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凡　例
１　用語

　本報告で用いる用語の定義は、基本的には次のとおりとする。ただし、データの制約や
分析目的に応じて異なった定義を用いる場合は、本文中で明記する。

（１�）PIO-NET：独立行政法人国民生活センターと都道府県、政令指定都市及び市区町
村の消費生活センターや消費生活相談窓口（以下「消費生活センター等」という。）
をオンラインネットワークで結んだ「全国消費生活情報ネットワークシステム」
（Practical�Living�Information�Online�Network�System）のこと。1984年に運用を開
始し、消費生活に関して消費者から消費生活センター等に寄せられた相談情報が登録
されている（個別の相談情報であるため、閉じられたネットワークで運用されてい
る。）。蓄積された相談情報は、全国の消費生活相談窓口や消費者行政にとっての共有
データとして、消費者トラブルを解決するための相談業務に役立てたり、情報を分析
して、消費者トラブルの被害拡大や未然防止のための消費者政策の企画立案に活用さ
れている。

　　�　本報告で用いるPIO-NETデータ（消費生活相談情報）は、原則として2017年３月
31日までに登録された苦情相談で集計している。なお、PIO-NETデータは消費生活
センター等での相談受付からデータベースへの登録までに一定の時間を要するため、
相談件数データは今後増加する可能性がある。また、全国の消費生活センター等の相
談窓口からの「経由相談」は除いて集計している。相談について、性別、年齢層別、
職業別、地域別等の属性別に分析を行っているところは、当該相談のきっかけとなっ
た商品・サービスの契約者を基準としている（ただし、第１部第２章第２節の東日本
大震災関連の相談については、もともと被災県（岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）
の居住者であって他の都道府県へ避難している場合は、元の居住県の相談として集計
している。同様に、熊本地震関連の相談については、もともと熊本県の居住者であっ
て他の都道府県へ避難している場合は、熊本県の相談として集計している。）。

（２�）消費者事故等：消費者安全法第２条第５項で定義される事故及び事態。事業者が供
給する商品・サービスについて、消費者の使用・利用に伴って生じた生命や身体に影
響する事故、虚偽・誇大広告その他の消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するよ
うな行為が事業者により行われた事態やそのおそれがあるもの。

（３�）生命身体事故等：消費者事故等のうち、生命や身体に影響する事故及びそのおそれ
があるもの。

（４�）財産事案：消費者事故等のうち、生命・身体事案を除いたもの。虚偽・誇大広告そ
の他の消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するような行為が事業者により行われ
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た事態及びそのおそれがあるもの。

（５�）重大事故等：生命身体事故等のうち、死亡や30日以上の治療を要するけが等、被害
が重大であった事案やそのおそれがあるもの。

（６�）CCJ：国民生活センター越境消費者センターの略称。越境取引における日本の消費
者と海外の事業者、海外の消費者と日本の事業者との間の取引において発生した紛争
解決支援を行っており、国民生活センターからの委託を受けた事業者が相談窓口を設
け、相談情報を蓄積している。

２　年号表記

　本報告は、閣議決定を経て国会に提出する年次報告であり、表題は元号表記となってい
るが、本文中では、経済活動において西暦表記が用いられることが多いこと、海外データ
との比較が必要となる部分もあること、グラフにおいては西暦表記の方が馴染みやすいと
考えられることから、原則として西暦表記を用いている。

３　法令名の略称

　本報告で用いる主な法令の名称及び番号は次のとおりである。また、特に断りがない限
り、基本的に以下の略称を用いる。

法　令　名 略　称 番号
食品衛生法 昭和22年法律第233号
農林物資の規格化等に関する法律 ＪＡＳ法 昭和25年法律第175号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 出資法 昭和29年法律第195号
割賦販売法 昭和36年法律第159号
家庭用品品質表示法 昭和37年法律第104号
不当景品類及び不当表示防止法 景品表示法 昭和37年法律第134号
消費者基本法（消費者保護基本法） 昭和43年法律第78号
消費生活用製品安全法 昭和48年法律第31号
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 家庭用品規制法 昭和48年法律第112号
特定商取引に関する法律 特定商取引法 昭和51年法律第57号
貸金業法 昭和58年法律第32号
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 預託法 昭和61年法律第62号
製造物責任法 PL法 平成 6年法律第85号
住宅の品質確保の促進等に関する法律 住宅品確法 平成11年法律第81号
消費者契約法 平成12年法律第61号
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

平成13年法律第95号

健康増進法 平成14年法律第103号
独立行政法人国民生活センター法 国民生活センター法 平成14年法律第123号
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 平成14年法律第26号
食品安全基本法 平成15年法律第48号
個人情報の保護に関する法律 個人情報保護法 平成15年法律第57号
公益通報者保護法 平成16年法律第122号
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法　令　名 略　称 番号
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する
法律

米トレーサビリティ法 平成21年法律第26号

消費者庁及び消費者委員会設置法 平成21年法律第48号
消費者安全法 平成21年法律第50号
消費者教育の推進に関する法律 消費者教育推進法 平成24年法律第61号
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻
害する行為の是正等に関する特別措置法

消費税転嫁対策特別措置法 平成25年法律第41号

食品表示法 平成25年法律第70号
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の
特例に関する法律

消費者裁判手続特例法 平成25年法律第96号

４　調査

　主として使用している調査の概要は次のとおりである。なお、調査結果におけるNは質
問に対する回答者数。M.T.はMultiple�Totalの略で、回答数の合計を回答者数（N）で割っ
た比率。複数回答ができる質問では通常その値は100％を超える。

（１）消費者意識基本調査
　　�　日頃の消費生活での意識や行動、消費者事故・トラブルの経験等を聞き、消費者問

題の現状や求められる政策ニーズ等を把握するために、消費者庁が毎年度実施してい
る調査。2016年度の概要は次のとおり。

　　　ア　調査項目
　　　　�　消費生活における意識や行動、消費者事故・トラブル、消費者政策への評価、

消費者契約、食品の表示。
　　　イ　調査対象
　　　　　（ア）母集団：全国の満15歳以上の日本国籍を有する者
　　　　　（イ）標本数：10,000人
　　　　　（ウ）抽出方法：層化２段無作為抽出法
　　　ウ　調査期間
　　　　　2016年11月４日～30日
　　　エ　調査方法
　　　　　訪問留置・訪問回収法（調査員が調査票を配布、回収する方法）
　　　オ　有効回収数（率）
　　　　　6,009人（60.1％）

（２）地方消費者行政の現況調査
　　�　地方公共団体における消費者行政の現況を把握することを目的に、消費者庁（2008

年度以前は内閣府）が毎年実施している調査。概要は次のとおり。
　　　ア　主要調査項目
　　　　�　地方公共団体における消費者行政を担当する組織、職員配置、予算、事業の動

向等。
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　　　イ　調査時点
　　　　　各年４月１日現在（直近の調査は、2016年４月１日現在）

（３）風評被害に関する消費者意識の実態調査
　　�　東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて、福島県を含めた被災県の農林水産物

等について、消費者が買い控え行動をとっている場合の理由等を調査し、今後のリス
クコミュニケーションでの説明内容を始めとする各般の風評被害対策及び消費者理解
の増進に関する取組に役立てることを目的に、消費者庁が実施している調査。概要は
次のとおり。

　　　ア　調査項目
　　　　�　放射線等の基礎的な知識や人体影響についての理解、食品の購入に際しての考

え方、食品中の放射性物質の基準値に関する考え方、出荷制限に関する情報入手
の状況等

　　　イ　調査対象
　　　　　20～60歳代の男女、インターネットモニター（有効回答数5,176人）
　　　ウ　調査対象地域
　　　　�　被災県及び被災県産農林水産物の主要仕向先県等（岩手県、宮城県、福島県、

茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県）
　　　エ　調査時期
　　　　　（第１回）2013年２月14日～15日
　　　　　（第２回）2013年８月24日～28日
　　　　　（第３回）2014年２月14日～19日
　　　　　（第４回）2014年８月25日～31日
　　　　　（第５回）2015年２月６日～12日
　　　　　（第６回）2015年８月11日～17日
　　　　　（第７回）2016年２月４日～９日
　　　　　（第８回）2016年８月17日～23日
　　　　　（第９回）2017年２月２日～10日
　　　オ　調査方法
　　　　　インターネット調査

（４）消費生活に関する意識調査
　　�　個別のテーマについて、日常の消費生活における意識等について調査を行い、消費

者問題の現状や求められる政策ニーズ等を把握し、消費者行政の施策検討等に活用す
ることを目的とした調査。概要は次のとおり。

　　　ア　調査項目
　　　　　（１件目）　フィンテック等に関する調査
　　　　　（２件目）　食品ロス問題等に関する調査
　　　　　（３件目）　�SNSの利用、暮らしの豊かさ、シェアリングエコノミー等に関する
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調査
　　　　　（４件目）　SNSの利用及び消費者教育等に関する調査
　　　イ　調査対象
　　　　　（１件目）　満18歳以上の国民全体に対して偏りなく抽出（有効回答数3,000人）
　　　　　（２件目）　満18歳以上の国民全体に対して偏りなく抽出（有効回答数3,000人）
　　　　　（３件目）　満15歳以上の国民に対して偏りなく抽出（有効回答数3,000人）
　　　　　（４件目）　�満15歳から25歳までの国民に対して偏りなく抽出（有効回答数　

3,000人）
　　　ウ　調査時期
　　　　　2017年２月～３月
　　　エ　調査方法
　　　　　インターネット調査（４件目はLINE�Research�Platformで実施。）
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　消費者を取り巻く環境は、少子高齢化の
進行、情報化の進展、消費生活のグローバ
ル化等により変化し、これらに伴い、消費
者の意識や行動、消費者トラブルや消費者
被害等も変化しています。これらに適切に
対応するべく、消費者行政は、施策の実施
体制の充実・強化、整備してきた制度の積
極的な活用等、実際に消費者の利益の擁護・
増進が図られるように努めています。
　「消費者政策の実施の状況」は、2012年
の消費者基本法改正を受けて2013年度から
作成・報告しており、今回が５回目の報告
です。併せて、消費者安全法の規定に基づ
く「消費者事故等に関する情報の集約及び
分析の取りまとめの結果の報告」を行って
います。
　これまでの消費者白書では、消費者の消
費者被害・トラブルについての分析に重点
を置いてきましたが、今回は、経済の好循
環の実現には消費の拡大が不可欠であるこ
とや、さらに真に豊かな暮らしの実現とい
う観点から、消費者の消費行動にも焦点を
当てています。特に若者の消費行動や意識
は、時代を先取りしており、今後幅広い世
代に広まる可能性があることから、特集
テーマを「若者の消費」としています。

　第１部「消費者意識・行動と消費者問題
の動向」では、第１章「消費者事故等に関
する情報の集約及び分析の取りまとめ結果
等」において、消費者安全法に基づいて、
消費者庁に通知された消費者事故等を始め
とした事故情報等や、全国の消費生活セン
ター等に寄せられた消費生活相談情報に基
づく、消費者被害・トラブルの状況、さら
に消費者被害・トラブル額の推計等につい
て取り上げています。

