≪iii≫ 消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援
［１］消費者教育・啓発活動
１．消費者教育の概要
消費者教育は、消費生活に関する知識や技能を消費者が学び取り、実際の生活にそ
れを活かして、安心して安全で豊かな消費生活を実現するための活動です。消費者が
自立した主体として能動的に行動できるようにするためには、消費者教育の果たすべ
き役割がますます大きくなっています。学校、地域、職場、家庭などにおいて、幅広
い年齢層を対象に消費者教育を充実させ、消費者被害・事故に遭わない消費者、消費
経済の主体たる消費者、そして、消費者市民社会の形成に参画する消費者を育成する
ことが必要です。消費者教育の推進に関する法律(消費者教育推進法、2012年８月22
日公布)が2012年12月に施行され、消費者教育の一層の推進が求められています。
消費者教育と消費者市民社会の意義
消費者基本法では、その基本理念である第２条において、消費者に対し必要な
情報及び教育の機会が提供されることは消費者の権利であること、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が明記されています。また、同法第７条では、消費者に
対し、自ら進んでその消費生活に関して必要な知識を習得し、必要な情報を収集
する等自主的かつ合理的な行動に努めなければならないとされています。消費者
教育は、この消費者の取組を支援するものであり、同法第17条では、国及び地方
公共団体が消費生活に関する教育を充実させることとされています。
さらに、消費者教育推進法第２条では、
「消費者教育」とは、消費者の自立を支
援するために行われる消費生活に関する教育（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とされています。また、「消費者市民社会」とは
消費者が、個々の消費者の特性及び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及び将来の世代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ものであることを自覚して、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とされています。
近年、経済の仕組みの変化や規制緩和の流れの中で、消費者トラブルは多発し、
その内容も複雑化、高度化しています。また、経済社会の高度化・多様化が進む中
で、豊かな生活を実現していくためには、早い段階から経済行為の主体たる消費者
としての基礎的な知識を身に付け、主体的に責任を持って意思決定を行い得る能力
を持った消費者を育成していくことが重要です。そして、消費者市民社会の形成に
参画する消費者を育む消費者教育とは、被害に遭わない消費者、合理的意思決定の
できる自立した消費者にとどまらず、社会の一員として、よりよい市場とよりよい
社会の発展のために積極的に関与する消費者を育成する教育を意味します。
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①

（１）消費者教育推進法の概要
消費者教育推進法は、消費者教育を総合的･一体的に推進し、国民の消費生活の安定
及び向上に寄与することを目的とし（第１条）、消費者の実践的な能力の育成や、消費
者市民社会の形成に参画し、発展に寄与できる消費者の育成、消費者教育の体系的、
効果的な推進などを基本理念としています（第３条）。この基本理念にのっとり、国、
地方公共団体は消費者教育の施策を推進し、また、消費者団体や事業者団体は、消費
者教育について自主的な活動を行うことを明確化しています。そして、学校、地域、
家庭、職域などそれぞれの場において多様な主体が連携して取り組んでいくことが求
められています。
また、同法では、
「消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」とい
う。)」を定めることとされており（第９条）、消費者庁と文部科学省において基本方
針の案を作成し、閣議決定することとされています。
さらに、
「消費者教育推進会議」を置くこととされており（第 19 条）、同会議の事務

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

消費者教育ポータルサイト
消費者教育を実施している方々の支援を主な目的に、消費者教育に関する様々な情
報を提供する場として、消費者庁のウェブサイト上に消費者教育ポータルサイトを運
営しています。
ポータルサイトには、関係機関で作成された教材や実践事例に関する情報が一元的
に集約されています。
現在のポータルサイトでは「消費者教育の体系イメージマップ」に基づき４つの対
象領域(「消費者市民社会の構築」、
「商品等の安全」、
「生活の管理と契約」、
「情報とメ
ディア」)と、ライフステージ(「幼児期」、
「小学生期」、
「中学生期」、
「高校生期」、
「成
人期（特に若者）
」、
「成人期（成人一般）」、「成人期（特に高齢者）」)に沿って情報を
分類しています。また、対象領域ごと、ライフステージごとの検索やフリーワード検
索ができ、学校や地域で教える方などの利用者の立場からの検索も可能になっていま
す。
なお、2012 年３月末時点で、教材が約 1,100 件、各地域での実践事例に関する情報
が約 180 件、講座等に関する情報が約 670 件、合計 1,950 件の情報が掲載されていま
す。
○消費者教育ポータルサイト
ウェブサイト http://www.caa.go.jp/kportal/index.php

各分野における消費者政策

②

Ⅱ

消費者教育の体系イメージマップ
消費者教育推進法が制定されたのち、消費者庁では、2012年９月から12月まで、消
費者教育推進のための体系的プログラム研究会を開催し、
「消費者教育の体系イメージ
マップ」を作成して、2013年１月に公表しました。これは消費者教育の対象領域ごと、
個々の消費者のライフステージごとに消費者教育の目標を一覧表にまとめたもので、
消費者教育を、体系的、一体的に推進していく際の目安になるように作成されていま
す。
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は、①消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、委員相互の情報の交
換及び調整を行うこと、②基本方針に関し、意見を述べることとなっています。同推
進会議は、消費者、事業者、教育関係者及び消費者団体、事業者団体、学識経験者な
ど 20 名から構成されています。消費者庁では、第１回会議を 2013 年３月６日に開催
し、第４回会議まで基本方針案について意見を聴き、基本方針は、６月 28 日に閣議決
定されました。そして、８月 28 日に開催した第５回会議では、基本方針の「別紙」に
掲げた「今後検討すべき課題」を３つの小委員会(消費者市民育成小委員会、情報利用
促進小委員会、地域連携推進小委員会)で検討することが決まりました。
（２）学校における消費者教育の推進
学校における消費者教育については、小学校・中学校・高等学校の学習指導要領に
基づき、従来より契約などの消費生活に関する教育などを児童生徒の発達段階に応じ
て行っていましたが、2008年３月に小学校・中学校、2009年３月に高等学校の学習指
導要領を改訂し、今日の消費行動の複雑化、多様化等を踏まえ、児童生徒が消費者と
しての自覚を持ち、主体的に判断し責任を持って行動できるようにする観点から、消
費者教育に関する内容の充実を図ったところです。
具体的には、例えば、中学校の社会科（公民的分野）において、消費者保護の例示
として、消費者の自立の支援なども含めた消費者行政を、中学校の技術・家庭科（家
庭分野）において、消費者の基本的な権利と責任を、高等学校の家庭科において、消
費生活と生涯を見通した経済の計画を、それぞれ指導することとしました。
また、学校における消費者教育の充実のため、文部科学省では、新学習指導要領で
充実を図った消費者教育の内容の周知に加え、消費者教育の推進を図るための実践的
な調査研究の実施などの支援策に取り組んでいます。
さらに、消費者庁では、新学習指導要領の実施に併せて、消費者被害・事故に遭わ
ない消費者を育てることを主眼に置いて、以下のような消費者教育用副教材を作成し
ました。
・小学生向け消費者教育副教材
「みんなで危険を安全に」（パワーポイント紙芝居など）2012年度作成
・中学生向け消費者教育副教材
「消費者センスを身につけよう」（映像教材・冊子教材・教師用解説書）2010
年度作成
・若者・高校生向け消費者教育副教材
「もしあなたが消費者トラブルにあったら・・・消費者センスを高めよう!」
（映像教材・冊子教材・教師用解説書）2011年度作成
（３）地域における消費者教育の推進
基本方針では、
「誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者
教育を受けることができる機会を提供する」ことを目指しており、国や地方公共団体
に対しては、学校だけでなく、地域、家庭、職域においても消費者教育が受けられる
ようにする必要があると明記されています。
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各分野における消費者政策
« 消
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問合せ先
○消費者庁消費生活情報課
電話 03-3507-8800（代）
○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課
電話 03-5253-4111（代）

Ⅱ

このため、消費生活センターを消費者教育の拠点とし、そこに様々な情報を集約し
て地域住民に消費者教育を提供する場として、また、消費者教育の担い手を支援する
場として活用することが期待されるとしています。
また、高齢社会の進展や核家族化により、孤立しがちな単身高齢者や障害者を地域
で支え合うため、見守りネットワーク活動が各地で展開されています。このようなネ
ットワーク活動の中で、消費者教育･啓発活動をより強化することが考えられるとして、
日頃から高齢者・障害者等の戸別訪問を行っている支援者等に対しても幅広く研修を
実施することも必要であるとしています。
地域では、多様な主体が消費者問題の専門家として活動し、多様な教材や啓発資料
の作成や、実践的な学習などの取組を行っています。学校、地域、家庭、職域その他
の様々な場において、消費者教育を活性化させていくためには、消費者行政、教育委
員会、消費者団体、事業者・事業者団体等の様々な関係者が相互に連携して取り組む
ことがより効果的です。基本方針では、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家や
消費者団体、事業者・事業者団体等、地域に存在する幅広い教育資源を積極的に活用
しながら地域住民の意識を高めていくとともに、多様な消費者教育の機会を充実して
いくとしています。
社会教育においても、青少年を始め、成人、高齢者等生涯の各時期における消費者問
題等に関する多様な学習機会の整備・充実・情報提供に努めており、公民館等の社会教
育施設において、地域課題や学習需要に応じた各種の学級・講座等が開催されているほ
か、大学等の公開講座においても、消費者問題に関する学習機会が設けられています。
文部科学省では、引き続き研究協議会の開催等を通じて消費者教育の推進について
広く普及することとしています。
各府省庁等では、それぞれが有する情報や知識を活用した消費者教育用教材の作
成・配布、出前講座の実施、地域の講座等への講師派遣などを行い、社会教育施設等
地域における消費者教育の推進を行っています。
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（参考）消費者教育推進法が求める「地域における消費者教育の推進」
消費者教育推進法では、地方公共団体に対しても、国との適切な役割分担を踏
まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、
実施する責務を課しています（第５条）。そのため、基本方針を踏まえて都道府県、
市町村がそれぞれ「消費者教育推進計画」を定めるように努めることとしていま
す（第10条）。

187
187

また、都道府県、市町村が、それぞれ区域の消費者教育推進のため、消費者、
消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の都道
府県･市町村の関係機関等を構成員とする消費者教育推進地域協議会（以下「地域
協議会」という。）を設置するように努めることとされています（第20条）。地域
協議会は、消費者教育の推進のために上記の多様な構成員が相互に情報の調整と
交換を行う場です。今後、各都道府県、市町村で地域協議会が開催され、地域の
多様な主体間のネットワーク化、連携･協働の結節点となることが期待されていま
す。
さらに、第13条では、地域において高齢者、障害者等に関する消費者教育が適
切に行われるようにするため、民生委員、社会福祉主事、介護福祉士その他の高
齢者、障害者等の支援者に対して、研修を実施したり情報提供を行うこととして
います。そして、公民館など社会教育施設でも、消費生活センター等の収集した
事例などを活用した消費者教育が行われるようにしなければならないとしていま
す。

問合せ先
○消費者庁消費生活情報課
電話 03-3507-8800（代）
○文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課
電話 03-5253-4111（代）

（参考）公益財団法人消費者教育支援センター
公益財団法人消費者教育支援センターは、青少年等を対象とした消費者教育
に関する調査研究及び各種事業を実施することにより、消費者教育の総合的か
つ効果的な推進を支援することを目的として、1990年２月23日、旧経済企画庁
（現消費者庁）と旧文部省（現文部科学省）の共管法人として設立された財団
法人であり、2012年４月より公益財団法人に移行し、行政、消費者、教育関係
者、企業の四者の協力の下に、消費者教育シンポジウム等の各種事業を行って
います。
2012年12月に消費者教育推進法が施行され、公正で持続可能な消費者市民社
会の構築を目指し、自主的かつ合理的に行動し積極的に社会参画するように努
める消費者市民を育成していくことが必要となっています。
このような状況に対応していくためには、行政、消費者、教育関係者、企業
の四者の協力の下に、消費者教育に積極的に取り組んでいく組織が必要です。
同センターには、上記の四者が協力し消費者教育を推進していくための専門の
機構としての役割が期待されています。
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（１）食育の推進
① 食育基本法と食育推進運動
近年、国民の「食」をめぐる状況が変化し、その影響が顕在化しています。
例えば、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向、
食の安全、食の海外への依存などの様々な問題が生じています。
このような状況に対応するため、食育基本法（2005年６月17日公布、最終改正2009
年６月５日）が制定され、2005年７月に施行されました。
この法律では、
「食育」は、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基
礎となるべきものと位置付けられるとともに、様々な経験を通じて、
「食」に関する

