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１ 消費者庁所管法令の全体像
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「表示」に関する法律

「取引」に関する法律

その他の法律

「安全」に関する法律

○ 不当景品類及び不当表示防止法
○ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法

○ 食品表示法 ○ 健康増進法（表示関係）
○ 農林物資の規格化等に関する法律（ＪＡＳ法）（表示関係）
○ 食品衛生法（表示関係） ○ 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

○ 家庭用品品質表示法 ○ 住宅の品質確保の促進等に関する法律

○ 特定商取引に関する法律
○ 特定商品等の預託等取引契約に関する法律
○ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

○ 貸金業法 ○ 割賦販売法
○ 宅地建物取引業法 ○ 旅行業法

○ 無限連鎖講の防止に関する法律
○ 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

○ 消費生活用製品安全法（重大事故報告・公表制度）
○ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
○ 食品衛生法（安全関係）（再掲）
○ 食品安全基本法（基本的事項の策定、リスクコミュニケー

ションの調整等）

○ 製造物責任法 ○ 消費者契約法 ○ 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
○ 金融商品の販売等に関する法律

○ 国民生活安定緊急措置法 ○ 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
○ 物価統制令

○ 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
○ 公益通報者保護法 ○ 消費者教育の推進に関する法律

消費者庁の所管法令（３５本）

○ 消費者庁及び消費者委員会設置法 ○消費者基本法 ○消費者安全法 ○独立行政法人国民生活センター法

組織や消費者行政全般に関する法律
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○任務、所掌事務、消費者委員会、等
＊これに併せて内閣府設置法を一部改正 （内閣府特命担当大臣（消費者）を常設）

組織法

作用法

措置要求 措置要求

隙

間

＜消費者庁及び消費者委員会設置法＞

隙

間

○地方自治体の事務（苦情相談、あっせん等）、○消費生活センターの設置、○消費者事故情報の集約

○消費者被害の防止措置（公表、措置要求、事業者への勧告・命令等（＊））

＊事業者への勧告（点検、修理、表示等） ⇒ 勧告内容の実施命令

（重大事故発生の急迫した危険がある場合） 譲渡、使用禁止等 ⇒ 回収等の命令

＜消費者安全法＞

(事業者への
勧告・命令等）

○各府省庁からの移管・共管
○一体的運用

（表示）景品表示法、食品表示法 等

（取引）特定商取引法、特定電子メール法、
貸金業法、割賦販売法、宅建業法、
旅行業法 等

（安全）消費生活用製品安全法 等

各
省
庁
所
管
法

各
省
庁
所
管
法

＜関係法律の整備法＞

消費者庁所管法令の基本的な関係

(事業者への
勧告・命令等）

※2012年通常国会に、消費者安全法の一部を改正する法律案を提出し、2012年8月に成立した。具体的には、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は

拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会を設置し、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因についての調査等を行うために必要な権限等について定める
（平成24年10月施行）とともに、消費者の財産に対する重大な被害の発生又は拡大の防止を図るため、内閣総理大臣による事業者に対する勧告等の措置を定める（平成25年4月施行）
ものとなっている。
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２ 主要な所管法令の概要
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消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、内閣総理大臣による基本
方針の策定、都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施及び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等、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置等
所要の措置を講ずる。

（１）基本方針

内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本方針を策定

（２）地方公共団体の事務と消費生活センターの設置等

ア 地方公共団体は、消費生活相談、苦情処理のあっせん等の事務を実施

イ アの事務を行うため、消費生活センターを設置（都道府県は必置、市町村は努力）

（３）消費者事故等に関する情報の集約等

ア 行政機関、地方公共団体、国民生活センターは、被害の拡大のおそれのある消費者事故等

に関する情報を内閣総理大臣に通知（生命・身体に関する重大事故等については直ちに通知）

イ 内閣総理大臣は、消費者事故等に関する情報等を集約・分析し、その結果を公表

消費者安全法の概要①

※2012年通常国会に、消費者安全法の一部を改正する法律案を提出し、2012年8月に成立した。具体的には、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、

その再発又は拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会を設置し、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因についての調査等を行うために必
要な権限等について定める（平成24年10月施行）とともに、消費者の財産に対する重大な被害の発生又は拡大の防止を図るため、内閣総理大臣による事業者に対する
勧告等の措置を定める（平成25年4月施行）ものとなっている。

6



消費者安全法の概要②
（４）消費者被害の防止のための措置

ア 消費者の注意喚起のために情報を公表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・注意喚起
イ 被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合

⇒ 法律に基づく措置を実施するよう関係各大臣に要求 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・措置要求
ウ 被害の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がない場合（いわゆる

「隙間事案」の場合）で、かつ生命・身体に関する重大事故等の場合、事業者に対し、
① 必要な措置をとるよう勧告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・勧告

正当な理由なく従わない場合は、当該措置をとることを命令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・命令
② 急迫した危険がある場合は、必要な限度において商品の譲渡等を禁止・制限

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・譲渡禁止・制限
禁止・制限措置に違反したときは、商品の回収等を命令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・回収命令