　消費者安全法に基づき、2016年度に消費
者庁に通知された消費者事故等は、１万
186件です。内訳では、生命身体事故等が
2,905件で、うち重大事故等が1,286件であ
り、財産事案が7,281件です。消費者庁には、
この消費者安全法に基づく通知に加えて、
様々な機関からの事故情報等が集約されま
す。これらの情報等を活用し、消費者庁は
消費者に対する安全対策を行っています。
2016年度には、子供についての日常生活の
思わぬ事故を防ぐ観点から、ブラインド等
のひもによる事故や子供の歯磨き中の喉突
き事故についての注意喚起等を実施しまし
た。
　2016年の消費生活相談件数は、88.7万件
と、前年を下回ったものの、依然として高
水準です。人口当たりの相談件数の推移を
みると、長期的な傾向としては、若者は減
少傾向、高齢者は増加傾向となっています。
　相談内容をみると、近年の傾向として、
通信サービスの相談が約26万件と、相談全
体の約３割を占めています。幅広い年齢層
から、デジタルコンテンツ、インターネッ
ト接続回線、携帯電話サービス等に関する
相談が寄せられています。SNS（ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス）をきっ
かけとした相談は増加傾向にあり、2016年
では、インターネット通販等で「お試し」
のつもりが「定期購入」となる健康食品等
の相談が急増しています。通信サービスの
中でも、相談件数の多いアダルト情報サイ
トに関する相談について、若者では減少し
ている一方で、中高年層では増加しており、
スマートフォン等情報機器の操作に不慣れ
な消費者がトラブルに巻き込まれていると
考えられます。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
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年度）によると、この１年間に何らかの消
費者被害・トラブルを受けた経験があると
回答した消費者の割合は、7.7％で前年よ
り低下しています。このような調査結果を
活用して、消費者被害・トラブル額を推計
したところ、約5.2兆円となりました。
　第２章「消費者を取り巻く社会経済情勢
と消費者意識・行動」では、家計消費や消
費者の生活に身近な物価や公共料金の動
向、情報化の現状、さらに、消費者庁「消
費者意識基本調査」などを基に、消費者の
行動や意識等について、紹介しています。
　情報化が進展する中で、消費者のイン
ターネット利用やスマートフォンの利用
は、中高齢年層を含め、幅広い年齢層に普
及しています。ITを活用したフィンテッ
ク（FinTech）やシェアリングエコノミー
といった新しいサービスの普及が海外で進
んでおり、今後、日本でも利用者が増える
と見込まれます。これらのサービスについ
て、国内ではまだ消費者の認知度が低く、
また、フィンテックであれば個人情報の流
出等、シェアリングエコノミーであれば安
全性やトラブル対応等について、消費者が
不安を感じているとみられます。消費者の
生活を豊かにするものとして広く利用され
ていくためには、サービスの内容や性質に
ついて消費者が理解を深めるとともに、事
業者の取組や行政による適切な対応が必要
です。
　消費者の意識について調査結果からみる
と、消費者は、現在、「食べること」にお
金を掛けており、50歳代までの年齢層では、
今後、「貯金」、又は「老後の準備」といっ
た将来の備えに関わるものにお金を掛けた
い一方で、「通信（電話・インターネット等）」
を節約したい、といった傾向がみられまし
た。消費者トラブルに遭わないための情報
の入手経路は、30歳代までは「インターネッ

ト（SNSを含む。）」が最も高い割合で、「テ
レビ」を上回っています。
　また、日本国内の食品ロスについては、
家庭から発生する量がおよそ半分を占める
と推計されており、食品ロスの削減には、
消費者の意識の改革やそれに向けた取組が
必要です。食品ロス削減に向けた、消費者
庁を始めとした関係府省、学生、地方公共
団体、各種団体等の取組を紹介しています。
　第３章では、特集のテーマとして「若者
の消費」を取り上げました。日本経済は緩
やかな回復基調が続いていますが、雇用・
所得環境の改善に比べ、消費の回復は力強
さを欠いています。こうした状況下で、「若
者が消費に消極的」、「若者の消費離れ」と
言われることがあります。所得に占める消
費の割合である平均消費性向の推移をみる
と、勤労者世帯全体が長期的に低下傾向に
なる中、若者は全体より低下幅が大きく
なっています。若者が消費に慎重になって
いる背景としては、現代の若者は、長期的
な低成長の中で育ち、将来の生活に対する
不安を感じていること等が考えられます。
　また、現代の若者は、情報化の進展する
中で、幼い頃からインターネットや携帯電
話などが身の回りにある環境で育っていま
す。消費行動においても、インターネット
からの情報収集を多用していると考えら
れ、SNSをきっかけとした消費行動をとる
ことも年齢層の高い世代に比べて多いこと
も示されました。
　若者の消費生活相談をみると、進学や就
職、一人暮らしの開始といった成人に達す
る前後の年代に特有の消費者トラブルや、
SNSをきっかけとしたトラブル、美容にま
つわるトラブル等、情報化の進展や若者の
嗜好の変化に関連した消費者トラブルが生
じています。
　このようなトラブルを防止し、さらに若
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者が次代を担う消費者市民としての力量を
つけていくことをも視野に入れて、各地で
は様々な消費者教育等の取組が実践されて
います。先進的な取組からは、社会人生活
の開始時期に合わせた実施、「お笑い」や
「インターネット」の活用など、若者のニー
ズや興味を捉えることの重要性がうかがえ
ます。また、高校生や大学生など若者が活
動に参画している取組からは、若者が自ら
消費者教育の担い手となることで、参画し
た若者自身の理解が深まるとともに、同世
代やより若い世代に伝わりやすくなると
いった効果もみられます。若者が情報技術
を使った発信に慣れ親しんでいること等も
踏まえれば、今後は、若者の参画によって、
若者だけでなく幅広い世代に伝わりやすい
啓発活動等につながっていくことも期待さ
れます。
　少子高齢化が進む中で、若者の人口全体
に占める割合は低下が見込まれます。しか
し、真に豊かな暮らしの実現に向けては、
若者の存在が非常に重要です。若者は今後
の消費行動を先取りしていると考えられ、
その状況を的確に捉えて、企業が事業活動
を行い、行政が政策を展開することが、消
費の拡大を通じた経済の好循環の実現につ
ながると考えられます。また、近い将来に
おいて、IoT（Internet of Things）、人工
知能（AI）等のIT技術を使用した革新的
な商品やサービスの開発が期待されていま
す。これらの新しい商品・サービスは、ま
ず、情報化の中で育った若者によって活用
が進み、幅広い世代に普及すると考えられ
ます。

　第２部「消費者政策の実施の状況」は、
消費者基本法に基づき、政府の消費者政策
の実施状況について報告するものです。
　第１章では、消費者庁が取り組んだ最近

の消費者行政の主要政策について紹介して
います。2016年度には、地域の見守りネッ
トワークの展開等を内容とする改正消費者
安全法、課徴金制度を導入する改正景品表
示法、集団的消費者被害回復制度を創設し
た消費者裁判手続特例法が施行され、また、
衣類等の「洗濯表示」が国内外で統一され
る等、新しい制度が導入・運用されました。
食品表示については、機能性表示食品制度
や加工食品の原料原産地表示制度等につい
ての有識者検討会の各種報告書が取りまと
められており、これらを踏まえた、食品表
示基準の改正など制度への反映も進んでい
ます。倫理的消費の促進を含めた消費者教
育の推進、消費者志向経営の普及について
は、消費者や事業者と連携・協働しながら、
取組を進めています。また、2017年度には、
新たな消費者行政の発展・創造の拠点とし
て、徳島県に「消費者行政新未来創造オフィ
ス」を開設します。
　第２章では、2016年度における消費者政
策の実施状況について、消費者基本計画に
規定された項目に沿って、消費者庁及び関
係府省が分担執筆しており、消費者行政の
各分野の取組を報告しています。本報告は、
消費者基本計画の実施状況の検証・評価
（フォローアップ）としての機能も兼ねて
います。
　また、資料編として、消費者事故等の状
況、消費者庁が行った法執行・行政処分・
各種情報提供についても掲載しています。

　消費者を取り巻く環境は、今後も、更に
変化していくことが予想されます。本報告
からも、社会経済環境の変化、情報化の進
展等により、消費者の情報収集の方法や購
入の方法が変化しているのみならず、消費
者が情報の発信者となる、消費者自身が評
価の対象となる、商品やサービスの提供者

序
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になる等、従来の消費者像を超える消費者
の行動をみることができます。今後の技術
革新等に伴い、これまでにない高い利便性
や楽しさ、体験をもたらす新たな商品・サー
ビスが誕生し、消費者の行動に変革をもた
らすとともに、新たな消費者トラブルや被
害も生じると考えられます。消費者を取り

巻く社会経済環境の変化や新たな課題に対
して、消費者行政が柔軟に対応し、さらに、
消費者、事業者、行政がそれぞれの役割を
深化させ、連携・協働していくことが、真
に豊かな暮らしの実現につながると考えら
れます。
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　本章では、第１節において、消費者安全法に基づいて、消費者庁に通知された消費者事
故等に関する情報を取り上げます。
　第２節では、消費生活用製品安全法等の規定に基づき消費者庁に寄せられる事故情報や
危害・危険に関する相談の動向、生命・身体に関する事故情報について取り上げます。さ
らに、2016年度に消費者庁や国民生活センターが行った消費者に向けた最近の主な事故事
例等の注意喚起のうち、いくつかの具体的な事故情報を紹介します。
　第３節では、全国の消費生活センター等1に寄せられた消費生活相談について、年齢層
別や性別にみた相談の動向、相談の多い商品やサービス等を概観します。
　第４節では、最近顕著な増加がみられる情報通信に関連するトラブルや、高齢者が巻き
込まれる詐欺的なトラブル等に関する消費生活相談の内容を紹介します。
　第５節では、最近の消費者被害・トラブルの経験のアンケート結果や、2016年の社会全
体の消費者被害・トラブル額の推計結果を紹介します。

　消費者安全法は、2008年６月に閣議決定
した「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、
2009年５月に消費者庁関連３法2の一つと
して成立しました。そして同年９月、消費
者庁の設置とともに施行されています。こ
れにより、消費者事故等の発生に関する情
報が消費者庁に一元的に集約され、消費者
被害の発生又は拡大防止のための各種措置

が講じられるようになりました。
　同法における消費者事故等とは、消費者
の消費生活の安全を脅かす事業者との関係
において生じた事故等をいい、生命・身体
に影響する事案のみならず、財産被害に関
する事案（以下「財産事案」という。）も
含んでいます（図表Ⅰ-1-1-1、Ⅰ-1-1-2）。
また、重大事故等とは、生命・身体事案の
うち、被害が重大なものやそのおそれがあ
るものをいいます。
　同法に基づき、行政機関の長、都道府県

消費者事故等に関する情報の集
約及び分析の取りまとめ結果等第1章

消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果第 １ 節

消費者安全法の規定に基づき消費
者事故等に関する情報を集約

第 １ 部　消費者意識・行動と消費者問題の動向

１）独立行政法人国民生活センターと都道府県、政令指定都市及び市町村の消費生活センターや消費生活相談窓口
２�）消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
及び消費者安全法