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

２．各分野の消費者教育

各分野における消費者政策

問合せ先
○公益財団法人消費者教育支援センター
住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-1 小島ビル５階
電話 03-5919-4541 FAX 03-5919-4575
ウェブサイト http://www.consumer-education.jp
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＜公益財団法人消費者教育支援センターの概要＞
目的：青少年等を対象とした消費者教育に関する調査研究及び各種事業を実施
することにより、消費者教育の総合的かつ効果的な推進に寄与すること
事業：１）消費者教育に関する調査研究、教材作成、広報事業
・消費者教育に関する調査研究
・消費者教育教材の作成
・消費者教育に関する広報（機関紙｢消費者教育研究 ＮＩＣＥニュー
スレター｣の発行）
２）消費者教育に関するセミナー事業
・消費者教育シンポジウムの開催
・中高年の女性を対象としたセミナーの開催
・消費生活相談員を対象とした研修会の開催
・消費者教育に関わる研修会の企画運営
・消費者教育に関わる研修会への講座講師の派遣
３）消費者教育に関する表彰事業
４）賛助会員向け事業

iii

知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を
育てる食育を推進することが求められているとされています。そして、その推進に
当たっては、健全な食生活の実践としての食生活の改善にとどまらず、食に関する
感謝の念と理解を深めることや、伝統のある優れた食文化の継承、地域の特性を活
かした食生活に配慮すること等についても求められています。

189
189

国民１人１人が健全な食生活を自ら実践し、食に関する正確な知識や的確な判断
力を主体的に身に付けていく上で、国民が自ら取り組み、国民が主役となった、国
民的広がりをもつ運動として、食育の推進に取り組んでいくことが緊要な課題とな
っています。
②

食育推進施策の実施状況
食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2011年３月、食
育推進会議（会長：内閣総理大臣）において「第２次食育推進基本計画」が策定さ
れました。同計画に基づいて、次のとおり関係府省庁等において様々な施策が講じ
られています。
（同計画は、策定から５年間を実施時期として定めています。同計画
に関しての情報は内閣府ウェブサイトを御参照ください。）
○内閣府
ウェブサイト

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/index.html

○第２次食育推進基本計画の概要
１）重点課題
ア）生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進
イ）生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進
ウ）家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進
２）取り組むべき施策
ア）家庭における食育の推進
・子どもの基本的な生活習慣の形成
・望ましい食習慣や知識の習得
・妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
・子ども・若者の育成支援における共食等の食育推進
イ）学校、保育所等における食育の推進
・食に関する指導の充実
・学校給食の充実
・食育を通じた健康状態の改善等の推進
・保育所での食育推進
ウ）地域における食育の推進
・栄養バランスが優れた日本型食生活の実践
・「食育ガイド」等の活用促進
・専門的知識を有する人材の養成・活用
・健康づくりや医学教育等における食育推進
・生活習慣病の予防及び改善につながる食育推進
・歯科保健活動における食育推進
・高齢者に対する食育推進
・男性に対する食育推進
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各分野における消費者政策
« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

問合せ先
○内閣府食育推進室
電話 03-5253-2111（代）
○内閣府食品安全委員会事務局情報・勧告広報課
電話 03-6234-1166（代）
○消費者庁消費生活情報課
電話 03-3507-8800（代）
○文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課健康教育企画室
電話 03-5253-4111（代）
○厚生労働省健康局がん対策・健康増進課栄養指導室

Ⅱ

・食品関連事業者等による食育推進
エ）食育推進運動の展開
・食育推進運動展開における連携・協力体制の確立
・食育に関する国民の理解の増進
・ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等
・食育月間及び食育の日の設定・実施
・運動に資する情報の提供
オ）生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
・都市と農山漁村の共生・対流の促進
・子どもを中心とした農林漁業体験活動の促進と消費者への情報提供
・農山漁村コミュニティの維持再生
・農林漁業者等による食育推進
・地産地消の推進
・バイオマス利用と食品リサイクルの推進
カ）食文化の継承のための活動への支援等
・ボランティア活動等における取組
・学校給食での郷土料理等の積極的な導入や行事の活用
・専門調理師等の活用における取組
・関連情報の収集と発信
キ）食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国
際交流の推進
・世代区分等に応じた国民の取組の提示（食育ガイドの作成・公表）
・基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供
・リスクコミュニケーションの充実
・食品の安全性や栄養等に関する情報提供
・食品表示の適正化の推進
・地方公共団体等における取組の促進
・食育の海外展開と海外調査の推進
・国際的な情報交換等

iii
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電話 03-5253-1111（代）
○農林水産省消費・安全局消費者情報官
電話 03-3502-8111（代）
（２）法教育
① 消費者教育における法教育の役割
消費者教育では、消費者基本法の趣旨を理解することや消費者と事業者の間のト
ラブルへの対処方法を知ることが重要になりますが、その前提として日常生活にお
ける経済活動と法の関係や民法を中心とする私法について基本的な理解を深めてお
くことが必要不可欠です。
具体的には、個人と個人の関係を規律する私法分野について、学習機会の充実を
図り、その際には、日常生活における身近な問題を題材にするなどの工夫をして、
契約自由の原則、私的自治の原則などの私法の基本的な考え方について理解させる
とともに、企業活動や消費者保護などの経済活動に関する問題が法と深く関わって
いることを認識させることが不可欠となります。
②

法務省における法教育（消費者教育）の取組
法務省では、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎に
なっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育を法教育と
総称し、法教育の普及・発展のために様々な取組を行っていますが、私法分野につ
いての学習機会の充実は、法教育に関する取組の中でも重要な部分を占めています。
2004年11月には、法務省の法教育研究会が報告書を取りまとめ、法教育の内容を
具体化した４つの教材を作成しましたが、うち１教材は、私法分野についての学習
機会の充実を図ることを目的とした「私法と消費者保護」と題する中学校３年生向
けの教材となっています。
この教材は、売買契約を結んだと想定して契約書を作成した上で、様々な事情が
生じた場合に契約を解消できるかどうかを検討するなど、体験的な作業を通じて私
法の基本的な考え方を学んだ後、消費者が事業者から正しい情報や十分に考える時
間を与えられないまま契約を結んだ場合などにおける消費者保護の位置付けについ
て学習する構成を採っています。
さらに、法務省では、2005年５月に発足させた法教育推進協議会において、学校
教育における法教育の位置付け等について検討し、
「授業を行う教員等向けのＱ＆Ａ
集」を公表しました。
また、同協議会では、私法分野について、小・中・高校生向けの４つの教材を作
成し、2009年５月に報告書として取りまとめました。これらの教材・報告書等は、
法務省ウェブサイトで公表しており、自由に使用していただけます。
そのほか、法務省では、中学校、高校等に法務省職員等を講師として派遣する法
教育授業を実施しています。契約等の私法分野について学ぶことができる授業も実
施しており、法務省ウェブサイトで申込みを受け付けています。
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Ⅱ

問合せ先
○法務省大臣官房司法法制部司法法制課
電話 03-3580-4111（代）
法教育に関する法務省の取組（法務省ウェブサイト）
http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index2.html

環境教育の目指す消費行動
１）必要なものを必要な分だけ購入する
「もったいない」を始めとする日本人が古くから有している「物を大切にする
心」を思い出し、必要なものを必要な分だけ購入するようにする。
２）環境負荷の少ない商品・サービスを選択する
エコマーク等の環境ラベルを利用し、環境に配慮した商品を購入することを心
掛ける。商品の成分表示や品質表示等により、どのような資源が使われているか、
商品にどのような化学物質が含まれているかを確認して、環境負荷の少ないもの
を購入する能力を身に付ける。また、リユース・リサイクルされた商品やレンタ
ル商品を選ぶ。
３）環境に配慮している生産者の商品を選択する
生産工程、流通段階において環境に配慮している生産者の製品を購入する。
４）環境に配慮して製品を使う
購入したものはなるべく長く、大切に使う。また、自動車や家電製品等使用段
階における環境負荷が大きい製品については、省エネ等により使用時の環境負荷
をなるべく小さくする。
５）廃棄時のことを考慮して商品を購入する
廃棄される際のことを配慮して商品を購入する。

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

②

各分野における消費者政策

（３）環境教育
① 環境教育の必要性
今日、消費者は大量生産、大量消費、大量廃棄や効率性、利便性の追求の結果と
して温室効果ガスや廃棄物の排出量の増加、身近な生き物の減少といった課題に直
面しています。このような社会を変革し、環境への負荷の少ない持続可能な社会を
構築するためには、商品・サービスの提供者である事業者の取組に加え、需要者で
ある消費者の行動が環境配慮型になることが不可欠となります。そのため、消費行
動に関する環境教育が重要な役割を担うこととなります。

iii

③

環境配慮型の消費行動を促す環境教育の内容
１）環境問題について
日常生活と環境との関係性を踏まえ、地球環境問題、廃棄物問題や化学物質の
管理等に関する問題の現状、原因及び対策等について。
消費に関する環境負荷が自分の住んでいる地域や国内各地ひいては世界各地や
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地球、次世代に及ぼす影響について。
２）消費に関する環境負荷
製品生産やサービスの提供に関する環境負荷、製品やサービスの利用に関する
環境負荷及び製品の廃棄に関する環境負荷等の消費に関連する各段階における環
境負荷について。
３）情報の活用方法
製品の成分・品質表示等の読み方や生産者がウェブサイト等を通じて公表して
いる情報収集の手法と内容を判断するための考え方や科学的な知識。
④

環境教育の推進
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律（2003年７月25日公布、最
終改正2011年６月15日）及び同法に基づく基本方針に基づき、国民、民間団体、事
業者、行政等の各主体が環境教育を推進し、環境に配慮した消費行動に結び付くよ
うに取り組んでいくことが必要です。
問合せ先
○環境省総合環境政策局
・環境教育推進室
電話 03-3581-3351（代）
・環境経済課（製品対策係）
電話 03-3581-3351（代）

(４）金融教育
① 金融経済教育の意義・目的
金融経済教育の意義・目的は、金融リテラシー（金融に関する知識・判断力）の
向上を通じて、国民１人１人が、経済的に自立し、より良い暮らしを送っていくこ
とを可能とするとともに、健全で質の高い金融商品の提供の促進や家計金融資産の
有効活用を通じ、公正で持続可能な社会の実現に貢献していくことにあります。
国民１人１人が、金融リテラシーを身に付けるためには、金融や経済についての
知識のみならず、家計管理や将来の資金を確保するために長期的な生活設計を行う
習慣・能力を身に付けること、保険商品、ローン商品、資産形成商品といった金融
商品の適切な利用選択に必要な知識・行動力についての着眼点等の習得、事前にア
ドバイス等の外部の知見を求めることの必要性を理解することが重要です。
②

金融経済教育に関する取組
１）金融経済教育研究会
米国のサブプライム・ローン問題の発生を契機に、健全な金融システムの維持
には、規制のみならず利用者が金融について必要な知識を身に付け、適切に行動
することが重要であると再認識されました。そうしたこと等を踏まえ、利用者側
の金融リテラシーを向上させ、利用者の金融行動を改善することが重要であると
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Ⅱ
各分野における消費者政策
« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