消費者等に
対するもの

関係行政機関の長等に
対するもの

各大臣に
対するもの

事業者に
対するもの

注意喚起 情報提供
国センへの措置要求

措置
要求

勧告・
命令

譲渡等の
禁止・制限
回収等命令

生命・
身体に
関する
事故等

重大
事故等

法律の規定に基づく措置がある ○ ○ ○

隙間事案 ○ ○ ○ ○

消費者
事故等

法律の規定に基づく措置がある ○ ○ ○

隙間事案 ○ ○

財産に関する
事故等

法律の規定に基づく措置がある ○ ○ ○

隙間事案 ○ ○ ○
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【成立】消費者契約に関する包括的な民事ルールとして平成12年５月に成立（平成13年４月施行）
【平成18年改正】適格消費者団体による差止請求制度（消費者団体訴訟制度）を導入（平成19年６月施行）
【平成20年改正】差止請求の対象を景品表示法上の不当表示及び特定商取引法上の不当行為に拡大（景表法

関連は平成21年４月施行、特商法関連規定は平成21年12月施行）
（※）食品表示法の制定により、差止請求の対象を食品表示法上の不当表示に拡大（平成27年４月施行）

【平成28年改正】過量契約の取消しや、消費者の解除権を放棄させる条項の無効の規定を設けるなど、取消
し・無効に関する民事ルールを改正（平成29年６月施行）

●消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、
契約の取消し 及び 契約条項の無効 等について規定（民法の特別法）

●消費者と事業者との間で締結された契約（＝消費者契約）であれば、労働契約以外のあらゆる契約が対象

【不当な勧誘】→ 取消し
・不実告知（第４条第１項第１号）
・断定的判断の提供（第４条第１項第２号）
・不利益事実の不告知（第４条第２項）
・不退去（第４条第３項第１号）
・退去妨害（第４条第３項第２号）
・過量契約（第４条第４項）

【消費者団体訴訟制度】
内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る観点から、事
業者の不当な行為に関し、差止請求をすることができる

（※）適格消費者団体は、全国に16団体。これまでに計48件の差止請求訴訟を提起するなど差止請求権を行使
（平成29年８月31日現在）

立法及び改正の経緯

内容

【不当な契約条項】→ 無効
・事業者の損害賠償責任を免除する条項（第８条）
・消費者の解除権を放棄させる条項（第８条の２）
・消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等（第９条）
・消費者の利益を一方的に害する条項（第10条）
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公 益 通 報 者 保 護 法 の 概 要

公益通報者の保護を図るとともに、国⺠の⽣命、身体、財産その他の利益の保護に
かかわる法令の規定の遵守を図り、もって国⺠⽣活の安定及び社会経済の健全な発
展に資すること

１．公益通報者保護法の目的等

国⺠の⽣命、身体、財産などの保護に関わる法律の刑罰規定
違反⾏為※が⽣じ 又は まさに⽣じようとしている場合

食品偽装表示
廃棄物不法投棄 等

＜対象となる法律＞
刑法、食品衛⽣法、⾦融商品取引法、ＪＡＳ法、大気汚染防止法、
廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定める法律

（平成29年６⽉１⽇現在、460法律）

※１ 保護される通報の範囲を
明確にする観点から、罰則で担
保された法令違反⾏為を通報対
象とした。

２．公益通報の対象

※２ 違反⾏為が直接犯罪とは
ならないが、違反した場合に主
務大⾂が命令を⾏い、更にその
命令に違反する場合には犯罪と
なるという形により、最終的に
刑罰でその実効性が担保されて
いる違反⾏為を含む。

⼀定の要件に該当する公益通報を⾏った通報者
を保護

＜保護の内容＞
・解雇の無効
・不利益取扱いの禁止
・労働者派遣契約の解除の無効

３．公益通報者の保護

※３ 公務員の場合には、
不利益な取扱いがされること
のないよう国家公務員法等を
適用しなければならない。

事 業 者
（行政機関を含む）

事業者内部
（例：社内のコンプライアンス
窓口、事業者が予め定めた弁護
士事務所等）

公益通報
（内部通報）

公益通報者
（労働者（公務員を含む））

【内部通報の保護要件】
ア. 通報対象事実が⽣じ、又は⽣じるおそれ

があると思料すること。

処分・勧告権限を有する
⾏ 政 機 関

公益通報
（行政機関への通報）

【⾏政機関への通報の保護要件】
ア. 通報対象事実が⽣じ、又は⽣じるおそれ

があると思料すること。
イ. 通報内容に真実相当性があること。

公益通報
（その他外部への通報）

被害の発生・拡大防止のために
必要と認められる者

（報道機関、消費者団体等）

※ 保護の対象となる「公益通報」とは
①労働者（公務員を含む）が、
②不正の目的でなく、
③労務提供先（事業者）について、
④通報対象事実が、
⑤⽣じ又はまさに⽣じようとする旨を、
⑥所定の通報先に、
⑦所定の保護要件を満たして通報すること。

公益通報者保護法の概要

【その他外部への通報の保護要件】
ア.通報対象事実が⽣じ、又は⽣じるおそれ

があると思料すること。
イ. 通報内容に真実相当性があること。
ウ ⼀定の要件
(内部通報では不利益な取扱いを受けると信
ずるに⾜りる相当の理由がある場合、
内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合、
人の⽣命・身体への危害が発⽣する場合等)を
満たすこと。
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食品表示法（平成25年法律第70号）の概要

