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１．環境に関する表示

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［１］環境の保全への配慮

（１）エコマーク事業
エコマーク事業は、環境にやさしい社会の実現に向けて、商品の選択という側面か
ら環境にやさしい生活様式（エコロジカル・ライフスタイル）を提案しようとするも
のです。
１）エコマーク事業の目的
いまや地球規模にまで拡大している環境問題。温室効果ガスの削減を始めとす
る環境負荷の低減が急務となっており、持続可能な社会を構築するために、国民
１人１人が環境への関心と理解を高め、具体的に行動することによって、ライフ
スタイルを環境負荷の少ないものに転換していくことが必要です。
エコマーク事業は、日常生活に伴う環境への負荷の低減などを通じて環境保全
に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることにより、商品の環境的
側面に関する情報を広く社会に提供し、環境にやさしく在りたいと願う消費者に
よる商品の選択を促すことを目的としています。
２）エコマーク事業の概要
エコマーク事業は、公益財団法人日本環境協会が1989年２月から環境省と連携
を図りつつ実施しています。商品の製造者等の申請に基づき、以下の要件のいず
れかを満たす商品であって、厳格な認定審査を経た商品のみがエコマークを付け
ることができます。
ア）他の同様の商品と比較して、その商品の製造、使用、廃棄等による環境へ
の負荷が相対的に少ないこと。
イ）その商品を利用することにより、他の原因から生ずる環境への負荷を低減
することができるなど環境保全に寄与する効果が大きいこと。

各分野における消費者政策

［１］環境の保全への配慮

vi

エコマーク認定基準の策定に当たっては、資源採取から廃棄に至るまでのライ
フサイクル全体にわたる環境への負荷の考慮や、消費者・事業者・中立者の三者
による公平な検討を行っています。
2013年11月末現在で、100％古紙のトイレットペーパー、再生ＰＥＴ樹脂を使用
した衣料品を始め、ホテルや小売店舗など、57分野の約5,300商品がエコマーク商
品に認定されています。
こうした環境保全に役立つ商品を推奨し、環境にやさしい生活を目指す取組は、
ドイツやカナダを始めとする諸外国でも行われています。第三者が認証を行う環
境ラベル（ＩＳＯ14024タイプＩ環境ラベル）のネットワーク「世界エコラベリン
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グ・ネットワーク（ＧＥＮ)」には、エコマーク事務局を始め、環境ラベルの運営
機関26団体が参加し、国際的な協力を進めています。
エコマーク事務局では2002年からＧＥＮメンバーである海外のラベル機関との
相互認証を積極的に推進し、現在では北欧、韓国、中国、ニュージーランド、タ
イ、台湾のラベル機関と相互認証協定（ＭＲＡ）を締結しています。
問合せ先
○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
ウェブサイト http://www.ecomark.jp/
（２）グリーンマーク事業
グリーンマークは、公益財団法人古紙再生促進センター（以下「古紙センター」と
いう。）が所有する登録商標（下図参照）で、1981年５月に制定されました。以来、古
紙センターは、広報宣伝活動の一環としてグリーンマークの普及を図っています。
紙の原料のほとんどは木材と古紙ですが、資源の有効利用やごみの削減等の観点
から、古紙の利用を拡大し、紙のリサイクルを進めることが必要です。また、紙の
リサイクルは、古紙を分別回収に出すだけではなく、古紙利用製品を普及させるこ
とで初めて成り立ちます。古紙利用製品を普及させるためには、その製品を選ぶた
めの指標が必要であると考え、古紙センターはグリーンマークを制定し、この趣旨
に賛同する製造業者や販売業者などの古紙利用製品に対し、マークの表示を認めてい
ます。
グリーンマークを表示する基準は、古紙利用製品の原料に占める古紙利用割合が40％
以上（ただし、トイレットペーパー、ちり紙については100％、新聞用紙、コピー用紙
については50％以上）であることです。これらの基準は、品種ごとに古紙利用製品の実
情に合わせて平均的な水準に設定されています。つまり、過度に古紙利用を促すのでは
なく、可能な範囲で少しでも古紙を利用してもらうことで古紙利用の底上げを図ること
を目的としています。
制度の発足当時は、今と違って古紙利用製品に対する印象が必ずしもよいものでは
なかったことから、マークを通じて、製品に古紙を利用していることを公表すること
に協力がなかなか得られませんでした。しかし、リサイクルが社会の注目を浴び、古
紙利用をうたった様々な製品が市場に出回るようになると、それに伴って、グリーン
マークの表示件数も一挙に増加するようになりました。現在、グリーンマークは、コ
ピー用紙やノート、トイレットペーパー、ちり紙、紙箱等の紙製品のほか、ボードや
猫砂等の紙以外の製品にも広く表示されています。（2013年10月末時点・表示承認数
600）
古紙利用製品の使用は紙のリサイクルを促進させ、環境保全につながることを御理
解いただき、グリーンマーク表示製品の積極的な使用をお願いします。
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なお、省エネルギー基準を達成した省エネルギー性能の優れた製品（省エネ基
準達成率100％以上の製品）には、緑色のマーク（例２）が表示され、未達成の製
品には橙色のマーク（例１）が表示されます。従って、緑色のマークが省エネ性
能の優れた製品を選ぶときの１つの目安となります。

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［１］環境の保全への配慮

識別・比較が可能となるものです。本制度の対象となる機器は、エアコンディ
ショナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、照明器具（蛍光灯器具及び電球形蛍光
ランプ）、テレビジョン受信機、ＤＶＤレコーダー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、
ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、電子計算
機、磁気ディスク装置、変圧器、ルーティング機器、スイッチング機器、ヒー
トポンプ給湯機、三相誘導電動機及び電球形ＬＥＤランプの21種類の製品で、
カタログを中心に表示されます。

各分野における消費者政策

（３）省エネルギー情報提供事業
１）省エネルギーラベリング制度
省エネルギーラベリング制度は、省エネルギー性能に関する機器間の相対比較
が可能となるもので、省エネルギー性能のより高い家電製品及びガス・石油機器
等の普及に資するものです。本制度は、2000年８月にＪＩＳ規格として制定され
ました。
省エネルギーラベルは、ア）製品の省エネ性能に関する情報の所在を示すシ
ンボルマーク（省エネ性マーク）、イ）機器間の省エネ性能の比較が可能となる
省エネルギー基準 （注） の達成率等により構成され、分かりやすく省エネ性能の
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問合せ先
○公益財団法人古紙再生促進センター 事務部業務課
電話 03-3537-6822（9：00～17：15）
ウェブサイト http://www.prpc.or.jp
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（注）省エネルギー基準
エネルギーの使用の合理化に関する法律に定められた目標年度までに製
造事業者等が達成すべき省エネルギー性能の目標基準値。
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２）統一省エネラベル
統一省エネラベルは、機器単体の
エネルギー消費量が大きく、省エネ
性能のばらつきが大きい、エアコン、
電気冷蔵庫、テレビ、電気便座及び
照明器具（うち蛍光灯器具（家庭
用））について、市場における製品
の省エネ性能の高い順に５つ星か
ら１つ星の５段階の星で表すもの
です。2006年10月から運用されてい
ます。エネルギー消費効率等をより
身近なものとするため、一年間の目
安電気料金に換算した表示もして
います。
（４）国際エネルギースタープログラム
ＯＡ機器の待機時における消費電力を低減し、効率的なエネルギー使用を可能と
する製品の開発・普及促進を目的として、1995年10月から日米両国の間で実施され
ている省エネルギーマーク表示制度事業が「国際エネルギースタープログラム」で
す。
本プロクラムでは、
「必要なエネルギ
ーを必要な時に効率よく使う」という
省エネルギーの観点から、スイッチを
入れた状態で長時間稼働することの多
いＯＡ機器の待機時における消費電力
の抑制を主眼としています。対象製品
は、コンピュータ、ディスプレイ、プ
リンタ、ファクシミリ、複写機、スキ
ャナ、複合機及びデジタル印刷機です。
2013年10月末現在、日本でのＯＡ機器
全種目の現行基準での製品登録累計件
数は、約10,000件です
問合せ先
○経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー
対策課
電話 03-3501-1511（代）
（５）建築環境総合性能評価システム
建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ：Comprehensive Assessment System
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建築物の環境性能 ( BEE) 

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［１］環境の保全への配慮

【ＣＡＳＢＥＥのイメージ】

各分野における消費者政策

数値（環境性能効率：Built Environment Efficiency）を評価指標としています。
この結果、より小さな環境負荷で、より大きな環境品質を実現させる建築物ほど
評価が高くなります。 また、建物の建設から運用・解体廃棄に至るまでのライフ
サイクルでのＣＯ２の排出量削減効果についても評価を行っており、2010年版の
改訂においては、その効果をより明確に示すため、環境性能効率と並行してライ
フサイクルでのＣＯ２の排出量削減効果についても星印で５段階評価を行うなど
分かりやすく表示しています。
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for Built Environment Efficiency）とは、住宅・建築物の居住性（室内環境）の
向上と地球環境への負荷の低減等を、総合的な環境性能として一体的に評価を行い、
評価結果を分かりやすい指標として示すシステムです。ＣＡＳＢＥＥは、2001年か
ら進められた産学官共同プロジェクトにより開発されたもので、環境に配慮した設
計を自己評価する際や、建築物の環境性能を比較する際に活用することができます。
１）ＣＡＳＢＥＥの目的
近年、地球温暖化問題や廃棄物問題が深刻化する中で、我が国のエネルギー消
費において約３割を占める民生（業務及び家庭）部門は、環境問題に対応する上
で非常に大きな役割を担っています。このため、民生部門における建築物の環境
性能を向上させ、持続可能なものへと誘導していく必要があります。ＣＡＳＢＥ
Ｅは、
（１）建築物の環境性能の向上を図ろうとしている建築主等に対して、その
取組を評価する手段を提供し、かつ検証可能な共通の評価項目や目標値を提供す
るとともに、
（２）評価結果の公表を通じて、建築主や設計者が環境性能に優れた
建築物を整備するインセンティブを高めること等により、持続可能な社会の構築
に向け、市場を通じて環境性能に優れた建築の整備を推進することを目的として
います。
２）ＣＡＳＢＥＥの概要
ＣＡＳＢＥＥは、
「建築物の環境品質※１」を「建築物の環境負荷※２」で除した

vi

Q(建築物の環境品質 )
L(建築物の環境負荷 )
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【評価結果のイメージ】
2-1 建築物の環境効率（BEEランク&チャート）

2-2 大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）
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※１

建築物の環境品質
音、温熱、光といった建築物の室内環境や、耐震性や耐用年数といっ
た建築物のサービス性能などの総合評価。項目ごとに５段階で評点をつ
け、重要度に応じて重み付けを行って、数値化したものです。
※２ 建築物の環境負荷
エネルギーや資源消費など地球環境に与える負荷や騒音、排水など建
物が敷地外に与える影響などの総合評価。項目ごとに５段階で評点をつ
け、重要度に応じて重み付けを行って、数値化したものです。
３）ＣＡＳＢＥＥの充実
ＣＡＳＢＥＥは、ライフサイクルを通じた評価が環境性能に優れた建築ストッ
クの形成に必要不可欠であるとの観点から、ライフサイクルを通じての評価が可
能となるように、新築、既存、改修のそれぞれの評価ツールが既に開発されてい
ます。
また、至近では都市全体を対象とした「ＣＡＳＢＥＥ都市」や、建築物の不動
産価値に重点を置いた「ＣＡＳＢＥＥ不動産マーケット普及版」が開発されまし
た。
４）ＣＡＳＢＥＥの活用
第三者による評価結果の認証や地方公共団体におけるＣＡＳＢＥＥを活用した
環境計画書の届出の義務付けが始まるなど、ＣＡＳＢＥＥを活用するための環境
が整いつつあります。
ア）建築環境総合性能評価（ＣＡＳＢＥＥ）認証制度
ＣＡＳＢＥＥによる評価結果を第三者に提供する場合には、その信頼性と透
明性の確保が重要となります。このため、2004年７月に、一般財団法人建築環
境・省エネルギー機構による評価結果の認証制度が開始され、愛知万博日本政
府館など約300件が認証されています（2013年10月現在）。
イ）ＣＡＳＢＥＥ評価員登録制度
ＣＡＳＢＥＥを活用するにあたっては、建築に関する総合的な専門知識と技
術を必要とすることから、2004年７月に、一般財団法人建築環境・省エネルギ
ー機構により評価を実施する評価員を養成するための講習及び登録制度が開始
され、ＣＡＳＢＥＥ建築評価員約6,500名（2013年10月現在）、ＣＡＳＢＥＥ戸
建評価員約6,700名（2013年10月現在）が登録されています。
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各分野における消費者政策
« 経
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問合せ先
○国土交通省住宅局住宅生産課
電話 03-5253-8111（代）
○一般財団法人建築環境・省エネルギー機構
電話 03-3222-6681（代）
ウェブサイト http://www.ibec.or.jp
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ウ）地方公共団体の取組
地方公共団体の建築行政においてもＣＡＳＢＥＥを活用する動きが広がって
おり、９都道府県（京都府、大阪府、兵庫県、静岡県、埼玉県、愛知県、神奈
川県、鳥取県、熊本県）、15政令市（名古屋市、大阪市、横浜市、京都市、神戸
市、川崎市、福岡市、札幌市、北九州市、さいたま市、千葉市、新潟市、広島
市、柏市、堺市）において、一定規模以上の建築物についてＣＡＳＢＥＥを活
用した環境計画書の届出制度が導入されています。
また、ＣＡＳＢＥＥによる評価結果を、容積率の緩和や補助などの優遇措置
の要件にする、評価結果をマンション広告に表示することを義務付けるなど、
より積極的な取組も始まっています。
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（６）グリーン購入ネットワーク
環境への負荷の少ない商品・サービスの購入・調達（グリーン購入・グリーン調達）
の取組をより一層促進するとともに、大口消費者であり社会的責任も有する地方公共
団体や企業が率先して取り組み、更に一般消費者にも広げるような動きを作るために、
企業・行政・消費者団体等による緩やかなネットワーク組織「グリーン購入ネットワ
ーク」が1996年２月に設立されました。2013年11月現在、会員は2,455団体（企業2,020・
行政201・民間団体234）となっています。
１）活動状況
理事会（50名、2013年11月現在）を運営主体とし、商品選択の指針とするグリ
ーン購入ガイドライン・商品環境情報データベースの作成、普及・広報などの
調査研究・企画・実施等にそれぞれ取り組んでいます。1996年11月に決定され
たグリーン購入基本原則は、製品ライフサイクルの考慮等、グリーン購入を推
進するための基本的な考え方を示していますが、グリーン購入の定義、購入の
際の必要性の考慮及び事業者の取組等を明文化して、2001年６月に改定されま
した。また、
「印刷情報用紙」、
「ＯＡ・情報機器」、
「文具・事務用品」、
「照明」、
「自動車」、
「家電製品」、
「家具」、
「衣服」、
「食品」等の製品分野に加えて、
「ホ
テル」、「印刷サービス」、「輸配送」等のサービス分野も含めた19の購入ガイド
ラインを策定し、購入ガイドラインに基づいた、商品情報データベース「エコ
商品ねっと」を運営しています。
「エコ商品ねっと」では、15,000商品を超える
製品の環境情報を掲載しており、これらの情報は、ウェブサイトで閲覧するこ
とができます。
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２）グリーン購入と基本原則
現在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムとそこから産み出
される製品やサービス（以下「製品等」という。）は、私たちに物質的に豊かで便
利な生活をもたらしましたが、同時に、地球温暖化、オゾン層の破壊、砂漠化、
生態系の破壊、資源の枯渇、大気・水・土壌の汚染、増大する廃棄物など深刻な
環境問題をもたらしたといわれています。私たちは、使い捨て型の社会や製品の
在り方を根本から見直し、持続可能な循環型社会を構築していかなければなりま
せん。
そこで、購入者は、必要性を十分に考えた購入を心掛け、環境に与える負荷が
できるだけ小さい製品等の優先的購入を進める必要があります。
同ネットワークは、グリーン購入が環境配慮型製品等の市場形成に重要な役割
を果たし、市場を通じて環境配慮型製品等の開発を促進し、ひいては持続可能な
社会の構築に資する極めて有効な手段であるという認識の下に、我が国における
グリーン購入の取組を促進することを目的としています。
同ネットワークの会員は、購入者としての責任と影響力を認識し、事業活動や
生活の中で積極的にグリーン購入に取り組んでいます。
同ネットワークでは、グリーン購入を自主的かつ積極的に進めようとする様々
な個人や組織の役に立つよう、グリーン購入の基本的な考え方を基本原則として
４項目にまとめています。
問合せ先
○グリーン購入ネットワーク事務局
電話 03-5642-2030
ウェブサイト http://www.gpn.jp/

２．消費者啓発及び教育の充実と関係主体間のネットワーク化
（１）地球温暖化防止国民運動の推進
地球温暖化という人類の生存に関わる脅威に対して、異常気象の発生等により、
危機感が広がっています。そのような中、環境省では、近年温室効果ガスの排出量
が増加している民生部門の排出抑制を促進するため、本やインターネット、メディ
ア等による情報の伝達に加えて、人から人への語りかけの機会を設けることや、最
新の科学的知見を用いた温暖化とその影響に関する情報を提供することで、温暖化
に関する理解を一層推進し、事業者や国民１人１人の低炭素社会作りに向けた行動
の実践を広く呼び掛けています。
地球温暖化防止国民運動ではクールビズ、ウォームビズ、スマートムーブ、ライ
トダウンキャンペーン等の具体的な行動の実践を国民、企業等に訴求するとともに、
東日本大震災を受けた電力需給の逼迫に対応するため、家庭やオフィスでの節電も
呼び掛けています。
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■具体的取組

Ⅱ

●

クールビズ＆スーパークールビズ
冷房時の室温28℃でも快適に過ごせるライフスタイルの提案。

●

スマートムーブ ～「移動」を「エコ」に
「移動・交通」に伴うＣＯ２排出量を削減するため、ＣＯ２排出の少ない移動へのチ
ャレンジを提案。
「環境にいい」だけでなく、｢快適・便利｣、そして｢健康｣につなが
るライフスタイルを「smart move」と名付け、企業・団体、国民に呼び掛け。