の認識が、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）やＧ20（金融世界経済に関する首脳会
合）等における国際的な議論において共有されている等、国民の金融リテラシー
を向上させていくことがこれまで以上に重要となっており、金融経済教育の一層
の推進が求められています。
このため、金融経済教育の現状を改めて把握するとともに、我が国における金
融経済教育の今後の在り方について検討を行うこととし、2012年11月、金融庁金
融研究センターに、有識者、関係府省庁、関係団体をメンバーとする「金融経済
教育研究会」を設置し、議論を重ね、2013年４月30日に報告書を公表しました。
２）推進体制
今後の金融経済教育の推進に当たり、金融庁を中心とする関係当局がより積極
的に役割を果たすことが必要です。そのため、金融広報中央委員会に「金融経済
教育推進会議」が設置され、2013年６月７日に第１回が開催されました。
同会議では、
「平成25年度の金融経済教育推進にかかる取組方針」が関係者に示
され、研究会報告書において指摘された検討課題について、役割分担と実施スケ
ジュールが確認されました。
今後、
「平成25年度の金融経済教育推進にかかる取組方針」に沿って、各課題の
実施主体が具体的検討を行い、同会議に最終報告又は作業の進捗状況報告を行い
ます。
３）主な検討課題
金融経済教育を推進するために、取り組むべき主な検討課題は、以下のとおり
です。
・最低限習得すべき金融リテラシー（４分野・15項目）の内容の具体化及び年齢
層別に身に付けるべき事項の整理・体系化・金融広報中央委員会のウェブサイ
ト「知るぽると」の周知、同ウェブサイトから関係先のウェブサイトとの相互
リンクの構築
・教員向け副教材（授業で利用しやすいビデオ教材等）、指導資料の提供
４）金融資本市場活性化に向けての提言
金融・資本市場活性化有識者会合（「成長戦略の当面の実行方針」
（2013年10月1
日日本経済再生本部決定）において、
「家計の金融資産を成長マネーに振り向ける
ための施策を始めとする日本の金融･資本市場の総合的な魅力の向上策や、アジア
の潜在力の発揮とその取り込みを支援する施策について、年度内に取りまとめを
行う」と示されたこと等を踏まえ、同年11月11日より開催）において議論が行わ
れ、同年12月13日、「金融・資本市場活性化に向けての提言」が取りまとめられ、
公表されました。
提言では、
・初等中等教育から社会人、高齢者に至るまで金融リテラシーの底上げを図って
いくことが極めて重要
・銀行、証券、保険、資産運用など業界横断的な取組の加速を行うなど、一層の
高度化を進めるべき
と指摘されているなど、ますます、金融経済教育の重要性が高まっています。

iii
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５）今後の課題
金融経済教育の推進にあたり、業界横断的な取組の加速を行うなど、各団体間
の連携を強化して取組む必要があります。
そのほか、国民の客観的な金融リテラシーの水準について定期的に点検するこ
とが重要であり、国民への金融経済教育の定着度合を測るための「効果測定」の
手法開発が必要と考えています。
③

金融庁の取組
金融庁では、金融庁ウェブサイト「一般のみなさんへ」に危害・警告情報を掲載
するなどのタイムリーな情報提供に努めるとともに、パンフレットの作成、シンポ
ジウムの開催、金融庁後援名義の付与や金融知識普及功績者表彰など様々な取組を
行っています。
問合せ先
○金融庁総務企画局政策課
電話 03-3506-6000（代）

④

金融広報中央委員会（愛称：知るぽると）の取組
金融広報中央委員会（事務局：日本銀行情報サービス局内）は、金融業界団体、
消費者団体、婦人団体、報道機関等により構成され、中立・公正な立場から、国民
に対する金融経済情報の提供や金融経済学習の支援を幅広く展開しています。この
ような当委員会の活動は、2002年に公表した「金融教育に関する消費者教育の推進
に当たっての指針（2002）」を基に、各都道府県にある金融広報委員会、政府（金融
庁、文部科学省、消費者庁等）、日本銀行、地方公共団体との密接な協力関係の下に、
取り組んできています。
活動の目的は、日常生活に必要な金融経済知識・情報の提供と学習支援を通じ
て、子どもを含む消費者に対し、金銭や物に対する健全な価値観の形成を基礎と
した自主的な選択能力を高める、いわゆる「消費者としての自立」を促すことに
あります。
具体的な活動としては、刊行物（パンフレット、冊子）やビデオの作成・配付、
講演会への講師派遣、教員セミナーの開催、インターネットによる情報提供、作文・
小論文コンクールの実施、親子向けイベント等を幅広く行っています。このほか、
金融学習に興味を有する方々（金融学習グループ等）、学校（金融教育研究校・金銭
教育研究校等）及び地域（金融学習特別推進地区等）などに対して、預金、保険、
証券、税金、年金など広範な金融分野や生活設計、金銭・金融教育等の専門知識を
有する金融広報アドバイザー（同委員会が委嘱）等を講師として派遣する都道府県
金融広報委員会の活動を全国的に支援しています。
また、金融経済に関する知識の習得、消費者としての自立に向けた取組は就学段
階から行うことが適切と考え、2005年度を「金融教育元年」と位置付けて、それ以
来、児童・生徒、教師、保護者等に対して「金融教育」に関する働きかけを強めて
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（５）メディアリテラシーの向上
伝統的なメディアである放送に加えて、近年、インターネット・携帯電話等が広く
普及しており、国民は、社会生活を送る上で不可欠・有益な情報をこれら多様なメデ
ィアから入手していますが、他方で、放送番組に対する十分な批判的視点の欠如や、
インターネット・携帯電話の利用をめぐるトラブルの多発等が社会問題化しています。
総務省では、放送番組の情報を正しく理解するとともに、トラブルなくインターネ
ットや携帯電話等を利用するなど、メディアリテラシー（※）の向上を図るため、各
メディアの特性に応じた教材等の開発・普及を図っています。
インターネットや携帯電話等の分野では、ＩＣＴメディアに関連した子どもの事件
が頻発している状況を踏まえ、インターネット通信販売サービスやインターネットオ
ークションの注意点、架空請求メールへの対処方法等、子どもによるＩＣＴメディア
の健全な利用を促進するため、2010年度までに開発した、ＩＣＴメディアリテラシー
育成のための指導マニュアルや教材から成る「ＩＣＴメディアリテラシー育成プログ

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

問合せ先
○金融広報中央委員会事務局
住所 〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町2-1-1
日本銀行情報サービス局内
電話 03-3279-1111（内線4611）

各分野における消費者政策

○知るぽると
http//www.shiruporuto.jp/
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きました。
当委員会は、金融教育を「生活設計・家計管理」、
「経済や金融の仕組み」、
「消
費生活・金融トラブル防止」、「キャリア教育」の４つの分野に分類し、学校教
育に関わる幅広い理解と協力を得て、児童・生徒の「社会の中で生きる力」を
育成しようとしています。
「金融教育」を効果的に進めるための資料として、当
委員会では、2005年３月には金融教育研究校等の実践例を取りまとめた「金融
教育ガイドブック」を、2007年２月には金融教育の望ましい姿や各学校段階に
おける様々な教科等の指導計画例を取りまとめた「金融教育プログラム」をそ
れぞれ作成しました。さらに、2009年３月には多くの教員・教育関係者の理解と実
践の手がかりとなる入門ガイドとして「はじめての金融教育」を作成し、全国の小学
校・中学校・高等学校及び教育委員会等に配付するとともに、他の教材と合わせ、教
員セミナー等において広く活用・紹介しています。当委員会が提供する情報について
は、ウェブサイト「知るぽると」に広く掲載しています。なお、2013年６月、金融庁
主催「金融経済教育研究会」の報告書（2013年４月公表）の方針を推進するに当た
り、そこで示された諸課題への取組につき審議する場として「金融経済教育推進会
議」を当委員会内に設置し、金融経済教育推進のための具体的な作業に取り組んで
います。

iii
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ラム」を公開し、その普及と充実を図っています。
また、保護者、小中学校の教員等からのアンケート、ヒアリングを通じて、子ども
たちがインターネットを利用して実際に巻き込まれたトラブル事例をまとめ、それぞ
れの対処法・予防法を紹介している「インターネットトラブル事例集」を、2009年度
より毎年作成しています。これは、保護者や教職員等の大人を対象に、子どもたちに
伝えるべきこと、また、そのために大人が知るべきことをまとめたものです。総務省、
文部科学省及び情報通信分野等の企業・団体が連携して、保護者、教職員及び児童・
生徒等を対象に実施している「e-ネットキャラバン」等のインターネットの安全・安
心な利用に向けた啓発講座等において活用されています。
このほか、インターネット上の危険・脅威に対応するための能力とその現状を可視
化するため、これらの能力を数値化するテストを開発（青少年がインターネットを安
全 に 安 心 し て 活 用 す る た め の リ テ ラ シ ー 指 標 Ｉ Ｌ Ａ Ｓ （ Internet Literacy
Assessment indicator for Students））、2012年度から開始し、2013年度も全国の高等
学校１年生相当（約3,500名）に対し、テストと共にアンケートを行い、結果を集計・
分析して「平成25年度 青少年のインターネット・リテラシー指標等」として取りま
とめました。
放送分野では、これまで、青少年のメディアリテラシー向上を目的として小・中
学生及び高校生向けに教材12本を開発し、ＤＶＤ・ビデオ媒体での貸出しを中心と
した普及・啓発を図ってきたところです。さらに、2009年３月から「放送分野にお
けるメディアリテラシーサイト」を開設し、授業のほか自宅でも学習できるウェブ
教材の公開や小・中学校教員を対象とした授業実践パッケージの掲載を行っていま
す。
※メディアリテラシーとは、放送番組やインターネット等の各種メディアを主体的
に読み解く能力や、メディアの特性を理解する能力、新たに普及するＩＣＴ機器
にアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションを創造する能力
等のことです。
問合せ先
○総務省情報流通行政局情報通信利用促進課
総務省情報流通行政局放送政策課
総務省総合通信基盤局データ通信課
総務省総合通信基盤局消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
○ＩＣＴメディアリテラシー育成プログラム
ウェブサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_
joho-ka/media_literacy.html
○インターネットトラブル事例集
ウェブサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_
joho-ka/jireishu.html
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消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるようにすること、消費
者政策を真に消費者の意向に合致したものにすること、消費者の健全かつ自主的な組
織活動を促進すること等を目的として、国は、消費者への迅速かつ的確な情報提供を
行っています。

齢者の消費者トラブル未然防止キャンペーンとして、高齢者やその周囲の人を対象
に、振り込め詐欺等への対処法や相談窓口に関する重点的な情報提供を行っていま
す。
これらの情報は、下記の政府広報オンライン及び政府インターネットテレビで閲覧
することができます。
○政府広報オンライン
ウェブサイト http://www.gov-online.go.jp/
○政府インターネットテレビ
ウェブサイト http://nettv.gov-online.go.jp/
問合せ先
○内閣府大臣官房政府広報室
電話03-5253-2111（代）
（２）消費者庁
1987年の第20回消費者保護会議において、消費者保護基本法制定20周年を記念して
毎年５月を｢消費者月間｣と定めました。これまで消費者月間では、消費者・事業者・
行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行ってい
ます。2013年５月の消費者月間では、
「学ぶことからはじめよう ～自立した消費者に
向けて～」をテーマとした消費者庁主催のシンポジウムを行い、各方面においても消
費者月間事業が行われました。
また、子どもの不慮の事故防止に関する取組として、消費者庁に集約された事故情
報等の分析を基にした注意喚起や様々な情報提供を行っています。

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

（１）内閣府
政府広報として、振り込め詐欺、未公開株の取引、架空請求・不当請求トラブル、
多重債務問題、食品中の放射性物質等に関し、テレビ、ラジオ、新聞、インターネ
ット等を用いた情報提供を行っています。また、2012 年度及び 2013 年度には、高

各分野における消費者政策

３．啓発活動の概要

Ⅱ

○放送分野におけるメディアリテラシーサイト
ウェブサイト http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/hoso/k
youzai.html

iii
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問合せ先
○消費者庁消費生活情報課
電話 03-3507-8800（代）
（３）公正取引委員会
消費者が安くて、よりよい商品・サービスを様々な事業者から購入することがで
きるようにするためには、事業者間の公正で自由な競争が確保されていることが必
要です。事業者間で商品・サービスの価格の引上げを合意するなどのカルテルが行
われると、消費者はどこに行っても同じ値段の高いものを買わされてしまうことに
なりかねません。独占禁止法は、このような消費者に不利益を与えるカルテルや談
合などの行為を規制し、事業者間の公正で自由な競争を確保するための法律です。
このように消費者利益の確保のために重要な役割を果たしている独占禁止法に対す
る消費者の理解を深めるため、公正取引委員会では以下のような取組を行っていま
す。
① 消費者教育用教材の作成・配布（「知ってなっとく独占禁止法」、
「私たちの暮ら
しと市場経済」など）
② ウェブサイトにおいて消費者及び子供向けの情報提供
○絵で見る私たちの暮らしと独占禁止法の関わり
http://www.jftc.go.jp/ippan/index.html
○たのしく学ぼう 独占禁止法のこと おしえて！どっきん！！
http://www.jftc.go.jp/kids/index.html
③ ウェブサイトにおいて独占禁止法を分かりやすく解説する動画「公正で自由な
競争を目指して」のストリーミング配信
④ メールマガジンの配信
⑤ 中・高・大学生向け独占禁止法教室（出前授業）の開催
⑥ 消費者向け独占禁止法出前講座の開催
⑦ 庁舎見学ツアーの実施
問合せ先
○公正取引委員会官房総務課
電話 03-3581-5471（代）
（４）金融庁
金融サービスの利用者保護、トラブルの未然防止を図るため、金融取引の基礎知識
を解説した「基礎から学べる金融ガイド」のほか、「「未公開株」等被害にあわないた
めのガイドブック」を作成・無償配布しています。また、ウェブサイトに「一般のみ
なさんへ」のコーナーを設け、
「未公開株購入の勧誘にご注意！」などの警告情報を掲
載し、消費者啓発に努めています。
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問合せ先
○金融庁総務企画局政策課
電話 03-3506-6000（代）