消費者基本法の基本理念を踏まえて、表示義務付けの目的を統一・拡大
【本法】

・ 食品を摂取する際の安全性
・ 一般消費者の自主的かつ合理的な

食品選択の機会の確保

○ 基本理念（３条）
・食品表示の適正確保のための施策は、消費者基本法に基づく消費者政策の一環として、

消費者の権利（安全確保、選択の機会確保、必要な情報の提供）の尊重と消費者の
自立の支援を基本

・食品の生産の現況等を踏まえ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に
配慮

目的

○ 内閣総理大臣は、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するため、
食品表示基準を策定
① 名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、

原産地その他食品関連事業者等が表示すべき事項
② 前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項

○ 食品表示基準の策定・変更
～厚生労働大臣・農林水産大臣・財務大臣に協議／消費者委員会の意見聴取

食品表示基準

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
の機会を確保するため、

食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して
食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設。

（現行、任意制度となっている栄養表示についても、義務化が可能な枠組みとする）

【旧３法】
・食品衛生法･･･衛生上の危害発生防止
・Ｊ Ａ Ｓ 法･･･品質に関する適正な表示
・健康増進法･･･国民の健康の増進

食品表示基準の遵守

○ 食品関連事業者等は、食品表示基準に従い、食品の表示をする義務

指示等

○ 内閣総理大臣（食品全般）、農林水産大臣（酒類以外の食品）、財務大臣（酒類）
～食品表示基準に違反した食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、遵守事項を

遵守すべき旨を指示
○ 内閣総理大臣～指示を受けた者が、正当な理由なく指示に従わなかったときは、命令
○ 内閣総理大臣～緊急の必要があるとき、食品の回収等や業務停止を命令
○ 指示・命令時には、その旨を公表

立入検査等

○ 違反調査のため必要がある場合
～立入検査、報告徴収、書類等の提出命令、質問、収去

内閣総理大臣等に対する申出等

○ 何人も、食品の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき
～内閣総理大臣等に申出可

⇒内閣総理大臣等は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であれば、適切な措置

○ 著しく事実に相違する表示行為・おそれへの差止請求権
（適格消費者団体～特定商取引法、景品表示法と同様の規定）

権限の委任

○ 内閣総理大臣の権限の一部を消費者庁長官に委任
○ 内閣総理大臣・消費者庁長官の権限の一部を都道府県知事・保健所設置市等に委任

（政令）

罰則

○ 食品表示基準違反（安全性に関する表示、原産地・原料原産地表示の違反）、命令
違反等について罰則を規定

附則
○ 施行期日～平成27年４月１日
○ 施行から３年後に見直す旨規定を設けるほか、所要の規定を整備

（参考）表示基準（内閣府令）の取扱い

○ 表示基準の整理・統合は、内閣府令で規定
（法律の一元化による表示義務の範囲の変更はない。）

【今後の検討課題】
・ 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。

（消費者基本計画 平成27年３月24日閣議決定）

整合性の取れた表示基準の制定

消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示

消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与

効果的・効率的な法執行

（４条）

（５条）

（６条・７条）

（８条～10条）

（11条・12条）

（15条）

（17条～23条）
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景品表示法は、消費者の自主的かつ合理的な商品及び役務の選択を確保するため、一般消費者に誤認される表示や過大
な景品類の提供を制限及び禁止している。

景品表示法第５条（不当な表示の禁止） 景品表示法第４条（景品類の制限及び禁止）

優良誤認
(５条１号）

有利誤認
(５条２号）

誤認されるお
それのある表
示

(５条３号）

商品又は役務の品質，規格その他の内容に
ついての不当表示

不実証広告規制（７条２項）
商品・役務の効果、性能に関して、優

良誤認に該当する表示か否かを判断する
ため必要があると認めるときは、事業者
に対し、期間を定めて、当該表示の裏付
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。
⇒ 事業者が合理的な根拠を示す資料を
提出しない場合には、当該表示は優良誤
認表示とみなされる。

商品又は役務の価格その他の取引条件に
ついての不当表示

商品又は役務の取引に関する事項につい
て一般消費者に誤認されるおそれがある
と認められ内閣総理大臣が指定する表示

１ 無果汁の清涼飲料水等についての表示
２ 商品の原産国に関する不当な表示

３ 消費者信用の融資費用に関する不当な
表示
４ 不動産のおとり広告に関する表示
５ おとり広告に関する表示
６ 有料老人ホームに関する不当な表示

一般懸賞

総付制限告示(昭和５２年告示第５号）

総付景品

取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 ２００円
1,000円以上 取引価額の２０％

＝商品の購入者等にもれなく提供する景品類

懸賞制限告示(昭和５２年告示第３号）

取引価額 景品類限度額（①、②両方の限度内）
①最高額 ②総 額

5,000円未満 取引価額の２０倍 懸賞に係る売上予
定総額の２％5,000円以上 １０万円

共同懸賞

景品類限度額（①、②両方の限度内）
①最高額 ②総 額

取引価額にかかわらず３０万円 懸賞に係る売上予定総額の３％

業種別景品告示

＝商品の購入者等に対し、くじなどの偶然性、
特定行為の優劣等によって提供する景品類

懸賞景品

①新聞業、②雑誌業、③不動産業、④医療用医薬品業・医
療機器業及び衛生検査所業

＝一定地域の同業者や商店街が共同実施

景品表示法の概要

＝異なる種類の符票の特定の組合せを
提示させる方法を用いた懸賞
⇒ 全面禁止

カード合わせ

11



「特定商取引に関する法律」は、訪問販売など消費者トラブルを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の法律（旧称：訪問販売等に関する法律）。