第
１
部

第
１
章　

第
１
節　

消
費
者
庁
に
通
知
さ
れ
た
消
費
者
事
故
等
に
関
す
る
情
報
の
集
約
及
び
分
析
の
取
り
ま
と
め
結
果

5



001○0426_I-1-1-1 「消費者事故等」と「重大事故等」の関係.pptx

図表Ⅰ-1-1-1 「消費者事故等」と「重大事故等」・「多数消費者財産被害事態」の関係

多数消費者
財産被害事態

生命身体事故等（法第２条第６項）

消費者事故等

重大事故等

（法第２条第５項第１号）
〈被害が発生した事故〉

（法第２条第５項第２号）
〈事故発生のおそれのある事態〉

（法第２条第５項第３号）

（法第２条第７項第１号） （法第２条第７項第２号）

消費安全性を欠く商品等・役
務の使用等が行われた事態の
うち、左の事故が発生するお
それがあるものとして政令で
定める要件に該当するもの

消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理
的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定め
るものが事業者により行われた事態

上の事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次
のいずれかに該当するものが事業者により行われることに
より、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせる
おそれのあるもの

・消費者による、商品等・役
務の使用等に伴い生じた事
故

・死亡、負傷又は疾病（１日
以上の治療期間）、一酸化
炭素中毒等

上の事態のうち左の事故を発
生させるおそれがあるものと
して政令で定める要件に該当
するもの（火災等）

上の事故のうち被害が重大な
もの（死亡、負傷又は疾病
（30日以上の治療期間）、一
酸化炭素中毒等）

（法第２条第８項第１号） （法第２条第８項第２号）
左に掲げる取引のほか、消費
者の財産上の利益を侵害する
こととなる不当な取引であっ
て、政令で定めるもの

消費者の財産上の利益を侵害
することとなる不当な取引で
あって、事業者が消費者に対
して示す取引の対象となるも
のの内容又は取引条件が実際
のものと著しく異なるもの

財産に関する事態（法第２条第５項第３号）

図表Ⅰ-1-1-2 消費者安全法に定める消費者事故等の概念図

注：事業者とは、商業、工業、金融業、その他の事業（国、地方公共団体、NPOを含む）を行う者をいう。
　　消費者とは、個人（事業を行う場合における個人を除く）をいう。

002○0426_I-1-1-2 消費者事故等概念図.pptx

生命・身体分野

消費者の消費生活の安全を脅かす事業者との関係において生じた事故等

商品や施設、工作物等、又は役務によって生命・身体に被害が発生した事故（※１）
又はそのおそれのある事態

財産分野
消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的・合理的な選択を阻害するお
それのある行為であって政令で定めるもの（※２）が事業者により行われた事態
※２ 虚偽又は誇大な広告・表示、不実告知、断定的判断の提供など

事業として供給された
商品・製品に伴い生じ
た事故等

事業として又は事業の
ために提供されたサー
ビスの消費者による使
用等に伴い生じた事故
等

事業のために提供又は
利用に供された物品・
施設・工作物の利用に
伴い生じた事故等

「事業者」との関係
がないもの

（例）
・自然災害

「消費生活」において
生じた事故ではない
もの

（例）
・労働災害
・公害

（例）
・薬品による薬害事故
・自動車の欠陥による事故
・家電製品による発火
・健康食品による健康被害

（例）
・有料サイトの利用料が未納となっているとして料金の支払を要求するもの
・在宅ワークを希望する消費者に研修費用等の名目で多額の金銭の支払を要求するもの
・社債取引をめぐって、名義を貸したことは違法だとし、解決金の支払を要求するもの
・国内では両替が困難な外国通貨について、必ず値上がりするとして購入させるもの

（例）
・バス、タクシー、鉄

道、航空機等の事故
・医療事故
・レストランでの食中毒
・学校での授業中の事故
・エステによる皮膚障害

（例）
・駅やスーパーでのエレ

ベーター事故
・公園遊具による事故
・道路の陥没事故
・菓子のおまけの玩具の

誤飲事故

消
費
者
事
故
等

※１ 商品等又は役務が
消費安全性を欠くこと
により生じたものでは
ないことが明らかであ
るものを除く。
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知事、市町村長及び国民生活センターの長
は、重大事故等が発生した旨の情報を得た
ときは、それを直ちに消費者庁に通知する
こととされています。また、重大事故等以
外の消費者事故等が発生した旨の情報を得
た場合であって、被害が拡大し、又は同種・
類似の消費者事故等が発生するおそれがあ
ると認めるときにも、消費者庁に通知する
こととされています。そして、消費者庁（内
閣総理大臣）は、これらの通知により得た
情報等が消費者安全の確保を図るために有
効に活用されるよう、これらの情報を迅速
かつ適確に集約、分析し、その結果を取り
まとめ、その取りまとめた結果を関係行政
機関や関係地方公共団体、国民生活セン
ターに提供し、消費者委員会に報告し、国
民に対して公表するとともに、国会に報告
することになっています。

　消費者安全法に基づき2016年度に消費者
庁に通知された消費者事故等は1万186件
で、2015年度の１万2282件から17.1％減少

しています（図表I-1-1-3）。その内訳をみ
ると、生命身体事故等が2,905件（2015年度
2,897件、前年度比0.3％増）、そのうち重大
事故等は1,286件（2015年度1,304件、前年
度比1.4％減）でした。また、財産事案が7,281
件（2015年度9,385件、前年度比22.4％減）
でした。財産事案は2012年度から2015年度
までは年9,000件以上通知がありましたが、
2016年度は7,000件近くまで減少しました。
　重大事故等を事故内容別にみると、「火
災」が83.7％で約８割を占めており、この
傾向は変わっていません（図表I-1-1-4）。
2016年度の事故内容が「火災」の事例とし
て、主に自動車や家電製品、スマートフォ
ン・パソコンなどの電子機器等からの出火
が火災につながった例がみられます（図表
Ⅰ-1-1-5）。
　重大事故等を除く生命身体事故等を事故
内容別にみると、2016年度は「中毒」が
48.2％で最も多くを占め、続いて「発煙・
発火・過熱」が14.5％でした（図表I-1-1-
6）。「中毒」の内容としては、そのほとん
どが飲食店でのノロウィルスやカンピロバ
クター等による食中毒です。また、有毒植
物による食中毒もみられ、消費者庁は2016

20１6年度に通知された「消費者事
故等」は１万１86件

003○0414_I-1-1-3 消費者事故等.xlsx

図表Ⅰ-1-1-3 消費者安全法に基づき消費者庁に通知された消費者事故等

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁へ通知された消費者事故等の件数。

0

（件）

5,000

10,000

15,000

2012 2013 2014 2015 2016
（年度）

重大事故等を除く生命身体事故等重大事故等 財産事案

12,729 12,627 12,078 12,282
10,186

9,916 9,116 9,172 9,385
7,281

1,491 2,194 1,658 1,593 1,619
1,322 1,317 1,248 1,304 1,286
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004○0412_I-1-1-4 重大事故等内訳.xlsx

図表Ⅰ-1-1-4 生命身体事故（重大事故等）の事故内容別の推移

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁へ通知された消費者事故等の件数。

火災 転落・転倒・不安定 交通事故 その他

0

（件）

500

1,000

1,500

2012 2013 2014 2015 2016
（年度）

133
1,322

140
1,317

144
1,248

121
1,304

81
36

34

29

107
115

77

25

72

1,286 21

98

1,038 1,066 1,007 1,056 1,077

005○0414_I-1-1-6 重大事故等を除く生命身体事故等の内訳.xlsx

図表Ⅰ-1-1-6 生命身体事故（重大事故等を除く）の事故内容別の推移

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁へ通知された消費者事故等の件数。

0

（件）

500

1,000

1,500

2,000

2,500

中毒 発煙・発火・過熱 その他

603419

861

455

1,6191,491

2,194

1,658

235368 672 382

781704 661 821

2012 2013 2014 2015 2016

727

275

591

1,593

（年度）

907○0424_I-1-1-5 スマートフォンの焼損の様子.pptx

図表Ⅰ-1-1-5 スマートフォンの焼損の例

（備考）　 写真提供：国民生活センター

本体充電端子 本体シェル（金属製の外郭）

充電器シェル（金属製の外郭）充電器端子
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年度に注意喚起を行っています3。例えば、
スイセンをニラと間違えるなど、自然に生
えた植物や観賞用の植物を、食用の植物と
誤認して食べた事例がみられます（図表Ⅰ- 
1-1-7）。
　財産事案を商品・サービス別にみると、
2016年度は「商品」が3,076件（42.2％）、「サー
ビス」が4,052件（55.7％）となっています
（図表I-1-1-8）。「商品」の内訳をみると、
パソコンや学習教材等の「教養娯楽品」が

8.1％と最も多く、次いで「食料品」が6.8％
となっています（図表I-1-1-9）。サービス
の内訳をみると、「金融・保険サービス」
が14.9％と最も多く、次いでインターネッ
トや携帯電話サービス等の「運輸・通信サー
ビス」が11.4％となっています。商品・サー
ビスの内容別の割合は前年度と大きく変わ
らず、2016年度に財産事案の件数が減った
ことは、特定の商品・サービスの減少によ
るものではないとみられます。

908_I-1-1-7 有毒植物に関する注意喚起.pptx

図表Ⅰ-1-1-7 有毒植物に関する注意喚起

（備考）　 消費者庁公表資料（2016年 4 月13日）

よく似ている食用植物と有毒植物

ニラ スイセン
[有毒]

ギョウジャニンニク イヌサフラン
（コルチカム）

[有毒]

006○0413_Ｉ-1-1-6 消費者庁に通知された財産事案の件数.xlsx

図表Ⅰ-1-1-8 消費者庁に通知された財産事案の件数

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁へ通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。

0

（件）

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

商品 サービス 他の相談

153 

534
460 896 762

4,052

5,181 3,894 4,112

3,0764,201 4,762 4,164

7,281

9,916
9,116 9,172

2012 2013 2014 2015 2016

3,809

4,814

9,385

（年度）

005○0414_I-1-1-6 重大事故等を除く生命身体事故等の内訳.xlsx

図表Ⅰ-1-1-6 生命身体事故（重大事故等を除く）の事故内容別の推移

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁へ通知された消費者事故等の件数。

0

（件）

500

1,000

1,500

2,000

2,500

中毒 発煙・発火・過熱 その他

603419

861

455

1,6191,491

2,194

1,658

235368 672 382

781704 661 821

2012 2013 2014 2015 2016

727

275

591

1,593

（年度）

３）消費者庁「家庭菜園等における有毒植物による食中毒に御注意ください」（2016年４月13日公表）
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　消費者庁では、通知された情報をもとに
注意喚起を実施しており、財産事案におい
ては2016年度に事業者名公表の注意喚起を
10件実施しました（図表Ⅰ-1-1-10）。注意
喚起を実施した主な事案は、実在する有名
な企業の名をかたって消費者を信用させ、
有料コンテンツ利用料などの名目で金銭の
支払を請求する架空請求事案（図表Ⅰ-1-
1-11）や、在宅ワークを希望する消費者を
勧誘し、ホームページ作成料等の名目で多
額の費用を支払わせる事案等です。