●

ライトダウンキャンペーン

vi

ライトアップ施設や家庭の消灯を呼び掛け。夏至の日と七夕(クールアース･デー)
を特別実施日として、全国の参加施設の削減電力を集計。
●

あかり未来計画
電球型蛍光ランプやLED等の高効率照明製品への早期切替えを推進。

●

みんなで節電アクション！

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［１］環境の保全への配慮

ウォームビズ
暖房時の室温20℃でも快適に過ごせるライフスタイルの提案。

各分野における消費者政策

●

家庭やオフィスでの具体的対策など、節電に役立つ情報をまとめ、
節電を呼び掛け。
●

グリーンカーテンプロジェクト
夏季の強い日ざしによる室温上昇を防ぐため、ゴーヤやアサガオなどの植物を育て
て作る「グリーンカーテン」を推進。

●

省エネ製品買換ナビゲーションしんきゅうさん
使用中のテレビやエアコン等の製品と購入予定の製品のＣＯ２排出量等を比較でき
るシステムを展開し、高効率な電化製品への買い換えを推進。

●

地球温暖化伝えるプログラム事業
環境省が提供する温暖化に関する最新情報を、人（伝道師）から人（国民）へ直接
発信し、理解拡大を図る。

●

地域メディアとＮＰＯ等の連携支援
ＮＰＯ・ＮＧＯ等の民間団体とテレビ、ラジオ、新聞等のメディアが連携し、温暖
化防止活動を広く訴求。

●

省エネ・照明デザインアワード
「省エネ照明化」と「魅力的な空間作り」を両立している施設等を表彰することに
より省エネ型の照明導入意識の向上を図る。
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問合せ先
○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）
ウェブサイト http://www.env.go.jp/earth/
○「地球温暖化防止国民運動」運営事務局
ウェブサイト http://www.challenge25.go.jp
（２）循環型社会に向けた３Ｒの普及啓発
私たちの社会は、経済の成長に伴って物質的に非常に豊かになり、社会には物があふ
れています。こうした大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済システムにおいては、
大量の資源が消費され、製品を使用した後には大量の廃棄物が発生します。このような
社会経済システムを、環境と経済の好循環の実現に向けた持続可能なものへと転換し、
廃棄物等の発生抑制と適正な循環的利用・処分により、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を形成することが急務となっています。
こうした状況を踏まえ、循環型社会形成推進基本法（循環基本法、2000年６月２日
公布、最終改正2012年６月27日）では、循環的利用の優先順位を明確に示しています。
具体的には、第一に廃棄物等の発生を抑制し、第二に資源を再使用し、第三に資源と
して再生利用し、第四に熱回収を行い、最後にどうしても循環的利用のできない廃棄
物を適正処分することとしています。循環型社会の形成のためには、こうした廃棄物
等の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle）といういわゆる３Ｒ
を推進することが重要です。
日本には昔から、限られた資源を無駄にせず、効率的に活用する「もったいない」
という考え方があります。この考え方を改めて根付かせ、３Ｒの活動を通じた循環型
社会の形成に向けた取組を行うことが必要になっています。
このため、３Ｒの取組を国民一般に広めるべく、関係省庁では３Ｒに関するイベン
トやポスターコンクール、ウェブサイトの開設、パンフレットの作成など様々な普及
啓発活動を行い、３Ｒへの国民参加を促しています。
＜３Ｒ推進のための国民参加を求めるイベント等＞
行事等の名称

開催時期

行事等の概要

ごみ減量・リサ ６月上旬
都道府県及び市町村等が、地域の実情に応じて、広
イクル推進週間
報誌等や研修会、廃棄物処理施設等の見学による普及
（環境省）
啓発、ごみの集団回収、古物市（フリーマーケット）
の開催等を通じて、ごみ減量やリサイクルに関する具
体的な方策について普及啓発を行っていく。
環 境 衛 生 週 間 ９月下旬
国、都道府県、市町村等が中心となって、関係団体等
（環境省）
の協力の下、廃棄物の適正な循環的利用及び処分の推
進、清掃の徹底・清潔の保持、ごみの散乱防止、産業廃
棄物の減量化と不法投棄等の防止等適正処理の推進、浄
化槽の適正な管理の推進並びに合併処理浄化槽の普及
促進に関する各種啓発運動を総合的に推進する。
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環境省、経済産業省と３Ｒ活動推進フォーラムが共
同で「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施し、
全国の都道府県や流通業者・小売業者の協力を得て、
マイバックの持参など「買い物」における消費者によ
る３Ｒ行動の実践を呼びかける。

３Ｒ推進全国大 10 月
会（環境省）

循環型社会形成の推進に貢献している個人、団体及
び企業を環境大臣が表彰するとともに、国、地方公共
団体、事業者及び国民それぞれの適切な役割分担によ
る３Ｒの推進のための各種フォーラムや、啓発のため
の３Ｒ促進ポスターコンクール表彰など様々なイベ
ントを行う。

Re-Style ウェブ
サイト
http://www.restyle.jp/

ウェブサイト「Re-Style」を定期的に更新し、ごみ
を減らし、資源をできるだけ有効に活用するために日
常生活においてできることなどについて分かりやすく
情報提供することにより、３Ｒの普及啓発を図る。

問合せ先
○環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室
電話 03-3581-3351（代）
（３）食品ロス削減に係る取組
① 食品ロスとは
食品廃棄物のうち、食べられるのに捨てられてしまうものを「食品ロス」といい
ます。日本では、年間約 1,700 万トン（※１）の食品廃棄物が出されていますが、その
うち食品ロスは約 500～800 万トン（※２）と試算され、我が国の米の年間収穫量約 813
万トン（※３）にほぼ匹敵します。また、世界に目を向けてみても、年間約 13 億トン
（世界の食料生産量の１/３に匹敵）の食料が廃棄される一方、開発途上国を中心に
世界人口の８人に１人が栄養不足の状態にあります。
循環型社会形成推進基本法（2000 年６月２日公布、最終改正 2012 年６月 27 日）
において、廃棄物の発生抑制が最優先に位置付けられていることからも、食品ロス
の削減は重要な課題です。
（※１及び※２：2010 年度推計、※３：2011 年産水稲の主食向け）

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［１］環境の保全への配慮

環境にやさしい 10 月
買い物キャンペ
ーン（環境省、
経済産業省）

各分野における消費者政策

国民に対して３Ｒの推進についての理解と協力を
求めるため、経済産業省、環境省等の３Ｒ関係８府
省、地方公共団体、関係団体等が様々な取組や行事
を行う。
具体的には、以下のとおり「環境にやさしい買い物
キャンペーン」及び「３Ｒ推進全国大会」の実施、ポ
スター等を利用したＰＲ活動、３Ｒ推進協議会が実施
する３Ｒの推進に貢献している個人、グループ、学校、
事業所等の表彰（内閣総理大臣賞のほか、関係省大臣
賞など）等を行い、取組の促進と意識の高揚を図る。

Ⅱ

３ Ｒ 推 進 月 間 10 月
（経済産業省、
環境省など３Ｒ
関係８府省）

vi
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②

食品ロスの発生要因
食品ロスは、事業者（製造業、卸売業、小売業、外食産業）、消費者のそれぞれ
から発生しています。発生要因の１つとして、例えば、事業者側（製造業、卸売業、
小売業）では、過剰生産、需要予測のずれ、返品等に係る商慣習などが、消費者側
では、過剰除去や食べ残しなどがあるのではないかといわれています。
事業者側に対しては、2012 年４月から、食品循環資源の再生利用等の促進に関す
る法律（食品リサイクル法、2000 年６月７日公布、最終改正 2007 年６月 13 日）に
基づき、食品廃棄物等の「発生抑制の目標値」を発生抑制の重要性が高い業種につ
いて暫定的に設定し、食品ロス削減の取組を推進しています。

③

消費者庁における取組
食品ロスの約半分は一般家庭からのものです（約 200～400 万トン(※４)）。家庭で

の１人当たりの食品ロス量を試算すると、約 15 キログラム（※５）に及びます。実際
に食品を購入し、食する消費者を抜きにして、食品ロス削減は望めません。消費者
が日頃の生活において「もったいない」を意識し、食品ロス削減に努める事業者の
ことを理解し、応援するような環境作りが必要です。
消費者庁では、消費者が自らの行動が社会に影響を与えているという認識を持っ
て食品ロスの削減に主体的に取り組むことは、
「消費者市民社会」の実現に向けての
格好の実践となるとの考え方に立って、2012 年度より関係府省庁等と連携しつつ、
周知・啓発パンフレットの作成・配布や、政府インターネットテレビでの啓発動画
の配信、政府広報オンラインでの記事の掲載など、消費者向けの情報提供や啓発を
行っています。これらの情報はウェブサイトで閲覧することができます。
（※４：2010 年度推計、※５：2009 度推計）
問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）
ウェブサイト（食べもののムダをなくそうプロジェクト(食品ロス削減に
向けた取組)）
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html
（４）環境カウンセラーの人材情報提供
環境カウンセラーは、市民活動や事業活動の中で環境保全に関する専門知識や豊
富な経験を有し、その知見や経験に基づき市民やＮＧＯ、事業者などの環境保全活
動に対する助言など（＝環境カウンセリング）を行う人材として、環境省の行う審
査を経て登録された方々です。（※）
また、多くの環境カウンセラーが、自らの経験を活かし、地域の環境パートナー
シップの形成等に寄与する活動を行っています。
環境カウンセラーの活動内容を知りたい方や御活用を御検討の方は、下記ウ
ェブサイトを御覧ください（活動地域や活動分野などから検索が可能です。）。
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« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［１］環境の保全への配慮

３．化学製品

各分野における消費者政策

○環境カウンセラー
ウェブサイト
http://www.env.go.jp/policy/counsel/

Ⅱ

（※）【事業者部門】
企業や事業者等が取り組む環境保全に関する事業や環境保全活動等に対して、
企業等が関わる問題や課題等について最も望ましい解決に向けて適切な助言を行
います。
【市民部門】
地域や市民団体、学校等が行う環境保全活動や環境学習に対し、問題や課題の
解決に向けて適切な助言等を行うほか、地域の環境パートナーシップ形成等、地
域における環境保全をけん引します。
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私たちは、化学物質の様々な性質を利用して作られた製品を数多く使用しています。
それらの化学物質は私たちの生活を便利にしてくれる一方で、人の健康や動植物、生
態系に悪影響を及ぼす場合もあります。化学物質の有用性を最大限活用しつつ、人の
健康や動植物、生態系への悪影響を最小限にするため、身近な化学製品やそれに含ま
れている化学物質のリスクを評価し、管理する必要があります。また、あわせて、地
域住民や消費者を始めとする市民と製造者等との間でそれらの情報を共有するリスク
コミュニケーションが重要となっています。

リスク評価

リスク管理

リスクコミュニケーション
（１）リスク評価
① 化学物質のリスクとは
化学物質によるリスクとは、化学物質が人の健康や動植物、生態系に悪影響を及ぼす
おそれの大きさのことを指します。一般に、化学物質によるリスクは、有害性（ハザー
ド）とばく露によって決まります。人間に対するばく露とは、吸い込んだり、口から
入ったり、触れたりすることによって体内に取り込まれることです。化学製品中の化
学物質については、それら化学物質の有害性の種類、量と反応の関係を明らかにし（有
害性評価）
、それらの化学物質のばく露経路、頻度、量を明らかにした上で（ばく露
評価）
、両方の結果を組み合わせてリスク評価を行います。

リスク

＝

有害性

× ばく露
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②

化学物質のリスク評価に関する取組
我が国では、2009年に改正された化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
（化審法、1973年10月16日公布、最終改正2009年5月20日）により、2011年度から「既
存化学物質」を含む全ての化学物質について製造・輸入実績数量等の届出を義務付け、
それを踏まえ優先的にリスク評価を行う必要がある化学物質については「優先評価化
学物質」として指定し、リスク評価を段階的に実施しています（優先評価化学物質指
定制度）
。
まず、化学物質の人・動植物への有害性評価と事業者からの製造・輸入実績数量届
出データ等を元にしたスクリーニング評価を行い、リスクが十分に低いと言えない化
学物質を絞り込みます。その上で、環境中での化学物質の残留の程度（参考）等のデー
タを用いて順次詳細なリスク評価を実施し、リスクが懸念される化学物質については
長期毒性試験を実施します。その結果から最終的にリスクを評価して、リスクが懸念
される化学物質については必要により製造・輸入数量を調整する規制対象の物質とし
て指定しています。
（参考）環境省では、環境中での残留実態を把握するための調査（化学物質環境実
態調査）を継続的に実施しています。

③ 化学物質のリスク評価に関する公開データ
化学物質のリスク評価は、その対象を「人の健康」と「動植物や生態系」とに大き
く分けることができます。各省においては、化審法に基づく化学物質のリスク評価の
みならず、以下のような調査研究や情報公開等を行っています。
経済産業省では、人の健康や環境中の生物に対する化学物質のリスクが高いと考
えられる高生産量・輸入量化学物質を中心に、化学物質のリスク評価に必要な基礎
データを収集・整備するとともに、これらのデータに基づいたリスク評価手法を開
発し、リスク評価を実施しました。また、各種リスク評価書を独立行政法人製品評
価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のウェブサイトで公開しています。あわせて、リスク
評価をする際に用いるツールの研究開発を実施しており、独立行政法人産業技術総
合研究所のウェブサイトで公開しています。
環境省では、有害性や環境中での残留実態等を勘案して優先度の高い化学物質か
ら順次、人の健康や生態系に対する環境リスクの初期評価を行い、それらの結果を
「化学物質の環境リスク評価（いわゆる「グレー本」）」として公表しています。
また、厚生労働省及び環境省では、小児等の特殊性を考慮したリスク評価に向け
た調査研究を実施しています。
○独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）
ウェブサイト
http://www.safe.nite.go.jp/risk/risk_index.html
○独立行政法人産業技術総合研究所
ウェブサイト
http://www.aist-riss.jp/main/modules/product/software/
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示を行うことになっているほか、同法に基づき定められた化学物質管理指針に留意し
て、事業者自らが取り扱う化学物質のリスク管理を行うことを求めています。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（1973年10月12日公布、最終改正
2009年6月5日）では、家庭用品中に含まれる有害物質による健康への影響を防止する
観点から、有害化学物質を指定し、家庭用品中の含有量等に関する規制基準を設けて
います。

Ⅱ

（２）リスク管理
前記のリスク評価の結果を踏まえ、人の健康、動植物、生態系に悪影響を及ぼすお
それのある化学物質については、その製造・使用を禁止したり、環境中への排出量の
削減を促す仕組みを作ることによって、そのリスクを管理しています。
新しく製造・輸入され、化学製品の原材料となる化学物質については、化審法に基
づき、事前審査制度の対象となります。さらに、
「既存化学物質」についても製造・輸
入実績数量等の届出が義務付けられており、それを踏まえて優先的に評価を行う必要
がある化学物質について、段階的にリスク評価を実施しています。この法律では、こ
れらの事前審査やリスク評価の結果に基づき、化学物質の分解性、蓄積性、人への毒
性又は動植物への毒性といった性状やリスクに応じた規制を実施しています。
また、人の健康や動植物、生態系に悪影響を及ぼすおそれがある462種類の化学物質
については、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する
法律（化管法、1999年7月13日公布、最終改正2002年12月13日）に基づく化学物質排出・
移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度）により、社会全体で管理されています。ＰＲＴＲ制
度では、工場施設等からの環境中に排出される届出対象化学物質の量と施設外に移動
した量を、事業者自ら届け出てもらい、これらのデータを集計して公表しています。
個別事業所のＰＲＴＲデータはウェブサイト上で公表しており、誰でも入手すること
ができます。市民を含めて社会全体が事業所のＰＲＴＲデータをチェックするという
この仕組みによって、事業所の自主的な化学物質管理を促しています。また、家庭の
化学製品（家庭用農薬や殺虫剤、接着剤や塗料、洗剤、防虫剤、消臭剤、化粧品等）
に含まれる化学物質が環境中に排出される量については、
国が推計しています。また、
同法では、対象化学物質について、事業者が化学品の分類及び表示に関する世界調和
（参考）
システム（ＧＨＳ）
に準拠した安全データシート（ＳＤＳ）の提供及びラベル表

vi

（参考）ＧＨＳとは、人の安全・健康及び環境の保護を目的として、全ての化学品
について、危険有害性（引火性などの物理化学的危険性、発がん性などの
健康有害性、環境有害性）を国際的な統一基準で分類し、共通のラベル等
により、化学品を譲り渡す者から譲り受ける者に分かりやすく伝達する仕
組みであり、国際連合が2003年に制定しました。
（３）リスクコミュニケーション
私たちは、化学製品やそれに含まれる化学物質について、その有用性を享受する一
方で、使い方等によっては、人の健康や動植物、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあ
る、ということを理解し、それぞれの立場で取組や適切な行動の選択をしていくこと
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が重要です。
このためには、化学物質に関する正確な情報を市民・事業者・行政の全ての者が共
有しつつ相互に意思疎通を図るというリスクコミュニケーションが必要です。また、
化管法において事業者は、
「化学物質の管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努
めなければならない」とされているところです。
リスクコミュニケーションを行うに当たっては、化学物質やそのリスクについて正
確で分かりやすい「情報の整備」
、化学物質に関する疑問に答える人材の育成やリスク
コミュニケーションの手法の開発等による「対話の推進」、市民、事業者、行政の間で
情報を共有し、相互理解を深めるための「場の提供」が重要です。
①

情報の整備
リスクコミュニケーションには、化学物質の種類、性質、化学製品に含まれる量
のほか、それらのリスクに関する分かりやすくかつ正確な情報が整備されることが
重要です。あわせて、化学製品に関する有害性情報の理解を促進するための取組を
進めることも必要です。
厚生労働省、経済産業省、環境省では、化学物質に関するウェブサイトを作成す
るなど、情報の整備に努めています。
○厚生労働省
ウェブサイト