12

ⅰ）氏名等の明示の義務づけ

勧誘開始前に目的や事業者名などを消費者等に告げることを義務づけ

ⅱ）不当な勧誘行為の禁止

不実告知（虚偽説明）、重要事項の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為等を禁
止、再勧誘の禁止、迷惑勧誘等の禁止

ⅲ）広告規制
①広告に重要事項の表示を義務づけ（通信販売では返品特約等）
②虚偽・誇大な広告を禁止
③請求や承諾なしに電子メール広告を送信することを禁止

ⅳ）書面交付義務

契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ

ⅱ)中途解約・過量販売解除

特定継続的役務提供・連鎖販売取引
では､クーリング・オフに加えて、将来に
向かって契約解除が可能（中途解約）。

訪問販売では、購入者にとって特別
の事由なく、通常必要とされる分量を著
しく超える契約をした場合、解除が可能
(過量販売解除）

１．本法律の対象となっている取引類型 ２．法律の内容

被害拡大防止のためルールが設けられ、法違反に対しては、指示命令、
業務停止命令といった行政処分又は罰則の適用がある。

①行政規制

②民事ルール

（消費者が自ら求めないのに、販売の勧誘を受ける）

１．訪問販売
自宅等への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス（電
話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売） 等

２．電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込を受ける販売

（事業者と対面して商品や販売条件を確認できない）

３．通信販売

新聞、雑誌、インターネット等の広告による場合など、郵便、電話等の
通信手段により申込を受ける販売

★訪問販売、電話勧誘販売、通信販売は原則すべての商品・役務が対象

（長期・高額の負担を伴う）
４．特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引
（ｴｽﾃ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介ｻｰﾋﾞｽ、ﾊﾟｿｺﾝ教室が対象）

（ビジネスに不慣れな個人を勧誘する）

５．連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売
組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売

６．業務提供誘引販売取引

「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であると
して、商品等を売って金銭負担を負わせる取引

（消費者が自ら求めないのに、購入の勧誘を受ける）

７．訪問購入（平成２５年２月２１日施行）

消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買い」

v）告知義務

訪問購入業者は、クーリング・オフ期間は物品の引渡しを拒むことができる旨
告げることを義務付け

ⅰ)クーリング・オフ

契約後一定の期間（訪問販売、電話

勧誘販売、特定継続的役務提供、訪
問購入は８日間、連鎖販売取引、業
務提供誘引販売取引は20日間）、無
条件で解約することが可能。

訪問購入では、クーリング・オフ期間
中物品の引渡しを拒むことが可能。

行政規制とは別に、消費者による契約の解除などの民事ルールが設けられ
ている。

特定商取引に関する法律の概要

12



－ゴルフ場利用権
－ヨット、モーターボート、ボートの係留施設の利用権
－語学習得のための施設の利用権

i)不当な行為の禁止

重要事項（価額、商品の
保有状況等）について不
実告知（虚偽説明）や故
意の不告知、威迫困惑行
為、債務の不履行・不当
遅延等を禁止

ⅲ)書類の閲覧

業務・財産状況を記
載した書類を事務所
に備え置き、預託者の
求めに応じ閲覧させる
ことを義務づけ

ii)書面交付

契約締結前に取
引の概要及び財
産の状況を記載し
た書面の交付、契
約締結時に契約
の内容及びその履
行に関する事項を
記載した書面の交
付を義務づけ

ⅰ)クーリング・オフ

契約後一定の期間（１４日間）、
冷静に再考して、無条件で解約で
きる機会を消費者に与える制度。

事業者は、解約に伴う損害賠償、
違約金、返還に要する費用等を請
求できない。

ⅱ)中途解約権

クーリング・オフ期間経過後
も将来に向かって解約できる
制度。

事業者が請求できる損害賠
償額の上限（価額の１０％）を
設定。

１．本法律の対象 ２．法律の内容

①行政規制

②民事ルール

－貴石、半貴石、真珠、貴金属（金、銀、白金など）、それらを
用いた装飾用調度品、身辺細貨品
－盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物
－哺乳類、鳥類（人が飼育するもの）
－自動販売機及び自動サービス機

－動物及び植物の加工品（一般の飲食の用に供されないもの
に限る。）で人が摂取するもの（医薬品を除く。）
－家庭用治療機器

（対象となる物品＝特定商品）

（対象となる施設利用権）

（対象となる取引）

３か月以上の期間、対象の物品を預かること又は施設利用権を
管理すること

＋
当該預託もしくは施設管理に関し財産上の利益を供与すること

or
３か月以上の期間経過後一定の価格で買い取ること

を約する取引

特定商品等の預託等取引契約に関する法律（預託法）の概要

事業者が消費者に対して、３か月以上の期間、対象の物品を預かること又は施設利用権を管理すること及び

対応する利益の供与又は一定の価格での買い取りを約束し、消費者がこれに応じ物品を預け又は施設利用権を
管理させることを約束する取引を規制

これらの義務に違反した場合は、業務停止命令又は罰則
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消費者教育の推進に関する法律の概要

○学校における消費者教育の推進(第11条)

発達段階に応じた教育機会の確保、研修の充
実、人材の活用
○大学等における消費者教育の推進(第12条)

学生等の被害防止のための啓発等
○地域における消費者教育の推進(第13条)

高齢者･障害者への支援のための研修･情報
提供
○人材の育成等(第16条)

・基本方針を踏まえ策定(努力義務)