910_I-1-1-10 消費者安全法に基づく注意喚起を行った財産事案例（2016年度）.pptx

図表Ⅰ-1-1-10 消費者安全法に基づく注意喚起を行った財産事案例（2016年度）

手口 具体例

架空請求（ 3件）
実在する有名な企業の名をかたって消費者の携帯電話へショートメッセージサービス（SMS）
等で連絡し、有料コンテンツ利用料の未払料金があるなどとして金銭の支払を請求する。

業務提供誘引販売（ 4件）
ウェブサイトで在宅ワークを希望する消費者を勧誘し、ホームページ作成料等の名目で多
額の費用を支払わせる。

劇場型勧誘（ 2件）
過去の詐欺被害を回復できるともちかけ、外国通貨の買取りを勧誘し、実際の為替レート
の約2,900倍で買い取らせる。

個人情報削除（ 1件）
消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、個人情報
削除の名目で金銭を支払わせようとする。

007○0413_I-1-1-7 通知された財産事案の内訳（2016年度）.xlsx

図表Ⅰ-1-1-9 通知された財産事案の内訳（2016年度）

（備考）　 1． 消費者安全法に基づき、2016年度に消費者庁へ通知された消費者事故等のうち、財産事案についての内訳。
　　　　 2． 「その他の役務」とは、他の役務、修理・補修、レンタル・リース・貸借、管理・保管、他の行政サービス、役務一般、クリーニ

ング。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

食料品　6.8%

商品一般　6.8%

住居品　5.6%

被服品　3.4%

保健衛生品　3.1%

光熱水品　2.8%

土地・建物・設備　2.7%

車両・乗り物　2.6%
他の商品　0.2%金融・保険サービス　14.9%

運輸・通信サービス　11.4%

保健・福祉サービス　5.6%

工事・建築・加工　3.8%

教養・娯楽サービス　5.4%

教育サービス　2.1%

内職・副業・ねずみ講　2.9%

教養娯楽品　8.1%
その他の役務　9.5%

他の相談　2.1%

商品
42.2%サービス

55.7%

911_I-1-1-11 架空請求の手口の概要図.pptx

図表Ⅰ-1-1-11 架空請求の手口の概要図

（備考）　 消費者庁公表資料（2017年 2 月28日）4

一旦支払えば
後で

返金されます。

コンビニで
ギフト券を買い
その番号を
連絡して。

今日中に
お金を払えば
訴訟を

取り下げます。

４�）消費者庁「SMSを用いて有料動画サイトの未払料金などの名目で金銭を支払わせようとする「株式会社DMM.
comをかたる事業者」に関する注意喚起」（2017年２月28日公表）
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　生命・身体に関する事故情報等は事故情
報データバンクに一元的に集約されてお
り、消費者庁ではこれらの情報を活用して
消費者の安全対策に取り組んでいます。
　事故情報データバンクは、生命・身体に
関する事故情報を広く収集し、事故防止に
役立てるためのデータ収集・提供システム

であり、消費者庁と国民生活センターが連
携し、関係機関の協力を得て、2010年４月
から運用しているものです（図表Ⅰ-１-２-
１）。前述した消費者安全法に基づく生命身
体事故等の通知、全国の消費生活センター
等に寄せられた消費生活相談情報である
PIO-NETデータ（「危害情報」5及び「危険
情報」6）、消費生活用製品安全法による消
費生活用製品の使用に伴い生じた事故（消
費生活用製品の欠陥によって生じたもので
ないことが明らかな事故以外のもの）のう
ち重大なもの（以下「重大製品事故」7とい
う。）の事業者からの報告等、参画機関8か

消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等第 ２節

（ １）事故情報データバンクに集約された生命・身体に関する事故情報等

生命・身体に関する事故情報等は事
故情報データバンクに一元的に集約

008○0411_Ⅰ-1-2-1 事故情報データバンク.pptx

図表Ⅰ-1-2-1 生命・身体に関する事故情報の集約

※ 生命身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は2016年度に通知又は報告された件数、PIO-NETデータは2016年度に受け付け2017
年 3 月31日までにPIO-NETに登録された相談件数となっており、 1事案が複数機関から通知される場合があることや事故情報データバンク
登録までに一定期間を要することから、累積件数及び登録件数はそれぞれの件数を合計しても一致しない。

※ 2016年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、179,519件となっている。
※ 消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、他の法律の規定によって危害の発生及び拡大を防止することが
できると認められる事故として政令で定めるもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く製品。

※ その他、医療機関ネットワーク参加機関からも消費者庁に事故情報が提供されている。

関係省庁・地方公共団体等

重大事故等の通知
［1,286件］

生命・身体に係る事故情報を登録 生命・身体に係る
相談情報を登録

事故情報データバンク
2017年３月31日時点累積件数：195,422件（※）

（2016年度登録件数：28,284件）

報告された重大
製品事故を登録

重大事故等を除く
生命身体事故等の
通知［1,619件］

PIO-NETデータ
［14,195件］

重大製品事故の
報告［802件］

（消費生活用製品※）

生命・身体に係る事故発生

国民生活センター
消費生活センター等

事業者 消費者庁、
国民生活センターを除く
事故情報データバンク

参画機関
からの通知
［8,860件］

５�）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
６�）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるという
内容の相談。
７�）消費生活用製品事故の中でも、死亡や30日以上の治療を要するなど被害が重大であった事案や火災等の発生が
あった事案を指しており、消費生活用製品安全法第２条第６項に規定されている。
８�）2016年度末時点の参画機関は以下のとおり。
　�　消費者庁、国民生活センター、全国の消費生活センター等、日本司法支援センター、厚生労働省、農林水産省、経済
産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国土交通省、独立行政法人日本スポーツ振興センター、公益財団法人
日本中毒情報センター。
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ら寄せられた生命・身体に関する事故情報
が登録され、インターネット上で簡単に検
索・閲覧することができます。
　商品やサービス、設備等により生命や身
体に危害を受けた、又はそこまでは至って
いないもののそのおそれがあるケース等、
危害・危険に関する消費生活相談情報は、
消費生活センター等に寄せられる相談の中
では契約トラブル等に関する相談に比べ少
数ですが、重要です。消費者行政ではそれ
らの情報を収集、分析して同様の事故等が
起きないよう、注意喚起等に活用していま
す。その他、危害・危険に関する情報をきっ
かけに、「苦情処理テスト」9、「商品テス
ト」10を実施することもあり、事故情報デー
タバンクに収集された情報は有益な情報と
なっています。
　2016年度の事故情報データバンクには
２万8284件の事故情報が登録され、このう
ち、消費者庁と国民生活センターを除く事
故情報データバンク参画機関からの通知は
8,860件となっています。また、2017年３
月31日時点で登録されている情報は累計で
19万5422件となっています。
　消費者安全法に基づく通知については前
節で既に紹介しているため、それ以外の集
約された生命・身体に関する事故情報につ
いて取り上げます。

　PIO-NETは、全国の消費生活センター
等に寄せられた消費生活相談の情報が登録
されたデータベースです。2016年度にPIO-
NETに収集された消費生活相談のうち、

危害・危険情報は１万4195件でした（図表
Ⅰ-１-２-２）。
　このうち、危害情報は１万908件で2015
年度の１万698件を上回った一方、危険情
報は3,287件で2015年度の4,505件を下回り
ました。
　身体にけが、病気等の疾病（危害）を受
けたという相談である危害情報について、
危害内容別にみると、2016年度は、多い順
に「皮膚障害」、「消化器障害」、「擦過傷・
挫傷・打撲傷」、「熱傷」、「刺傷・切傷」と
なっています（図表Ⅰ-１-２-３）。
　「皮膚障害」では、化粧品等によりかゆ
みや赤みが出たといったもののほか、健康
食品を食べたら発疹（ほっしん）が出たと
いったものが主な相談として挙げられます。
　「消化器障害」では、健康食品を食べた
ら体調不良になったというもの、外食した
ら下痢になったというものが主な相談とし
て挙げられます。
　「擦過傷・挫傷・打撲傷」では、自転車
の部品が破損し転倒して傷を負った、エス
テやマッサージでの施術が強くて傷を負っ
た等の事例がみられます。
　「刺傷・切傷」では、雑貨等の破断面や
バリで手を切った、外食の際に提供された
食事に混入していたガラス片等で口の中を
切ったというもの、「熱傷」では、レーザー
脱毛により熱傷を負った、スマートフォン
やその充電器が発熱して熱傷を負った等の
相談が寄せられています。
　危害を受けたわけではないものの、その
おそれがあるという相談である危険情報に
ついて、危険内容別にみると、2016年度は
多い順に「異物の混入」、「過熱・こげる」、
「発煙・火花」、「機能故障」、「破損・折損」

PIO-NETに収集された２0１6年度
の危害・危険情報は １万4１95件

009○0407_Ⅰ-1-2-2 危害・危険情報の件数.xlsx

図表Ⅰ-1-2-2 危害・危険情報の件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 危害情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
　　　　 3． 危険情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるとい

う内容の相談。
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９�）消費者からの消費生活に係る苦情相談について、原因を究明するもの。
10�）複数の商品について、品質・性能等、様々な角度から比較し、評価を行うもの。
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図表Ⅰ-1-2-3 危害情報の件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。

0

（件）

5,000

10,000

15,000

2012 2013 2014 2015
（年度）

皮膚障害 消化器障害 擦過傷・挫傷・打撲傷 熱傷 刺傷・切傷 その他
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図表Ⅰ-1-2-2 危害・危険情報の件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 危害情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
　　　　 3． 危険情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるとい

う内容の相談。
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図表Ⅰ-1-2-4 危険情報の件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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となっています（図表Ⅰ-１-２-４）。
　主な相談内容は、「異物の混入」では、スー
パー等で購入した食品から金属片、プラス
チック片等の異物が出てきたというもの、
「機能故障」では、自動車のエンジン不良
や、ブレーキが利かなくなり怖い思いをし
たといったものがみられます。
　「発煙・火花」では、家電製品を使用し
たら発煙した、「過熱・こげる」では、スマー
トフォンを充電していたら異常過熱してコ
ンセント部分が焦げた、「破損・折損」では、
自転車のフレームが折れた等の相談が寄せ
られています。

　消費生活用製品安全法では、重大製品事
故が生じた時、事業者は消費者庁に報告す
ることとされています。消費生活用製品安
全法の規定に基づき、2016年度に報告され
た「重大製品事故」は802件です（図表Ⅰ-
１-２-５）。2012年度以降、全体として減少傾
向にあります。
　製品別にみると、「ガス機器・石油機器」
に関する事案が167件、「電気製品」に関す

る事案が537件、「その他」が98件となって
います。具体的には、「ガス機器・石油機器」
ではガスこんろや石油ストーブ等、「電気
製品」ではエアコンや電気ストーブ等、「そ
の他」では自転車や脚立・踏み台・はしご
等に関する事案が多く報告されています。