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/seikatu/kagaku
/index.html

○経済産業省
ウェブサイト http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ind
ex.htm
○環 境 省
ウェブサイト http://www.env.go.jp/chemi/
さらに、国において実施した安全性情報点検の結果や三省と民間事業者が連携協
力して化学物質の安全性情報収集を行うプログラムにおいて得られた情報を発信す
るためのデータベース（Ｊ-ＣＨＥＣＫ）
を構築し、2008年５月より公開しています。
公開後も、新たに追加されたこれらの情報及びＯＥＣＤ等海外の機関で収集された
情報等を随時公開し、その内容を拡充しています。
○Ｊ-ＣＨＥＣＫ
ウェブサイト

http://www.safe.nite.go.jp/jcheck/Top.do

環境省では、環境リスクの低減のために市民１人１人ができる取組について、子
どもたちにも考える機会を持ってもらうための小冊子「かんたん化学物質ガイド」
ＰＲＴＲデータを広く一般の方にも理解し、活用してもらえるよう解説した「ＰＲ
ＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック」のほか、化学物質環境実態調査の
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③

場の提供
市民・事業者・行政の全ての者が情報を共有しつつ相互に意思疎通を図るための
「場の提供」が行われることが重要です。
環境省は、化学物質の環境リスクに関する情報の共有及び相互理解を促進する場
として、2001年度から2010年度まで26回にわたり「化学物質と環境円卓会議」を開
催してきましたが、この会議を発展的に解消し、国民、事業者、行政、学識経験者
等の様々な主体が参加した意見交換、合意形成の場として、2012年３月に「化学物
質と環境に関する政策対話」を設置しました。
この政策対話では、化学物質対策全体を見渡したときに特に対応が必要な事項に
ついて優先して議論を行うとの観点から、参加メンバーから提起される議題等につ
いて意見交換を行い、化学物質に関する国民の安全・安心の確保に向けた政策提言
を目指すこととしています。会議は公開で開催し、資料や議論の内容については、
環境省ウェブサイト上で公表しています。

« 経
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対話の推進
特に市民が化学物質のリスクコミュニケーションを行うに当たっては、化学物質
に関する専門知識を中立的な立場で分かりやすく解説する人材の育成・活用や、ウ
ェブサイトにアクセスした場合に的確かつ容易に応答できるシステム等の向上、対
話を円滑に進めるためのマニュアルの作成等によって、対話を推進することが重要
です。
環境省では、身近な化学物質のリスク情報等について分かりやすく説明したり、
市民と事業者等との間でのリスクコミュニケーションの場に中立的な立場で同席し、
化学物質に関する客観的な情報提供やアドバイスを行う人材「化学物質アドバイザ
ー」の派遣を行っています。市民、企業、行政からの要請に応じて、
「化学物質アド
バイザー」を派遣し、
「化学物質」や「化学物質による環境リスク」に関する疑問に
分かりやすく答えたり、関連する情報を提供しています。また、化学物質関連情報
についてインターネット上で楽しみながら効果的に学習するコンテンツとして、
「か
んたん化学物質ガイド」e－ラーニング版を提供しています。

各分野における消費者政策

○独立行政法人製品評価技術基盤機構
ウェブサイト http://www.safe.nite.go.jp/index.html

Ⅱ

パンフレット等を作成しています。また、化学物質の情報を分かりやすく整理した
「化学物質ファクトシート」を公表しており、ウェブサイト上でも情報を入手する
ことができます。
ＮＩＴＥでは、ＣＨＲＩＰ（Chemical Risk Information Platform：化学物質総
合情報提供システム）において、化学物質ごとに法規制の状況や作業許容濃度等、
約70項目にわたる情報を公開しています。

vi
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問合せ先
○厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
電話 03-5253-1111（代）
○経済産業省製造産業局化学物質管理課
電話 03-3501-1511（代）
○環境省環境保健部環境安全課
電話 03-3581-3351（代）

４．廃棄物・リサイクル等に関する制度
（１）廃棄物に関する法制度
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法、1970年２月25日公布、最終改
正2012年８月1日）では、家庭から出されるごみなどで市町村が廃棄物と判断したもの
を一般廃棄物と区分し、その処理を適正に行うため、廃棄物処理法による規制を行っ
ています。
廃棄物処理法上、一般廃棄物を収集、運搬できる者は、市町村、市町村の許可（一
般廃棄物収集運搬業の許可）を受けた者又は市町村から委託を受けた者等となります。
このように、一般廃棄物の収集、運搬できる者を限定しているのは、市町村の許可又
は委託を受けていない者が収集した一般廃棄物は、適正な処理やリサイクルがされて
いるかどうかを市町村が確認できず、廃棄物の不適正な処理や不法投棄による環境保
全上の支障などが懸念されるためです。
（２）市町村が定めるごみ出しのルール
市町村は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理
を行うため、当該市町村の区域内全域について、一般廃棄物の処理に関する計画（一
般廃棄物処理計画）を定めることとされています。各市町村のごみ出しのルール（ご
みの分別区分や排出場所など）は、地域の実情を踏まえ、一般廃棄物処理計画に基づ
き、各市町村が定めています。
各市町村が定めたごみ出しのルールに従わない処理方法は、廃棄物処理法に反して
いることとなります。
廃棄物行政は、住民の方の御理解と御協力があって成り立っています。家庭からご
みを出す際は、お住まいの市町村のごみ出しのルールを守って行ってください。
なお、ごみの出し方や広告の内容等について御不明な点がありましたら、まずはお
住まいの市町村にお問い合せください。
（３）家電リサイクル等について
廃棄物となった家電４品目（エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機・
衣類乾燥機）の処分については、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法、1998
年６月５日公布、最終改正2011年６月24日）等に基づき、リサイクル料金を支払い、
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適切にリサイクルすることが求められています。これらの家電４品目の買い換えの場
合や、家電４品目を過去に購入した小売店では、小売店により廃棄物となった家電４
品目の引取りが行われています。
これ以外の場合や、家電４品目の処分の方法が分からない場合は、まずは、お住ま
いの市町村の廃棄物・リサイクル担当にお問い合わせください。
家電４品目以外の家電製品についても、お住まいの市町村のルールを守って処分し
てください。適切なルートで排出されない場合には、廃棄物の適正な処理やリサイク
ルがされているかどうかを確認できないため、廃棄物の不適正な処理や不法投棄によ
る環境保全上の支障等が懸念されます。
まだ新しく十分使える家電製品は、リユース（中古）ショップ等に買い取ってもら
いましょう。

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［１］環境の保全への配慮
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問合せ先
（（１）及び（２）について）
○環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
電話 03-3581-3351（代）
（（３）について）
○環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
電話 03-3581-3351（代）
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［２］高度情報通信社会の進展への対応
１．インターネット取引
（１）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
経済社会の情報化の進展に伴い、電子契約をめぐっては、１)インターネット市場に
おける取引ルールの明確化、２)インターネットにより形成される国際的な市場におけ
るルールの調和、３)ネット上の消費者トラブルへの有効な救済措置の整備等を図るこ
とが必要となっています。このような状況を踏まえて、消費者が事業者との間で行う
電子契約における錯誤無効や電子契約の成立時期に関し、電子消費者契約及び電子承
諾通知に関する民法の特例を定める法律（2001年６月29日公布）が2001年６月に成立
し、同年12月から施行されています。
①

電子消費者契約における錯誤無効制度の特例（消費者の契約無効の主張に対する
事業者の重過失反証の制限）
事業者と消費者間の電子商取引においては、消費者が操作ミスにより行った意図
しない契約の申込みが生じやすくなっています。
○典型的なトラブル事例
事業者により契約申込み前に申込み内容の確認機会が提供されなかった等の場
合に、消費者が意図しない申込みを行うケース(例：キャンセルボタンを押すつも
りが誤って申込みボタンを押した。１個買うつもりが11個と入力してしまった。)
この場合、民法95条（錯誤）の規定により、消費者は「著しい不注意（重過失）」
がない場合には、事業者に対して契約の無効を主張できます。しかし、操作ミス
については、消費者に重過失があったと事業者から反証されてしまい、結局、契
約が無効とならない場合が多くなっていました。そこで、電子消費者契約に関し
ては、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合等には、たと
え消費者に重過失があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無
効とすることができるよう措置しました（民法95条の特例措置）。

②

電子契約の成立時期の明確化（発信主義から到達主義への転換）
隔地者間の契約の成立時期は、郵便という時間の掛かる手段を前提としているた
め、迅速な契約の成立を図る観点から、契約を承諾する者が承諾の通知を発した時
点とされています（発信主義：民法第526条第１項）。しかし、インターネット等の
電子的な方法を用いて承諾の通知を発する場合には、瞬時に意思表示が相手方に到
達するため、その契約成立時期を、承諾の通知が到達した時点へと変更しています
（到達主義への転換）。
これにより、承諾通知が到達しない限り、契約は不成立なので、承諾通知の不着
のリスクは事業者が負うことになります。
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経緯
2002年３月「電子商取引等に関する準則」を策定・公表
2002年７月「電子商取引等に関する準則」を改訂・公表
2003年６月「電子商取引等に関する準則」を改訂・公表
2004年６月「電子商取引等に関する準則」を改訂・公表
2006年２月「電子商取引等に関する準則」を改訂・公表
2007年３月「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に新訂・公表
2008年８月「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂・公表
2010年10月「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂・公表
2011年６月「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂・公表
2012年11月「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂・公表
2013年９月「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂・公表

②

背景・目的
インターネットの登場は、電子商取引を始めとした新たな経済行為を産み出して
いますが、民法を始めとする現行法の大半はこうした新たな技術を前提とせずに制
定されているため、電子商取引、情報財取引等について、現行法がどのように適用
されるのか、その解釈が明確であるとは必ずしも言えない状況にあります。この準
則は、電子商取引、情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法を始め
とする関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引
当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的とするものです。ま
た、この準則は、電子商取引、情報財取引等をめぐる取引の実務、それに関する技
術の動向、国際的なルール整備の状況に応じて、柔軟に改訂される性格のものとさ
れています。
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①

各分野における消費者政策

（２）電子商取引及び情報財取引等に関する準則
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引、情報財取引等に対
する現行法適用の包括的な解釈指針です。電子商取引、情報財取引等をめぐる様々な
論点について、学識経験者、総務省・法務省・文化庁等の関係府省庁、消費者、経済
界等の協力を得ながら、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会ＩＴ利
活用ビジネスに関するルール整備ＷＧにおける提言を踏まえ、経済産業省が現行法の
解釈についての１つの考え方を提示するものです。準則自体は、法令等とは異なり強
制力を持つものではなく、個別具体例に対する現行法適用の最終判断はあくまで裁判
所が行うこととなります。

Ⅱ

問合せ先
〇経済産業省商務情報政策局情報経済課
電話 03-3501-1511（代）

vi
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③

概要
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は「電子商取引」、「インターネッ
ト上の情報の掲示・利用」「情報財取引」「国境を越えた取引」の各パートで構成さ
れています。
「電子商取引」のパートでは、電子商取引におけるなりすましや未成年
者の意思表示等に関する問題や電子商取引に特有の取引形態に伴う問題を、
「インタ
ーネット上の情報の掲示・利用」のパートでは、インターネット上で掲示・利用さ
れる情報に関する問題を盛り込んでいます。また、
「情報財取引」のパートでは、情
報財の使用に関するライセンス契約に伴う問題等を盛り込んでいます。さらに、
「国
境を越えた取引」のパートでは、様々な取引形態における国際裁判管轄及び適用法
規に関する問題等を盛り込んでいます。
具体的には以下の論点を取り上げており、詳細な内容については、同準則の本文
を参照ください。

※本文は、下記ウェブサイトからダウンロードできます。
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（４）決済手段の発展に伴う消費者のための環境整備
① 決済代行業者登録制度
近年、情報商材の販売や出会い系サイト等、インターネットを通じた詐欺的な取
引において、包括加盟店型の決済代行業者が介在することにより、クレジットカー
ドによる代金決済が利用されているといった指摘があります。
日本のクレジットカード会社（アクワイアラー及びイシュアー）では、日本の決
済代行業者や店子加盟店に対し、通常の加盟店以上に厳しい管理を行っています。
そこで、一部の日本の決済代行業者は、日本の基準ではクレジットカードの取扱い
が認められない店子加盟店に対し、海外のアクワイアラーを通じてクレジットカー
ド決済サービスを提供しており、このような加盟店との商取引において消費者がト
ラブルに巻き込まれるケースが少なくありません。
消費者庁では、こうした消費者トラブルの解決をスムーズに行うため、決済代行
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問合せ先
〇消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）
○消費者庁越境消費者センター
ウェブサイト http://www.cb-ccj.caa.go.jp/

各分野における消費者政策

（３）越境消費者取引を原因とするトラブルに対する取組
消費者庁では、2011年11月１日より、消費者庁越境消費者センター(ＣＣＪ)を開設
し、海外ショッピング（対面取引、電子商取引等）でトラブルに遭った消費者からの
相談を、ウェブフォーム、メール又はＦＡＸで受け付けています。
ＣＣＪでは、言語や商習慣の違いなどによりトラブルになっている場合には、事業者
からの英文メールや利用規約に関する解説や現地の商慣習を踏まえた交渉要領のアド
バイス等を行っています。また、
「事業者との連絡が途絶えてしまった」など消費者自
身でのトラブル解決が困難な場合には、ＣＣＪと連携している海外の消費生活相談機関
に連絡し、事業者への働きかけを依頼するなどのトラブル解決支援も行っています。
ＣＣＪでは、開設から2013年11月末時点までに累計6,137件の相談を受け付けていま
す。トラブル類型として、最も多くを占めるものが、
「インターネットで有名ブランド
の商品を購入し手元に届いたが、真正品でないと思う」といった有名ブランドの模倣
品に関する相談（46.3％）です。また、予約・サービスの解除等、解約に関するトラ
ブル（17.9％）や注文した商品が届かない等、商品未到着に関するトラブル（17.1％）
といった相談も多く寄せられています。

Ⅱ

問合せ先
○経済産業省商務情報政策局情報経済課
電話 03-3501-1511（代）
ウェブサイト http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index.ht
ml#01

vi
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業者が介在する取引であることや決済代行業者の名称・連絡先等が消費者や関係者
によって分かりやすく示されることを目的とした「決済代行業者登録制度」を運営
しています。同制度は、パソコン及び携帯電話等のモバイル端末からネット取引を
行う場合に用いられる決済手段の１つであるクレジットカード決済について、その
取引決済を代行する事業者の任意の登録制度を設け、その制度の趣旨に賛同する事
業者を登録し、インターネット上に事業者の情報を公開しているものです。
（※）当制度は、登録を受け付けた決済代行業者の事業活動全般の適法性及び適
正性や、登録を受けた決済代行業者が関与する個々の取引の適評性及び適
正性を保証するものではありません。
○決済代行業者登録制度サイト
http://www.caa.go.jp/kessaidaikou/home.html
問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）
②

クレジットカード決済におけるチャージバックルール
チャージバックルールとは、法的規制ではなく、国際ブランド（VisaやMastercard
等）の定めた民間ルールで、国際ブランドと加盟契約したクレジットカード会社は、
世界共通のルールとして従う義務を負います。具体的には、以下のようなルールが
定められています。
・利用者（購入者）から不正利用・架空請求等の申立てがなされた場合に、過失
等による利用者に責のない限り、利用者に対し利用代金を請求しない。
・利用代金については、一定の条件の下で責任関係をあらかじめ明確に定め、ク
レジットカード会社又は加盟店等のどちらかが負担する。
なお、日本国内では、クレジットカード会社が契約する損害保険で補てんされて
いる場合も多く、こうした補てんも含め、我が国ではチャージバックと称されてい
ます。

２．インターネットによる広告・表示等
（１）電気通信サービスの広告表示に関する自主基準等の取組
電気通信事業者が、多種多様な電気通信サービスを消費者に提供するに当たり、消
費者が、各自のニーズに適したサービスを適切に選択することができるようにするた
めには、広告において適正な表示が確保されることが重要となっています。特に近年、
電気通信サービスについては、料金メニューやサービス内容の複雑化・多様化が進ん
でいることから、消費者にとって、より分かりやすい広告表示に努めていくことが必
要となっています。
こうした現状を踏まえて、電気通信事業者団体４団体（一般社団法人電気通信事業
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（２）インターネット取引における表示
通信販売は隔地者間での取引であるため、販売条件等についての情報は、広告を通
じてのみ提供されます。そのため、通信販売の広告表示が不十分、不正確であるとそ
れらの点をめぐってトラブルが発生することがあります。こうしたトラブルを防止す
るため、特定商取引法では、通信販売における一定事項について明確に表示を行うよ
う広告規制を行っています。

各分野における消費者政策

問合せ先
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）

Ⅱ

者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロ
バイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟）により構成される電気通信サ
ービス向上推進協議会（本項おいて「協議会」という）において、2004年に「電気通
信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を公表し、その後、必要
の都度改訂を重ねています。
最近では、総務省の「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する
研究会」による「電気通信サービス利用者の利益の確保・向上に関する提言」（2011
年12月）を受け、2012年４月に電気通信サービスの利用状況や習熟度、年齢等を踏ま
えた「適合性の原則」に配慮した上で、より分かりやすい説明を行うことや強調表示
に関する注釈（打ち消し）を見やすくすることなどを追加する改訂が行われました。
また2013年４月には、最大通信速度（特に移動体通信）の該当エリアの表示、人口カ
バー率の算出方式等及び端末の通信速度（特に移動体通信）の表示注意点を追加する
などの改訂が行われました。
さらに、協議会では、不適正な広告の再発を防止する観点から、外部有識者から
構成する「広告表示アドバイザリー委員会」等を定期的に開催し、主要な広告事案に
ついて検証を行い、問題がある場合にはその旨を電気通信事業者に通知する取組を進
めています。
なお、広告表示に関するもののほかにも、協議会では、利用者からの苦情・相談受
付窓口の在り方についての検討等を行う「苦情・相談検討ワーキンググループ」や、
複数の事業者が関係するサービス不具合、機器の故障時の対応の在り方等について検
討する「責任分担検討ワーキンググループ」を設置するなど、各種取組を行っていま
す。

vi

①

広告における表示義務
通信販売についての広告を行う際は、価格、支払時期、支払方法、事業者の氏名・
連絡先、返品の可否・条件・送料の負担等について表示しなければなりません。