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

問合せ先
○警察庁生活安全局生活経済対策管理官
電話 03-3581-0141（代）

各分野における消費者政策

（５）警察庁
警察では、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、悪質商法・ヤミ金融対策と
して、被害に遭わないための留意事項や検挙事例等をウェブサイト上に掲載したり、パ
ンフレットを作成・配布するなどして、広報啓発活動を行っています。また、知的財産
権の保護及び不正商品の排除を図るため、模倣品・海賊版対策として、権利者団体と連
携して不正商品撲滅キャンペーンを開催するなどして広報啓発活動を推進しています。

iii

（６）総務省
消費者の電波環境保護に関する意識の向上のため、毎年６月の電波利用環境保護周
知啓発強化期間を中心に、各種メディアによる周知啓発を行うとともに、総務省電波
利用ウェブサイト及び地方総合通信局等のウェブサイトにおいて、電波利用のルール
について広く情報提供を行っています。また、電波法に定める「著しく微弱」の範囲
を超える無線設備を電波利用ウェブサイトで公表し、消費者が誤って購入・使用し、
無線局に障害を与えることを未然防止する「無線設備試買テスト」を実施しています。
また、真実でない放送により権利を侵害された者を簡易・迅速に救済するための訂正
放送制度の周知を目的として総務省のウェブサイトにおいて訂正放送制度の概要につ
いて掲載し、広く広報啓発活動を行っています。
高度化、多様化している電気通信サービスに関する利用者利益を確保・向上させる
ため、利用者への情報提供を目的としたパンフレット等を作成・配布するとともに、
インターネットを利用した行政情報の提供を行うなど消費者への情報提供手段の多様
化を図っています。さらに、消費者トラブルの円滑な解決を促進し、消費者が安心し
て電気通信サービスを利用できるようにするよう、各総合通信局等において、学識経
験者、消費生活センター、消費者団体、電気通信事業者団体、各電気通信事業者等及
び行政で構成される「電気通信消費者支援連絡会」を開催し、継続的に情報・意見交
換を行っています。
○電波利用ホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/
問合せ先
（電波利用のルールについて）
○総務省総合通信基盤局電波環境課監視管理室
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（訂正放送について）
○総務省情報流通行政局放送政策課
（電気通信サービスについて）
○総務省総合通信基盤局消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
（７）厚生労働省
食品については、毎年８月に実施する「食品衛生月間」を中心として食中毒の予防、
食品衛生の考え方の普及等を図っています。医薬品については、毎年10月に実施して
いる「薬と健康の週間」を中心に薬の正しい使い方等について啓発活動を行っていま
す。また、国民の健康増進を図るため、 保健所や市町村保健センター等における健康
教育や健康相談等を通じて、食生活を始めとする生活習慣全般の改善に必要な知識の
普及、啓発を行っています。
このほか、いわゆる「インチキ内職」については、未然に被害を防止するため、家
内労働法及び「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知徹底を目的と
してリーフレットによる啓発を行っています。また、在宅ワークについては、
「ホーム
ワーカーズウェブ」において、情報提供を行っています。
○ホームワーカーズウェブ
ウェブサイト http://www.homeworkers.jp/
問合せ先
○厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
○厚生労働省医薬食品局
○厚生労働省健康局がん対策・健康増進課
○厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課
電話 03-5253-1111（代）
（８）農林水産省
本省や地方農政局等に「消費者の部屋」や「消費者コーナー」を設置し、食料、農
林水産業・食品産業、農山漁村等について、パネルを使った積極的な情報提供及び啓
発を行っています。さらに、庁舎外でイベント等が開催される場合には「移動消費者
の部屋」として会場に赴き、広報活動に努めています。
また、食品安全に関する消費者向けウェブサイト「安全で健やかな食生活を送るた
めに」を公開しています。
○「安全で健やかな食生活を送るために」
ウェブサイト
http://www.maff.go.jp/j/fs/index.html
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問合せ先
○農林水産省消費・安全局消費者情報官
電話 03-3502-8111（代）[内線：4600、4607]

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

問合せ先
○経済産業省商務流通保安グループ消費経済企画室
電話 03-3501-1511（代）

各分野における消費者政策

（９）経済産業省
経済産業省の行っている消費者保護施策や商品・サービス又は契約に関する情報を
一般消費者に浸透させ、消費者の知識・意識の向上を図るため、啓発対象者に合わせ
た消費者啓発ビデオやパンフレットの作成・配布をしています。
また、リサイクルや資源・エネルギーなどの地球環境問題等、消費者と関係が深い
分野についても各種の普及啓発事業を実施しています。

iii

（10）環境省
環境問題に関する理解と協力を得るため、各種パンフレットの作成・配布等を通じ
ての普及啓発活動を行いつつ、消費者による環境を意識した商品選択と企業の環境改
善努力を進めるために、公益財団法人日本環境協会において、環境省と連携を図りつ
つ助言の下に「エコマーク」事業を実施しています。また、国、企業や様々な団体、
国民１人１人が連携し、温室効果ガスの排出量を削減するための地球温暖化防止国民
運動を展開し、その活動の推進を図るとともに、毎年12月を「地球温暖化防止月間」
に指定し、普及・啓発を進めています。
問合せ先
（エコマーク事業について）
○環境省総合環境政策局環境経済課
電話 03-3581-3351（代）
○公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局
電話 03-5643-6255
（地球温暖化防止国民運動について）
○環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室
電話 03-3581-3351（代）
（地球温暖化防止月間について）
○環境省 地球環境局地球温暖化対策課
電話 03-3581-3351（代）
（11）国民生活センター
国民生活センターでは生活関連の情報をウェブサイトで掲載するほか、メールマガ
ジンを発行して消費者へ直接、情報を届けるサービスを提供するなど、消費者の主体
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的な行動に対する支援を行っています。
○ウェブサイト
http://www.kokusen.go.jp/
○携帯版ウェブサイト
http://www.kokusen.go.jp/mobile/
①

ウェブサイト
ウェブサイトでは、一般消費者向けから専門性の高い内容まで多数の生活関連情
報を扱い、ほぼ毎日、情報を追加・更新しています。最近の総ページビュー（アク
セス数）は、１か月平均で約420万ページに達しています。
１）国民生活センターの情報
主な相談事例と解決結果、消費者問題の判例、商品テスト結果や消費者トラブ
ル等に関する公表情報、商品の回収・無料修理等を告知する事業者の社告、ＡＤ
Ｒ（裁判外紛争解決手続）情報等を掲載しています。｢各種相談の件数や傾向｣で
は取材や問合せの多いテーマを中心に、最近の相談事例や相談件数を掲載してい
ます。また、
「消費者トラブルメール箱」では消費者からのトラブル事例を収集し
ています。寄せられることの多いテーマはＦＡＱを掲載しています。｢消費生活相
談データベース｣では全国の消費生活センターと国民生活センターに寄せられた
消費生活相談を検索することができます。また、関心の高いテーマについては｢注
目テーマ｣のコーナーで積極的な情報提供に努めています。
２） 国の機関の情報
府省庁等がウェブサイトで公開する消費者行政・消費者問題関係の所在情報（Ｕ
ＲＬ）を収集し、一覧にまとめています。府省庁別検索も可能です。
３）地方公共団体の情報
ウェブサイトに消費生活に関連する専用コーナーを持つ地方公共団体は数多く
あり、様々な情報を提供しています。そこで、
「地方公共団体の消費者情報」とし
てまとめ、リンク集を作成して紹介しています（2013年11月時点、262か所）。

②

メールマガジン
2000年４月から、月２回、メールマガジン「生活ニューネットマガジン」を発行
しています。内容は、行政機関等がインターネットで発信する生活に関連する最新
情報の所在情報（ＵＲＬ）です。メールマガジンには、
「生活情報版」と「講座・イ
ベント版」の２種類があり、国の生活関連情報のほか、地方公共団体の商品テスト
情報・調査結果・相談事例・消費生活講座・催し物等、消費者に身近な情報を多数
掲載しています。
さらに、2004年４月より新着情報サービスとして、国民生活センターウェブサイ
トに新しい情報が掲載される都度、メールマガジン「おすすめフレッシュ便」を発
行しています。
2008年４月からは高齢者･障害者のトラブルを食い止めるための｢見守り新鮮情
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④

見守り新鮮情報
高齢者や障害者の消費者トラブルや製品事故の予防、早期発見、拡大防止のため
に、悪質商法の新たな手口などを伝えるメールマガジン｢見守り新鮮情報｣を月２回
程度配信しています。
高齢者を狙った「悪質住宅リフォーム問題」に対する政府の対応策である「悪質
住宅リフォーム問題への対応」（2005年９月16日消費者政策会議関係委員会議決定）
に基づき、高齢者や障害者の周りの人々による見守りの強化の一環として、内閣府
は、高齢者や障害者の周りの人々に悪質商法についての情報提供等を行う仕組みに
ついて検討する「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を2005
年12月に設置しました。
その結果、消費生活相談の現場でキャッチした警戒を要すると思われる悪質商法
についての情報を日頃から高齢者や障害者に接している周りの人々へ迅速に電子メ
ールで届けることを通じて、高齢者や障害者に対し注意喚起を行うために、内閣府
は2006年８月よりメールマガジン「見守り新鮮情報」の発行を始めました（2008年
度に国民生活センターに移管）。
メールマガジン「見守り新鮮情報」は、各地の消費生活相談の現場や国民生活セ
ンターで受けた相談事例を新規性、拡大性、多発性、悪質性、深刻性、時事性、安
全性などの観点から分析・編集し、電子メールで届けるものです。配信頻度は月に

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［１］消費者教育・啓発活動

消費者問題出前講座
消費者トラブルの防止には、消費者自身も消費者問題に関する知識・理解を深め
ていくことが大切です。そこで、公民館等の施設や集会所等に消費者問題に関する
専門家を派遣する「消費者問題出前講座」を実施しています。
悪質商法など消費者契約に関するトラブルや製品事故未然防止について、高齢者
や障害者は、地理的、身体的な理由などにより、これらの情報を得る手段に乏しく、
悪質商法などの被害者になりやすい状況にあります。そこで、2001年度より内閣府
では消費者トラブルに関する情報を知る機会の少ない高齢者･障害者やこれらの
人々と日常的に接している民生委員や介護ヘルパー等を対象とした「消費者問題出
前講座」を開始しました（2008年度から国民生活センターに移管）。
本事業では、高齢者や障害者及びその周りの支援する人、若年層などを対象に、
消費者問題の専門家を全国各地の公民館等の施設や集会所等へ派遣し、各種の消費
者問題等を分かりやすく説明する講座を行っています。
この出前講座では、悪質商法や製品安全などのテーマについて、小冊子やパンフ
レット等を使った講義を行う他、受講者も参加してのロールプレイング、ビデオ、
紙芝居等、参加者にとって親しみやすい方式を織り込んで実施しています。
※講座開催実績：2010年度 1,013件、
2011年度 1,008件、2012年度 1,007件

各分野における消費者政策

③

Ⅱ

報｣を月２回程度、2008年６月からは子どものトラブル未然防止のための｢子どもサ
ポート情報｣を月１回程度発行しています。
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２回程度です。国民生活センターのウェブサイトから登録することができます。携
帯電話からの登録もできます。
今まで配信した具体的な事例としては、「新聞の長期契約トラブル」「ダイヤモン
ドの買え買え詐欺」「健康食品送り付けの新手口」などがあります。
[見守り新鮮情報の概要]
目
的：高齢者･障害者の消費者トラブルの予防、早期発見、拡大防止
情 報 元：各地消費生活センター、国民生活センター等
情報配信者：国民生活センター
手
段：パソコン及び携帯電話の電子メール
配信する情報：悪質商法による被害や悪質業者の手口、製品安全に関する情報など
配 信 頻 度：月に２回程度
登録方法ウェブサイト（パソコン用）
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
登録方法ウェブサイト（携帯電話用）
https://krs.bz/kokusen/s?p=2
問合せ先
〇独立行政法人国民生活センター総務部広報室
電話 03-3443-8623
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［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理
Ⅱ

