期すること。また、内閣総理大臣は、消費者政策担

当大臣の権限行使が十分に果たされるよう行政各部を指揮監督すること。 

 

二十一 消費者安全法第二十条の趣旨にのっとり、内閣総理大臣は、消費者委

員会からの勧告に対し、消費者の利益を増進するため、内閣一体となった取

組が行われるよう、誠意をもって対応すること。 

 

二十二 消費者被害の情報収集啓発を行う消費者団体に対し、関係する情報を

提供するとともに、活動のための施設や資金の確保等の環境整備を図ること。 

 

二十三 消費者庁関連三法の附則各項に規定された見直しに関する検討に際し

ては、消費者委員会の意見を十分に尊重し、所要の措置を講ずるものとする

こと。 
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消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律案及び消費者安全法案に対する附帯決議（参議院） 

 政府は、消費者庁関連三法の施行に当たり、消費者庁及び消費者委員会の

創設が消費者基本法の基本理念を実現し、行政のパラダイム（価値規範）の

転換を行うための真の拠点となるものであることにかんがみ、行政の意識改

革を図るとともに、次の事項について万全を期すべきである。 

一、消費者庁がその任務を遂行するに当たっては、消費者基本法第二条に定め

る消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり行う

ことが明記された趣旨にかんがみ、消費者の権利尊重に万全を期すること。 

二、消費者庁がその任務を十全に果たすことができるよう、消費者行政に関す

る幅広い専門性を持った職員を行政組織内外から登用し、消費者の視点を重

視した配置を行うとともに、民間のノウハウの活用を図ること。また、政府

全体において公務員に対する十分な消費者教育・研修を実施することにより

消費者行政を担う人材の育成を行うとともに、各府省庁における消費者担当

部局の強化を行うこと。 

三、消費者委員会は、自ら積極的に調査審議を行うとともに、内閣総理大臣等

への勧告・建議を始め、その与えられた機能を積極的に行使し、消費者の利

益の擁護及び増進のため、適切にその職務を遂行すること。 

四、消費者庁及び消費者委員会は、消費者の利益の擁護及び増進のため、各々

の独立性を堅持しつつ、情報の共有を始めとして、適宜適切に協力して職務

に当たること。 

五、消費者の利益の擁護及び増進を図り、真に消費者、生活者が主役となる社

会を実現するためには、消費者行政を担当する内閣府特命担当大臣が、消費

者行政の司令塔である消費者庁及び消費者行政全般の監視機能を果たす消費

者委員会双方の判断を総合的に勘案し、その掌理する事務を遂行することが

極めて重要であることにかんがみ、消費者政策担当大臣の判断を補佐するス

タッフの配置を行うこと。

六、消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用するものとし、そ

の年齢、性別、専門性等について十分配慮すること。また、委員の任命理由
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を明確化する等、説明責任を果たすよう努めること。 

七、初代の消費者委員会の委員の三人について、常勤的に勤めることが可能に

なるように人選し、財政的な措置も行うこと。またその他の委員についても、

委員としての職務に専念できるような人選を行うように努めるものとするこ

と。 

八、消費者委員会からの関係行政機関の長への報告徴求、資料の提出要求等に

対しては、各行政機関は迅速かつ誠意をもって対応すること。関係行政機関

の長は、その有する民間事業者に係る情報及びその所掌に係る民間事業者に

関する情報についても必要に応じて収集・分析を行い、個人情報や企業秘密、

適正手続の確保に配慮しつつ、消費者委員会からの求めに応じ、積極的な提

供に努めること。 

九、消費者委員会が個別具体的な事案に関して「勧告」を行うにあたっては、

当該事案に関して的確な情報を得た上で、その必要性を踏まえたものとする

こと。消費者庁及び消費者委員会設置法第八条の「資料の提出要求等」の権

限が、その情報収集のための法的担保として設けられているものであるが、

事実上の情報収集の手段として、消費者や事業者等からの自発的な通報・提

供という形で情報を得ること、消費者委員会の要請に対して事業者等が自ら

進んでこれに協力する等の形で、消費者委員会が事情説明や資料提供等を受

ける等の調査を行うことまで否定しているわけではないことに留意するこ

と。 

十、内閣総理大臣、関係行政機関の長等は、消費者委員会からの建議又は勧告

に対して、迅速かつ誠実に対応すること。 

十一、消費者委員会が独立して消費者行政全般についての監視機能を十全に果

たすことを担保するため、その事務局については財政上の措置を含めた機能

強化を図るとともに、その職員については専任とするよう努めること。また、

事務局職員の任命に当たっては、多様な専門分野にわたる民間からの登用を

行うとともに、その所掌事務を行うために十分な人員を確保することにより、

同委員会の補佐に万全を図ること。 

十二、消費者政策会議については、当委員会で行われた議論を十分踏まえ、消

費者庁及び消費者委員会との関係を総合的に判断し、国会と連携を図りつつ
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存置を含めその在り方の見直しを検討すること。 