・消費者庁･文部科学省が案を作成･閣議決定
･基本的な方向
･推進の内容等

国・消費者教育の総合的・一体的な推進
・国民の消費生活の安定・向上に寄与

目的(第1条)

定義(第2条)

『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。）及びこれに準ずる啓発活動
『消費者市民社会』

個々の消費者の特性及び消費生活の多様性の相互尊重
しつつ、自らの消費生活に関する行動が将来にわたって
内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るこ
とを自覚して、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

国と地方の責務と実施事項

責務(第4条)

地方公共団体

団体の区域の社会的経済的状況に応じた
施策策定、実施(消費生活センター、教育
委員会その他の関係機関と連携)

推進に必要な財政上の措置その他の措置(地方は努力義務)財政上の措置(第8条)

基本方針(第9条) 都道府県消費者教育推進計画

義務付け（国・地方) 努力義務(国および地方)

○教材の活用等(第15条)

○調査研究(第17条)

○情報の収集(第18条)

基本理念（第3条）

消費者団体 (努力義務) （第6条）

～自主的活動･協力

事業者・事業者団体(努力義務)
～施策への協力・自主的活動（第7条)
～消費生活の知識の提供、従業員の研修、資金の提供

(第14条）

消費者教育推進会議(第19条)

消費者庁に設置(いわゆる８条機関)

①構成員相互の情報交換･調整～総合的、体
系的かつ効果的な推進
②基本方針の作成･変更に意見

委員(内閣総理大臣任命)

～消費者、事業者、教育関係者、消費者団
体･学識経験者等
※委員は20名以内、任期２年、幹事、専門
委員を置く（政令で規定）

消費者教育推進地域協議会(第20条)

都道府県・市町村が組織 (努力義務)

①構成員相互の情報交換･調整～総合的、
体系的 かつ効果的な推進
②推進計画の作成･変更に意見

構成

～消費者、消費者団体、事業者、
教育関係者、消費生活センター等

・消費生活に関する知識を習得し、適切な行動に結びつける
実践的能力の育成
・主体的に消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与で
きるよう積極的に支援

体系的推進 ・幼児期から高齢期までの段階特性に配慮

効果的推進 ・場(学校、地域、家庭、職域)の特性に対応
・多様な主体間の連携
・消費者市民社会の形成に関し、多角的な情報を提供
・非常時(災害)の合理的行動のための知識・理解
・環境教育、食育、国際理解教育等との有機的な連携

市町村消費者教育推進計画

消費者教育の推進に関する総合的な施策策
定、実施

責務(第5条)

※施行日：平成２４年１２月１３日（公布日：平成２４年８月２２日）

（検討）（附則）
○法律の施行後５年を目途として、施行状
況に検討を加え、必要がある場合には所要
の措置を講ずる。

○消費者教育推進法
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３ 最近の制度整備の概況
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最近の制度整備の概況①

●消費者裁判⼿続特例法の制定（平成25年12月公布、28年10月施⾏）
集団的な財産的被害回復のため、⺠事の裁判⼿続の特例を定め、

特定適格消費者団体が担う二段階の訴訟⼿続を整備

●国⺠生活センター法の改正（平成29年6月公布、29年10月施⾏）
平成29年の通常国会に提出、成⽴
消費者裁判⼿続制度の更なる充実に向け、国⺠生活センターが

消費者団体をバックアップ
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￮ 消費者被害では同種被害が多発

￮ 訴訟等による被害回復は困難（泣き寝入り）

• 事業者と消費者との間の構造的格差

（情報量・交渉力等）

• 訴訟等に要する費用・労力

新しい訴訟制度のメリット

○ これまで泣き寝入りしてきた消費者被害の回復が可能に

○ 個々の消費者が多くの手続を行うことなく、消費者団体の持つ

専門的な知識や交渉力を活用することが可能

○ 紛争の一回的解決が図れる

背景 特定適格消費者団体による新しい訴訟制度を創設

二 段 階 型 の
訴 訟 制 度

①一段階目：事業者の共通義務の確認

②二段階目：対象消費者の債権を個別に確定

消費者裁判手続特例法（平成25年12月公布、平成28年10月施行）
（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）
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独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律の概要

・消 費 生 活 相 談 件
数が高水準で推移

・同種の消費者被害
が多発

・財産の散逸・隠匿
を図る悪質事案も

【附則第４条】政府は、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正
な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対
する支援の在り方について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずるものとする。

消費者裁判手続特例法制定（平成２５年）
特定適格消費者団体による被害回復の制度を創設。

○ 財産の散逸・隠匿を図る悪質

事案においても確実に被害回
復を図る必要がある。

○ 悪質事案は突発的に発生し、

多額の金員が必要になるので、
備えが困難。

○ 制度の実効性を高めるために
は支援が必要。

消費者契約法改正（平成１８年）
適格消費者団体による差止請求の制度を創設。

（１） 独立行政法人国民生活センター法改正
（独）国民生活センターが立担保できるよう

にする。

財産の散逸・隠匿のおそれがある悪質事業者
からも被害回復が可能になる。

（２） 消費者契約法改正
適格消費者団体の認定の有効

期間を３年から６年に延長する。

更新の事務負担を軽減し、差止請求
等に注力することが可能になる。

【改正事項】

（業務の追加、長期借入金の規定の新設等）

（３） 消費者裁判手続特例法改正
(1)に伴い特定適格消費者団体と

（独）国民生活センターその他の関係
者との連携の規定を設ける等の所要
の整備をする。

【第193回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説（平成29年1月20日）抜粋】
お年寄りなどを狙った悪質業者が後を絶ちません。被害者の救済を消費者団体が代わって求める新しい訴訟制度が、昨年スタートしました。