消費者団体訴訟制度の概要は以下のとおりです。
①

差止請求権
１）適格消費者団体は、事業者が不特定かつ多数の消費者に対して、消費者契約法
第４条第１項から第３項に規定する不当な勧誘行為又は同法第８条から第10条ま
でに規定する不当な契約条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に
行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に
供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置
をとることを請求することができます（第12条）。
なお、受託者等、事業者の代理人又は受託者等の代理人の行為についても、規
定されています。
また、景品表示法第10条では、優良誤認表示、有利誤認表示に対する差止めを
規定しています。さらに、特定商取引法では、訪問販売、通信販売、電話勧誘販
売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入につ

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

近年、消費者契約に関わるトラブルが増加しており、その内容は一段と多様化・複
雑化しています。2001年４月１日に施行された消費者契約法（2000年５月12日公布、
最終改正2013年12月11日）は、消費者被害の個別的・事後的な救済に資するものの、
同種の消費者被害の発生や拡大を防止するには限界がありました。また、消費者団体
の中には、不当な行為の改善を求める活動などを自主的に行っているところもありま
したが、法的な裏付けがなく、その実効性において限界がありました。このため、事
業者の不当行為自体を抑止する方策として、消費者全体の利益擁護のため、一定の消
費者団体に、事業者の不当な行為に対して差止めを求める権利を認める消費者団体訴
訟制度が2006年の消費者契約法改正により創設され、2007年６月から導入されていま
す。
また、2008年の法改正により、2009年４月１日より不当景品類及び不当表示防止法
（景品表示法、1962年５月15日公布、最終改正2013年12月13日）へ、同年12月１日よ
り特定商取引に関する法律（特定商取引法、1976年６月４日公布、最終改正2012年８
月22日）へ消費者団体訴訟制度が導入され、景品表示法上の不当表示（優良誤認表示・
有利誤認表示）や、特定商取引についての不当な行為に対しても、適格消費者団体が
差止請求を行うことができるようになり、消費者被害の未然防止・拡大防止がより一
層図られることとなりました。
さらに、2013年の法改正により、食品表示法（2013年６月28日公布、未施行）へ消
費者団体訴訟制度が導入され、今後、食品表示に関する不当表示に対しても、適格消
費者団体が差止請求を行うことができるようになります。

各分野における消費者政策

１．消費者団体訴訟制度
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いて、不当な勧誘等に対する差止めを規定しています（特定商取引法第58条の18
から第58条の24）。
２）差止請求は、当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該
差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合には、することがで
きません。
３）差止請求は、他の適格消費者団体による差止請求に係る訴訟等につき既に確定
判決等（確定判決及び確定判決と同一の効力を有するものをいう。
）が存する場合
において、原則として請求内容及び相手方が同一である場合には、することがで
きません。
②

適格消費者団体
１）適格消費者団体の認定等
ア）適格消費者団体の認定
差止請求関係業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければ
なりません。
イ）認定の要件
内閣総理大臣は、申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているとき
に限り、その認定をすることができます。
・特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。
・不特定かつ多数の消費者の利益擁護を図るための活動を行うことを主たる目
的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認め
られること。
・差止請求関係業務の実施に係る組織、業務の実施の方法、業務に関して知り
得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂
行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。
・差止請求関係業務の執行決定機関として理事会が置かれ、決定方法が適正で
あること。
・理事に占める特定の事業者の関係者又は同一業種の関係者の割合が、それぞ
れ３分の１又は２分の１を超えていないこと。
・差止請求に係る検討部門において、専門委員（消費生活に関する専門家、法
律に関する専門家）が助言し意見を述べる体制が整備されていること。
・差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
・差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、差止請求関係業務の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ウ）業務規程
・業務規程には、差止請求関係業務の実施方法、情報管理及び秘密保持の方法
等が定められていなければなりません。
エ）欠格事由
・暴力団員等がその事業活動を支配する法人、暴力団員等をその業務に従事さ
せ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
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Ⅱ
各分野における消費者政策
« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

・政治団体（政治資金規正法第３条第１項に規定する政治団体） 等
オ）認定の申請、申請に関する公告・縦覧等
・適格消費者団体の認定を受けようとする者は、名称及び住所並びに代表者の
氏名等所定の事項を記載した申請書及び定款等の添付書類を、消費者庁長官
に提出しなければなりません。
・消費者庁長官は申請書類等を公告・縦覧に供するとともに、経済産業大臣の
意見を聴取します。また必要に応じ警察庁長官の意見を聴取します。
カ）認定の有効期間等
・認定の有効期間は、当該認定の日から起算して３年とします。
・有効期間の満了後引き続き差止請求関係業務を行おうとする適格消費者団体
は、その有効期間の更新を受けなければなりません。
２）差止請求関係業務等
ア）差止請求権の行使等
・適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請求権を
適切に行使しなければならず、それを濫用してはなりません。
・適格消費者団体は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同して差止
請求権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携を図りながら
協力するように努めなければなりません。
・適格消費者団体は差止請求に関する所定の手続に係る行為について、電磁的
方法等により、他の適格消費者団体にその旨を通知し、消費者庁長官にその
旨及び内容等を報告しなければなりません。
イ）財産上の利益の受領の禁止等
適格消費者団体は、訴訟費用、間接強制金等を除き、差止請求に係る相手方
から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問
わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはなりません。
３）監督
ア）財務諸表等の作成、備置き、閲覧等・提出等
・適格消費者団体の事務所には、財務諸表等、寄附金に関する事項等を記載し
た書類等、所定の書類を備え置かなければなりません。
・適格消費者団体は、毎事業年度、その業務がこの法律の規定に従い適正に遂
行されているかどうかについて、必要な学識経験を有する者の調査を受けな
ければなりません。
イ）報告・立入検査、適合命令・改善命令
ウ）認定の取消し等
内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる事由があ
るときは、認定を取り消すことができます。
・認定要件のいずれかに適合しなくなったとき
・欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき
等
４）補則
ア）規律
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・適格消費者団体は、これを政党又は政治的目的のために利用してはなりません。
イ）判決等に関する情報の公表
・消費者庁長官は、インターネットの利用等により、速やかに、判決等、裁判
外の和解の概要等を公表します。このほか、消費者庁長官は、差止請求関係
業務に関する情報を広く国民に提供することができます。
ウ）適格消費者団体への協力等
・国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、必要
な限度において、消費生活相談に関する情報を提供することができます。
③

訴訟手続等の特例
ア）書面による事前の請求
適格消費者団体は、被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨及び
紛争の要点等を記載した書面により差止請求をし、その到達時から一週間経過
後でなければ、差止め請求に係る訴えを提起することができません（被告とな
るべき者がその差止請求を拒んだときは、この限りではありません。）。
イ）管轄
・被告の本店所在地等
・営業所等所在地（民事訴訟法第５条第５号）
・第12条に規定する事業者等の行為があった地
・景品表示法第10条に規定する事業者の行為があった地
・特定商取引法第58条の18から第58条の24までに規定する差止請求に係る相手
方の行為があった地
・食品表示法第11条に規定する食品関連事業者の行為があった地
ウ）移送
裁判所は、他の裁判所に同一又は同種の行為の差止請求に係る訴訟が係属し
ている場合には、当事者の住所又は所在地、証人の住所、争点又は証拠の共通
性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、当該他の裁判所又は他の管
轄裁判所に移送することができます。
エ）弁論等の併合
請求内容及び相手方が同一である差止請求に係る訴訟が同一の裁判所に数個
同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、
併合してしなければなりません。
ただし、著しく不相当であると認めるときは、この限りではありません。
問合せ先
○消費者庁消費者制度課
電話 03-3507-9264
ウェブサイト http://www.caa.go.jp/planning/index.html#m02
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認定された適格消費者団体一覧（2013年11月末日現在）
差止請求関係業務を行う 認 定 を
事務所の所在地
した日

特定非営利活動法 大阪市中央区石町1丁目1番 大阪市中央区石町1丁目1 2007年8
人消費者支援機構 1号 天満橋千代田ビル2号 番1号 天満橋千代田ビル 月23日
関西
館
2号館

特定非営利活動法 京都市中京区烏丸通二条下 京都市中京区烏丸通二条 2007 年
人京都消費者契約 ル秋野々町529番地 ヒロ 下ル秋野々町529番地 ヒ 12 月 25
ネットワーク
セビル4階
ロセビル4階
日
特定非営利活動法 広島市中区鉄砲町1丁目20 広島市中区鉄砲町1丁目20 2008年1
人消費者ネット広 番 第三ウエノヤビル3階D 番 第三ウエノヤビル3階 月29日
島
号室
D号室
特定非営利活動法 神戸市中央区下山手通五丁 神戸市中央区下山手通五 2008年5
人ひょうご消費者 目７番11号 兵庫県母子会 丁目７番11号 兵庫県母 月28日
ネット
館２階
子会館２階
特定非営利活動法 さいたま市浦和区岸町7丁 さいたま市浦和区岸町7丁 2009年3
人埼玉消費者被害 目11番5号
目11番5号
月5日
をなくす会
特定非営利活動法 札幌市中央区北四条西12丁 札幌市中央区北四条西12 2010年2
人消費者支援ネッ 目1番55
丁目1番55
月25日
ト北海道
特定非営利活動法 名古屋市中区丸の内二丁目 名古屋市中区丸の内二丁 2010年4
人消費者被害防止 18番22号
目18番22号
月14日
ネットワーク東海
特定非営利活動法 大分市青崎一丁目９番35号 大分市青崎一丁目９番35 2012年2
人大分県消費者問
号
月28日
題ネットワーク
特定非営利活動法 福岡市博多区博多駅前一丁 福岡市博多区博多駅前一 2012 年
人消費者支援機構 目５番１号
丁目５番１号
11 月 13
福岡
日

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

公益社団法人全国 東京都中央区日本橋堀留町 東京都中央区日本橋堀留 2007 年
消費生活相談員協 2丁目3番5号 グランドメ 町2丁目3番5号 グランド 11月9日
会
ゾン日本橋堀留101
メゾン日本橋堀留101、
大阪府大阪市中央区北浜2
丁目6番26号 大阪グリー
ンビルディング内、
北海道札幌市中央区大通
西18丁目1番43号

各分野における消費者政策

特定非営利活動法 東京都千代田区六番町15番 東京都千代田区六番町15 2007年8
人消費者機構日本 地 主婦会館プラザエフ6 番地 主婦会館プラザエ 月23日
階
フ6階

Ⅱ

適格消費者団体の 適格消費者団体の住所
名称

iii
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２．集団的消費者被害回復に係る訴訟制度
最近の消費者被害に関しては、消費生活相談の件数が高水準で推移しており（2012
年度で約85万件）、中でも取引に関する相談件数が多い（2012年度で71万件超）状況に
あります。その一方で、消費者は、被害に遭った際に被害回復のための行動を取りに
くく、被害を受けた者の３割以上が誰にも相談せず「泣き寝入り」をしてしまってい
る実情があるといわれています。
そして、本来の最終的な被害回復手段である訴訟制度においても、相応の費用・労
力を要すること、消費生活相談に係る事案の既払金額の平均が約60万円であるように、
訴訟に要する費用等を考慮すれば比較的少額な請求の場合が多いこと、消費者が返還
請求等ができることを知らなかったり、そもそも被害に遭っていることの認識を持っ
ていなかったりすることなどから、個々の消費者が自ら訴えを提起するなどして被害
回復を図ることは困難な状況にあります。
こうした状況に鑑み、消費者の権利の実効性を確保するため、個々の消費者が、簡
易・迅速に請求権を主張することができる新たな訴訟制度として、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（消費者裁判手続特例
法、2013年12月11日公布、未施行）が2013年12月４日に成立しました。本法律は、公
布の日から起算して３年以内に施行されます。
本法律は、同種の被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑み、消費者
被害の集団的な回復を図るための二段階型の訴訟制度を設けるものです。具体的には、
一段階目の手続では、適格消費者団体のうち、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格
消費者団体が原告となり、相当多数の消費者と事業者との間の共通義務（注）の存否に
ついて裁判所に確認を求め、特定適格消費者団体が勝訴した場合、個々の消費者は、
二段階目の手続に加入して、簡易な手続においてそれぞれの債権の有無や金額を迅速
に決定することで、消費者被害回復の実効性の確保を図る制度です。
本法律の制度の導入により、消費者は、特定適格消費者団体による一段階目の訴訟
追行の結果を踏まえて被害回復を図ろうとすることができることとなり、かつ、二段
階目の手続は特定適格消費者団体に授権をして行うこととなるため、被害回復に要す
る時間・費用・労力等が低減されます。それゆえ、消費者が訴訟手続を使うことをた
めらわなくなり、これまで回復することが困難だった消費者被害を回復することがで
きることとなります。
また、個別の訴訟が提起される場合に比べ、紛争をまとめて解決する（一回的解決
を図る）ことができるため、事業者にとっても応訴負担の軽減につながり、かつ、裁
判所の資源の効率的な運用に資するものと考えられます。
（注） 共通義務とは、
「事業者が相当多数の消費者に対して、これらの消費者に共通
する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支払う義務」のことをいいます。
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（参考）消費者の財産被害に係る行政手法について