②

誇大広告の禁止
著しく事実に相違する表示、実際のものより著しく優良であり、又は有利である
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と人を誤認させるような表示を行うことは禁止されています。
③

未承諾者に対する電子メール広告の送信の禁止
消費者から請求や承諾がない限り、原則として電子メール広告の送信を行うこと
は禁止されています。また、電子メール広告を送付することについて請求等を受け
た場合であっても、消費者が事後に電子メール広告の提供を受けない旨の意思表示
を行うことができるよう、電子メール広告に送信者の電子メールアドレス等を記載
することが義務付けられています。

④

顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
インターネット通信販売等において、１）あるボタンをクリックすれば、それが
有料の申込みとなることを消費者が容易に認識できるように表示していないこと、
２）申込みをする際に消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ訂正できるように
措置していないこと、を禁止しています。
問合せ先
○消費者庁取引対策課
電話 03-3507-8800（代）

（３）迷惑メール対策
電子メールの普及に伴い、我が国においては2001年頃からいわゆる「迷惑メール」
が急増しています。2002年には法規制が強化され、また、携帯電話事業者等も迷惑メ
ールのフィルタリング機能等を導入するなどの対策を講じてきた成果もあり、2006年
頃にはパソコン宛て・携帯電話宛てのいずれも、国内発の送信の割合は減少しました。
しかし、2006年以降相対的に海外発の送信の割合が増加しており、国内のインターネ
ットサービスプロバイダが取り扱う電子メールのうちの約６割強が迷惑メールである
という状況が続いています（2013年9月末現在）。
迷惑メールは、電子メールの開封・廃棄に時間が浪費されること、携帯電話であれ
ば受信料がかかる場合があること、携帯電話で深夜・早朝に電子メールを受信すると
生活の平穏を乱されることなどの点、架空請求・不当請求の手段としても用いられる
点が問題です。
迷惑メール対策については、総務省及び消費者庁が協力して対策を行っています。
迷惑メールを通信の適正化の観点から規制する特定電子メールの送信の適正化等に関
する法律（特定電子メール法、2002年４月17日公布、最終改正2011年６月24日）では、
取引関係にある者への送信など一定の例外を除いて、受信者の同意を得ることなく広
告宣伝メールを送信することが禁止されています（オプトイン規制）。また、受信者か
ら、広告宣伝メールの受信を拒否する旨の通知を受けた場合は、その受信者に対する
以後の送信が禁止されています（再送信禁止）。さらに、広告宣伝メールを送信する際
には、受信拒否の通知先など、一定の事項を表示することが義務付けられています。
なお、総務省及び消費者庁では同法に基づき、2012年度には、違法な迷惑メール送信
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①

②

迷惑メールを受信した場合の対処方法
１）不審な電子メールを開封するときは十分注意しましょう
２）不審なＵＲＬにはアクセスしないようにしましょう
３）自らの個人情報の取扱いに注意しましょう
４）架空請求・不当請求には応じないようにしましょう
５）しつこく請求される場合は、警察に相談しましょう
６）裁判所から文書が届いたら消費生活センターに相談しましょう
問合せ先
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
○消費者庁取引対策課
電話 03-3507-8800（代）

３．情報通信に関する利用環境の整備
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迷惑メールを受信しないために
１）フィルタリング機能を利用しましょう
２）長くて複雑なメールアドレスを利用しましょう
３）掲示板等にむやみにメールアドレスを書き込まないようにしましょう
※詳しくは、御利用の携帯電話会社やインターネット接続サービス事業者（Ｉ
ＳＰ）に御相談下さい。

Ⅱ

事業者に対し、８件の是正のための措置命令を行っています。
そのほか、2009年11月には、迷惑メール対策に関する関係者が幅広く集まり、
「迷惑
メール対策推進協議会」が設立され、迷惑メール対策に関する関係者間の緊密な連絡
を確保し、最新の情報共有、対応方策の検討、対外的な情報提供を行っています。具
体的には、2008年11月に、迷惑メールの追放に向けた決意と具体的に講ずるべき措置
等をまとめた「迷惑メール追放宣言」を採択しました。また、2009年10月には、迷惑
メールの現状や迷惑メールへの様々な対策について総合的にまとめた「迷惑メール対
策ハンドブック2009」を公表しており、その後も定期的に改訂しています。
迷惑メール対策においては、利用者側から対策を講ずることができますので、下記
を御参考にしてください。

vi

（１）電気通信事業法
① 概要
電気通信事業法（1984年12月25日公布、最終改正2011年６月24日）は、電気通信
市場の全分野への競争原理の導入に伴い、電気通信事業を規律する法律として1985
年４月１日より施行されました。
この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適切かつ合理的なものと
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するとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供
を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び
国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とするものです。
このため、通信の秘密の保護や、利用の公平、重要通信の確保のほか、電気通信事
業に係る規律、電気通信設備、土地等の使用等についての規律が定められています。
②

消費者保護ルールに関するガイドライン
電気通信事業法においては、消費者保護ルールが定められており、具体的には事
業の休廃止の事前周知（第18条第３項）、提供条件の説明（第26条）、苦情等の処理
（第27条）等の規定が設けられています。
総務省は、消費者保護に関する法令の規定の趣旨や内容を分かりやすく示すとと
もに、消費者保護の観点から電気通信事業者等が自主的に採ることが望ましいと考
えられる対応を示すため「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライ
ン」を策定、公表しました（2004年３月）。
その後、新たな電気通信サービスの登場や多様化・複雑化によるトラブルの内容や
実態の変化を踏まえ、同ガイドラインの改正を行っており、2012年10月には最新の状
況に対応するため、最新の具体的サービス事例を追加する等の改正を行いました。

③

ＣＳ適正化イニシアティブ
近年の電気通信サービスの高度化・サービス内容や料金メニューの多様化は、利
用者の選択の幅を大きくし、利用者の利便性の向上につながっています。しかし、
その一方で料金体系、契約条件が複雑化することによって、利用者がこれらを正確
に理解することが困難になるとともに、電気通信事業者との間の情報格差（情報の
非対称性）も拡大しています。電気通信サービスを取り巻く環境の変化の中で、電
気通信サービスの利用者が自ら適切なサービスを的確に選択することに困難を覚え
る状況も生じており、総務省では「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸
問題に関する研究会」を開催し、電気通信サービス環境の変化と苦情・相談の現状
の分析を行い、現状と課題を整理した上で、今後取り組むべき事項について「ＣＳ
適正化イニシアティブ」として取りまとめました（2013年９月）。
本イニシアティブにおいては電気通信サービスごとの苦情・相談の傾向として、
次の内容が多く挙げられています。
・通信速度やエリア等のサービス品質・エリアに関するもの
・料金プランとその説明に関するもの
・電話勧誘、安さ強調、誤認誘導等、代理店等における販売勧誘の適正性に関す
るもの
・契約しばり等、期間拘束・自動更新付契約に関するもの
等
当該苦情・相談の分析を踏まえ、本イニシアティブにおいては今後の取り組むべ
き方向性として「利用者視点を踏まえたサービス品質・エリア等の表示」、「わかり
やすい料金体系や説明」、「期間拘束・自動更新付契約の更新時期をお知らせするプ
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問合せ先
○サイバー犯罪対策
ウェブサイト
http://www.npa.go.jp/cyber/
○警察庁セキュリティポータルサイト@police
ウェブサイト
http://www.cyberpolice.go.jp/
○各都道府県警察サイバー犯罪相談窓口
ウェブサイト
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
（３）スマートフォン等を安全・安心して利用できる環境の整備
スマートフォンが急速に普及している中、利用者が認識しないまま、スマートフォ
ンに蓄積されている利用者情報を抜き取り、外部に送信するアプリケーションが増加
するなど、利用者情報に関する懸念が増加しています。また、スマートフォンなどの
電気通信サービスの高度化・複雑化に伴い、利用者からの苦情・相談が増加し、また、
利用者が適切なサービスを選択することが困難になるなどの事態が生じています。さ
らに、青少年へのスマートフォンの普及によって、ソーシャルメディアの利用の機会
も増大している中、安易な情報の公開などにより、トラブルに巻き込まれる事例も発

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［２］高度情報通信社会の進展への対応

（２）情報セキュリティに関する知識の普及
各都道府県警察では、情報セキュリティ・アドバイザーを設置し、電話、メール等
により相談を受け付けているほか、消費者団体や教育関係者等と協力してサイバー犯
罪防止に関する講演を実施しています。また、警察庁では、サイバー犯罪対策ウェブ
サイトにおいて、サイバー犯罪の手口等について周知を図っているほか、警察庁セキ
ュリティポータルサイト@policeにおいては、情報セキュリティに関する情報提供を行
っています。

各分野における消費者政策

問合せ先
（①について）
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
電話 03-5253-5111（代）
（②、③について）
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）

Ⅱ

ッシュ型通知」、「電気通信事業者による代理店状況把握と指導の徹底」、「適合性の
原則の考え方への配慮」、「代理店連絡会等の設置」、「業界団体としてのコールセン
ターの設置」、「電気通信事業法の消費者保護ルールの見直し等の制度的な対応の検
討」及び「電気通信事業者団体自主基準等の継続的な見直し」等について指摘が行
われています。
今後、総務省においては、利用者が安心安全に電気通信サービスを利用できる環
境確保するため、本イニシアティブを受けた取組を推進していきます。

vi
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生しています。
こうした状況の中、総務省では、スマートフォン等を安全・安心に利用できる環境
を整備するために、
「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究
会（座長：堀部政男一橋大学名誉教授）」に「スマートフォン時代における安心・安全
な利用環境の在り方に関するＷＧ」を設置し、①スマートフォンにおける利用者情報
に関する課題、②スマートフォンサービス等の適正な提供に係る課題、③スマートフ
ォンのアプリ利用における新たな課題への対応について、検討を行いました。
その結果、提言として、2013年９月に「スマートフォン安心安全強化戦略」を公表
しました。本提言では、上述の３つの課題について、第Ⅰ部から第Ⅲ部までで現状と
課題、その対応策を示しています。
①

スマートフォンの利用者情報の課題については「第Ⅰ部 スマートフォン プラ
イバシー イニシアティブⅡ」として、2012年８月に公表した「スマートフォン プ
ライバシー イニシアティブ」で提言された、アプリケーション毎のプライバシー
ポリシーの策定・公表の取組を引き続き促進し、その実効性を確保するため、第
三者によるアプリケーションの検証の仕組みの構築について提言しています。
② スマートフォンサービス等の適正な提供に係る課題については「第Ⅱ部 ＣＳ
適正化イニシアティブ」として、増加する苦情・相談内容を分析し、広告等に実
効速度を表示・併記することも含め、利用者が正確な情報に基づき契約が可能と
なる環境整備や、事業者と代理店間の情報共有の場として代理店連絡会を設置し、
自主基準の遵守徹底・悪質な代理店への対処等のルール作りの検討等について提
言しています。
③ スマートフォンのアプリ利用における新たな課題については、
「第Ⅲ部 スマー
トユース イニシアティブ」として、青少年へのスマートフォン利用のリテラシー
向上のための普及啓発活動や、ソーシャルメディアガイドラインの策定の促進等
を提言しています。

総務省では、
「スマートフォン安心安全強化戦略」に沿って、今後も取組を推進して
いきます。
問合せ先
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
（４）オンラインゲームにおける景品規制
景品表示法において、
「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異
なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」
（いわゆる「カード合わせ」の方法。
例えば、菓子などの包装箱の中に子どもに人気のあるアニメの様々なキャラクターの
うちの１種類のカードが入っており、それらのカードを全種類集めて店舗へ持ってい
くと景品類と引き換えることができるというもの。）による懸賞は、「途中まではすぐ
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（１）インターネット上の違法・有害情報対策
① プロバイダ等による自主的な取組の推進
インターネットの普及により、違法・有害情報を含むインターネット・コンテン
ツやサービスに簡単に接続できてしまう現象が現出しており、違法・有害情報を含
むインターネット・コンテンツやサービスに関係するトラブルが増加する傾向にあ
るのではないかと懸念されています。また、インターネット掲示板などへの書き込
みを通じて、名誉毀損やプライバシー侵害など他人の権利を侵害する問題も指摘さ
れています。

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［２］高度情報通信社会の進展への対応

４．インターネット上の違法・有害情報

各分野における消費者政策

問合せ先
○消費者庁表示対策課
電話 03-3507-8800（代）

Ⅱ

に集まるが、次第に集まりにくくなる」点において消費者に錯覚を生じさせ得る仕組
みとなっており、その方法自体に欺まん性が強く、また、子ども向けの商品に用いら
れることが多く、子どもの射幸心をあおる度合いが著しく強いことから、全面禁止と
されています。
2011年の半ば頃以降、携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上
で提供されるゲーム（オンラインゲーム）において、
「コンプリートガチャ」又は「コ
ンプガチャ」などと呼ばれるイベントが盛んに行われるようになりました（「ガチャ」
とは、
「ガチャガチャ」などと呼ばれる玩具等の自動販売機になぞらえて名付けられた
もので、
「くじ」に類する偶然性を利用してオンラインゲーム上のアイテムなどを販売
する手法のことを指し、この「ガチャ」による偶然性を用いたアイテム等販売手法の
うち、絵柄の付いたアイテム等の特定の組み合わせを揃えた利用者に対して特別のア
イテム等を提供するというイベントが一般に「コンプガチャ」と呼ばれています。）。
特定の数種類のアイテム等を全て揃えるためには、
「ガチャ」を何度も行う必要がある
ことが一般的であるため、オンラインゲームの利用者が「コンプガチャ」に熱中する
あまり、オンラインゲームを提供する事業者から高額の請求を受ける例が消費者問題
として認識されるようになりました。
このような状況を受けて、消費者庁は、2012年５月18日、
「オンラインゲームの『コ
ンプガチャ』と景品表示法の景品規制について」を公表して、インターネット上の取
引の分野にも従来の取引の分野と同様に景品規制が及ぶことや、
「コンプガチャ」が景
品表示法で禁止する「カード合わせ」に該当し得ることを明らかにするとともに、そ
の考え方を「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」の中でも明
らかにするため、同日付けで当該運用基準の改定を行っています。
また、2013年１月９日には、
「インターネット上の取引と『カード合わせ』に関する
Ｑ＆Ａ」を公表して、オンラインゲームにおける「カード合わせ」に関する考え方を
Ｑ＆Ａ形式で示しています。

vi
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総務省では、電気通信事業者団体や他省庁と連携しながら、特定電気通信役務提
供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制
限法、2001年11月30日公布、最終改正2013年4月26日）の運用により、プロバイダ等
による自主的な削除措置が講じられるような環境整備を行っています。
また、電気通信事業者団体においても、違法情報に対するプロバイダの対応指針
となる「インターネット上の違法情報への対応に関するガイドライン」、インターネ
ット上の違法な情報又は公序良俗に反する情報等の具体例及びこれらの情報を掲載
した契約者に対する自主的措置の内容の例を記載した「違法・有害情報への対応等
に関する契約約款モデル条項」等を策定し、違法・有害情報に対する自主的な取組
を推進しています。
その他の取組として、違法・有害情報相談センターを設置し、インターネット上
の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け
付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行っています。
②

青少年が安心・安全に利用できるインターネット環境づくりへの取組
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、18歳未満の青
少年にも広く浸透しています。一方、出会い系サイトやアダルトサイト、自殺を誘
引するサイトなど、インターネット上には心身が未発達な青少年が閲覧するには望
ましくないと考えられる情報も流通しており、これらの有害サイト等を通じて、青
少年が事件に巻き込まれ、被害に遭うケースも少なくありません。
こうした背景から、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の
整備等に関する法律（青少年インターネット環境整備法、2008年６月18日公布、最
終改正2009年７月８日）が2009年４月に施行されました。
この法律は、１）青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させる、
２）フィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化す
る、３）民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する、ことを基本理念
としてインターネット関係事業者等の責務を明確化するとともに、保護者や、イン
ターネットの利用者等の関係者が一体となって、子どもたちを有害情報から守る取
組を求めています。
また、青少年インターネット環境整備法に基づき「青少年が安全に安心してイン
ターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画（第２次）」
（子
ども・若者育成支援推進本部決定）が2012年７月６日に決定され、特に留意すべき
課題として、１）スマートフォンを始めとする新たな機器への対応、２）保護者に
対する普及啓発の強化、３）国、地方公共団体、民間団体の連携強化の３項目に取
り組んでいます。政府が一体となり、地方公共団体、保護者、事業者及び民間団体
等と連携を図り、青少年が安全に安心してインターネットを活用できるようにする
ための施策を強力に推進しています。
○フィルタリングについて
インターネット上のサイトを一定の基準で分類分けし、
「出会い系サイト」や「ア
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各分野における消費者政策
« 経
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○ソーシャルメディアガイドラインについて
インターネット利用環境の整備を目的として設立された、安心ネットづくり促
進協議会では、青少年に向けた「ソーシャルメディアガイドライン」づくりのす
すめを公開しています。
近年、インターネットは個人間の通信や情報を得るためだけではなく、社会に
対して広く発信することが出来るメディア（ソーシャルメディア）として、子ど
もを含めた個人によって活用されることも多くなりました。安心ネットづくり促
進協議会では、ソーシャルメディアをスマートフォン等で安心・安全に利用する
ために、子どもたちの年齢・特性や地域性等に適したソーシャルメディアガイド
ラインを、作成・利用することを薦めています。