　消費者が消費生活上で生命・身体に関す
る事故に遭った場合、医療機関を受診した
としても、地方公共団体や消費生活セン
ター等、事業者に連絡をしない可能性が考
えられます。そこで、事故情報データバン
ク以外にも、医療機関からの事故情報が消
費者庁に集約されるよう、「医療機関ネッ
トワーク事業」を実施しています（図表Ⅰ-
１-２-６）。医療機関ネットワークは、消費生
活において生命・身体に被害を生ずる事故
に遭い医療機関を受診した患者から事故の
詳細情報等を収集し、同種・類似事故の再
発を防止するため、2010年12月から消費者
庁と国民生活センターの共同事業として実
施しているもので、2016年度末時点で参画
医療機関数は30機関です11。

消費生活用製品安全法の規定に基づき２0１6
年度に報告された重大製品事故は80２件

（ ２ ）医療機関ネットワーク・医師から収集された情報

013○0411_Ⅰ-1-2-6 医療機関ネットワーク事業.pptx

図表Ⅰ-1-2-6 医療機関ネットワーク事業

社会に広く情報発信
事故の再発・拡大防止

消費者庁
国民生活センター

消費者
（危険性の認識）

研究機関・専門家等
（事故原因の究明）

事業者
（製品の改良）

患者さんから
事故の情報を収集

全国30医療機関
（2016年度末時点）

○消費生活において生命又は身体に被害を生ずる事故に遭い医療機関を利用した被害者から、消費
者からの苦情にはなりにくい消費者の不注意や誤った使い方も含めて事故の情報を幅広く収集。
○省庁横断的な取組が必要な事故や、いわゆるすき間事案に係る事故、被害の拡大が懸念される事
故等をいち早く抽出し、注意喚起の実施など再発防止に活用。

012_Ⅰ-1-2-5 報告された重大製品事故の件数.xlsx

図表Ⅰ-1-2-5 報告された重大製品事故の件数

（備考）　 消費生活用製品安全法の規定に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。
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　2016年度に医療機関ネットワークに収集
された生命・身体に関する事故情報12は8,286
件となっています。事故のきっかけと危害
の程度をみると、「転倒」（子供を乗せた自
転車ごとの転倒等）が1,983件と最も多く、
次いで「転落」（脚立、ベランダ、おむつ
台等からの転落）が1,709件、「ぶつかる・
当たる」（乗り物に乗って壁等にぶつかる等）
が1,126件となっています（図表Ⅰ-１-２-７）。

　また、消費生活上での消費者の生命・身
体に関する事故等について、医師から直接
の情報提供を受け付ける窓口として、国民
生活センターでは、「医師からの事故情報
受付窓口」（愛称：ドクターメール箱）を
設置しています。
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図表Ⅰ-1-2-6 医療機関ネットワーク事業

社会に広く情報発信
事故の再発・拡大防止

消費者庁
国民生活センター

消費者
（危険性の認識）

研究機関・専門家等
（事故原因の究明）

事業者
（製品の改良）

患者さんから
事故の情報を収集

全国30医療機関
（2016年度末時点）

○消費生活において生命又は身体に被害を生ずる事故に遭い医療機関を利用した被害者から、消費
者からの苦情にはなりにくい消費者の不注意や誤った使い方も含めて事故の情報を幅広く収集。
○省庁横断的な取組が必要な事故や、いわゆるすき間事案に係る事故、被害の拡大が懸念される事
故等をいち早く抽出し、注意喚起の実施など再発防止に活用。
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図表Ⅰ-1-2-5 報告された重大製品事故の件数

（備考）　 消費生活用製品安全法の規定に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。
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11�）2016年度末時点の参画医療機関は以下の30機関。独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院、医療法人渓
仁会手稲渓仁会病院、独立行政法人国立病院機構仙台医療センター、公益財団法人星総合病院、日本赤十字社成田
赤十字病院、国保松戸市立病院、国立大学法人千葉大学医学部附属病院、国立研究開発法人国立成育医療研究セン
ター、NTT東日本関東病院、日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院、立正佼成会附属佼成病院、順天堂大学医学
部附属練馬病院、日本医科大学多摩永山病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会横浜市東部病院、
新潟医療生活協同組合木戸病院、国立大学法人富山大学附属病院、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院、
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院、社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院、学校法人藤田
学園藤田保健衛生大学病院、日本赤十字社京都第二赤十字病院、社会医療法人協和会加納総合病院、地方独立行政
法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター、
鳥取県立中央病院、県立広島病院、徳島県立中央病院、国立大学法人九州大学病院、国立大学法人佐賀大学医学部
附属病院、独立行政法人国立病院機構長崎医療センター。
12�）「医療機関ネットワーク」に収集される事故情報は、30の医療機関を受診する原因となった事故のうち、各医療
機関が重大性などの観点から選択して収集するものであり、各医療機関を受診する原因となった全ての事故を対象
としているものではない。また、事故分類・件数等は、今後事故情報を更に蓄積・分析していく過程で変わる場合
がある。
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　2016年度に全国の消費生活センター等に
寄せられた相談情報のうち、実際に危害を
負ったという相談である危害情報の割合を
年齢層別、事故発生場所別にみると、全て
の年齢層で「家庭」、「店舗等」を合わせた
割合が７割を超えています（図表Ⅰ-１-２-
８）。「家庭」と「店舗等」のどちらの割合
が高いかは年齢層によって異なり、例えば
５歳未満では「家庭」の割合が最も高く、
20歳代では「店舗等」の割合が最も高くなっ
ています。
　５歳未満の「家庭」で発生した危害情報
の主なものとしては、家具やベビー用品の
可動部やバリ等で傷を負ったものや、食料
品のアレルギー表示の不備等により誤って
食べてしまい、アレルギー症状が出たもの
があります。20～50歳代の「店舗等」では、
美容医療やエステサロン等13で受けた施術
により傷を負ったという事例が多くみられ

ます。60～70歳代と年齢層が高くなるにつ
れ、「店舗等」の危害情報として医療関係
のものが増えます。80歳以上では60～70歳
代と比較して「店舗等」の割合が高くなっ
ています。これは医療関係に加え老人福祉・
サービスでの危害情報が増えるためです。
　このように、年齢層によって活動する場
所が変わるため、それに伴って発生する生
命・身体に関する事故の内容も変わってき
ていると考えられます。５歳未満や60～70
歳代では他の年齢層に比較して「家庭」の
割合が高くなっています。特に子供の場合、
家庭での日常的な場面に危険が隠れてお
り、思わぬことが事故のきっかけになって
いると考えられます。
　以降では、2016年度に注意喚起を行った
事例について紹介します。

　全国の消費生活センター等には、エステ

（ ３）生命・身体に関する事故情報の事例

エステサロン等での施術による危
害
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図表Ⅰ-1-2-7 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2016年度）

（単位：件）
軽症 中等症 重症 重篤 死亡 合計

転倒 1,671 306 5 0 1 1,983
転落 1,364 329 13 1 2 1,709
刺す・切る 436 36 1 0 0 473
挟む 257 48 2 0 0 307
ぶつかる・当たる 1,004 118 4 0 0 1,126
さわる・接触する 481 71 6 0 2 560
誤飲・誤嚥 723 67 3 2 10 805
溺れる 1 3 1 0 0 5
有害ガスの吸引 7 5 1 1 0 14
その他 1,153 111 3 1 0 1,268
不明 30 5 1 0 0 36
合計 7,127 1,099 40 5 15 8,286

13�）美顔エステ、脱毛エステ、痩身エステ、ネイルサロン、まつ毛エクステ、マッサージなど。
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サロン等でHIFUという「高密度焦点式超
音波」や、それに類する超音波技術を応用
したという機器（以下総称して「HIFU機
器」という。）で施術を受けたところ、「熱
傷になり、治るまでに半年かかると言われ
た」、「神経の一部を損傷した」等で治療に
数か月を要する危害を負ったといった相談
が寄せられています。このことから、2017
年３月に国民生活センターが注意喚起を
行っています14。
　HIFU機器は、人体の表面を傷付けずに、
超音波を体内の特定部位に集中させること
で加熱し、熱変性を生じさせることができ
ることから、医療で前立腺の治療等に用い
られています（図表Ⅰ-１-２-9）。
　HIFU施術は、医師の医学的判断及び技

術をもってするのでなければ人体に危害を
及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医
行為15に当たると考えられます。しかし、
エステサロン等ではウェブサイトや施術前

図表Ⅰ-1-2-8 危害情報の年齢層別事故発生場所（2016年度）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「その他」には、「公園」、「公共施設」、「海・山・川等自然環境」、「車内・機内・船内」等が含まれる。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

015○0515_Ⅰ-1-2-8 危害情報の年齢層別事故発生場所.xlsx

0.4 0.1 0.2 0.3 0.1
0.0

2.3
0.0

2.0 2.2 2.5 2.2 3.1
2.9

1.6 2.6 2.8 3.1 3.6

7.2
13.2

5.2 4.9 3.7

3.3

5.4
14.83.9

7.8 6.1
29.4

38.0
30.6

62.8
49.7 44.0 38.9 36.5 37.7

43.8

56.2

35.7
43.2

33.2
45.4 50.6 53.7 56.6 56.3

50.3

60歳代50歳代40歳代30歳代20歳代10歳代５歳以上
10歳未満

0

80

60

40

20

100
（％）

家庭 店舗等 道路 学校 その他

80歳以上５歳未満 70歳代

014○0411_Ⅰ-1-2-7 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2016年度）.xlsx

図表Ⅰ-1-2-7 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2016年度）

（単位：件）
軽症 中等症 重症 重篤 死亡 合計

転倒 1,671 306 5 0 1 1,983
転落 1,364 329 13 1 2 1,709
刺す・切る 436 36 1 0 0 473
挟む 257 48 2 0 0 307
ぶつかる・当たる 1,004 118 4 0 0 1,126
さわる・接触する 481 71 6 0 2 560
誤飲・誤嚥 723 67 3 2 10 805
溺れる 1 3 1 0 0 5
有害ガスの吸引 7 5 1 1 0 14
その他 1,153 111 3 1 0 1,268
不明 30 5 1 0 0 36
合計 7,127 1,099 40 5 15 8,286