（１）被害回復給付金支給制度
最近、振り込め詐欺やいわゆるヤミ金融事件などにより多数の被害が発生しています。
こうした財産犯などの犯罪では、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
る法律（組織的犯罪処罰法、1999年８月18日公布、最終改正2013年11月27日）上、被
害者による原状回復を優先させるため、犯人が得た財産（犯罪被害財産）を剥奪（没
収・追徴）することはできないこととされていましたが、同法の一部改正及び犯罪被
害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律（被害回復給付金支給法、2006年6
月21日公布、最終改正2011年6月24日）の制定（両法とも2006年12月１日から施行）に
より、犯罪行為が組織的に行われた場合や犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるな
どいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合などには、犯罪被害財産の剥奪が
可能になるとともに、剥奪した財産を用い、その事件の被害者の方などに被害回復給
付金を支給することが可能となりました。
被害回復給付金の支給の対象となるのは、刑事裁判において認定され、犯罪被害財
産の剥奪の理由とされた財産犯等の犯罪行為の被害者のほか、こうした犯罪行為と一
連の行為として行われた、いわゆる余罪の財産犯等の犯罪行為の被害者です。また、
これらの被害者の相続人等も対象となります。ただし、犯人の共犯者や犯人から不正
な利益を得た人等は対象にはなりません。
支給手続を行うのは検察官です。検察官は、裁判の確定後、犯罪被害財産等を犯人

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

３．財産犯等の犯罪収益の剥奪及び被害回復

各分野における消費者政策

同研究会は、2011年12月に①財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のため
の行政措置について取りまとめを行いました。これを踏まえて政府は、2012年２
月14日に、多数の消費者に重大な財産被害を生じさせた事業者に対する行政措置
の導入等を内容とする「消費者安全法の一部を改正する法律案」を国会に提出し、
同法案は同年８月29日に成立しました。改正消費者安全法に基づき、2013年４月
１日から、多数消費者に生じた重大な財産被害に関する「隙間事案」への行政措
置が導入されています。
また、②行政による経済的不利益賦課制度及び③財産の隠匿・散逸防止策につ
いては、2012年２月以降、考えられる制度・手法等について議論を行い2013年６
月に報告書を取りまとめました。これを受けて、現在、消費者庁では、行政によ
る経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策について、被害状況や現行
法令の執行状況を十分に踏まえ、具体的な法律上の手当てを念頭に置いて、必要
な分野についての法制的な制度設計の検討を行っています。

Ⅱ

消費者庁は2011年10月に有識者等を構成メンバーとする「消費者の財産被害に
係る行政手法研究会」を発足させ、①財産に対する重大な被害の発生・拡大防止
のための行政措置、②行政による経済的不利益賦課制度、③財産の隠匿・散逸防
止策について検討を行ってきました。
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から剥奪した上で、被害回復給付金の支給対象となる犯罪行為や申請期間を定め、支
給手続を開始します。支給手続が開始されたことや支給対象となる犯罪行為の範囲な
どについては、官報や検察庁のウェブサイトに掲載されますが、検察官が通知可能な
被害者等がいることを把握している場合は、そのような方には個別に通知がなされま
す。
支給を希望する被害者等は、申請書に必要な書類を添えて、支給手続を行っている
検察官に申請します。
検察官は、被害者等の申請に基づき支給の可否等を裁定（判断）します。支給額の
上限は、各人が実際に被害を受けた額ですが、資金が足りない場合は、各人の被害額
に応じてあん分した額がそれぞれへの支給額になります。
これらの支給手続の事務のうち、支給の可否等の裁定のための審査に関する事務な
どは、検察官から「被害回復事務管理人」に選任された弁護士が行うこともあります。
問合せ先
○法務省刑事局
電話03-3580-4111（代）
ウェブサイト http://www.moj.go.jp/
（２）振り込め詐欺救済法
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（振り
込め詐欺救済法、2007年12月21日公布）は、詐欺その他の人の財産を侵害する罪の犯
罪行為であって、財産を得る方法として振込みが利用されたものによる被害者に対し、
被害回復分配金の支払手続等を定めるものです（オレオレ詐欺や架空請求詐欺等の振
り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、いわゆるヤミ
金融や点検商法・催眠商法、利殖商法等の悪質商法等で振込みが利用された犯罪行為
が対象）。
実際の手続については、振込先の金融機関において、以下の流れに沿って行われま
す。
ポイント
被害にあった方は、すぐに、警察、消費生活センター、弁護士、認定司法
書士や金融機関等に連絡し、犯罪に利用された口座の取引停止を求めてくだ
さい。
○ 支払を受けるには、取引停止された口座の支払手続期間内に、金融機関に
被害の申請を行ってください（公告は、預金保険機構のウェブサイト上にて
行われますが、それまでに振込先の金融機関に被害を申し出ていた方には、
金融機関から個別に連絡が行われます）。
○ いずれにしても、被害に遭った方は、手続の詳細について金融機関等に御
照会ください。
○
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被害回復分配金の支払等に関する手続の流れ

Ⅱ

① 金融機関による、犯罪利用の疑いがあると認める預金口座等の
約款に基づく取引の停止等の措置

各分野における消費者政策

② 金融機関による、犯罪利用預金口座等と疑うに足りる相当な理由
があることの認定
金融機関による預金保険機構への公告の求め

③ 預金保険機構による失権のための公告（失権公告）
名義人の権利行使の届出
名義人又は被害者の訴訟提起等

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

失
権
手
続

iii

なし

あり

訴訟等の既存の法制度による解決

④ 一定期間（60日以上）の経過により失権（名義人の預金等債権の消滅）
＝（金融機関に被害者への分配金の支払を行う義務発生）
金融機関による預金保険機構への公告の求め

⑤ 預金保険機構による分配金支払のための公告（分配公告）
金融機関による被害者からの支払申請受付（30日以上の申請期間）
（注）口座残高が1000円未満の場合には支払手続は行わない

支
払
手
続

⑥ 支払請求権の確定
（金融機関による、被害者・被害額・支払額の認定）

⑦ 認定された被害者への支払（金融機関より支払）
残余財産あり（金融機関から預金保険機構へ納付）

⑧ 残余財産の活用

・一定割合を預金口座等の名義人の救済に充てる
・残りは犯罪被害者の支援の充実のために用いる

問合せ先
○金融庁総務企画局企画課、監督局銀行第一課、信用機構対応室
電話 03-3506-6000（代）
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４．製造物責任法と関連施策
(１) 製造物責任法の意義について
製造物責任法（ＰＬ法、1994年７月１日公布）は、製造業者等の「過失」に代えて
製造物の「欠陥」を要件とすることによって、製造物の欠陥により生じた被害者の生
命、身体又は財産についての被害に対し、製造業者等に賠償責任を負わせることを通
じて製品事故被害者の権利・利益を擁護し、増進させようとする法律です。
裁判の場だけでなく、裁判以外の場においても、本法が紛争解決の規範として機能
することで、解決水準が安定し、紛争が適切・迅速に解決されることが期待されるほ
か、製造業者等がより一層消費者の安全性に対するニーズに即して製品を開発、製造
するようになることが期待されます。このように同法には、製造業者等・消費者双方
の製品安全に対する意識の変化や、国際的な諸制度との調和等を通じて、
「国民生活の
安定向上と国民経済の健全な発展」に資することが期待されています。
（２）製造物責任法に係る関連施策
2010年３月に閣議決定された「消費者基本計画」においては、製造物責任法が円滑
かつ適切に運用されるために、
「製造物責任法に関連する裁判例及び裁判外紛争解決事
例について、消費者庁は、関係省庁及び国民生活センターなど関係機関との協力体制
を整備して収集を行い、これを整理して取りまとめ、消費者庁ホームページ等で公表
します。」
（実施時期：継続的に実施します。）と記載されています。消費者庁では、国
民生活センターと連携・協力して、同法に関連する判例、同法に基づき提訴された訴
訟等の情報を収集し、その概要について、国民生活センターのウェブサイト（消費者
庁のウェブサイトからリンクを設定。）で公表しています。
（３）専門的知見を活かした処理体制の整備
製品事故の被害救済については、民間活力を活用し、製品分野ごとの専門的知見を
活かした紛争解決機関の整備が図られています。各製品分野において、公平性・中立
性に配慮した苦情相談・紛争解決体制の整備が図られています（別表）。
問合せ先
○消費者庁消費者安全課
電話 03-3507-8800（代）
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（別表）製品分野別裁判外紛争処理機関

化学製品Ｐ
Ｌ相談セン
ター

家電製品Ｐ
Ｌセンター

公益財団法
人自動車製
造物責任相
談センター

住宅部品Ｐ
Ｌ室

消費生活用
製品ＰＬセ
ンター

生活用品Ｐ
Ｌセンター

医薬品
（医薬部外品を含む）

化学製品
（食品は除く。医薬品、化粧品、
塗料、建材は別に該当する機関
がある）
ガス石油機器

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

ガス石油機
器ＰＬセン
ター

対象品目

各分野における消費者政策

医薬品ＰＬ
センター

所在地・電話番号・受付時間（土・日・
祝日を除く）
〒103-0023 東京都中央区日本橋本
町 3-4-18
昭和薬貿ビル 5 階
フリーダイヤル：0120-876-532
（9:30～16:30)
〒104-0033 東京都中央区新川 1-4-1
住友六甲ビル 7 階
フリーダイヤル：0120-886-931
(9:30～16:00)
〒101-0046 東京都千代田区神田多
町 2-11
ガス石油機器会館１階
フリーダイヤル：0120-335-500
(10:00～16:00)
〒100-0013 東京都千代田区霞が関
3-7-1 霞が関東急ビル５階 一般財団
法人家電製品協会内
フリーダイヤル：0120-551-110
(9:30～16:30)
〒105-0001 東京都港区虎ノ門
1-19-5
虎ノ門 1 丁目森ビル 3 階
フリーダイヤル：0120-028-222
(9:30～17:00)
(12:00～13:00 を除く。)
〒102-0094 東京都千代田区九段北
4-1-7
九段センタービル 3 階 公益財団法人
住宅リフォーム・紛争処理支援センタ
ー内
ナビダイヤル：0570-016-100
(10:00～17:00)
〒110-0012 東京都台東区竜泉
2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪 2 階 一般財
団法人製品安全協会内
フリーダイヤル：0120-11-5457
(10:00～16:00)
（12:00～13:00 を除く。）
〒103-0013 東京都中央区日本橋人
形町 2-15-2
松島ビル 4 階 一般財団法人生活用
品振興センター内
フリーダイヤル：0120-090-671
(10:00～16:00・
水曜日のみ。)

Ⅱ

機関名

iii

家電製品

自動車（二輪自動車、部品用品
も含む)

相談は｢住宅紛争処理支援セン
ター｣
（電話：0570-016-100）
住宅部品のあっせん・調停（ド
ア、キッチンシステム、浴室ユ
ニット、サッシ、建材等）
消費生活用製品
（乳幼児用品、家具・家庭・厨
房用品、スポーツ・レジャー用
品、高齢者用品、自転車、喫煙
具等）