Ⅱ

ダルトサイト」、「暴力的な表現のあるサイト」他の子どもに見せるのが好ましく
ないと保護者等が判断したサイトの閲覧を制限できる機能が、フィルタリングで
す。
フィルタリングには、健全なサイトのみをリスト化し、それ以外は見られない
ようにする「ホワイトリスト方式」と、有害なサイトをリスト化し、それを見ら
れないようにする「ブラックリスト方式」があります。また最近では、閲覧可能
なサイトを個別に設定できるカスタマイズ機能や、年齢層に応じたフィルタリン
グなど、フィルタリングの多様化が図られています。
パソコンからのインターネット接続については、フィルタリングソフトのイン
ストールや、プロバイダが提供しているフィルタリングサービスへの加入等によ
り利用することが可能です。経済産業省では、フィルタリングの普及に向けた情
報提供（http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/policy/filtering.html#02）
を行っています。
また、携帯電話・ＰＨＳについては各事業者によりフィルタリングサービスが
提供されており、青少年インターネット環境整備法に基づき、青少年（18 歳未満）
が利用する携帯電話・ＰＨＳの契約時に、保護者から不要の申出がない限り、フ
ィルタリングサービスが設定されます。保護者が青少年のために携帯電話・ＰＨ
Ｓを購入、使用させるときは、契約時に使用者が青少年であることを事業者に申
し出ることが必要です。さらに、スマートフォンについては、従来の携帯電話回
線に加え、無線ＬＡＮ経由のインターネット接続及び多様なアプリケーションを
一定の基準に基づき起動制限するフィルタリングサービスも携帯事業者等から提
供開始されています。
経済産業省では、こうしたフィルタリングの利用について、子どもや保護者等
を対象とした普及啓発セミナー及びインストラクター等を対象とした研修会を全
国で開催しています（2012 年度は子どもや保護者等向け 30 回、インストラクタ
ー等向け 11 回）
。

vi

○青少年に向けた 「ソーシャルメディアガイドライン」 づくりのすすめ
http://www.good-net.jp/information/enlightenment/2013/304-1412.html
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＜ソーシャルメディアガイドライン 作成のポイント＞
・ガイドラインの策定目的及び適用範囲を分かりやすくはっきりと表記すると
ともに、ガイドラインに規定された内容を正しく理解させ、それらに反しな
い使用を促す
・法律や校則等の順守
・個人の尊重
・誹謗・中傷や差別的発言の禁止
・正確な情報の発信を促す（ウソをついたりデマを流したりするような行為を
制する）
・著作権や肖像権等の権利を守り、情報の適切な利活用を促す
・機密情報や特許で守られた情報の保護
・情報は、一度発言・発信したら完全に取り消す（削除する）ことができない
ことに留意
・自分の発言や発信が、自分自身や他者の将来に重大な影響を及ぼす可能性が
あることに留意
・困ったり迷ったりした際は、助言を求めることを促す
③

インターネット・ホットラインセンター
警察庁では、一般のインターネット利用者から違法・有害情報に関する通報を受
理し、警察への通報や電子掲示板の管理者等への削除依頼等を行うインターネッ
ト・ホットラインセンターを運用しています。
問合せ先
（プロバイダ等による自主的取組の推進について）
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
（青少年インターネット環境整備法について）
○内閣府政策統括官(共生社会政策担当)青少年インターネット環境整備担
当
電話 03-5253-2111（代）
ウェブサイト
http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/index.html
（フィルタリングについて）
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
ウェブサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_
syohi/filtering.html
○経済産業省商務情報政策局情報経済課
電話 03-3501-1511（代）
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（２）特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
インターネット上の違法・有害な情報への対策の在り方については、1996年に「電
気通信における利用環境設備に関する研究会」、1997年に「電気通信サービスにおける
情報流通ルールに関する研究会」が開催されるなど、継続的な議論が行われてきまし
た。それらの検討の中で、2000年12月にとりまとめられた「インターネット上の情報
流通の適性確保に関する研究会」報告書を基に、総務省において立案作業を行い、2001
年に、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する
法律（プロバイダ責任制限法、2001年11月30日公布、最終改正2013年４月26日）が制
定されました。
プロバイダ責任制限法は、インターネット上に他人の権利を侵害する情報が流通し
た場合に、被害者救済と発信者の表現の自由という重要な権利・利益のバランスに配
慮しつつ、プロバイダ等による自主的な適切な対応を促進するための法律です。
プロバイダ等は、情報の送信防止措置に関して、権利を侵害された者と発信者の双
方から法的責任を問われるおそれがあることから、一定の要件を満たした場合には、
送信防止措置を講じた場合と講じなかった場合について、それぞれ損害賠償責任を負
わない場合を明確化した規定が置かれています。
また、情報の流通によって権利を侵害された者が発信者を特定するため、一定の要
件を満たした場合には、プロバイダ等に対して発信者情報の開示を請求できるという
規定も置かれています。
そして、2013年4月には、いわゆるインターネット選挙運動を解禁する、公職選挙法
の一部を改正する法律により、選挙運動の期間中にインターネット上に書き込まれた
公職の候補者等の名誉を侵害したとする情報について送信防止措置を講じた場合の特
例が追加されました。
電気通信事業者の関連団体等においても、本法律への対応指針となるガイドラインが
策定されるなど、本法律に基づいたプロバイダ等の自主的な取組が進められています。

Ⅱ

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/policy/fi
ltering.html
（ソーシャルメディアガイドラインについて）
○安心ネットづくり促進協議会
電話 03-3595-1213
ウェブサイト
http://good-net.jp/
（インターネット・ホットラインセンターについて）
○インターネット・ホットラインセンター
ウェブサイト
http://www.internethotline.jp/

vi

問合せ先
（プロバイダ責任制限法）
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
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ウェブサイト

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/t
op/denki_h.html

（各種ガイドライン）
○一般社団法人 テレコムサービス協会
電話 03-5644-7500
ウェブサイト
http://www.telesa.or.jp/index.html

５．インターネットを介した詐欺被害や個人情報保護
（１）個人情報の保護に関する法律
① 個人情報保護の必要性・法の目的
近年、ＩＴ化の進展に伴い、官民を通じてコンピュータやネットワークを利用し
て、大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取扱いは、今後ます
ます拡大していくと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱
いをされると、個人に取り返しの付かない被害を及ぼすおそれがあります。
このため、誰もが安心してＩＴ社会の便益を享受するための制度的基盤として、
2003年５月に、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法、2003年５月30日公
布、最終改正2009年６月５日）が成立しました（2005年４月１日全面施行）。
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する
ことを目的としており、官民を通じた基本法の部分と、民間の事業者に対する個人
情報の適正な取扱いのルールの部分から構成されています（国の行政機関や独立行
政法人等の保有する個人情報の保護については、それぞれ、行政機関の保有する個
人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法
律が、各地方公共団体の保有する個人情報の保護については、それぞれの条例が適
用されます。）。
また、個人情報保護法は、民間の事業者の個人情報の取扱いに関して、共通する
必要最小限のルールを定めたものであり、事業者が、各省庁等が策定するガイドラ
インに即して、事業等の分野の実情に応じ、自律的に取り組むことを重視していま
す。2013年11月30日現在、各省庁において27の事業等分野で40のガイドラインが策
定されています（別表１）。
②

個人情報取扱事業者の義務
１）義務規定の対象になる事業者の範囲
個人情報保護法では、5,000 を超える個人情報をコンピュータ等で検索できる
ように体系的に構成した「個人情報データベース等」について、事業活動に利用
している事業者（個人情報取扱事業者）が義務規定の対象となっています。
２）個人情報取扱事業者の義務
ア）個人情報の利用・取得に関する義務
○個人情報の利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超
えて個人情報を取り扱ってはなりません。（15条、16条）
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○偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはなりません。（17条）
○個人情報を取得したときは、本人に速やかに利用目的を通知又は公表し、本
人から直接書面等で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目
的を明示しなければなりません。（18条）
イ）適正・安全な管理に関する義務
○顧客情報の漏えいなどを防止するため、個人データを安全に管理し、従業者
や委託先を監督しなければなりません。（20条～22条）
○利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよ
う努めなければなりません。（19条）
ウ）第三者提供の制限
○原則として、個人データをあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供し
てはなりません。ただし、法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保
護に必要な場合等は、本人の同意がなくても提供が可能です。（23条１項）
○本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、一定の事項をあ
らかじめ通知等しているときは、本人の同意を得ずに第三者に提供すること
が可能です（オプトアウト）。（23条２項）
エ）開示等に応じる義務
○保有個人データに関して、本人から求めがあった場合は、その開示、訂正、
利用停止等を行わなければなりません。（24条～27条）
オ）苦情の処理
○個人情報の取扱いに関して苦情が寄せられたときは、適切かつ迅速な処理に
努めなければなりません。（31条）
３）義務の適用除外
憲法上保障された自由に関する以下の主体が以下の活動のために個人情報を取
り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務は適用されません（50 条）。
ア）報道機関の報道活動
イ）著述を業として行う者の著述活動
ウ）学術研究機関・団体の学術活動
エ）宗教団体の宗教活動
オ）政治団体の政治活動
４）苦情処理の仕組み等
個人情報に関するトラブルや苦情については、個人情報取扱事業者自身の取組
により解決することが基本となりますが、認定を受けた個人情報保護団体による
苦情対応のほか、地方公共団体による苦情相談等を受けられるようになっていま
す。それぞれの連絡先については、消費者庁ウェブサイトにおいて公表していま
す（以下の問合せ先を参照）。
また、個人情報取扱事業者が義務規定に違反し、不適切な個人情報の取扱いを
行っている場合には、事業を所管する主務大臣が、必要に応じて、事業者に対し
勧告、命令等の措置を採ることができます。事業者が命令に違反した場合には罰
則（６月以下の懲役又は30万円以下の罰金）の対象になります。
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最近の動向
個人情報保護法については、「消費者基本計画」（2010年３月30日閣議決定）にお
いて、
「消費者委員会における法改正も視野に入れた問題点についての審議を踏まえ
検討」することとされているほか、「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」（2013年６月14
日閣議決定）や「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」
（2013年６月14日閣議決定）におい
ても、新たな法的措置も視野に入れた制度見直し方針の策定を行うこととされてい
ます。2013年11月現在、ＩＴ総合戦略本部の下に設置されている「パーソナルデー
タに関する検討会」において、制度見直し方針等の検討が行われており、消費者庁
も必要な協力・対応を行っています。
また、法の定め以上に個人情報の提供を控えたりする、いわゆる「過剰反応」へ
の対応として、全国での個人情報保護法に関する説明会の開催など、法の目的・内
容を正しく理解していただくための取組を行っています。なお、災害対策基本法
（1961年11月15日公布、最終改正2013年６月21日）の改正により、市町村長は避難
行動要支援者について、避難支援等を実施するための基礎となる名簿を作成するこ
ととなります。この名簿は、災害の発生に備え、原則本人の同意を得た上で、必要
な限度で関係者に提供されるほか、災害発生時・発生のおそれがある場合や市町村
の条例に特別の定めのある場合は、本人の同意を得ずに関係者で共有することがで
きます。（避難行動要支援者に関する規定は、2014年４月１日から施行されます。）
問合せ先
１．制度の概要等について
（個人情報保護法（民間事業者関係））
○消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室
電話 03-3507-9160（個人情報保護法質問ダイヤル）
ウェブサイト
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
※法律の概要・条文、パンフレット、国や地方公共団体の窓口一覧
等を掲載
（行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法）
○総務省行政管理局行政情報システム企画課個人情報保護室
電話 03-5253-5111（代）
（地方公共団体における個人情報保護条例）
○地方公共団体における個人情報保護担当課（別表３）
２．個別の事案における個人情報の取扱いについて事業等分野ごとの所管省
庁等
○国の個人情報保護窓口（別表２）
○地方公共団体における個人情報保護担当課（別表３）
３．事業者による個人情報の取扱いに関する苦情相談について
○都道府県・市区町村の苦情相談窓口（消費者庁ウェブサイトに掲載）
ウェブサイト http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kujyomadoguc
hi.html
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別表１

個人情報保護に関するガイドライン等一覧

所管省庁

ガイドラインの名称

策定・見直し時期

医療・介護関係事業者における 2004 年 12 月 24 日
個人情報の適切な取扱いのため 2006 年 4 月 21 日（見直し）
のガイドライン（局長通達）
2010 年 9 月 17 日（見直し）

一
般

厚生労働省

2005 年 3 月 31 日
2007 年 3 月 30 日（見直し）
2008 年 3 月 31 日（見直し）
医療情報システムの安全管理に
2009 年 3 月 31 日（見直し）
関するガイドライン（局長通達）
2010 年 2 月 1 日（見直し）
2013 年 10 月 10 日（見直
し）

医

国民健康保険組合における個人
情報の適切な取扱いのためのガ 2005 年 4 月 1 日
イドライン（局長通達）

療

国民健康保険団体連合会等にお
ける個人情報の適切な取扱いの 2005 年 9 月 15 日
ためのガイドライン（局長通達）
文部科学省
厚生労働省
経済産業省

2004 年 12 月 28 日
2005 年 6 月 29 日（見直
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に
し）
関する倫理指針（告示）
2008 年 12 月 1 日（見直し）
2013 年 2 月 8 日（見直し）

研

遺伝子治療臨床研究に関する指 2004 年 12 月 28 日
針（告示）
2008 年 12 月 1 日(見直し)

究

文部科学省
厚生労働省

厚生労働省

2004 年 12 月 28 日
2005 年 6 月 29 日（見直し）
疫学研究に関する倫理指針（告
2007 年 8 月 16 日（見直し）
示）
2008 年 12 月 1 日（見直し）
2013 年 4 月 1 日（見直し）
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健康保険組合等における個人情
報の適切な取扱いのためのガイ 2004 年 12 月 27 日
ドライン（局長通達）

各分野における消費者政策

分野

Ⅱ

（１）民間事業者に対するガイドライン等
事業等を所管する各省庁において、審議会の議論等を経て、27分野について40
のガイドラインを策定。
2013年11月30日現在

vi

臨床研究に関する倫理指針（告
2004 年 12 月 28 日
示）
ヒト幹細胞を用いる臨床研究に
2006 年 7 月 3 日
関する指針（告示）
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金
融

金融・信用

金融庁

2004 年 12 月 6 日
金融分野における個人情報保護 2008 年 2 月 26 日（見直し）
に関するガイドライン（告示） 2009 年 11 月 20 日（見直
し）
金融分野における個人情報保護
に関するガイドラインの安全管
2005 年 1 月 6 日
理措置等についての実務指針
（告示）

総務省

2004 年 8 月 31 日
放送受信者等の個人情報の保護 2007 年 3 月 28 日（見直し）
2009 年 9 月 16 日（見直し）
に関する指針（告示）
2011 年 6 月 29 日（見直し）

郵便

総務省

郵便事業分野における個人情報
2008 年 3 月 25 日
保護に関するガイドライン（告
2012 年 10 月 1 日（見直し）
示）

総務省

信書便事業分野における個人情
報 保 護 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 2008 年 3 月 25 日
（告示）

用

総務省

2004 年 8 月 31 日
2005 年 10 月 17 日（見直
電気通信事業における個人情報
し）
保護に関するガイドライン（告
2009 年 12 月 1 日（見直し）
示）
2010 年 7 月 29 日（見直し）
2011 年 11 月 2 日（見直し）

送

信
経済産業省

2004 年 12 月 17 日
経済産業分野のうち信用分野に
2006 年 10 月 16 日（見直
おける個人情報保護ガイドライ
し）
ン（告示）
2009 年 10 月 9 日（見直し）

電 気 通 信
放

情報通信

信
書
便

2004 年 10 月 22 日
個人情報の保護に関する法律に
2007 年 3 月 30 日（見直し）
ついての経済産業分野を対象と
2008 年 2 月 29 日（見直し）
するガイドライン（告示）
2009 年 10 月 9 日（見直し）
経済産業 経済産業省

経済産業分野のうち個人遺伝情
報を用いた事業分野における個 2004 年 12 月 17 日
人情報保護ガイドライン（告示）
医療情報を受託管理する情報処 2008 年 7 月 24 日
理事業者における安全管理ガイ 2012 年 10 月 15 日（見直
ドライン(告示)
し）

一般

雇用管理

雇用管理分野における個人情報
2004 年 7 月 1 日
保護に関するガイドライン（告
2012 年 5 月 14 日（見直し）
示）
厚生労働省

雇用管理に関する個人情報のう
ち健康情報を取り扱うに当たっ 2004 年 10 月 29 日
ての留意事項について（局長通 2012 年 6 月 11 日(見直し)
達）
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国家公安
委員会

国家公安委員会が所管する事業
2010 年 2 月 5 日
分野における個人情報保護に関
2012 年 6 月 18 日（見直し）
する指針（告示）
法務省所管事業分野における個
2004 年 10 月 29 日
人情報保護に関するガイドライ
2009 年 9 月 30 日（見直し）
ン（告示）

法務省

外務

外務省

外務省所管事業分野における個
人情報保護に関するガイドライ 2012 年 4 月 2 日
ン（告示）

財務

財務省

財務省所管分野における個人情
2004 年 11 月 25 日
報保護に関するガイドライン
2010 年 3 月 19 日（見直し）
（告示）

債権管理回収業分野における個 2004 年 12 月 16 日
人情報保護に関するガイドライ 2006 年 1 月 11 日（見直し）
2010 年 3 月 15 日（見直し）
ン（告示）

文部科学省所管事業分野におけ
文部科学 文部科学省 る個人情報保護に関するガイド 2012 年 3 月 29 日
ライン（告示）
福祉

一般

厚生労働省

福祉分野における個人情報保護
2013 年 3 月 29 日
に関するガイドライン（告示）

厚生労働省

職業紹介事業者、労働者の募集
を行う者、募集受託者、労働者
供給事業者等が均等待遇、労働
条件等の明示、求職者等の個人 2004 年 11 月 4 日
情報の取扱い、職業紹介事業者 2012 年 9 月 10 日（見直し）
の責務、募集内容の的確な表示
等に関して適切に対処するため
の指針（告示）

国土交通省

無料船員職業紹介事業者、船員
の募集を行う者及び無料船員労
務供給事業者が均等待遇、労働
条件等の明示、求職者等の個人 2005 年 2 月 28 日
情報の取扱い、募集内容の的確
な表示に関して適切に対処する
ための指針（告示）