016_Ⅰ-1-2-9 ＨＩＦＵによる治療のイメージ.pptx

図表Ⅰ-1-2-9 HIFUによる治療のイメージ

（備考）　 1． 国民生活センター公表資料（2017年 3月 2
日）

　　　　 2． 提供：国立研究開発法人 産業技術総合研
究所 健康工学研究部門

臓器生体組織皮膚表面

HIFU照射器

水、ゲル
集束超音波 焦点（焼灼部位）

14�）国民生活センター「エステサロン等でのHIFU機器による施術でトラブル発生！―熱傷や神経損傷を生じた事例
も―」（2017年３月２日公表）
15�）「医行為」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を
及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」と解釈されており、反復継続する意思をもって医行為行う医業は、
医師でなければなしてはならないと定められている（医師法（昭和23年法律第201号）第17条）。
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の説明でHIFU機器を用いて「脂肪細胞を
溶解させる」、「肌の土台である筋膜に直接
ダメージを与える」等、皮下組織に直接影
響を与えることで小顔、痩身や美顔等の施
術ができるといわれており、医師法に抵触
するおそれが指摘されています。
　HIFU施術による侵襲16行為は、医師の
医学的知識や技能を必要とする施術であ
り、医師以外の者による施術は絶対に受け
てはいけません。美容医療クリニック等で
HIFU施術を受ける場合であっても、施術
者は医師である必要があり、施術前には医
師による十分な診断と本人が納得した上で
の同意が必要です。施術に当たっては、メ
リットだけでなく、リスクについても事前
に十分説明を受けましょう。
　もし、エステサロン等でHIFU施術を受
け危害を負った場合には、速やかに医師の
診察、治療を受けましょう。HIFU施術に
よる危害は表面からは判断がつきにくいこ
ともあるため、受診の際にはエステサロン
等の広告やウェブサイトの施術内容を印刷
して持っていくなどして、自分がどのよう
な施術を受けたのかを医師に正確に伝える
必要があります。また、HIFU施術を行っ
たエステサロン等と治療費などについて交
渉するためには、施術内容との因果関係が
明白となる診断書が重要となるため、詳細
な診断書を作成してもらいましょう。

　2009年９月から2016年10月末までの間、

事故情報データバンクに消費者の店舗・商
業施設17での事故情報が845件寄せられてい
ます。このうち７割以上の602件が、買物中
に滑る、つまずく等によって起きた転倒事
故です（図表Ⅰ-１-２-１0）。転倒以外の事故
（243件）では、「自動ドアに挟まれた」、「エ
レベータに閉じ込められた」、「トイレの便座
でやけどをした」、「棚の商品が落下し当たっ
た」等の事故が起きています。消費者庁では、
店舗・商業施設での買物中の事故について
2016年12月に注意喚起を行っています18。
　転倒事故は、床面での滑り事故が最も多
く、次いで店舗内床面の段差や凹凸による
つまずき、駐車場の路面の段差や凹凸によ
るつまずき、床に置かれた商品や荷物用台
車等でのつまずきの順になっています。ま
た、店員が回収中のショッピングカートや
移動中の荷物用台車に衝突されたことよる
転倒事故も起きています。
　転倒事故の年齢層別・性別の件数をみる
と、女性が７割以上（男性の３倍）を占め
ています（図表Ⅰ-１-２-１１）。また、高齢に
なるにつれて、骨折など治療期間が１か月
以上のけがになる割合が高い傾向にありま
す。高齢者は、足元や周囲に想定外の変化
があった時、その対応が遅れがちになるた
め、特に注意が必要です。
　店舗での転倒事故は、店舗のフロアーや
駐車場等の状態（水濡れ、凹凸等）だけが
原因ではなく、消費者自身が注意を十分に
払っていないことも関係しています。買物
中は商品に気を取られがちですが、次のよ
うな点に注意を払い、事故に遭わないよう
買物をしましょう。①床の水濡れや野菜等

店舗・商業施設で買物中の転倒事
故

017○04021_Ⅰ-1-2-10 店舗における事故の状況.xlsx

図表Ⅰ-1-2-10 店舗における事故の状況

（備考）　 消費者庁公表資料（2016年12月 7 日）

転倒事故
602件、71.2％

転倒以外
の事故

243件、28.8％
店内の床滑り

（水濡れ、落下物、
その他）

350件、58.1％

店内でのつまずき
（段差、凹凸、商品床置き等）

119件、19.8％

（N＝845）

（N＝602）

駐車場等の屋外での
つまずき、滑り

（駐車場の段差、凹凸、
マンホール蓋等）
78件、13.0％

店内での衝突等
（荷物用台車、カート等）

55件、9.1％

転倒事故

16）生体に傷害を与えること。
17�）店舗・商業施設には、買物を主としたスーパー、コンビニエンスストアー、ショッピングモール等、百貨店、量
販店、ホームセンター、ドラッグストアー、ディスカウントショップ、個人商店を含み、飲食店、店内のフードコー
ト及びゲームコーナー、スポーツ施設、ホテル・旅館等、主に買物以外を目的とする店舗は含まない。
18�）消費者庁「店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しましょう～師走・クリスマス・お正月の買い物は注意
して～」（2016年12月７日公表）
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の落下物に注意、②足元の段差や床に置か
れた商品や台車に注意、③搬送中のショッ
ピングカートや荷物用台車の動きに注意、
④駐車場の路面やマンホールや側溝の蓋に
注意。また、もし危険だと感じた時は、お
店の方に申し出て、安全策をとってもらい
ましょう。

　店舗・商業施設での事故のうち、前述の
転倒事故以外のものとして、店舗用ショッ
ピングカート（以下「ショッピングカート」

という。）での子供の事故があります。
　スーパーマーケットやショッピングモー
ル等の店舗には、購入する商品を運ぶため
のショッピングカートがあり、日常的に多
くの消費者に利用されています。ショッピ
ングカートには商品だけを載せるもののほ
か、幼児座席のあるもの、乳児も乗せられ
るものなど複数の種類があり、子供を座席
に乗せて買物をする姿もよく見受けられま
す。そのような状況の中、子供がショッピ
ングカートから落ちてしまった、ショッピ
ングカートに乗ったまま転倒してしまった
などの事例が医療機関ネットワークに多く
寄せられています。頭部や顔面にけがを

店舗用ショッピングカートでの子
供の事故
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図表Ⅰ-1-2-11 転倒事故件数と治療期間

（備考）　 消費者庁公表資料（2016年12月 7 日）
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図表Ⅰ-1-2-10 店舗における事故の状況

（備考）　 消費者庁公表資料（2016年12月 7 日）

転倒事故
602件、71.2％

転倒以外
の事故

243件、28.8％
店内の床滑り

（水濡れ、落下物、
その他）

350件、58.1％

店内でのつまずき
（段差、凹凸、商品床置き等）

119件、19.8％

（N＝845）

（N＝602）

駐車場等の屋外での
つまずき、滑り

（駐車場の段差、凹凸、
マンホール蓋等）
78件、13.0％

店内での衝突等
（荷物用台車、カート等）

55件、9.1％

転倒事故
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負ったり、中には骨折や頭蓋内損傷などの
重症になったりした事例も寄せられてお
り、国民生活センターが注意喚起を行って
います19。
　医療機関ネットワークには、「スーパー
マーケットで買物中に転倒した」、「ショッ
ピングセンターの金属の扉に走っていてぶ
つかった」など、スーパーマーケットや
ショッピングモール等の店舗内での事故情
報が2011年４月から2016年10月末までの間
に295件寄せられています（図表Ⅰ-１-２- 
１２）。そのうち、ショッピングカートに関
わる事故は118件と４割を占めていました。
年度別にみると2015年度が31件と最も多く
寄せられており、2016年度も多くの事故が
発生しています。
　ショッピングカートに関わる事故の被害
者を年齢別にみると、１歳の事故が35件と
最も多く、次いで２歳が31件となっており、
１歳以上３歳以下の幼児が７割以上（85件）
を占めていました。
　６歳以下の子供のショッピングカートに
関わる事故108件を危害部位別にみると、
頭部が61件と最も多く、次いで顔面が20件
であり、その他鼻や口に危害を生じたとい
う事例を合わせると、８割以上（91件）が
頭部から顔面の範囲に危害を生じていまし
た（図表Ⅰ-１-２-１３）。特に頭部への危害が
目立ち、中には硬膜外血腫を生じた重症事
故も報告されています。乳幼児はまだ頭部
が柔らかく損傷を受けやすいことから、重
大な事故につながる可能性があると考えら
れます。
　子供をショッピングカートの幼児用座席

に乗せている時は、立ち上がったり身を乗
り出したりしないよう注意し、ベルトやハー
ネスがあればしっかり装着するなど、幼児
用座席から転落しないよう防止策をとりま
しょう。利用時には注意表示や座席の対象
年齢・月齢等をよく確認し、子供を座席以
外の部分に乗せたり、ショッピングカート
で遊ばせたりしないようにしましょう。

　虫歯予防や口の中の衛生のため、歯磨き
は大切な生活習慣です。また、乳幼児期か
ら子供用歯ブラシを使用して歯磨きをする
など、子供にとっても歯磨きは毎日の習慣
である一方で、歯ブラシをくわえたまま転
倒し、喉を突くなどの事故が発生していま
す。このようなことから、東京都20、消費
者庁及び国民生活センター21では、注意喚
起を行っています。

子供の歯磨き中の喉突き事故

019○0406_Ⅰ-1-2-12 店舗内での事故件数.xlsx

図表Ⅰ-1-2-12 店舗内での事故件数

（備考）　 1． 国民生活センター公表資料（2016年12月 7 日）
　　　　 2．2016年度は 2016年10月31日時点。
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19�）国民生活センター「医療機関ネットワークにみる店舗用ショッピングカートでの子どもの事故―転落時の頭部損
傷のリスクが高く、危険です！―」（2016年12月７日公表）
20�）東京都「子供の歯みがき中の事故に注意！」（2016年８月30日公表）
21�）消費者庁、国民生活センター「子供の歯磨き中の喉突き事故などに気を付けましょう！―６歳以下の子供の事故
が多数発生しています―」（2017年２月15日公表）
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　消費者庁と国民生活センターの共同事業
である医療機関ネットワーク事業の参画医
療機関からは、６歳以下の子供が歯磨き中
に歯ブラシをくわえたまま転倒して喉を突
き、口の中に刺さってけがをし、入院する
などの事故報告が寄せられています。2010
年12月から2016年12月末までに、６歳以下
の子供の事故情報が139件報告されていま
す。年齢別では、１歳児が最も多い64件、
次いで２歳児が42件、３歳児が17件でした
（図表Ⅰ-１-２-１４）。
　発育途上にある子供は身体のバランスが
悪く転倒しやすく、歯ブラシによる喉突き
などの事故は、ちょっとした間に起きてし
まいます。事故防止のために、特に、事故

が多い１歳から３歳頃の子供が自分で歯磨
きをする時は、次のことを注意しましょう。
①保護者がそばで見守り、床に座らせて歯
磨きをさせましょう。子供が、歯ブラシを
口に入れたり手に持ったりしたまま歩き回
ると、転倒してけがをする危険があるので、
気を付けましょう。②子供用歯ブラシは、
喉突き防止カバーなどの安全対策を施した
ものを選ぶようにしましょう。③保護者が
仕上げ磨きをする際は、子供用歯ブラシは
きれいにする効果が不十分なので、仕上げ
用歯ブラシを使用しましょう。ただし、仕
上げ用歯ブラシは、喉突きなどの危険性が
高いため、子供には持たせず、使用後は子
供の手の届かない場所に置きましょう。ま

020○0406_Ⅰ-1-2-13 危害部位別件数.xlsx

図表Ⅰ-1-2-13 6 歳以下のショッピングカートに関わる事故における危害部位別件数

（備考）　 1． 国民生活センター公表資料（2016年12月 7 日）
　　　　 2． 2011年 4 月から2016年10月31日までに医療機関ネットワークに寄せられた事故情報。