家具、硝子製品、食卓・台所製
品、プラスチック製品、文房具、
玩具、釣具、運動具、装身具、
靴、楽器等
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日本化粧品
工業連合会
ＰＬ相談室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-1-5 化粧品
虎ノ門 45ＭＴビル 6 階
（薬用化粧品、育毛剤、除毛剤、
東日本：03-5472-2532（9:00～17:00） てんか粉剤、脇臭防止剤などの
西日本：06-6941-6996（9:00～17:00） 医薬部外品を含む）
中日本：052-971-1476（9:00～17:00）
防災製品
防災製品Ｐ 〒105-0001 東京都港区虎ノ門
（消火器、スプリンクラー設
Ｌセンター 2-9-16
備、自動火災報知設備等の消防
日本消防会館 7 階
用設備・機器、防災物品・製品、
一般財団法人日本消防設備安全セ
消防用服装装備品、危険物容
ンター内
器、ガソリン計量機等)
フリーダイヤル：0120-553-119
（9:30～17:30）
（12:00～13:00 を除く。）
プレジャーボート及びその関
プレジャー 〒104-0028 東京都中央区八重洲
ボート製品 2-10-12 国際興業第 2 ビル 4 階 一般 連製品
（モーターボート、ヨット、パ
社団法人日本マリン事業協会内
相談室
ーソナルウォータークラフト、
フリーダイヤル：0120-356-441
船外機（機関）、航海機器、デ
（10:00～17:00）
（12:00～13:00 を除く。） ィーゼルエンジン（機関）)
玩具
玩具ＰＬセ 〒130-8611 東京都墨田区東駒形
ンター
4-22-4
一般社団法人日本玩具協会内
フリーダイヤル：0120-152-117
（9:00～17:00）
（12:00～13:00 を除く。）
塗料
日本塗料工 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿
業会ＰＬ相 3-12-8
東京塗料会館１階 一般社団法人
談室
日本塗料工業会内
03-3443-2074 （9:00～17:00）
建材・住宅設備機器
建材・住宅設 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜
備ＰＬ相談 町 2-17-8
室
KDX 浜長ビル
一般社団法人日本建材・住宅設備産
業協会内
03-5640-0902（ 10:00～17:00）
（11:45～12:45 を除く。）

５．損害賠償制度のあるマーク制度
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（１）ＢＬマーク
一般財団法人ベターリビングが優良住宅部品（ＢＬ部品）認定制度に基づき認定した住
宅部品には、ＢＬマーク証紙（下図参照）等でＢＬ部品であることを表示しています。認
定は、①機能に優れ、快適な居住環境を提供できるものであること、②安全性が優れたも
のであること、③耐久性、維持性が優れたものであること、④適切な施工が確保されてい
るものであること、⑤確実な供給、品質保証及び維持管理サービスが提供できるものであ
ることを基準に審査の上、行われます。ＢＬ部品には、認定企業が消費者に対して十分な

218

①

②

お客様相談室
お客様相談室では、ＢＬ認定制度やＢＬ部品の最新情報（認定状況等）、認定企業
に関する問合せ先等の情報提供を行うとともに、アフターサービス相談（ＢＬ部品
の点検や修理の依頼先に関する情報の提供など）も受け付けております。
相談専用電話 03-5211-0680（受付時間 10：00～12：00及び13：00～17：00）
（土、日、祝日、夏季休業、年末年始を除く。）
問合せ先
○一般財団法人ベターリビング カスタマーセンター
住所 〒102-0071 千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング
電話 03-5211-0699
ウェブサイト http://www.cbl.or.jp/

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

保険の内容
１）保証責任保険
ＢＬ部品は、瑕疵・欠陥に関する無償修理２～10年間保証が義務付けられてい
るため、ＢＬ部品が住宅に据付けられ引渡された後、当該期間以内に設計・製造
又は据付け工事に原因のある瑕疵・欠陥が発見された場合、その瑕疵・欠陥を無
償修理するために要した費用損害が、保険金として認定企業に支払われます。
（保
証責任保険の年間限度額は20億円、１事故当たり５億円、ＯＥＭ供給者又は下請
企業による供給の結果生じる複数の認定企業にわたる１事故の場合は、１事故当
たりてん補限度額は８億円）
２）賠償責任保険
ＢＬ部品が住宅に据付けられ、引渡された後、設計・製造若しくは据付け工事
等に原因のある瑕疵・欠陥によって生じた事故に起因して、又は施工者等の施工
等の瑕疵・欠陥に起因して第三者の身体・財物に損害を与えた場合に、被害者に
支払わなければならない損害賠償金が保険金として認定企業に支払われます。
（賠
償責任保険の限度額は、人身事故の場合１事故当たり３億円、１人当たり１億円、
年間限度額は３億円、物損事故の場合１事故当たり5,000万円、年間限度額は１億
円となっています。）

各分野における消費者政策

◆マーク表示例

Ⅱ

アフターサービスを行うことができるよう、製品や施工に起因する万一の事故に備えて、
部品の修理・交換や損害賠償に対応する「保証責任保険」と「賠償責任保険」の２つの保
険が付けられています。

iii
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（２）その他のマーク付損害賠償制度
ＳＴマーク

実施団体

ＳＦマーク

一 般 社 団 法 人 日 本 公益社団法人日本
玩具協会
煙火協会
電話 03-3829-2513 電話
03-5652-7855

液化石油ガス用ガス漏れ警
報器検定合格証及び不完全
燃焼警報器検定合格証
高圧ガス保安協会（検査）
電話 03-3436-6108
ガス警報器工業会（保険）
電話 03-5157-4777

マーク

他の表示形式もあります
表示の基
準

玩具安全基準

公益社団法人日本
煙火協会検査規定
「がん具煙火の安
全基準及び検査等
に関する規程」

賠償制度

共済制度（玩具製造
物責任補償共済）に
よる、メーカーへの
賠償補償。
対人賠償
１人最高１億円
１事故期間中２億
円
対物賠償
１事故最高 2000 万
円
見舞金最高 10 万円

マーク付きおもち 保険（賠償責任保険）
ゃ花火の製造上の による。
欠陥により事故が 身体賠償
起 こ っ た 場 合 は 、 １人
最高２億円
「生産物賠償責任 １事故 最高５億円
保険（ＰＬ保険）」 財物賠償
に基づき、製造又 １事故 最高５億円
は輸入事業者が補 免責金額
償。
１事故につき５万円
保険期間中の
総保険額
５億円

対象範囲

玩具

おもちゃ花火
液化石油ガス用ガス漏
（国産・輸入品全 れ警報器及び不完全燃
て）
焼警報器

高圧ガス保安協会検査規程
「液化石油ガス用ガス漏れ
警報器検定規程」及び「液化
石油ガス用不完全燃焼器検
定規程」
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実施団体

ＳＧマーク

マーク

各分野における消費者政策

一 般 財 団 法 人 日 本 ガ 一般社団法人日本ホ 一 般 財 団 法 人 製 品 安
ス 機 器 検 査 協 会 （ 検 ームヘルス機器協会 全協会
査）
電話 03-5805-6131 電話 03-5808-3300
電話 03-5570-5981
ガス警報器工業会（保
険）
電話 03-5157-4777

Ⅱ

都市ガス用ガス警報器 ＨＡＰＩマーク
証票

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理
iii

表 示 の 基 一般財団法人日本ガ
準
ス機器検査協会検査
規程「都市ガス用ガス
警報器検査規程」

一般社団法人日本ホ
ームヘルス機器協会
「ＨＡＰＩマーク発
給規程」

一般財団法人製品安
全協会が制定する製
品の安全性に関する
認定基準

賠償制度

保険（賠償責任保険）
による。
身体賠償
１人最高２億円
１事故最高５億円
財物賠償
１事故
最高５億
円
免責金額
１事故につき５万円
保険期間中の総保険
額５億円

保険（賠償責任保険） 保険（賠償責任保険）
による。
による対人賠償
身体障害賠償
１人
最高１億円
１人最高 5000 万円
１事故につき３億円
（ただし、磁気治療器
は、１億円）
財物損壊賠償
（ただし、磁気治療器
は対象外）
１事故につき 1000 万
円
免責金額
いずれの賠償も１事
故につき 1000 万円

対象範囲

都 市 ガ ス 用 ガ ス 漏 れ 低周波治療器、電位治 消費生活用製品
警 報 器 及 び 不 完 全 燃 療器、超短波治療器、 123 品目（2013 年 11
焼警報器
磁 気 治 療 器 等 月 30 日現在）
26 品目
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６．リコール制度
（１）国土交通省
自動車のリコール制度とは、欠陥車による事故を未然に防止し、自動車ユーザー等
を保護することを目的とするものであり、自動車製作者等が、その製作し、若しくは
輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置若しくは性能が自動車の安全
上、公害防止上の規定（道路運送車両法の保安基準）に適合しなくなるおそれがある
状態、又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にある
と認める場合に、その旨を国土交通省に届け出て自動車を回収し改善のための修理を
する制度です。
なお、2003年１月より、自動車製作者等にリコールの届出を確実に行わせるため、
国がリコールの命令を行うことができる制度を整備し、また、2004年１月から、特定
後付装置（タイヤ及びチャイルドシート）に関するリコール制度を導入しました。
①

リコールの手続と措置
自動車製作者等は、その製作する自動車又は特定後付装置に、設計又は製作上の
上記の不具合があると認められるに至ったときは、不具合の状況及びその原因・改
善措置の内容・自動車使用者等に対して周知させるための措置等を最終決定した翌
日から５日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。

②

リコール等の公表
リコール届出がなされたものについては、その内容を国土交通省ウェブサイトに
公表しています。また、自動車使用者等から寄せられた不具合情報や、自動車製作
者等から報告のあった事故・火災情報についても国土交通省ウェブサイトに公表し
ています。

③

リコール届出件数及び対象車両台数の推移
1969年度の制度発足以来、2013年３月までのリコール届出件数は4,977件、対象車
両台数の累計は約9,091万台となっています。近年の推移は下表のとおりです。

項目/年度

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

届出件数
（件）

204

438

309

300

310

295

304

320

263

308

車両台数
（万台）

442

757

566

697

427

535

328

735

259

561

問合せ先
○国土交通省自動車局審査・リコール課リコール監理室
電話 03-5253-8111（代）
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« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

（３）経済産業省
経済産業大臣は製品安全４法（95ページ参照）において規制対象製品の製造事業者、
輸入事業者が当該規制対象製品の技術基準に適合しないものを製造、輸入又は販売した
こと、製造事業者、輸入事業者又は販売事業者がＰＳマークの表示をせずに規制対象製
品を販売したことにより一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれが
あると認められる場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があ
ると認めるときは、製品安全４法各法（消費生活用製品安全法第32条、電気用品安全法
第42条の５、ガス事業法第39条の18、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関
する法律第65条）の規定に基づき、危害防止命令等を発することができます。命令を受
けた製造事業者、輸入事業者又は販売事業者は製品の回収など必要な措置を行わなけれ
ばなりません。
また、消費生活用製品（95ページ参照）の欠陥により、重大製品事故が生じた場合
その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫し

各分野における消費者政策

問合せ先
○厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課/審査管理課化学物質安全対
策室
○厚生労働省食品安全部監視安全課
電話 03-5253-1111(代)

Ⅱ

（２）厚生労働省
安全に疑義がある医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器については、薬事法に
基づき、原因究明を含めて、保健衛生上の危害の防止のための措置を講じることが、
製薬企業等に義務付けられています。
回収に着手したときは行政に対して報告することが義務付けられており、2000年４
月からは全ての事例をインターネット上で公開しています。
○医薬品医療機器情報提供ホームページ 医薬品等の回収に関する情報
http://www.info.pmda.go.jp/kaisyuu/menu.html
また、家庭用品については、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基
づき、回収の措置を講じることとしています。同法による基準に適合しない家庭用品
が販売又は授与され健康被害が生じるおそれがある場合、健康被害の発生を防止する
ため、当該家庭用品の製造、輸入又は販売事業者に対して、当該家庭用品の回収の措
置を命じます。また、同法による基準が定められていない家庭用品についても、当該
家庭用品が原因で重大な健康被害が発生した場合には、健康被害の拡大を防止するた
め、当該家庭用品の製造又は輸入事業者に対して、当該家庭用品の回収の措置を命じ
ます。
このほか、食品衛生法（1947年12月24日公布、最終改正2013年６月28日）第54条第
１項の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事等は、食品衛生法上の基準に違
反する食品等について、その流通を防止するため、営業者に対して回収や廃棄等を命
じることができます。
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た危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要がある
と認めるときは、経済産業大臣は消費生活用製品安全法第39条１項の規定に基づき、
危害防止命令を発することができます。命令を受けた製造事業者又は輸入事業者は、
製品の回収など必要な措置を行われなければなりません。
問合せ先
○経済産業省商務流通保安グループ製品安全課
電話 03-3501-1511（代）

７．民事事件の裁判手続
(１）民事訴訟
① 訴えの提起
民事訴訟は、訴えを提起した者（原告）が裁判所に「訴状」を提出することから
始まります。裁判所は、訴状に不備がないときは、訴えを提起された者（被告）に
宛てて訴状を送達し、あわせて、口頭弁論の期日の指定、原告及び被告の期日への
呼出しがされます。
被告は、口頭弁論の期日までに、訴状に記載された事実関係に対する認否や法律
問題に関する主張等を記載した「答弁書」を裁判所に提出します。
②