これを国民生活センターがバックアップする仕組みを整え、より迅速な救済を目指します。

財産

（財産の散逸・
隠匿のおそれ
がある場合）

事業者

消費者被害

裁判所

①仮差押命令
の申立て

⑤仮差押命令

（独）国民生活
センター

②立担保要請

④立担保
金融機関

③資金調達

内閣
総理
大臣

適格消費者団体

特定適格消費者団体

差止請求

被害回復

認
定

（適格消費者団体の中から認定）

【第10条第7号、第43条の2等関係】 【第17条第1項関係】

【第69条第1項、第75条第4項関係】

※平成２９年１０月１日から施行 【附則第1条関係】

【期待できる効果】
・過去の悪質な消費者被

害事案では、被害者のう
ち訴えを提起する者は
数％程度（そのうち勝訴
して被害回復をされる者
は、さらに少数）

・悪質事案においても迅速
かつ実効的に被害回復
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最近の制度整備の概況②

●景品表示法の2度にわたる改正
メニュー偽装等の広範な不当表示が明らかになり、
不当表示の防止体制を強化

①⾏政による監視指導態勢・事業者の表示管理体制の強化
（平成26年6月公布、12月施⾏）

②課徴⾦制度の導⼊（平成26年11月公布、平成28年4月施⾏）

●特定商取引法／消費者契約法の改正（平成28年6月公布）
被害の防止・救済を図るため、必要な規制・⺠事ルールを整備
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施行期日（附則第１条）

概
要

課徴金納付命令（第８条）

・対象行為：優良誤認表示行為、有利誤認表示行為を対象とする。

・課徴金額の算定：対象商品・役務の売上額に３％を乗じる。

・対象期間：３年間を上限とする。

・主観的要素：違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められると

きは、課徴金を賦課しない。

・規模基準：課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。

除斥期間（第12条第７項）

違反行為をやめた日から５年を経過したときは、課徴金を賦課しない。

課徴金対象行為該当事実の報告による課徴金額の減額（第９条）

課徴金対象行為に該当する事実を報告した事業者に対し、課徴金額の２分
の１を減額する。

公布日（平成26年11月27日）から１年６月以内に施行→平成28年４月１日

賦課手続（第13条）

違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。

１： 実施予定返金措置計画の作成・認定

２： 返金措置の実施

３： 報告期限までに報告

返金措置における
金銭交付相当額が

課徴金額以上の場合

課徴金額の減額

返金措置における
金銭交付相当額が

課徴金額未満の場合

事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合は、課徴金
を命じない又は減額する。

課徴金の納付を命じない

返金措置の実施による課徴金額の減額（第10条・第11条）

※返金措置＝対象商品・役務の取引をしたことが特定される一般消
費者からの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の
購入額に３％を乗じた額以上の金銭を交付する措置。

事業者は、実施予定返金措置計画に沿って返金措置を実施する。

返金措置を実施しようとする事業者は、実施予定返金措置計画を作成し、
消費者庁長官の認定を受ける。

不実証広告規制に係る表示について、一定の期間内に当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、
当該表示を優良誤認表示と推定して課徴金を賦課する。

不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入
するとともに、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減額等の措置を講ずる。

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律 概要 ～不当な表示を防止するために課徴金制度を導入～
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特定商取引に関する法律及び同法施行令の改正（平成29年12月１日施行）

１．悪質事業者への対応

○●次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処
・業務停止を命ぜられた法人の役員（取締役等）や当該業務を統括する使用
人（例：営業部長）等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立し
て継続すること等を禁止する。［違反した場合、個人は３年以下の懲役又は300
万円以下の罰金、法人は３億円以下の罰金＜新設＞］

Ａ社（健康食品の電話勧誘販売）

※特商法違反によりＡ社に対して業務停止命令（新規勧誘等の禁止）

Ｂ社（実質はＡ社と同じ）

Ａ社の元取締役Ｘを代表取締役として設立

※健康食品の電話勧誘販売（新規勧誘等）

Ｃ社（実質はＡ社と同じ）

Ａ社の元営業部長Ｙが取締役に就任

※健康食品の電話勧誘販売（新規勧誘等）

※Ａ社への業務停止命令後等に新たに会社を設立し、人やノウハウ等を移転

【対応イメージ】

○業務停止命令の期間の伸長（最長１年→２年）

○刑事罰の強化
・不実告知等に対する法人への罰金を300万円以下から１億円以下に引上げ
・業務停止命令違反に対する懲役刑の上限を２年から３年に引上げ 等

●立入検査等の対象者の拡大
・販売業者の親会社が販売業者に対して勧誘方法の指示をしている場合があ
ること等を踏まえ、立入検査及び報告徴収の対象となる「密接関係者」に販
売業者等の親法人、子法人等を追加する。

２．所在地不明の違反事業者への対応

○所在地不明の違反事業者に対する公示送達による処分
・違反事業者の所在地が不明な場合に、処分書を交付する旨を一定期間掲示するこ
とにより事業者に交付されたものとみなし（公示送達により）処分を可能とする。