厚生労働省

派遣元事業主が講ずべき措置に 2004 年 11 月 4 日
関する指針（告示）
2012 年 8 月 10 日（見直し）

国土交通省

船員派遣元事業主が講ずべき措
2005 年 2 月 28 日
置に関する指針（告示）

職
業
紹
介
等
船
員

« 経
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法務

各分野における消費者政策

船員の雇用管理分野における個
2004 年 9 月 29 日
人情報保護に関するガイドライ
2013 年 3 月 29 日（見直し）
ン（告示）

Ⅱ

船員
警察

国土交通省

vi

一般
船員

労働者派遣

279
279

労働組合 厚生労働省

労働組合が講ずべき個人情報保
2005 年 3 月 25 日
護措置に関するガイドライン
2012 年 8 月 23 日（見直し）
（告示）

企業年金 厚生労働省

企業年金等に関する個人情報の
2004 年 10 月 1 日
取扱いについて（局長通達）

農林水産 農林水産省

農林水産分野における個人情報
保護に関するガイドライン（告 2009 年 7 月 10 日
示）

国土交通 国土交通省

国土交通省所管分野における個
2004 年 12 月 2 日
人情報保護に関するガイドライ
2011 年 3 月 30 日（見直し）
ン（告示）

環境

環境省

環境省所管事業分野における個
人情報保護に関するガイドライ 2009 年 12 月 10 日
ン(告示)

防衛

防衛省

防衛省関係事業者が取り扱う個
人情報の保護に関する指針（告 2006 年 5 月 25 日
示）

合計
27 分野

合計 40 ガイドライン

（２）行政機関等に対するガイドライン
総務省において、各行政機関及び独立行政法人等の安全確保措置についてのガ
イドラインを策定。
分野

所管省
庁

行政機関

総務省

行政機関の保有する個人情報の適切な管
2004 年 9 月 14 日
理のための措置に関する指針（局長通知）

独立行政
法人

総務省

独立行政法人等の保有する個人情報の適
切な管理のための措置に関する指針（局長 2004 年 9 月 14 日
通知）

合計
2 分野

ガイドラインの名称

合計 2 ガイドライン

280
280

策定時期

別表２

国の個人情報保護窓口
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１．制度担当省庁
窓口

担当

電話番号

消費者庁

消費者制度課個人情報保護
基本法制、民間分野関係
推進室

03-3507-9160

総務省

行政管理局行政情報システ 国の行政機関、独立行政
ム企画課個人情報保護室
法人等関係

03-5253-5111

２．事業等所管省庁（主務大臣）
府省

窓口

各分野における消費者政策

府省

電話番号

大臣官房総務課

03-5253-2111

警察庁

長官官房総務課

03-3581-0141

金融庁

総務企画局企画課調査室

03-3506-6000

消費者庁

総務課

03-3507-8800

総務省

大臣官房政策評価広報課

03-5253-5111

法務省

大臣官房秘書課

03-3580-4111

外務省

大臣官房総務課情報公開室

03-3580-3311

財務省

大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室

03-3581-4111

文部科学省

大臣官房総務課文書情報管理室

03-5253-4111

厚生労働省

政策統括官付情報政策担当参事官室

03-5253-1111

農林水産省

大臣官房評価改善課

03-3502-8111

経済産業省

商務情報政策局情報経済課

03-3501-1511

国土交通省

総合政策局情報政策課

03-5253-8111

環境省

大臣官房総務課情報公開閲覧室

03-3581-3351

防衛省

大臣官房文書課情報公開・個人情報保護室

03-3268-3111
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281
281

282

総務部文書法務課
総務部総務課
経営管理部文書学事課情報公
開推進室
生活文化スポーツ部県民生活
課
県民生活部県政情報センター

総務部政策法務課
生活文化局広報広聴部情報公
開課

福島県
茨城県
栃木県

千葉県
東京都

埼玉県

群馬県

総務部広報広聴課
総務部学事文書課

秋田県
山形県

青森県
岩手県
宮城県

北海道

総務部文書法務課
総務部総務課
経営管理部文書学事課情報公
開推進室
生活文化スポーツ部県民生活
課
県民生活部県政情報センター

総務部広報広聴課
総務部学事文書課

282

総務部政策法務課
総務部政策法務課
生活文化局広報広聴部情報公 生活文化局広報広聴部情報公
開課
開課

総務部文書法務課
総務部総務課
経営管理部文書学事課情報公
開推進室
生活文化スポーツ部県民生活
課
県民生活部県政情報センター

総務部広報広聴課
総務部学事文書課

施策別の担当部署
総括課
「保有する個人情報の保護」の「区域内の事業者への支援」の
総括課（法第11条）
総括課（法第12条）
総務部人事局法制文書課行政 総務部人事局法制文書課行政 総務部人事局法制文書課行政
情報センター
情報センター
情報センター
総務部総務学事課
総務部総務学事課
総務部総務学事課
総務部法務学事課
総務部法務学事課
総務部法務学事課
総務部県政情報公開室
総務部県政情報公開室
総務部県政情報公開室

１ 都道府県

別表３ 地方公共団体における個人情報保護担当課一覧

「苦情処理のあっせん等」の
総括課（法第13条）
総務部人事局法制文書課行政
情報センター
環境生活部県民生活文化課
総務部法務学事課
総務部県政情報公開室
環境生活部消費生活・文化課
総務部広報広聴課
環境エネルギー部危機管理・く
らし安心局くらし安心課
総務部文書法務課
生活環境部消費生活センター
経営管理部文書学事課情報公
開推進室
生活文化スポーツ部県民生活
課
県民生活部県政情報センター
県民生活部消費生活支援セン
ター
消費者センター
生活文化局広報広聴部情報公
開課

2013年11月30日現在

経営管理部文書学術課

総務部総務課行政情報サービ
スセンター
総務部情報公開・法制課
総務部私学文書課

総務部情報公開・私学課
総務部法務・情報公開課
経営管理部総務局法務文書課
情報公開班
県民生活部県民総務課

戦略企画部情報公開課

総合政策部県民活動生活課県
民情報室
総務部政策法務課情報公開担
当
府民文化部府政情報室

企画県民部管理局県民情報セ
ンター

富山県

石川県

長野県
岐阜県
静岡県

三重県

滋賀県

兵庫県

大阪府

京都府

愛知県

福井県
山梨県

総務管理部法務文書課

新潟県

総務管理部法務文書課
経営管理部文書学術課
生活環境文化部県民生活課

総務管理部法務文書課
経営管理部文書学術課

283

総務部総務課行政情報サービ 県民文化局県民生活課
スセンター
総務部情報公開・法制課
安全環境部県民安全課
総務部私学文書課
総務部私学文書課
企画県民部県民生活センター
総務部情報公開・私学課
総務部情報公開・私学課
総務部情報公開・私学課
総務部法務・情報公開課
総務部法務・情報公開課
総務部法務・情報公開課
経営管理部総務局法務文書課 経営管理部総務局法務文書課 くらし・環境部県民生活局県民
情報公開班
情報公開班
生活課（消費者支援班）
県民生活部県民総務課
県民生活部県民総務課
県民生活部県民生活課（中央県
民生活プラザ）
戦略企画部情報公開課
戦略企画部情報公開課
環境生活部交通安全・消費生活
課
総合政策部県民活動生活課県 総合政策部県民活動生活課県 総合政策部県民活動生活課県
民情報室
民情報室
民情報室
総務部政策法務課情報公開担 総務部政策法務課情報公開担 府民生活部消費生活安全セン
当
当
ター
府民文化部府政情報室
府民文化部府政情報室
府民文化部府政情報室
消費生活ｾﾝﾀｰ
企画県民部管理局県民情報セ 企画県民部管理局県民情報セ 企画県民部管理局県民情報セ
ンター
ンター
ンター

総務部総務課行政情報サービ
スセンター
総務部情報公開・法制課
総務部私学文書課

経営管理部文書学術課

総務管理部法務文書課

政策局情報企画部情報公開課 政策局情報企画部情報公開課 政策局情報企画部情報公開課
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各分野における消費者政策

神奈川
県
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283

284

総務部総務管理局総務学事課
情報公開班

未来づくり推進局県民課

総務部総務課情報公開・文書グ
ループ
総務部総務学事課
総務局総務課

総務部学事文書課
経営戦略部総務課情報公開個
人情報担当
総務部県民活動・男女共同参画
課県民室
企画振興部管理局広報公聴課
総務部文書情報課

総務部県民情報広報課

経営支援本部法務課
総務部県民センター

和歌山
県

鳥取県

島根県

山口県
徳島県

福岡県

佐賀県
長崎県

愛媛県
高知県

香川県

岡山県
広島県

総務部総務課県政情報係

奈良県

経営支援本部法務課
総務部県民センター

総務部県民情報広報課

284

総務部県民活動・男女共同参画
課県民室
企画振興部管理局広報広聴課
総務部文書情報課

総務部学事文書課
経営戦略部総務課

総務部総務課情報公開・文書グ
ループ
総務部総務学事課
総務局総務課

経営支援本部法務課
総務部県民センター

総務部県民情報広報課

総務部県民活動・男女共同参画
課県民室
企画振興部管理局広報広聴課
総務部文書情報課

総務部学事文書課
経営戦略部総務課

総務部総務課情報公開・文書グ
ループ
総務部総務学事課
総務局総務課

総務部総務課県政情報係

総務部県民活動・男女共同参画
課県民室
県民環境部管理局県民生活課
文化生活部県民生活・男女共同
参画課
総務部県民情報広報課
新社会推進部生活安全課
経営支援本部法務課
総務部県民センター
県民生活部食品安全・消費生活
課

環境生活部県民生活課
経営戦略部総務課

環境生活部環境生活総務課消
費とくらしの安全室
県民生活部くらし安全安心課
総務局総務課

総務部総務課県政情報係
くらし創造部消費・生活安全課
総務部総務管理局総務学事課 総務部総務管理局総務学事課 総務部総務管理局総務学事課
情報公開班
情報公開班
情報公開班
環境生活部県民局県民生活課
未来づくり推進局県民課
未来づくり推進局県民課
未来づくり推進局県民課
生活環境部くらしの安心局消
費生活センター

総務部総務課県政情報係

総務企画局総務部文書法制課
総務局総務部行政透明推進課
行政透明推進係

総務局総務部政策法務課市政
情報室
総務局情報管理部行政情報課
市民局総務部市民情報室

仙台市
さいた
ま市

千葉市

川崎市
横浜市

総務局行政部行政情報課

総括課

2013年11月30日現在

285

施策別の担当部署
「保有する個人情報の保護」の「区域内の事業者への支援」の 「苦情処理のあっせん等」の
総括課（法第11条）
総括課（法第12条）
総括課（法第13条）
総務局行政部行政情報課
総務局行政部行政情報課
市民まちづくり局市民生活部
消費者センター
総務局行政部行政情報課
総務企画局総務部文書法制課 総務企画局総務部文書法制課 総務企画局総務部文書法制課
総務局総務部行政透明推進課 総務局総務部行政透明推進課 市民・スポーツ文化局市民生活
行政透明推進係
行政透明推進係
部消費生活総合センター
総務局総務部行政透明推進課
行政透明推進係
総務局総務部政策法務課市政 総務局総務部政策法務課市政 総務局総務部政策法務課市政
情報室
情報室
情報室
総務局情報管理部行政情報課 総務局情報管理部行政情報課 総務局情報管理部行政情報課
市民局総務部市民情報室
市民局総務部市民情報室
市民局総務部市民情報室
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札幌市

２ 政令指定都市

鹿児島
県
沖縄県

宮崎県

大分県

総務部総務私学局県政情報文 総務部総務私学局県政情報文 環境生活部食の安全・消費生活
書課
書課
課
総務部県政情報課
総務部県政情報課
生活環境部県民生活・男女共同
参画課
総務部総務課
総務部総務課
総務部総務課
総合政策部 消費生活センタ
ー
総務部学事法制課
総務部学事法制課
総務部学事法制課（各事業所管 総務部県民生活局生活・文化課
課）
消費者行政推進室
総務部総務私学課行政情報セン 総務部総務私学課行政情報セン 総務部総務私学課行政情報セン 総務部総務私学課行政情報セン
ター
ター
ター
ター

総務部総務私学局県政情報文
書課
総務部県政情報課

各分野における消費者政策

熊本県
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285

286

熊本市

広島市
北九州
市
福岡市

岡山市

堺市
神戸市

大阪市

名古屋
市
京都市

浜松市

静岡市

相模原
市
新潟市
総務部総務課市政情報室

総務部総務課市政情報室

総務局総務部情報公開課

企画市民局市民部生活安全課

286

市民生活部広聴相談課市民相 市民生活部広聴相談課市民相
談室
談室
総務局行政管理部政策法務課 総務局行政管理部政策法務課 総務局行政管理部政策法務課 生活文化局市民生活部消費生
活センター
総務部文書行政課
総務部文書行政課
総務部文書行政課
総務部文書行政課市民部市民
生活課くらしのセンター
市民経済局市民生活部市政情 市民経済局市民生活部市政情 市民経済局市民生活部市政情 市民経済局市民生活部市政情
報室
報室
報室
報室
総合企画局情報化推進室（情報 総合企画局情報化推進室（情報 総合企画局情報化推進室（情報 文化市民局市民生活部消費生
管理担当）
管理担当）
管理担当）
活総合センター
市民局ダイバーシティ推進室 総務局行政部行政課
市民局ダイバーシティ推進室 市民局ダイバーシティ推進室
人権企画課
人権企画課
人権企画課
消費者センター
市長公室広報部市政情報課
市長公室広報部市政情報課
市長公室広報部市政情報課
堺市立消費生活センター
市民参画推進局参画推進部市 市民参画推進局参画推進部市 市民参画推進局参画推進部市 市民参画推進局市民生活部消
民情報サービス課
民情報サービス課
民情報サービス課
費生活課生活情報センター
総務局文書管理公開課情報公 総務局文書管理公開課情報公 総務局文書管理公開課情報公 市民局生活安全課消費生活セ
開室
開室
開室
ンター
企画総務局公文書館
企画総務局公文書館
企画総務局公文書館
市民局消費生活センター
総務企画局総務部文書館
総務企画局総務部文書館
総務企画局総務部文書館
総務企画局安全・安心部消費生
活センター
総務企画局行政部情報公開室 総務企画局行政部情報公開室 総務企画局行政部情報公開室 総務企画局行政部情報公開室
市民局生活安全部消費生活セ
ンター
総務局総務課（市政情報プラ 総務局総務課（市政情報プラ 総務局総務課（市政情報プラ 総務局総務課（市政情報プラ
ザ）
ザ）
ザ）
ザ）

総務局総務部情報公開課

総務局総務部情報公開課

問合せ先
○フィッシング１１０番
ウェブサイト http://www.npa.go.jp/cyber/policy/phishing/phishing110.
htm
○フィッシング対策協議会
ウェブサイト http://www.antiphishing.jp/

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［２］高度情報通信社会の進展への対応

各府省庁における取組
警察では、各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口において、フィッシングに関
する情報提供を受け付けているほか、関係機関、関係団体等との連携を強化してフ
ィッシングに関する情報提供及び注意喚起に努めています。また、2012 年 12 月に、
大手コミュニティサイトを模倣したＩＤ・パスワードの入力を要求するフィッシン
グサイトを開設した少年を検挙したほか、2013 年 10 月には、大手ゲーム会社が開
設するインターネットサイトに酷似した、ＩＤ・パスワードの入力を要求するフィ
ッシングサイトを開設した者を検挙するなど、取締りを推進しています。
総務省では、フィッシングは、メールやウェブサイトがその主要なツールとなっ
ていることから、インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者を中心と
する「フィッシング対策推進連絡会」を2005年１月から開催し、2005年８月には、
それまでの検討状況と今後取り組むべき課題等を記した「フィッシングの現状及び
ＩＳＰによるフィッシング対策の方向性」を取りまとめ、公表しました。また、フ
ィッシングメール等のなりすましメールに対する技術的な対策である「送信ドメイ
ン認証技術」について2008年11月に迷惑メール対策に関する関係者が幅広く集まり
設立された、
「迷惑メール対策推進協議会」において、普及に向けた活動を行ってい
ます。
経済産業省では、電子商取引の発展や情報セキュリティの確保などの観点から、
具体的な被害が拡大する前に事業者や一般消費者に的確な理解と行動を促すことが
重要であるとの認識の下、フィッシング対策を実施しています。2005年４月に民間
団体・業界を中心として設立された「フィッシング対策協議会」と連携し、国内外
のフィッシングに関する情報収集・提供、最新動向・攻撃手法の分析を行うととも
に、技術的対応等について検討しています。また、セミナーやフィッシング対策ガ
イドラインの普及を通して、消費者向けの啓発活動を行っています。

各分野における消費者政策

②

Ⅱ

（２）フィッシングの防止
① フィッシングとは
フィッシング（Phishing）とは、クレジット・カード会社や銀行、オンラインシ
ョッピング事業者等を装った電子メールを不特定多数に送り、銀行口座番号、クレ
ジット・カード番号、暗証番号やパスワードといった情報を巧みに詐取する行為で
あり、電子メールのリンクから偽サイトに誘導し、そこでこれらの情報を入力させ
る手口が一般的に使われています。
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（３）不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法、1999年８月13
日公布、最終改正2013年５月31日）は、不正アクセス行為を禁止するとともに、
これについての罰則及びその再発防止のため不正アクセス行為を受けたアクセス
管理者に対する都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気
通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能に
より実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の
健全な発展に寄与することを目的としているものです。
同法は2011年に改正され、①フィッシング行為の禁止、②他人の識別符号を提
供する行為についての規制の強化、③他人の識別符号を不正に取得・保管する行
為の禁止、④不正アクセス行為をした者に係る罰則の法定刑の引き上げ等の不正
アクセス行為につながる一連の行為に対する規制の強化が図られたほか、不正ア
クセス行為の防止を図るための取組を向上させるため、アクセス管理者による防
御措置を支援する団体に対する新たな援助規定が定められました。
不正アクセス禁止法の概要
不正アクセス被害を防止す
るために
① 安易に個人情報を提供
しないようにするなど、
個人情報を適切に取り扱
う。
② 推測が容易なパスワー
ドを使用しない。また、
パスワードは、定期的に
変更するなど適切に設
定・管理する。
③ ウイルス対策ソフトウ
ェアを利用し、随時更新
する。