頭全体
91件
84.3％

上腕（肩）・前腕、
５件、4.6％

手指、５件、4.6％

その他、７件、6.5％

眼、１件
鼻・咽頭、２件
口・口腔・歯、７件顔面、

20件

頭部、
61件

（N＝108）

021○0411_Ⅰ-1-2-14 子供の歯磨き中の事故.xlsx

図表Ⅰ-1-2-14 子供の歯磨き中の事故

（備考）　 消費者庁、国民生活センター公表資料（2017年 2 月15日）
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た、箸やフォークなど歯ブラシ以外の場合
でも喉突き事故の危険性があるので、口に
入れたまま歩いたり、走ったりさせないよ
うにしましょう。

　経済協力開発機構（以下「OECD」とい
う。）は2016年６月23日から同月30日まで
を「ブラインド等窓カバーのひもの安全性
に関する国際啓発週間」とし、日本、米国、
EU、オーストラリア等の25の国と地域が
参加し、啓発に取り組みました（第２部第
１章第６節を参照。）。このOECD国際啓発
キャンペーンの一環として、消費者庁でも
注意喚起を行っています22。
　消費者庁が、厚生労働省「人口動態調査」
の調査票情報を入手・分析したところ、ブ
ラインド等のひもによる事故について、国
内でも2010年から2014年までの５年間で３
件の死亡事故（５歳未満）が確認されまし
た（図表Ⅰ-１-２-１５）。死亡事故以外にも、
2007年以降、７件の事故が確認されており、
死亡事故を含めると計10件の事故が確認さ
れています。子供が、寝返りをしてベッド
から落ちた際に、ブラインドのひもが首に
食い込んだと推測される事例や、かくれん
ぼをしていたところ、誤ってブラインドの
ひもに首を掛け、締められてしまった事例
がありました。また、2016年６月のOECD
の調査では、世界15か国で、1996年以降に
死亡事故が250件以上把握されていること
が分かっています。
　家庭におけるブラインド類やスクリーン
類のひも部分、カーテン留め等のひも状部

分などが、子供の首に絡まると、気道閉塞
による窒息又は酸素欠乏による神経障害が
起こり、これによって15秒以内に気絶し、
２～３分で死亡する可能性があります。事
故は、保護者等が普段は安全だと思ってい
た寝室やリビング等で、突然、静かに発生
するため、保護者は事故が発生しても気付
かない可能性があります。
　子供が過ごす部屋のブラインド等には、
ひも部分がない等の安全性の高い商品を選
びましょう。また、既にひものあるブライ
ンド等を設置済みの場合は、クリップを取
り付けて、子供の手の届かない位置にひも
をまとめたり、ソファやベッドをブライン
ド等のひもの近くに設置しないようにしま
しょう。

ブラインド等のひもによる事故

022_I-1-2-15 起こり得る事故の状況のイメージ.pptx

図表Ⅰ-1-2-15 起こりうる事故の状況の
イメージ

（備考）　 1． 消費者庁公表資料（2016年 6 月29日）
　　　　 2． 出典：米国消費者製品安全委員会（CPSC）

22�）消費者庁「ブラインド等のひもの事故に気を付けて！―平成22年から26年までに３件の死亡事故―」（2016年６
月29日公表）
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　全国の消費生活センター等に寄せられた
消費生活相談の件数について、最近の推移
をみると、2013年から2015年にかけては年
間90万件を超えていましたが、2016年は
88.7万件となり、前年と比べ約５万件減少
しています（図表Ⅰ-1-3-1）。
　図表Ⅰ-1-3-1で長期的な相談件数の推移
をみると、2004年度がピークとなっていま
す。これは、架空請求に関する消費生活相
談が67.6万件と、相談全体の35.2％を占め
るほど急増したことが大きな要因として挙

げられます。その後、架空請求に関する相
談は大きく減少し、2011年には1.9万件と
なりました。しかし、再び増加傾向に転じ、
2016年は7.7万件となりました。総件数が
減少している中、架空請求に関する相談は
2016年も前年と同水準の件数となっており、
この数年では一番多く、全体の8.6％を占
めています。スマートフォンの普及により、
身に覚えのないデジタルコンテンツの利用
料や会費等についての請求メールが届く
ケースが増え、相談が多数寄せられている
ことが増加の要因として挙げられます。
　そのほか、2016年の消費生活相談件数が、
この数年と同様に依然として高水準である
要因として、消費生活にこれまで以上に情
報化が浸透していることが挙げられます。
　第１部第２章でも紹介するように、携帯

消費生活相談の概況第 ３節

（ １）20１6年の消費生活相談の概況

全国の消費生活相談は前年より減
少

023○0407_Ⅰ-1-3-1 消費生活相談件数の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-1 消費生活相談件数の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 1984～2006年度は、国民生活センター「消費生活年報2016」による「年度」データを集計。2007～2016年は「年」データを集計。
　　　　 3． 「架空請求」とは、身に覚えのない代金の請求に関するもの。2000年度から集計。
　　　　 4． 2007年以降は経由相談のうち「相談窓口」を除いた相談件数を集計。
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電話が普及する中、特にスマートフォンへ
の移行により、従来に比べ消費者一人一人
がウェブサイトにアクセスする機会が増え
ています。それにより、インターネット通
販で商品やサービスを購入する機会が増え
たり、ウェブサイトを利用して様々な情報
を簡単に入手できるようになったりする
等、便利になった反面、トラブルに巻き込
まれるケースも比例的に増加しています。
また、ソーシャルメディアを通じてコミュ
ニケーションの在り方も多様化し、メリッ
トもある一方、そこからトラブルへとつな
がっている相談も目立つようになってきて
います。
　さらに、65歳以上の高齢者の生活にもこ
れまで以上に情報化が浸透していることも
大きな要素の一つです。
　一方、2014年と比べ、2015年、2016年と
相談件数がやや減少している要因として、
ここ数年深刻であった高齢者における金融

商品への投資等に関する相談が徐々に減少
してきていることが挙げられます。
　そのほか、消費者行政や様々な主体によ
る消費者への普及啓発、情報提供等により、
消費者被害の未然防止の効果が徐々に現れ
ている、また自分自身で早めに解決するよ
うになっているとも考えられます。
　少子高齢化による人口の影響を除いて、
2007年以降の相談件数の推移をみていく
と、年齢層により増減の動きが異なります
（図表Ⅰ-1-3-2）。1,000人当たりの相談件
数は2007年では30歳代が最も多く11.5件で
したが、2016年は7.1件と減少しています。
20歳代も2007年は10.8件であったのが、
2016年は6.2件になっており、長期的に減
少傾向にあります。また20歳未満は、2007
年1.7件から2016年は1.0件と、他の年齢層
に比べ人口で調整しても低い水準にあり、
20歳代と同様減少しています。
　他方、65歳以上は2007年が5.5件でした

024○0414_Ⅰ-1-3-3 消費生活相談の商品・サービス別の件数・既支払額（2016年）.xlsm

図表Ⅰ-1-3-3 消費生活相談の商品・サービス別の件数・平均既支払額（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 縦軸は商品別分類の相談件数。横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 3． 各商品別分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。
　　　　 4． 平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 5． 「運輸・通信サービス」は、「運輸サービス」と「通信サービス」に分けて記載している。
　　　　 6． 「金融・保険サービス」の内訳は、融資サービス、預貯金・投資商品等、保険で、その件数の内訳を割合で示している。
　　　　　　 平均既支払額の内訳を割合で示したものではない。「金融・保険サービス」の平均既支払額は、 融資サービスでは11.6万円、預貯金・

投資商品等では265.4万円、保険では48.9万円。
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図表Ⅰ-1-3-2 人口1,000人当たりの消費生活相談件数の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）、及び総務省「人口推計」（各年10月 1 日現在）に
より作成。

　　　　 2． 平均は、年齢無回答・未入力の相談を含む。
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が、2016年には7.1件と増加しています。
80歳以上についてみると、2007年は4.3件
でしたが、増加傾向が顕著で、特に2013年
には8.4件と急増しています。これはその
時期に目立った「健康食品の送りつけ商法」
があったことが影響しています。
　このように、人口要因を除いてみると若
年層では減少、高齢層では増加と、年齢層
で傾向が異なっています。平均では、2007
年が8.1件であったのに対し、2016年は7.0
件となっています。1,000人当たりの相談
件数が減少しているということは、全体と
しては相談する人が減っていることを意味
していますが、人口規模が大きくなってい
る高齢層で、1,000人当たりの相談が増加
していることがけん引して、最近の相談総
件数に表れていることがうかがえます。な
お、近年の高齢層の相談の増加の背景には、

高齢者を対象とした詐欺的手口の増加や、
早めの相談を促す啓発活動の効果、見守り
体制の強化による相談の掘り起しが浸透し
ている等の可能性もあります。

　2016年の消費生活相談を、相談件数と相
談１件当たりの実際に支払った金額（平均
既支払額）の関係でみたところ、デジタル
コンテンツやインターネット接続回線等の
「通信サービス」が約26万件と最も相談件
数が多く、相談全体の約３割を占め、他の
商品・サービスの相談と比べ突出していま
す（図表Ⅰ-1-3-3）。２番目に相談件数が

「通信サービス」に関する相談件
数が突出
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図表Ⅰ-1-3-3 消費生活相談の商品・サービス別の件数・平均既支払額（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 縦軸は商品別分類の相談件数。横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 3． 各商品別分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。
　　　　 4． 平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 5． 「運輸・通信サービス」は、「運輸サービス」と「通信サービス」に分けて記載している。
　　　　 6． 「金融・保険サービス」の内訳は、融資サービス、預貯金・投資商品等、保険で、その件数の内訳を割合で示している。
　　　　　　 平均既支払額の内訳を割合で示したものではない。「金融・保険サービス」の平均既支払額は、 融資サービスでは11.6万円、預貯金・

投資商品等では265.4万円、保険では48.9万円。
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多い「金融・保険サービス」の約6.9万件
と４倍近い差がみられます。また、「通信
サービス」の相談１件当たりの平均既支払
額は2.7万円となっています。相談件数が
２番目に多い「金融・保険サービス」は、
平均既支払額が74.7万円と高額です。「金
融・保険サービス」のうち、「ファンド型
投資商品」や「公社債」等の投資に関する
相談件数は、前年を下回っているものの、
平均既支払額は増加しています。
　相談件数が３番目である「教養娯楽品」
には、新聞やスマートフォン、パソコンソ
フトやパソコン関連用品、腕時計等、様々
な商品が含まれています。また、４番目の
「食料品」には2016年は後述する健康食品
の定期購入の契約トラブルが多く含まれて
います。５番目の「他の役務」には、様々
な専門サービスが含まれますが、2016年で
は、主なものとしてアダルト情報サイトの
架空請求トラブルに巻き込まれた消費者
が、解決するため相談したところ高額な請
求を受けた等の「興信所」に関する相談が
挙げられます。