消費者庁等による処分

違反事業者

［原則］処分書を書面で交付

違反事業者（所在地不明）
※ウェブサイトのみによって広告や注文の受付を行い、消費者との
連絡手段としてもメールアドレスだけが表示されているケースなど

［改正後］処分書を交付する旨を処分庁に掲示する
ことで交付したものとみなすことも可能に

【対応イメージ】

３．過量販売への対応

○電話勧誘販売における過量販売規制の導入（訪問販売ルールの拡張）

・電話勧誘販売において、消費者が日常生活において通常必要とされる分量
を著しく超える商品の売買契約等について、行政処分（指示等）の対象とす
るとともに、申込みの撤回又は解除を行うことができるようにする（消費者
にその契約を締結する特別の事情がある場合を除く）。

◇寝具（４か月で６回購入）
◇化粧品（72本の化粧水と乳液、2,160袋のパウダーを購入） など

【過量のイメージ】

５．その他

○訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における規制対象の拡大（指定権利制
の見直し）

○通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入（電子メール
広告における規制の拡充）

・ファクシミリ広告を請求等していない消費者に対するファクシミリ広告の
提供を禁止する（オプトイン規制）。

○取消権の行使期間の伸長
・現在の６月から１年に伸長する。

など

４．美容医療契約の規制対象への追加

●一定の美容医療契約を特定継続的役務提供に追加

・役務の提供期間が１か月を超え、かつ支払総額が５万円を超える美容医療
契約のうち、①脱毛、②にきび・しみ・そばかす・ほくろの除去、③肌のし
わ・たるみ取り、④脂肪の溶解、⑤歯のホワイトニング 等について、主務
省令で定める方法（例：光の照射、薬剤の注射）によるものを特定継続的役
務提供に追加する。

◇美容医療を提供する事業者に対し、契約書面等の交付が義務付けられる。
◇消費者は契約書面の受領から８日間は「クーリング・オフ」が可能となる。
◇ クーリング・オフ期間経過後の中途解約時に、消費者が請求される違約金

の金額に上限が設けられる。 等

【効果】

○：法律事項 ●：政令事項
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ポイント②

ポイント①

過量な内容の消費者契約の取消し （第４条第４項）

消費者は、

○ 事業者が消費者契約の締結について勧誘を
するに際し、

を知っていた場合において、
○ その勧誘により当該消費者契約の申込み

又はその承諾の意思表示をしたときは、

これを取り消すことができる。 （前段）

（※）消費者が既に同種の契約を締結していた場合は、
その契約の目的となるものの分量等も合算して、
過量かどうかを判断する。（後段）

事業者が、勧誘の際に、
過量であることを知っていた場合が対象

過量性の判断の基礎事情
(1) 内容 ･･･ 性質、性能、大きさ、用途等

（例）缶詰と生鮮食品

(2) 取引条件 ･･･ 価格、景品類提供の有無等
（例）100円の商品と高価品、大量購入で割引

(3) 消費者の生活の状況 ･･･ 一時的なものも含む
（例）世帯構成人数、友達が遊びに来る

（※） 「契約の締結を必要とする特別の事情」（特商法）
はこの要件に取り込まれる（消費者が立証） 。

(4) (3)についての消費者の認識
（例）１か月後の友達の来訪予定を翌日と勘違い

条 文 （概要）

ポイント③
事業者の勧誘と意思表示との間に

因果関係が必要

・ 事業者が消費者の生活の状況等を
知らない場合には適用されない。

・ 消費者の生活の状況等を調査する
義務はない。

・ 消費者が自らレジに持参したり、
自ら注文した場合は対象外

（過
量
な
内
容
で
あ
る
こ
と
）

消費者契約の目的となるものの分量等が
当該消費者にとっての通常の分量等

を著しく超えるものであること

（消費者契約の目的となるものの内容及び
取引条件並びに事業者がその締結につい
て勧誘をする際の消費者の生活の状況
及びこれについての当該消費者の認識に
照らして当該消費者契約の目的となるもの

の分量等として通常想定される分量等）

消費者契約法の一部を改正する法律（平成28年法律第61号）の主な改正内容
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無効とする消費者契約の条項の追加（第８条の２）

契約条項の無効（改正前）

①事業者の損害賠償責任を免除する条項
（第８条）

②消費者に高額な違約金や損害賠償を
支払わせる条項 （第９条）

具体的な条項の無効

③消費者の利益を一方的に害する条項
（第10条）

(a) 任意規定の適用による場合に比べ
消費者の権利を制限／義務を加重

(b)信義則に反して消費者の利益を一
方的に害する

それ以外の条項の無効（一般規定）

抽象的で、どのような条項が無効
となるかの判断が困難

改正内容

○事業者の債務不履行により生じた消費者
の解除権を放棄させる条項

○消費者契約が有償契約である場合にお

いて、当該消費者契約の目的物に隠れ
た瑕疵（※）があることにより生じた消費者
の解除権を放棄させる条項

（※）瑕疵（かし）＝不具合、欠陥

具体的な条項を無効とする規定を追加

＜不当な条項の例＞

●携帯電話端末の売買契約における「ご契約後のキャン
セル・返品、返金、交換は一切できません」という条項

①②に加え、不当な条項を
具体的に規定していく必要

このような条項が有効になると、契約後、
商品の入荷がなく受け取れなかった場合、
受け取った商品に不具合があった場合にも、
支払い済みの代金は返還されない

⇒このような条項は不当性が高い

消費者契約法の一部を改正する法律（平成28年法律第61号）の主な改正内容
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法第10条に該当する契約条項の例示