 また、次期の消費者基本計画の案の作成に当たって消費者政策会議は、本

委員会を始めとする国会における議論及び消費者委員会の意見を尊重するこ

と。 

十三、消費者被害に関する幅広い情報が確実に消費者庁に集約されるよう、そ

の手続を明確化することにより、関係省庁や地方自治体との連携を密にする

等、体制を整備すること。 

十四、消費者事故についての調査が、更なる消費者被害の発生又は拡大の防止

に資するものであることにかんがみ、消費者庁に集約された情報の調査分析

が機動的に行えるようタスクフォースを活用し、消費者事故等についての独

立した調査機関の在り方について法制化を含めた検討を行うとともに、消費

者庁及び事故の関係省庁、特定行政庁と警察、消防など関係機関は対等・協

力の関係をお互いに確認し、事故原因の究明、再発防止対策の迅速化をはか

ること。なお、事故情報の一元化の体制整備に当たっては、児童や高齢者、

妊産婦、障害者等の事故情報について特別な配慮をすること。 

 また、消費者庁に消費者事故等の原因究明について分析能力を有する人材

を登用するとともに、その養成を行うこと。 

十五、消費生活に関わる事故に関する情報は、国民の共有財産であるとの認識

に基づき、消費者庁を含む関係省庁は、消費者事故等に関する情報について、

個人情報保護に配慮しつつ、十分な開示を行うこと。 

十六、消費者教育の推進については、消費者庁が司令塔機能を果たし、消費者

基本法の基本理念及び消費者基本計画の基本的方向のもと、消費者が自らの

利益の擁護及び増進のため、多様な視点から物事をとらえる能力を身につけ、

自主的かつ合理的な行動をすることができるよう、消費者庁と文部科学省が

連携を図り、学校教育及び社会教育における施策を始めとしたあらゆる機会

を活用しながら、財政措置を含め、全国におけるなお一層の推進体制の強化

を図るとともに、消費者教育を担う人材の育成のための措置を講ずること。 

また、消費者教育に関する法制の整備についての検討を行うこと。 

十七、内閣総理大臣は、消費者事故等の発生に関する情報の集約及び分析の結

果に関しては、適時適切に、国会に対し報告しなければならないものとする

こと。 
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  また、結果の公表は迅速に行うとともに、国民に対する十分な周知を行う

ことができるよう、その公表の在り方についても十分配慮すること。 

 

十八、消費者行政に係る体制整備に当たっては、関係機関、特に独立行政法人

国民生活センター、独立行政法人製品評価技術基盤機構、及び独立行政法人

農林水産消費安全技術センターを始めとした商品検査機能を有する各機関の

機能強化を図るとともに、消費者庁及び消費者委員会、地方公共団体との連

携強化のため必要な措置を講ずるものとすること。 

 

十九、聴取能力及び法律知識のみならず、あっせんや行政との連携能力等各地

の消費生活センターの相談員にとって必要な能力の水準向上を図るため、教

育・研修の機会の拡充等を始め、独立行政法人国民生活センターによる支援

を強化すること。 

  また、国民生活センターに配置されている相談員について、その職務内容

にふさわしい身分、待遇の改善に努めること。 

 

二十、地方公共団体における消費者行政の推進に関しては、消費者庁関連三法

制定の趣旨を地方公共団体の長及び議会議長が参加するトップセミナーの実

施等を通じて周知徹底し、全国あまねく消費生活相談を受けることができ、

消費者の安全・安心を確保する体制が確立するよう、万全を期すること。 

 

二十一、各地の消費生活センター等が、障害者、高齢者を含めたすべての消費

者にとってアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口として機能するよう、

その認知度を高め、多様な相談受理体制の整備が行われるよう万全を期する

こと。 

 