問合せ先
○サイバー犯罪対策
ウェブサイト http://www.npa.go.jp/cyber/
○警察庁セキュリティポータルサイト@police
ウェブサイト http://www.cyberpolice.go.jp/
○各都道府県警察サイバー犯罪相談窓口
ウェブサイト http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
（４） 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不
正な利用の防止に関する法律
いわゆる振り込め詐欺やヤミ金融の営業、覚醒剤等の薬物の違法な売買などにおい
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ソーシャルゲームとは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）
上で提供されるオンラインゲームの総称です。通常、専用のハードやソフトを用
意する必要はなく、インターネット接続環境とブラウザがあれば、パソコン、ス
マートフォン、携帯電話を問わずゲームを楽しむことができます。ＳＮＳ のコミ
ュニケーション機能を活用して、利用者間の協力・競争を行うほか、他の利用者
をゲームに招待することが可能です。
ソーシャルゲームは、新たな成長分野として期待を集める一方、消費者トラブル
が表面化してきました。基本的な機能は無料で楽しむことができる一方、「アイテ
ムの入手などは有料とする」、いわゆる「フリーミアム」を取ることが多く、「無
料」から「有料」への移行が簡単であるため、「未成年が親のクレジットカードを
使ってゲームを利用し、高額な利用料を請求された」等のトラブルが発生していま
す。ソーシャルゲームではアイテムの購入がゲームの中だけで通用する仮想通貨で
行われることが多く、有料とは気付かないことも背景にあると考えられます。
これに対し、事業者は、未成年の課金に一定額の上限を設けるなどの対策を講
じています。他方、この取組が有効に機能するためには、利用者が利用時に年齢

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［２］高度情報通信社会の進展への対応

（参考）ソーシャルゲーム

各分野における消費者政策

問合せ先
○総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
ウェブサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d
_syohi/050526_1.html

Ⅱ

て、プリペイド式携帯電話やレンタル携帯電話といった、携帯電話事業者が契約者を
特定できない携帯電話が利用されているという問題を受けて、携帯音声通信事業者に
よる契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律
（携帯電話不正利用防止法、2005年４月15日公布、最終改正2010年12月３日）が制定
されました。
この法律は、携帯音声通信事業者に対して、携帯電話の契約や他人への売買の際に
契約者の本人確認を義務付け、契約者を特定できない携帯電話を生じさせないように
することにより、携帯電話の不正な利用を防止することを目的としています。また、
レンタル携帯電話事業者に対しても、レンタル契約の際に本人確認を義務付けていま
す。
この法律の施行以降も、振り込め詐欺などへのより一層の対策として、2008年には
レンタル携帯事業者が行うべき本人確認の厳格化などを内容とする法改正が行われま
した。また、詐欺などの犯罪に利用された可能性の高い携帯電話について、携帯音声
通信事業者は一定の手続きを経て携帯電話回線の利用停止を行うことができるとされ
ており、携帯電話事業者においては、更なる被害を防止するために、利用停止までの
期間短縮化や手続の簡素化などの取組が行われてきたところです。
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登録を正しく行うことが必要になるため、事業者はその事を利用者へしっかり伝
えることが求められます。また、2012年11月に一般社団法人ソーシャルゲーム協
会が新設され、業界の健全化を図る様々な対策を講じています。
消費者庁は、2013年４月に「消 費 者 が 実 行 す べ き ポ イ ン ト ～ 『 ソ ー シ ャ
ル ゲ ー ム 』、『 口 コ ミ （ サ イ ト ）』、『 サ ク ラ サ イ ト 』 に つ い て ～ 」 を 公 表
し、消費者への注意喚起を行っています。
※詳細は消費者庁ウェブサイトを御参照ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130403adjustments_1.pdf
問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）

（参考）サクラサイト※１商法
ここ数年、全国各地の消費生活センターに、
“サクラサイト商法”に関する深刻
な相談が多数寄せられています。手口には近年いくつかのバリエーションが現れ
ており、異性との出会いを仲介するものだけでなく、「儲けになる内職を提供す
る」、「芸能人の悩み相談に乗って欲しい」、「懸賞金が当たったので受け取っ
て欲しい」などの触れ込みで誘引し、結果的にウェブサイト登録者に高額の利用
料請求を行うものが多くなっています。これらのウェブサイトは、いずれもサク
ラと思われる相手が様々な人物になりすまして、登録者と電子メールのやり取り
を行っていることが特徴です。
こうした状況を受け、消費者庁および国民生活センターでは、2012年５月～６月
に「詐欺的“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン※２」（主催：国民生活セン
ター）を実施し、「一日国民生活センター長」を芸能人に委嘱するなど、消費者へ
の注意喚起を行いました。また、消費者庁では、2013年４月に「消費者が実行すべ
きポイント～『ソーシャルゲーム』
、
『口コミ（サイト）
』
、
『サクラサイト』につい
て～※３」を公表し、消費者への注意喚起を行っています。
※１ ここでいう“サクラサイト”とは、ウェブサイト業者に雇われたサクラ
が異性、タレント、社長、弁護士、占い師などのキャラクターになりすま
して、消費者の様々な気持ちを利用し、ウェブサイトに誘導し、メール交
換等の有料サービスを利用させ、その度に支払いを続けさせるサイトを指
すこととします。
※２ 詳細は消費者庁ウェブサイトを御参照ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/120802shiryo6.pdf
※３ 詳細は消費者庁ウェブサイトを御参照ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130403adjustments_1.pdf
問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）

290
290

［３］国際的な連携の確保のための枠組み
Ⅱ
問合せ先
○農林水産省消費・安全局消費・安全政策課
電話 03-3502-8111（代）
ウェブサイト
http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/index.
html
○厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課国際食品室
電話 03-5253-1111（代）
ウェブサイト
http://www.mhlw.go.jp/topics/idenshi/codex/index.
html

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［３］国際的な連携の確保のための枠組み

コーデックス委員会（（Codex Alimentarius Commission）は、1963年に、消費者の
健康の保護、食品の公正な取引の確保等を目的として、ＦＡＯ（国連食糧農業機関）
とＷＨＯ（世界保健機関）により設置された国際的な政府間組織です。国際食品規格
（コーデックス規格）の策定等を行っており、我が国は1966年に加盟しました。
事務局はＦＡＯ本部（ローマ）にあり、2013年11月時点で、185か国１機関（欧州連
合）が加盟しています。組織は、食品の規格等の最終的な決定を行う総会のほか、その
総会に対して各種勧告等を行う執行委員会や、個別の課題について検討を行う下部機関
（一般問題部会、個別食品部会、特別部会、地域調整部会）から構成されています。
コーデックス委員会は、科学的根拠に基づいた規格の策定を行っており、世界各国
の食品関係分野の専門家が参加し、食品中の化学物質等の安全性評価を行う国際的な
専門家会合とも連携しながら、食品中の重金属、カビ毒等の汚染物質に関する基準、
食中毒を防止するために必要な食品中の微生物基準、食品中の残留農薬及び食品添加
物に関する基準値や個別食品の品質規格などの検討を行っています。
コーデックス規格は、我が国における食品中の汚染物質等に関する基準や行動規範
の策定など、食品のリスク管理に大きな影響を及ぼすものであることから、我が国で
は、厚生労働省、農林水産省、さらに、2009年９月より消費者庁を含めた関係行政機
関や研究機関などが連携しながらコーデックス委員会の活動に積極的に参画していま
す。我が国は部会や関連作業部会の議長国を引き受けるという形でもコーデックス規
格の策定に貢献しています。2011年７月からはアジア地域調整国（任期：2015年７月
まで）を務めており、執行委員会のメンバーとしてコーデックスの運営管理にも関わ
っています。また、2014年11月には、2012年11月に引き続き、議長国としてアジア地
域調整部会を日本国内で開催する予定です。国内では、コーデックス委員会の活動に
ついてコーデックス連絡協議会（厚生労働省及び農林水産省共催）を開催し、消費者
を始めとした関係者との意見交換等を行っています。さらに、厚生労働省及び農林水
産省のウェブサイトを通してコーデックスに関する情報提供を行っています。

各分野における消費者政策

１．コーデックス委員会
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○消費者庁食品表示企画課
電話 03-3507-8800（代）
○文部科学省科学技術・学術政策局政策課資源室
電話 03-5253-4111（代）

２．ＯＥＣＤ／ＣＣＰ（消費者政策委員会）
①

経緯及び概要
ＯＥＣＤ消費者政策委員会（ＣＣＰ：Committee on Consumer Policy）は、消費
者政策に関する加盟国間の情報及び経験の交換、討議並びに協力の推進を目的とし
て、1969年にＯＥＣＤに設置され、本会合は通常年２回開催されています。ＣＣＰ
は、国際消費者機構（ＣＩ：Consumers International）、経済産業諮問委員会（Ｂ
ＩＡＣ：Business and Industry Advisory Committee）等とも連携し、密に相談し
ながら活動しています。
我が国は副議長国の一国であり、消費者庁を含む関係府省庁が、年２回の会合に
出席し、各プロジェクトに参加する等、ＣＣＰの活動に積極的に加わっています。

②

活動の概要
１）ＣＣＰは、次の２つのガイドラインを作成しています。我が国も、関連する法
律（特定商取引法、景品表示法及び特定電子メール法等）の整備等の際に、これ
らのガイドラインを参考にしています。
ア） 「電子商取引に係る消費者保護ガイドライン」（「Guidelines for Consumer
Protection In the Context of Electronic Commerce」）（※）。
当該ガイドラインは、消費者がオンライン上で商品を購入する場合において、
地元店舗やカタログ注文で購入する場合と同じように保護されることを目的と
しており、1999年にＯＥＣＤ理事会勧告として採択されました。2003年には、
各国における当該ガイドラインの実施状況に関する報告書が取りまとめられま
した。
イ） 「国境を越えた詐欺的及び欺まん的行為から消費者を保護するためのガイド
ラ イ ン 」（「 Guidelines for Protecting Consumers from Fraudulent and
Deceptive Commercial Practices Across Borders」)（※）。
当該ガイドラインは、国境を越えた商取引による消費者被害に関し、消費
者保護法制の執行機関による円滑な取締りと被害救済を図ることを目的とし
ており、2003年にＯＥＣＤ理事会勧告として採択されました。2006年には、
各国における当該ガイドラインの実施状況に関する報告書が取りまとめられ
ました。
２）消費者政策体制に関する調査の一環として、2005年に「詐欺行為に関する情報
キャンペーンに関する報告書」
（「Examining Consumer Policy: Report on Consumer
Information Campaigns Concerning SCAMS」）、2006年に「法執行体制の効果に関
する報告書」(「Best Practices for Consumer Policy: Report on the Effectiveness
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○ＯＥＣＤウェブサイト
http://www.oecd.org/sti/consumer/
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdrecommendationoncross-bordercooperationintheenforcementoflawsagainstspam.htm
問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800(代)

３．ＩＣＰＥＮ（消費者保護及び執行のための国際ネットワーク）
ＩＣＰＥＮ（International Consumer Protection and Enforcement Network）は、
1992年にロンドンで開催されたＯＥＣＤ／ＣＣＰアドホック会合により設立された、
関係国における消費者行政の法執行当局をメンバーとする非公式会合です。国境を越
えた不正な取引行為を防止するための取組を促進することを目的としたネットワーク
です。なお、2003年４月に、ＩＭＳＮ（International Marketing Supervision Network）
からＩＣＰＥＮへと名称変更が行われました。
ＩＣＰＥＮにおいて、参加国は、国境を越えたオンライン関連取引に関する情報の
消費者への提供、参加国の一般消費者から苦情情報の収集を行うeConsumer.govプロジ
ェクト、参加国が一斉にウェブの監視を行うインターネット・スウィープ活動、詐欺
防止月間キャンペーン等の共同プロジェクトに取り組んでいます。

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［３］国際的な連携の確保のための枠組み

（※）上記原文資料は、ＯＥＣＤのウェブサイトからダウンロードすることがで
きます。

各分野における消費者政策

として採択されました。2007年１月には、モバイルコマース（携帯電話関係の取
引）についての、各国の調査報告書が取りまとめられました。
４）2007年には、事業者との取引（国境を越えた取引を含む）から生じた消費者の
経済的損害についての紛争解決及びその救済を図る仕組みの共通原則を提示し
た「消費者の紛争解決及び救済に関するＯＥＣＤ理事会勧告」（「OECD
Recommendation on Consumer Dispute Resolution and Redress」）（※）が採択さ
れました。
５）消費者の自立のための消費者教育上の対応集として、2009年には「消費者教育
に関するＯＥＣＤ・ＣＣＰ勧告」
（「CONSUMER EDUCATION Policy Recommendations
（※）
of the OECD’s Committee on Consumer Policy」）
が採択されました。

Ⅱ

of Enforcement Regimes」)が取りまとめられました。
３）2006年、新技術及び新興事業に関する作業として、スパム（迷惑メール）対策
に関し、情報・コンピュータ・通信政策委員会（ＩＣＣＰ）との共同作業で、推
奨される政策や手段をまとめたスパム対策ツールキット報告書が取りまとめられ、
「スパム対策に関するＯＥＣＤ勧告」（「Recommendation of the Council on
Cross-Border Co-operation in the Enforcement of Laws against Spam」）（※）
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問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800(代)

４．日中韓消費者政策協議会
①

経緯及び概要
2001年以来、国民生活センターと韓国消費者保護院により２回開催された「日韓
消費者フォーラム」が発展的に解消され、2004年９月に、日中韓の消費者政策当局
等による第１回協議会が韓国主催で開催されました。2006年９月には、第２回協議
会が中国主催で開催され、第１回以降の３か国における活動の進展、協力の在り方
等についての議論を経て、３か国は、３当局間の消費者保護分野における協力関係
の覚書案について基本合意し、2006年11月に署名を完了しました。

②

協議会の開催（第３回～第６回）
2009年３月に我が国主催で開催された第３回協議会以降、2010年に第４回（韓国
主催）、2012年に第５回（中国主催）の協議会が実施され、各国の消費者政策及び執
行の状況や消費者問題についての情報交換を行っています。第６回協議会は2014年
に我が国で開催予定です。
問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800(代)

５．ＣＩ（国際消費者機構）
国際消費者機構（ＣＩ: Consumers International）は、1960年にアメリカ消費者同
盟、イギリス消費者協会、オランダ消費者協会、ベルギー消費者協会、オーストラリ
ア消費者協会の５団体を理事として創設された非営利、非政府系の消費者団体の国際
連絡組織です。創設時の名称は、ＩＯＣＵ（International Organization of Consumers
Unions）でしたが、1995年１月に現在のＣＩに変更されました。本部はイギリスのロ
ンドン、地域事務局はマレーシアのクアラルンプール、チリのサンチアゴ、南アフリ
カのヨハネスブルグに設置されています。
現在、米国Consumer Union会長のジェームズ・ゲスト氏が会長を務めています（2015
年まで）。
加盟団体数は、120カ国から約240団体で、我が国では一般社団法人全国消費者団体
連絡会が正会員として加盟し、特定非営利活動法人日本消費者連盟、消費者法ニュー
ス発行会議、特定非営利活動法人ＮＣＯＳが提携会員となっています。
創設当初は、主として商品テストを行う団体が加盟し、共同テストの企画や情報交
換を行ってきました。しかし、その後、非営利で消費者利益のために活動する団体を
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６．ＩＳＯ（国際標準化機構）／ＣＯＰＯＬＣＯ（消費者政策委員会）
―国際標準化への対応―
商品の購入に際し、品質の内容は外観だけでは分からないのが通常であり、消費者
が安心して品質の良い商品を入手できるように、品質の内容を具体的に規定し標準化
する作業が進められてきました。このような標準化の整備を国内だけではなく、国際
的に推進しようとする活動も活発になされています。
ＩＳＯ(国際標準化機構)は、約160カ国の標準化機関が参加している組織であり、国
際的な物とサービスの貿易を促進し、知的、科学的、技術的及び経済的活動の分野で
の協力を発展させる観点から、世界での標準化及び関連活動の発展を促進する活動を
行っています。ＩＳＯの対象範囲は、電気・電子・通信技術分野の標準化を除く全て
の分野の標準化です。

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［３］国際的な連携の確保のための枠組み

問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800(代)

各分野における消費者政策

○ＣＩ（国際消費者機構）
ウェブサイト http://www.consumersinternational.org/

Ⅱ

全て会員として受け入れるようになり、また国連との連携を強めることを通して、第
三世界や中・東欧での消費者保護へと活動が拡大していきました。
現在では、あらゆる消費者問題の国際的フォーラムとして機能しており、またＥＣ
ＯＳＯＣ（国連経済社会理事会）、ＵＮＣＴＡＤ（国連貿易開発会議）、ＷＨＯ（世界
保健機関）、コーデックス委員会、ＩＳＯ（国際標準化機構）、ユネスコ、ユニセフ、
ＷＴＯ（世界貿易機構）等において、消費者の利益を代表する活動を積極的に行って
います。
1962年３月15日にアメリカのケネディ大統領（当時）が「消費者の利益の保護に関
する連邦議会への特別教書」を発表したことを記念して、ＣＩは毎年３月15日を｢世界
消費者権利の日｣と定め、加盟団体に統一テーマによるキャンペーンの実施を呼び掛け
ています。2013年のテーマは｢今こそ消費者が公正に扱われる世の中に！｣でした。2015
年に、国連の消費者保護ガイドライン（ＵＮＧＣＰ）が改定されることを考慮して決
定されたものです。
また、ＣＩは４年に一度、加盟団体が一堂に会する世界大会を開催しています。2011
年5月には香港で第19回大会を開催し、「明日の消費者をエンパワーする」をメインテ
ーマに、
「持続可能な消費・グリーンエコノミー」
「金融サービス」
「新たなデジタル世
界における消費者の権利」の３つの柱に沿って報告などが行われました。第20回大会
は2015年10月６日－９日にカナダのモントリオールで開催される予定です。
ＣＩのウェブサイトでは、最新の活動状況のほか、会員団体のウェブサイトへのリ
ンク、年報・各種調査を始めとする出版物等の情報を提供しています。
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ＷＴＯ/ＴＢＴ協定(貿易の技術的障害に関する協定)の発行に伴い、各国の国内規格
はＩＳＯが制定している国際規格との整合性の確保が求められており、その重要性が
益々高まっています。
ＣＯＰＯＬＣＯ(消費者政策委員会)は、ＩＳＯ理事会の下に設置された消費者政策
に関する委員会であり、114か国が参加し、消費者ニーズを標準化に反映させる方法や
消費者の国内及び国際標準化活動への参加を促進させる方法の検討等を行っています。
例えば、ＳＲ（社会的責任）、サービスの標準化、苦情処理、高齢者・障害者ニーズの
配慮指針、子どもの安全指針などのグローバル市場における消費者保護等の国際規格
化の勧告を、ＩＳＯ又はＩＥＣ（国際電気標準会議）に対し行ってきています。これ
らの中には、我が国において既に作成されていた「苦情対応マネジメントシステムの
指針」を基に議論が進められ、2004年に発行されたＩＳＯ10002（組織における苦情
対応のための指針）、また、2010年に発行されたＩＳＯ26000（社会的責任に関する
指針）や、我が国の提案で検討が始められ発行されたＩＳＯ/ＩＥＣガイド71「高齢
者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針」などのように各国の
規格作成に大きな影響を与える指針として取り入れられています。
問合せ先
〇経済産業省産業技術環境局環境生活標準化推進室
電話 03-3501-1511(代)
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［４］災害発生時の対応
Ⅱ
災害対策基本法（抜粋）
（緊急措置）
第百九条
災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため
緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、
臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまが
ないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政
令を制定することができる。
一
その供給が特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡し
の制限若しくは禁止
二
災害応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格
又は役務その他の給付の対価の最高額の決定
三
金銭債務の支払（賃金、災害補償の給付金その他の労働関係に基づく金銭債
務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を
除く。）の延期及び権利の保存期間の延長