法第10条

第一要件
民法、商法その他の法律の公の秩序
に関しない規定（任意規定）の適用に
よる場合に比し、消費者の権利を制限
し、又は消費者の義務を加重する

無 効

「任意規定には、明文の規定のみならず、
一般的な法理等も含まれる」

（最判平成23年7月15日民集65巻5号2269頁）

明文の任意規定がなく、
改正前でも第一要件を満たす条項

（消費者の不作為をもって当該消費者が
新たな消費者契約の申込み又はその
承諾の意思表示をしたものとみなす条項）

を 例示

改正内容

改正前と同じく

第二要件を満たす条項のみ無効
（無効となると想定される例）
通販で掃除機を購入したところ、掃除機が届けられた際に健康食品が
同封されており、不要である旨の電話をしない限り、健康食品を継続的
に購入するという契約になっていた。

（無効とならないと想定される例）
雑誌の定期購読契約（月刊誌・１年間）に、期間満了までに継続しない
旨の連絡をしない限り、同じ条件で１年間定期購読が延長になるという
自動更新条項が含まれていた。契約締結時にその旨の説明も受けて
いた。

第二要件

民法第１条第２項に規定する基本原則
（信義則）に反して消費者の利益を
一方的に害する
【考慮要素の例】 当該条項によって消費者が
受ける不利益の程度、契約締結時に当該
条項の内容を十分に説明されていたか 等

（※）任意規定＝当事者が、その内容と異なる

意思を表示すれば排除される
規定（⇔強行規定）

消費者契約法の一部を改正する法律（平成28年法律第61号）の主な改正内容
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最近の制度整備の概況③

●⾷品表示法の制定・施⾏（平成25年6月公布、27年4月施⾏）
⾷品表示制度の⼀元化、機能性表示⾷品制度の創設
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【目的】

○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の機会の確保

＜新たな食品表示基準のポイント＞

① 加工食品と生鮮食品の区分の統一
② 製造所固有記号の使用に係るルールの改善
③ アレルギー表示に係るルールの改善
④ 栄養成分表示の義務化
⑤ 栄養強調表示に係るルールの改善
⑥ 原材料名表示等に係るルールの変更
⑦ 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
⑧ 通知等に記載されている表示ルールの一部を規定
⑨ 表示レイアウトの改善
⑩ 新たな機能性表示制度の創設

※「食品表示法」及び食品表示法に基づく「食品表示基準」
は平成２７年４月より施行。

食品表示の一元化について

食品衛生法 ＪＡＳ法 健康増進法

【目的】

○飲食に起因する衛生上
の危害発生を防止

【目的】
○農林物資の品質の改善

○品質に関する適正な表
示により消費者の選択に
資する

【目的】

○栄養の改善その他の国
民の健康の増進を図る

食品安全の確保

添加物

アレルギー

原材料名

内容量

原産地

品質

保存方法

遺伝子組換え

製造者名等

賞味・消費期限

名称

健康増進法

（栄養表示）

等
等

等

○ 食品の表示について一般的なルールを定めている法律には、食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の三法があっ
たが、目的の異なる三法それぞれに表示のルールが定められていたため、制度が複雑で分かりにくいものであった。
○ 食品の表示に関する規定を統合して包括的かつ一元的な食品表示制度とするため、食品表示法（平成２５年法律
第７０号）を創設し、平成２７年４月に施行。
○ 具体的な表示ルールは食品表示法に基づく食品表示基準（平成２７年内閣府令第１０号）に規定。

一元化

食品表示法（平成２５年法律第７０号）
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【栄養機能食品】
栄養成分に限定されている。
【特定保健用食品】
食品ごとに有効性や安全性に係るヒト試験
が必須であるため、許可手続に時間と費用が
かかる。
⇒中小事業者にはハードルが高い。

従前の課題

○ 加工食品及び農林水産物について、企業等の責任で科学的
根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策を検討 、平成27年３
月末までに実施

○ 検討に当たっては、米国のダイエタリーサプリメントの表示制
度を参考

○ 安全性の確保も含めた運用が可能な仕組みとすることを念頭

事前個別許可制度
・食品ごとに事前許可を

受ける

ヒト試験が必須
・費用と時間の負担

生鮮食品の実績はなし
・既許可品は加工食品のみ

「事後チェック制度」を導入
＜導入のためのポイント＞
① 安全性の確保（十分な食経験があること）
② 機能性の科学的根拠の明確化
③ 届出制による事業者把握、事故情報収集、買上げ調
査・収去試験

「文献評価（システマティック・レビュー）」も認める
事業者自らのヒト試験実施は不要

表示ルールを作成（特定保健用食品とほぼ同様）
「国が評価したものでない」旨を明記。
※医薬品と誤認される表示は新制度でも不可

「生鮮食品」でも表示を実現
生鮮食品についても機能性表示が実現（外国にも例がな
い取組）

【新制度の基本的な考え方】【特定保健用食品（トクホ）
の仕組み】

消費者の誤認を招かない、

自主的かつ合理的な商品選択に
資する表示制度

適正な表示
による

消費者への
情報提供

安全性の
確保

機能性表示を
行うに当たって
必要な科学的
根拠の設定

機能性表示食品制度の基本的な考え方
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