二十二、相談員の執務環境及び待遇に関する種々の問題点を改善するため、相

談員制度の在り方について全般的な検討を行うとともに、地方公共団体にお

ける消費者行政の一層の充実を図るため、正規職員化を含め雇用の安定を促

進するための必要な措置を早急に講じること。 

  また、その待遇改善に関しては、今般拡充された地方交付税措置が着実に

活用されるよう地方公共団体に要請するとともに、地方消費者行政活性化基

金の運用に際しては、支援対象を集中育成・強化期間において増大する業務

に係る人件費等に拡充するとともに、交付要綱等において処遇改善を図る地

方公共団体への交付金の配分を手厚くすることを定めることにより、相談員

の時給の引上げ、超過勤務並びに社会保険及び労働保険に関し法令に基づく
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適切な対応等を含め、地方公共団体における処遇改善を積極的に支援するこ

と。 

 なお、地方消費者行政活性化基金を真に地方消費者行政の需要を満たすも

のとするため、事業を支援するメニューの在り方等について地方公共団体の

意見を踏まえるとともに、その弾力的な運用を行うこと。 

二十三、消費生活センターについて、指定管理者制度や委託等を採用している

地方公共団体においても、その受託機関における相談員の処遇については、

各種誘導措置が講じられることにより、地方公共団体が自ら行う場合におけ

る相談員等と同様に処遇の改善が図られるよう万全を期するよう要請するこ

と。 

二十四、今後三年程度の集中育成・強化期間後の国による支援の在り方や、消

費生活センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい姿について、実態

調査等を行うとともに、集中育成・強化期間の取組を踏まえ、その後も適切

な対応が講じられるよう配意し、工程表も含め消費者委員会で検討すること。

なお、検討に当たっては、広域的な設置を含め地域の実情に応じた消費生活

センターの設置、ＰＩＯ－ＮＥＴの整備、相談員の資格の在り方についても

十分配意すること。 

二十五、消費者政策担当大臣が掌理する事務として、内閣府設置法第四条第一

項に、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の実現並び

に消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現の

ための基本的な政策に関する事項が明記された趣旨を十分尊重し、消費者政

策担当大臣は、他の行政機関の個別政策を含めた基本的政策に関する事項に

ついての内閣府設置法第十二条の勧告権の適切な行使等、関係行政機関の総

合調整に万全を期すること。また、内閣総理大臣は、消費者政策担当大臣の

権限行使が十分に果たされるよう行政各部を指揮監督すること。 

二十六、消費者安全法第二十条の趣旨にのっとり、内閣総理大臣は、消費者委

員会からの勧告に対し、消費者の利益の擁護及び増進のため、内閣一体とな

った取組が行われるよう、誠意をもって対応すること。 

 また、内閣総理大臣は、消費者委員会から勧告を受けたときは、当該勧告

の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、適切な対応を行うこと。 

二十七、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律の消費者庁の関与の在り方
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を検討する際には、公益通報の窓口の消費者庁への一元化、表示、取引、安

全の分野における横断的な新法の制定を含めた検討を行うこと。 

二十八、多重債務対策を消費者庁の重要な任務と位置付け、消費者庁の関与や

そのために必要な体制を含め、内閣一体としての取組が可能となるよう検討

を行うこと。 

二十九、適格消費者団体を始め、消費者被害の情報収集、消費者への啓発等を

行う消費者団体に対し、関係する情報を提供するとともに、活動のための施

設や資金の確保等の支援のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずる

こと。 

三十、地方公共団体の消費者行政の実施に対し国が行う支援の在り方について

所要の法改正を含む全般的な検討を加えるに当たっては、消費者、生活者が

主役となる社会を実現する国民本位の行政への転換を目指す消費者庁設置の

趣旨にかんがみ、国と地方の役割分担など消費者行政の在り方についても併

せて検討すること。 

三十一、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者

に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制

度の検討に当たっては、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償

等団体訴訟制度、課徴金制度等の活用を含めた幅広い検討を行うこと。 

三十二、消費者庁関連三法にかかる政令及び内閣府令の制定に当たっては、本

委員会における議論を十分に尊重するとともに、消費者団体を始めとする国

民各層の意見を広く反映させるため、丁寧な意見募集及び集約の在り方に配

意すること。 

三十三、消費者庁関連三法の附則各項に規定された見直しに関する検討に際し

ては、消費者委員会による実質的な審議結果を踏まえた意見を十分に尊重し、

所要の措置を講ずるものとすること。 

三十四、食品や製品による国境を越えた消費者被害が増加している状況にかん

がみ、ＯＥＣＤ消費者政策委員会の活動や、食の安全における近隣諸国や貿

易相手国との連携を始めとした、消費者安全を確保するための国際連携を強

化するとともに、その体制の更なる充実が図られるよう取り組むこと。 
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