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［４］災害発生時の対応

（１）緊急措置
① 重要な物資の安定供給、物価の安定確保、債務履行期限の延長等
災害緊急事態に際して、国の経済秩序を維持し、公共の福祉を確保するための緊
急の必要がある場合に、一定の条件の下、内閣は生活必需物資の配給や、譲渡・引
渡しの制限、国民生活の安定のため必要な物の価格の最高額の決定、金銭債務の支
払延期等について、政令を制定することができます。

各分野における消費者政策

我が国の災害応急対策は、災害対策基本法（災対法、1961年11月15日公布、最終改
正2013年6月21日）を始めとする法律に基づき実施されています。
災対法は災害対策の基本法ですが、その中には大規模な災害を想定し、地方公共団
体の長が物資等の供給を要請する規定や備蓄物資の融通に関する規定等、円滑に物資
を供給するための各種規定を置いています。
また、国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすような非常災害発生時には災
害緊急事態の布告（災対法第105条）を発した上で、以下のような取組を行うこととし
ています。
○被災地における物資供給不足を避けるため、被災地外も含む国民に対し必要物資
をみだりに購入しないことを求めること（第108条の３）
○国会が開会されていない場合に、生活必需物資の譲渡制限等や国民生活の安定の
ため必要な物の価格等について緊急政令を定めること（第109条）
このほか、災害時には個別法により各種の措置がなされることとなっています。
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②

許認可等の存続期間（有効期間）の延長
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
（特定非常災害特別措置法、1996年６月14日公布、最終改正2013年６月21日）に基
づき、災害が「特定非常災害」として政令で指定されることにより、一定の地域の
方々を対象に、運転免許のような許認可等（災害発生日以後に満了するもの）につ
いて、政令で定める日を限度として、存続期間（有効期間）が延長されます。
問合せ先
○内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（総括担当）付
電話：03-3501-5408

（２）被災者支援
国においては、被災者の生活再建への取組を支援するため、各種の支援制度を用意
しており、内閣府において、
「被災者支援に関する各種制度の概要」としてパンフレッ
トに取りまとめ、紹介しています。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
＜経済・生活面に係る主な支援制度＞
① 被災者生活再建支援金
○災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に
対して支援金を支給します。
○支給額は、下記の２つの支援金の合計額になります。
（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額が３／４になります。）
■住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）
住宅の被害程度
全壊等
大規模半壊
支給額

100万円

50万円

■住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）
住宅の再建方法
建設・購入
支給額

200万円

補修
100万円

賃借（公営住宅を除く）
50万円

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する
場合は、合計で200（又は100）万円。
○支援金の使途は限定されないため、何にでも使うことができます。
○住宅が自然災害（地震、津波、液状化等の地盤被害等）により全壊等（※）又は
大規模半壊した世帯が対象です。
（※）下記の世帯を含みます。
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問合せ先
○都道府県、市町村

各分野における消費者政策

○被災時に現に居住していた世帯が対象となるため、空き家、別荘、他人に貸して
いる物件等は対象になりません。

Ⅱ

■住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、
居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ず
るやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
■噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった
世帯（長期避難世帯）

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［４］災害発生時の対応
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②

災害弔慰金
○災害により死亡された方の御遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に
基づき､災害弔慰金を支給します。
○災害弔慰金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が死亡した場合：500 万円を超えない範囲内で支給
・その他の者が死亡した場合：250 万円を超えない範囲内で支給
○災害により死亡した方（お住まいの市町村に住民登録のある方、外国人登録があ
る方）の御遺族が対象です。
○支給の範囲・順位
・1)配偶者、2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母
・上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同
居し、又は生計を同じくしていた者に限る）
※ 対象となる災害は、自然災害で１市町村において住居が５世帯以上滅失
した災害等です。
問合せ先
○市町村

③

災害障害見舞金
○災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支
給等に関する法律に基づき､災害障害見舞金を支給します。
○災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。
・生計維持者が重度の障害を受けた場合：250万円を超えない範囲内で支給
・その他の者が重度の障害を受けた場合：125万円を超えない範囲内で支給
○災害により以下のような重い障害を受けた方です。
１)両眼が失明した人
２)咀嚼（そしゃく）及び言語の機能を廃した人
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３)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
４)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
５)両上肢を肘関節以上で失った人
６)両上肢の用を全廃した人
７)両下肢を膝関節以上で失った人
８)両下肢の用を全廃した人
９)精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前
各項目と同程度以上と認められる人
※対象となる災害は、自然災害で１市町村において住居が５世帯以上滅失
した災害等
問合せ先
○市町村
④

災害援護資金
○災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等
に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等
は次のとおりです。

①世帯主に１か月以上の負傷がある場合

貸付限度額

ア

当該負傷のみ

150万円

イ

家財の３分の１以上の損害

250万円

ウ

住居の半壊

270万円

エ

住居の全壊

350万円

②世帯主に１か月以上の負傷がない場合
ア

家財の３分の１以上の損害

150万円

イ

住居の半壊

170万円

ウ

住居の全壊（エの場合を除く。）

250万円

エ

住居の全体の滅失又は流失

350万円

貸 付 利 率

年３％（据置期間中は無利子）

据 置 期 間

３年以内（特別の場合５年）

償 還 期 間

10年以内（据置期間を含む。）

○以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
１)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね１か月以上
２)家財の１／３以上の損害
３)住居の半壊又は全壊・流出
○所得制限があります。
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１人

220万円

２人

430万円

３人

620万円

４人

730万円

５人以上

１人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。

※

対象となる災害は、自然災害で都道府県において災害救助法が適応された市
町村が１以上ある場合の災害です。

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［４］災害発生時の対応

問合せ先
○市町村

各分野における消費者政策

市町村民税における前年の総所得金額

Ⅱ

世帯人員
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（３）災害関連のトラブルとその対応
震災や台風、暴風などの自然災害の発生後、
「保険金が使える」と言って勧誘された
にもかかわらず実際には使えない、契約後に解約を申し出たところ高額な解約手数料
を要求された等、問題のあるリフォーム業者に関する相談事例が寄せられています。
国民生活センターは2013年３月７日に増加する住宅リフォーム工事のトラブルに関す
る注意喚起を行いました。
トラブルを未然に防ぐために、消費者が利用できる各種制度があります。リフォー
ムに関する制度の詳細は、132ページを御確認ください。

（参考）東日本大震災に係る対応
①

消費者への迅速な注意喚起
東日本大震災の後、全国の消費生活センターに寄せられた相談の中には、震
災に便乗した悪質商法と思われるような事案も少なからず報告されました。消
費者庁は、福祉団体や公的機関等を名乗って義捐金をだまし取ろうとする相談
事例が寄せられたことを受け、2011年３月18日には、消費者へ注意喚起を行い
ました。また、住宅の修理等に係る強引な勧誘や高額な請求に関する相談が寄
せられたことを受け、３月31日、住宅の修理工事等の勧誘を受けたときに工事
の内容や契約条件をよく確認するよう、消費者へ注意喚起を行いました。さら
に、被災者支援につながるなどとして温泉付き有料老人ホームの利用権の勧誘
が寄せられたことから、消費者庁及び国民生活センターは、同年４月28日に消
費者へ注意喚起を行うとともに、これを踏まえ、消費者庁は、消費者安全法に
基づき、相談の多かった事業者名を公表して注意喚起を行いました（同年６月
24日）。また、同日、国民生活センターでも注意喚起を行いました。
このほか、警察庁でも義えん金を募る詐欺に注意するよう、2011年３月17日
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以降注意喚起を複数回行っています。
②

被災４県をバックアップする「震災110番」の開設
東日本大震災の影響で、消費生活相談を実施できない被災４県をバックアッ
プするため、消費者庁及び国民生活センターは、2011年３月27日から７月29日
まで、
「震災に関連する悪質商法110番」
（以下「震災110番」という。）を設置し
ました。また、受け付けた相談内容や消費者へのアドバイスについて、開設後
１週間、１か月、２か月、３か月の時点及び開設期間終了後に取りまとめ、公
表しました。相談内容としては、屋根や壁など住宅の修繕工事等の「工事・建
築」が最も多く、賃貸アパートや借家等の「不動産貸借」、墓、車、給湯システ
ム等の「修理サービス」に関する相談も多く寄せられました。その他、
「震災110
番」で特徴的にみられたトラブルについて「震災関連トラブル速報」としてテ
ーマごとに７回公表しました。
また、消費者庁は、被災地から寄せられる消費生活相談情報の概況について、
４月14日以降８月５日まで毎週取りまとめて公表しました。

③

被災地への専門家派遣
東日本大震災の被災者の方々の生活再建を図る上で必要となる総合的な相談
体制の構築を支援するため、消費者庁は、国民生活センターと連携して、地元
のニーズも踏まえつつ、被災地における相談窓口に専門家（弁護士、司法書士、
税理士、建築士、土地家屋調査士、社会保険労務士、ファイナンシャルプラン
ナー）を派遣しました。2013年３月末迄に、延べ5,996人日の専門家を派遣しま
した。
問合せ先
○消費者庁消費者政策課、地方協力課
電話03-3507-8800（代）
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［５］放射能と消費生活
Ⅱ
（２）食品と放射能に関する消費者の理解増進のための取組
食品安全委員会では、ウェブサイトを通じて、食品中に含まれる放射性物質の食品
健康影響評価を始め評価結果のＱ＆Ａや解説資料、意見交換会の資料や概要など関連
情報の提供を行いました。
厚生労働省では、2012年４月１日から施行された食品中の放射性物質の基準値につ
いてのリーフレットや説明会の資料等を含む開催概要を同省のウェブサイトに掲載す
るなど、消費者の食品の安全性に関する知識と理解を図るための情報提供を行ってい
ます。さらに、都道府県等が実施している食品中の放射性物質の検査結果を取りまと
め、ウェブサイトで公表し、消費者への迅速な情報提供に努めています。
農林水産省では、説明会やウェブサイトによる情報発信の他、東日本大震災による
被災地やその周辺地域で生産・製造されている農林水産物・食品を積極的に消費する

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［５］放射能と消費生活

（１）食品と放射能に関するリスクコミュニケーションの開催
2011年３月11日の東日本大震災に伴って発生した東京電力福島第一原子力発電所事
故による環境中への放射性物質の放出を契機として、食の安全性に関するリスクコミ
ュニケーションは、食品中の放射性物質に関する対応を緊急にかつ中心的に行うこと
としました。
このうち、関係府省庁が連携した取組として、2011年度には食品安全委員会と厚生
労働省が共催し、農林水産省も参画した説明会を７回行いました。2012年６月には、
食品安全基本法（2003年５月23日公布、最終改正2011年６月24日）第21条第１項に定
める基本的事項の改定を閣議決定し、消費者庁が食品安全行政を実施する機関として
明確に位置付けられ、リスクコミュニケーションに関する関係府省庁等の事務の調整
を担うこととされました。
これを受け、これまで以上に関係府省庁等の連携を図ることとし、消費者庁、食品
安全委員会、厚生労働省及び農林水産省が共催し、食品中の放射性物質に関する正し
い情報提供に重点を置いた比較的大規模な会場でのシンポジウム形式によるリスクコ
ミュニケーションを各地の県庁所在地等で27回開催するとともに、３種類のポスター、
リーフレットを作成し、公共施設や店頭等における消費者への情報提供として全国で
配布しました。
さらに、消費者庁では、2011年度より地域の消費者団体等と連携して、より小規模
な意見交換会も開催しています。2012年度には、地方公共団体との連携により、双方
向対話型集会の開催（全国175回、うち福島県73回等）等、開催ニーズに則したリスク
コミュニケーションに取り組み、全国148か所で開催しました。
また食品安全委員会でも、地方公共団体や関係府省庁と連携した意見交換会や、地
方公共団体等からの要請に対応した講師派遣を行いました。

各分野における消費者政策

１．放射能とリスクコミュニケーション等
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ことで被災地等の復興を応援するため、
「食べて応援しよう！」のキャッチフレーズの
下、食品産業事業者、地方公共団体等の協力を得て、被災地産の農産物等の販売フェ
アや各府省庁の食堂・売店、社内食堂での積極的利用等の取組を推進しています。2012
年度には、農林水産省だけでなく、経済産業省、総務省、国土交通省、防衛省からも、
関連業界団体に対し、被災地産の農産物等の積極的な消費を働きかけてきました。
消費者庁では、2011年度以降、食品・水道水の検査結果や、出荷・摂取制限の範囲
など、正確な情報をウェブサイトで発信しているほか、放射性物質や、食品等の安全
の問題を分かりやすく説明する冊子「食品と放射能Ｑ＆Ａ」を作成（2011年５月30日
から適宜改訂、2013年９月２日時点第８版）し、ウェブサイトで公表するとともに、
配付しています。2013年には簡易版のリーフレットも作成しました。
さらに、消費者庁では、風評被害の実態を把握するため、2013年に消費者の意識調
査や生産者を含めた事業者ヒアリングを行い、４月26日に「食品と放射能に関する消
費者理解増進のための施策の方針」を取りまとめました。この方針に沿って、地域に
応じたきめ細やかな情報発信や消費者と生産者の交流イベント等を開催する地方公共
団体への支援を行うなど、関係府省庁や関係地方公共団体との連携の下で施策を推進
していくこととしています。
なお、国税庁においても、独立行政法人酒類総合研究所と連携して実施した酒類及び
醸造用水中の放射性物質の検査結果等を取りまとめ、ウェブサイトで公表しています。
問合せ先
○内閣府食品安全委員会事務局 食の安全ダイヤル
電話 03-6234-1177
○消費者庁消費者政策課、消費者安全課
電話 03-3507-8800（代）
○厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課
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）
○国税庁課税部鑑定企画官
電話 03-3581-4161（代）

２．放射性物質検査体制の整備と情報提供
（１）食品の検査および情報提供
食品中の放射性物質に関する検査は、原子力災害対策本部（本部長：内閣総理大臣）
が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」
（2013年３月19
日改正）を踏まえ、地方公共団体で実施されています。
地方公共団体で実施された食品中の放射性物質の検査結果は、厚生労働省が集約し
公表しています。また、農林水産省のウェブサイトでは、地域・時期・品目別に放射
性セシウム濃度の検査結果を取りまとめ、公表しています。
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Ⅱ

○厚生労働省ウェブサイト
※他府省庁ウェブサイトへのリンクもあり
http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/shokuhin.html
○農林水産省ウェブサイト
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html

各分野における消費者政策

地方公共団体における検査の実施に対し、関係府省庁は検査計画の策定や検査に関
する科学的な助言、検査機器の整備、検査費用等の各種支援を行っています。また、
厚生労働省では、実際に流通している食品の買上調査を実施しています。酒類につい
ては、酒類製造場内にある出荷前の酒類及び醸造用水の放射性物質に関する調査や、
市販酒類の放射性物質に関する調査を国税庁が独立行政法人酒類総合研究所と連携し
て実施しています。また、検査結果については国税庁のウェブサイトで公表するとと
もに、地方公共団体にも提供しています。

« 経
» 済社会の発展等の環境変化への対応 ［５］放射能と消費生活
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○国税庁ウェブサイト
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/index.htm
問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）
（酒類について）
○国税庁課税部鑑定企画官
電話 03-3581-4161（代）
（２）消費サイドでの放射性物質検査体制整備支援
消費者庁では、消費者の安全・安心を一層確保するため、独立行政法人国民生活セ
ンターと共同で、2011年度から希望する地方公共団体に放射性物質検査機器を貸与し、
消費サイドで食品中の放射性物質を検査する体制の整備を支援しています。
具体的には、独立行政法人国民生活センターからの貸与を希望した272地方公共団体
に対して、2013年10月までに386台の配備を完了しました。また、検査を担当する地方
公共団体の職員等を対象とした研修会も適宜開催しています。なお、配備した検査機
器による検査結果については、各地方公共団体が公表しているウェブサイトに、消費
者庁ウェブサイトからアクセスできるようにしています。
○消費者庁ウェブサイト

http://www.caa.go.jp/jisin/kensakiki.html

問合せ先
○消費者庁地方協力課
電話 03-3507-8800（代）
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（３）消費者向けの放射線測定器、個人線量計に関する情報
消費者庁ウェブサイトでは、消費者向けに放射線測定器の種類や測定対象毎の適切
な機器の紹介、測定方法や機器のメンテナンス等について紹介しています。
○消費者庁ウェブサイト

http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m09

問合せ先
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）
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