口頭弁論・争点及び証拠の整理手続
口頭弁論は公開の法廷で行われます。口頭弁論には、当事者本人又はその訴訟代
理人（弁護士）が出頭し、事前に裁判所に提出した訴状、答弁書又は準備書面に基
づいて事実に関する主張及び法律問題に関する主張を行い、事実に関する主張を裏
付けるための証拠を提出します。
裁判所は、双方の言い分を検討し、争いがある点（争点）を確定します。裁判所
は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、争点及び証拠の整
理手続を実施することができます。

③

証拠調べ・判決・和解
裁判所は、争点について判断するため、証拠調べの手続を行います。裁判所は、
口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌し、原告の請求に理由があるか否か
についての心証を得たときは、口頭弁論を終結して判決をします。
このほか、裁判所からの勧告に基づき、当事者同士が妥当な解決方法を話し合う
「和解」等の手続によって解決を図ることもあります。

(２）簡易裁判所における手続
簡易裁判所における手続のうち消費者契約に関するトラブルの解決に役立つものと
しては、次のものがあります。
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①

民事調停
民事調停では、当事者双方が簡易裁判所の調停委員会の仲介の下で話合いを行っ
て合意を成立させることにより、トラブルの解決を図ります。費用が安く、非公開
の手続であるため秘密が守られる点が利点です。

③

問合せ先
○法務省民事局参事官室
電話 03-3580-4111（代）

８．裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）
（１）裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ＡＤＲ法）
紛争が生じた場合に、これを解決する方法として裁判がありますが、このほか、裁
判外紛争解決手続（ＡＤＲ：Alternative Dispute Resolution）を利用して解決す
ることも可能です。
裁判外紛争解決手続とは、裁判以外の場において紛争を解決するための手段や方法
の総称です。裁判外紛争解決手続は、厳格な裁判手続と異なり、それぞれが対象とす
る紛争の分野について、手続を提供する者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即
した迅速な解決を図ることなど、柔軟な対応が可能であるという特長があり、利用し
やすい多様な裁判外紛争解決手続が発展することが望まれます。
そこで、司法制度改革の一環として、裁判外紛争解決手続の拡充・活性化を図るた
めの制度基盤の整備について検討がされ、2004年に裁判外紛争解決手続の利用の促進
に関する法律（ＡＤＲ法、2004年12月1日公布、最終改正2011年６月24日）が制定され
ました。ＡＤＲ法は、2007年４月１日から施行されています。
ＡＤＲ法は、紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国
民の権利利益の適切な実現に資することを目的として、裁判外紛争解決手続の基本理

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

支払督促
支払督促は、債権者の申立てに基づき、債務者に対して金銭等の支払を命じる旨
の「支払督促」を裁判所書記官が発する手続です。
「支払督促」に対して債務者から
異議の申立てがあると通常の訴訟手続に移行しますが、異議の申立てがなければ、
債権者の申立てにより「仮執行の宣言」が付されます。この宣言を付された「支払
督促」に対して異議の申立てがない場合には、確定した判決と同一の効力が認めら
れ、強制執行をすることもできます。

各分野における消費者政策

②

Ⅱ

民事訴訟
民事訴訟のうち、原告が請求する経済的利益が140万円以下の場合には、簡易裁判
所に訴えを提起することができ、特に60万円以下の金銭の支払を請求する訴えにつ
いては、原則として１回の期日で審理を終えて直ちに判決の言渡しまで行う特則（少
額訴訟手続）を設けています。
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念等を定めるとともに、民間紛争解決手続（民間事業者が行う、いわゆる調停やあっ
せんをいいます。）の業務に関し、法務大臣による認証の制度（「かいけつサポート」）
を設け、併せて、認証を受けた業務について、時効の中断等に係る特例を定めてその
利便の向上を図ることを内容とするものです。
ＡＤＲ法による認証制度は、民間紛争解決手続の業務を行う者の申請に基づき、法
務大臣が、当該業務が法令の定める一定の基準・要件を満たしているかどうかを審査
し、それらを満たしていると認められる場合に当該業務について認証する制度です。
また、認証を受けるためには，暴力団員等であることなどの欠格事由に該当しないこ
とが必要です。
法務省では、認証をした民間紛争解決手続の業務に関する情報を広く国民に提供し、
紛争解決の手段の選択の目安とするため、事業者の名称、事務所の所在地、業務の内
容、利用に要する費用等の様々な情報を法務省のウェブサイトに「かいけつサポート」
のページを設け、公表しています。各事業者が実施している民間紛争解決手続を利用
する場合には、
「かいけつサポート」のウェブサイトに掲載されている連絡先を確認の
上、各事業者にお問い合わせください。
（参考）「かいけつサポート」のウェブサイト
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html
問合せ先
〇法務省大臣官房司法法制部審査監督課
電話 03-3580-4111(代)
（２）金融分野における裁判外の紛争解決制度（金融ＡＤＲ制度）
金融商品・サービスに関するトラブルを簡易・迅速に解決する手段として、金融分
野における裁判外の紛争解決制度（金融ＡＤＲ制度）は、利用者保護の充実・利用者
利便の向上のため重要な役割を果たすことが期待されています。金融ＡＤＲ制度を導
入するために、金融商品取引法等の一部が改正され、2010年４月１日に施行されてい
ます。
この金融ＡＤＲ制度においては、苦情処理・紛争解決を行う法人・団体を、その中
立性・公正性や業務遂行能力が十分に備わっているか等の観点から、法令に定める指
定要件に基づいて審査し、指定紛争解決機関として指定を行います。さらに、金融機
関には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約の締結を義務付けることにより、
指定紛争解決機関の行う手続に応諾すること、紛争解決手続における資料提出や和解
案である特別調停案の受諾などの義務を課す枠組みとなっています。これは、金融機
関とその利用者の間に情報・知識及びトラブル解決能力などの格差が存在することを
踏まえ、金融機関の側に片面的な義務を課すことによって、利用者保護の充実を図る
ものであり、金融ＡＤＲ制度の大きな特徴となっています。
2013年11月現在、８つの指定紛争解決機関が金融分野ごとに（銀行業務に係る紛争
解決手続は全国銀行協会、生命保険業務に係る紛争解決手続は生命保険協会など）苦
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問合せ先
〇独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局
電話 03-5475-1979

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

（３）国民生活センター紛争解決委員会
2008年５月に独立行政法人国民生活センター法が改正され、消費者・事業者間の紛
争を裁判外で簡易・迅速に解決するための仕組みが整備され、2009年４月から実施さ
れています。
国民生活センターのＡＤＲは、同センター内に設置された紛争解決委員会（以下「委
員会」という。）によって、中立・公正な立場から手続が実施されます。委員会は、法
律や取引に関する知識・経験を有する委員・特別委員から成り、独立して職権を行使
します。取り扱う対象は、消費者・事業者間に生じた民事上の紛争のうち、同種多数
性、被害の重大性、事案の複雑性などに照らし、その解決が全国的に重要な紛争（重
要消費者紛争）です。
委員会が実施する解決手続には、
「和解の仲介」
（あっせんや調停に相当）と「仲裁」
（当事者間の仲裁合意に基づき第三者の判断に委ねるもの）の２種類があり、いずれ
も、当事者の双方又は一方の申請により手続を開始します。手続は、委員長が委員等
の中から指名する１人若しくは２人以上の仲介委員又は仲裁委員によって非公開で行
われ、申請の日から４か月以内に終了することを目指して実施されます。仲介委員等
は、当事者に手続への出席や関係書類等の提出を求めることができます。また、委員
会によるこれらの手続には、時効の中断や訴訟手続の中止といった法的効果が付与さ
れています。
また、申請手数料が無料、手続の内容を公開せずに紛争解決を図ることができる、
当事者の事情や意見なども考慮し、柔軟な解決を図るなど裁判手続と比べ経済的精神
的負担の少ない簡易迅速な手続を行うことができる、などの特長を有しています。
手続が終了し、国民生活の安定・向上のため必要があるときは、委員会は結果の概
要を公表し、同種の紛争の解決に役立てます。また、和解の仲介等による合意内容が
実施されないときには、委員会がその履行を勧告することもできます。
2012年度は、151件の和解の仲介の申請を受け付け、手続を終了した159件のうち84
件において和解が成立し、120件については結果概要を公表しています。

各分野における消費者政策

問合せ先
○金融庁総務企画局企画課金融トラブル解決制度推進室
電話 03-3506-6000（代）

Ⅱ

情処理や紛争解決手続を行うとともに、各指定紛争解決機関の行う業務の周知活動や
指定紛争解決機関間の連携など、利用者利便の向上に向けた様々な取組が行われてい
ます。
（参考）指定紛争解決機関一覧のウェブサイト
http://www.fsa.go.jp/policy/adr/shiteifunson/index.html
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９．日本司法支援センター
司法というものは、国民の目から見ると、縁遠いように感じられるのではないでし
ょうか。例えば、法的なトラブルの解決方法に関する情報が容易に得られない、身近
に弁護士等の専門家がいない、又は、経済的事情から弁護士等の専門家に依頼できな
いなどの問題があると言われています。
そこで、このような問題を解決し、民事・刑事を問わず、国民が全国どこででも法
的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという
のが総合法律支援構想であり、この構想を具体化するため、2004年６月、総合法律支
援法が公布されました。
日本司法支援センター（通称「法テラス」）は、同法に基づき2006年４月に設立され
た法人であり、同年10月から業務を開始しています。
法テラスは、国、地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体その他の関係
機関・団体等と連携・協力して、法律サービスの提供をより身近に受けられる社会の
実現を目指しています。
法テラスでは様々な業務を行っていますが、消費者被害の救済という観点から最も
重要となるのは、情報提供業務です。この業務は、法律上のトラブルでお困りの方に
対して、そのトラブルを解決するために役立つ制度の紹介や、相談内容に応じて、各
地の消費生活センターを始めとする最も適切な相談窓口の紹介等を無料で行うもので
す。
法テラスは、この情報提供業務以外にも、
・民事法律扶助業務（経済的に余裕のない方を対象に無料法律相談や裁判に要する
弁護士費用等の立替えを実施（刑事に関するものを除く。））
・司法過疎対策業務（司法過疎地域に地域事務所を設置し、法律サービスの提供）
・犯罪被害者支援業務（犯罪被害者の支援に関する情報の提供や、犯罪被害者支援
の経験や理解のある弁護士の紹介）
・国選弁護関連業務（国選弁護人等候補者を確保して、これを迅速・確実に裁判所
に通知し、捜査から裁判までの一貫した国選弁護体制の整備に寄与）
等の各業務を一体的に行い、「身近な司法」の実現を目指しています。
消費者被害で困りごとがありましたら、法テラス・サポートダイヤル「0570－078374
（おなやみなし）」へお電話ください。豊富な知識や経験を持った担当者がトラブル解
決の道案内をします。
問合せ先
○法テラス本部
電話 050-3383-5333（代）
法テラスウェブサイト http://www.houterasu.or.jp
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10．地方公共団体による救済と苦情処理・紛争処理

« 消
» 費者の権利の尊重と消費者の自立の支援 ［２］被害の拡大防止、救済と苦情処理・紛争処理

消費者基本法（抜粋）
第 19 条（苦情処理及び紛争解決の促進）
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
処理のあっ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っ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。

各分野における消費者政策

その解決に当たるための紛争処理機関（注２）が設置されており、
「あっせん」や「調停」
を行っています。
こうした紛争処理機関は、学識経験者、消費生活分野の専門家、消費者や事業者の
代表等から構成されており、当事者から事情聴取を行った上で、あっせん案・調停案
を作成し、紛争の解決に当たります。また、所定の要件を満たす消費者訴訟に対して、
訴訟資金の貸付等の必要な援助を行っている地方公共団体もあります。詳細は、各地
方公共団体のウェブサイト等を御確認ください。
（注１）
「消費生活条例」や「消費生活の安定及び向上に関する条例」等の名称があ
る。
（注２）
「苦情処理委員会」
「生活審議会」
「消費生活紛争処理委員会」等の名称があ
る。

Ⅱ

消費者基本法では、地方公共団体に対して、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、苦情の処理のあっ
せん等に努めることを要請しています。そして、各地方公共団体の消費生活相談窓口
に寄せられた相談のうち、広く住民の消費生活に影響が生じ、又は生ずるおそれがあ
る事案については、当該地方公共団体が定める消費生活に関する条例（注１）に基づいて

iii

229
229