　相談１件当たりの平均金額について、請
求された又は契約した金額である「契約購
入金額」と実際に支払った金額である「既
支払額」とでそれぞれの推移をみると、全
体、65歳以上の高齢者、65歳未満の全てに
おいてすう勢として減少しているものの、
2016年は高齢者の契約購入金額以外は前年
よりやや増えており、全体の平均は、１件
当たり契約購入金額が約106万円、既支払
額は約42万円となっています（図表Ⅰ-1-
3-4）。
　また、2016年に寄せられた相談全体の契
約購入金額及び既支払額それぞれの総額を
見ると、契約購入金額総額は4329億円、既
支払額総額は1494億円と前年を下回りまし
た。このうち高齢者に関するものは、契約
購入金額では1326億円と全体の30.6％を占
め、既支払額では617億円と全体の41.3％
を占めています（図表Ⅰ-1-3-5）。
　高齢者の相談1件当たりの平均金額は低く
なってきているものの、平均既支払額は約
69万円で、65歳未満の約30万円を40万円近
く上回り、２倍以上であること、前年より

相談 １件当たりの平均金額は減少
傾向
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図表Ⅰ-1-3-4 平均契約購入金額・平均既支払額の推移

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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やや増加していること、また、相談全体の
既支払額総額の約４割を高齢者が占めてい
ることから、高齢者の消費者被害は高額で、
依然として深刻であることを示しています。

　2016年の消費生活相談について、属性別
での状況をみると、年齢層別では65歳以上
の高齢者が27.5％を占め、高齢者の割合が
大きいことが分かります（図表Ⅰ-1-3-
6）。さらに、10歳ごとの区分でみると40歳
代が15.8％と最も大きな割合を占め、次い
で60歳代、50歳代の順となっています。

　性別では、女性が49.0％、男性が46.6％
とやや女性が多くなっています。職業等別
では、給与生活者が38.6％と最も多く、次
いで無職が24.7％となっています。無職の
割合が大きいのは、高齢者の相談が多いこ
とと連動しています。
　性別により寄せられる相談件数に大きな
差がある商品・サービスは、女性が男性の
２倍以上の「食料品」、「被服品」、「保健衛
生品」、｢クリーニング｣、「教育サービス」、
「保健・福祉サービス」と、男性が女性の
２倍以上の「車両・乗り物」です。
　さらに性別、年齢層別に区分してみると、
相談件数は60歳代男性が約7.1万件、40歳
代女性が約7.4万件と、それぞれの性別に

属性別にみた20１6年の相談状況
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図表Ⅰ-1-3-5 契約購入金額総額・既支払額総額

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-3-6 属性別相談状況（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅰ-1-3-4 平均契約購入金額・平均既支払額の推移

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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おいて最も多くなっています（図表Ⅰ-1-
3-7）。その他、40歳代男性の相談件数が約
6.5万件となっています。
　商品・サービス別では、性別を問わず幅
広い年齢層で「通信サービス」が共通して
大きな割合を占めていますが、これはウェ
ブサイトを利用したデジタルコンテンツ
や、インターネット接続回線、携帯電話サー
ビス等に関する相談が多いことによるもの
です。また、70歳代女性では「金融・保険
サービス」の相談件数が多く、割合も１割
を超えていることから、金融商品への投資
勧誘等のターゲットとなり、トラブルに巻
き込まれていることがうかがえます。
　次に、商品・サービスを更に詳細に区分
して上位商品をみると、アダルト情報サイ
トや何らかのウェブサイトに関連する「デ

ジタルコンテンツ」についての相談が最も
多く、他の商品･サービスを大きく引き離
しています（図表Ⅰ-1-3-8）。また、２番
目に多いのは「インターネット接続回線」
となっており、ウェブサイトのコンテンツ
と、それを利用するための通信サービス等
のインターネットに関連した商品･サービ
スについての相談が大きな割合を占めてい
ることが分かります。
　年齢層別にみても、70歳代までの各年齢
層で「デジタルコンテンツ」についての相
談が最も多く寄せられており、「インター
ネット接続回線」についての相談も年齢層
を問わず多くなっています。その他、幅広
い年齢層で相談が多いのは、「不動産貸借」、
「フリーローン･サラ金」、「工事・建築」、
「携帯電話サービス」です。

028○0414_Ⅰ-1-3-7 消費生活相談の性別・年齢層別の商品・サービス(2016年）.xlsx

図表Ⅰ-1-3-7 消費生活相談の性別・年齢層別の商品・サービス（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「その他商品」とは、商品別分類のうち「光熱水品」、「保健衛生品」、「車両・乗り物」、「土地・建物・設備」、「他の商品」の合

計。「その他商品関連サービス」とは、「クリーニング」、「工事・建築・加工」、「修理・補修」、「管理・保管」の合計。「その他
サービス」とは、「役務一般」、「運輸サービス」、「教育サービス」、「教養・娯楽サービス」、「内職・副業・ねずみ講」、「他の行
政サービス」の合計。

　　　　 3．「運輸・通信サービス」は、「運輸サービス」と「通信サービス」に分けて記載している。
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　年齢層別には、20歳代で「エステティッ
クサービス」、20歳代から60歳代までで「四
輪自動車」が上位にあります。また、20歳
未満と80歳以上の各年齢層で「健康食品（全

般）」及び「他の健康食品」が上位にあり
ます。また、30歳代から50歳代までにおい
ても「他の健康食品」が上位にみられます
が、これは健康食品を中心とした「定期購

029○0414_Ⅰ-1-3-8 消費生活相談件数の多い商品・サービス（年齢層別、2016年）.xlsx

図表Ⅰ-1-3-8 消費生活相談件数の多い商品・サービス（年齢層別、2016年）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．総数には、年齢が無回答（未入力）も含まれる。

順位

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 21,705 総件数 77,641 総件数 108,805 総件数 140,210

1 デジタルコンテンツ 10,940 デジタルコンテンツ 15,932 デジタルコンテンツ 21,749 デジタルコンテンツ 33,492

2 他の健康食品 877 不動産貸借 6,022 不動産貸借 8,822 不動産貸借 7,058

3 テレビ放送サービス 715 エステティックサービス 3,352 フリーローン・サラ金 4,365 インターネット接続回線 6,547

4 商品一般 412 フリーローン・サラ金 3,070 インターネット接続回線 4,304 フリーローン・サラ金 5,423

5 不動産貸借 324 インターネット接続回線 2,905 商品一般 3,148 商品一般 4,598

6 基礎化粧品 322 商品一般 2,330 四輪自動車 2,469 携帯電話サービス 3,245

7 インターネット接続回線 310 四輪自動車 2,069 複合サービス会員 2,292 工事・建築 2,969

8 健康食品（全般） 286 モバイルデータ通信 1,703 携帯電話サービス 2,270 四輪自動車 2,796

9 携帯電話サービス 256 携帯電話サービス 1,573 工事・建築 2,164 他の健康食品 2,203

10 相談その他（全般） 237 他の内職・副業 1,445 他の健康食品 1,516 修理サービス 1,826

順位

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 122,682 総件数 133,736 総件数 110,754 総件数 63,365

1 デジタルコンテンツ 30,525 デジタルコンテンツ 31,412 デジタルコンテンツ 15,414 商品一般 4,297

2 インターネット接続回線 6,372 インターネット接続回線 7,924 商品一般 7,550 工事・建築 3,321

3 商品一般 4,880 商品一般 6,440 インターネット接続回線 5,571 デジタルコンテンツ 2,910

4 不動産貸借 4,783 工事・建築 5,131 工事・建築 4,686 新聞 2,665

5 フリーローン・サラ金 4,450 フリーローン・サラ金 4,120 社会保険 2,933 他の健康食品 2,091

6 工事・建築 3,373 不動産貸借 3,587 フリーローン・サラ金 2,273 インターネット接続回線 2,055

7 携帯電話サービス 2,509 携帯電話サービス 2,342 相談その他（全般） 2,266 健康食品（全般） 1,788

8 四輪自動車 2,236 修理サービス 2,170 不動産貸借 2,164 修理サービス 1,544

9 他の健康食品 1,723 四輪自動車 1,845 修理サービス 2,135 相談その他（全般） 1,377

10 修理サービス 1,686 相談その他（全般） 1,828 新聞 2,004 ふとん類 1,165

順位

65歳以上（再掲） 総数

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 244,276 総件数 886,674

1 デジタルコンテンツ 34,017 デジタルコンテンツ 170,819

2 商品一般 15,364 インターネット接続回線 40,464

3 インターネット接続回線 11,951 商品一般 40,140

4 工事・建築 10,744 不動産貸借 39,885

5 新聞 5,460 フリーローン・サラ金 27,796

6 フリーローン・サラ金 5,013 工事・建築 26,288

7 修理サービス 4,931 携帯電話サービス 16,664

8 不動産貸借 4,910 四輪自動車 14,487

9 他の健康食品 4,728 相談その他（全般） 14,051

10 社会保険 4,653 他の健康食品 13,733
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入」契約のトラブルによる相談の増加が影
響しています。
　近年、高齢層で多かった「ファンド型投
資商品」等の金融商品が全ての年齢層にお
いて上位商品となっていない点が2016年の
特徴です。

　2016年の相談を、学生別に小学生、中学
生、高校生、大学生等と分類してみると、
前述した年齢層別の相談状況と同様に、イ
ンターネットを利用した、アダルト情報サ
イト、オンラインゲーム等の「デジタルコ
ンテンツ」23がそれぞれ最も多いという点
は共通しています（図表Ⅰ-1-3-9）。
　「デジタルコンテンツ」のほかには、小
学生の場合はトレーディングカード等の
「他の玩具・遊具」や、「電子ゲームソフト」
といった、オンライン以外のゲーム関係が
みられます。中学生では健康食品、携帯電

話や「学習塾」がみられます。高校生では
ダイエットサプリメント等の健康食品、「基
礎化粧品」、コンサートチケット等の「コ
ンサート」等、インターネット通販を利用
してのトラブルがみられます。大学生等に
なると「不動産貸借」、「テレビ放送サービ
ス」、「インターネット接続回線」といった、
一人暮らしを始めた際にトラブルに遭いや
すい商品・サービスについての相談が上位
となる点が特徴的です。また、「エステ
ティックサービス」も20歳代と同様、上位
に来ています。また、「興信所」は、主に
スマートフォン等でアダルト情報サイトに
アクセスして請求を受け、被害救済を目的
に相談をしたものの高額請求を受けたとい
うトラブルが増えていることにより、上位
に来ているものと考えられます。

学生の相談はインターネット利用
のトラブルが上位

030○0414_Ⅰ-1-3-9 学生別の相談が多い商品・サービス（2016年）.xlsx

図表Ⅰ-1-3-9 学生別の相談が多い商品・サービス（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「他の学生」を「大学生等」としている。

順位

小学生 中学生 高校生 大学生等

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 1,816 総件数 4,231 総件数 6,003 総件数 16,914 

1 デジタルコンテンツ 1,507 デジタルコンテンツ 3,099 デジタルコンテンツ 2,840 デジタルコンテンツ 4,440 

2 他の玩具・遊具 27 他の健康食品 124 他の健康食品 421 不動産貸借 907 

3 商品一般 19 商品一般 76 基礎化粧品 156 テレビ放送サービス 906 

4 電子ゲームソフト 18 健康食品（全般） 42 健康食品（全般） 129 インターネット接続回線 834 

5 歯科治療 16 学習塾 39 商品一般 122 エステティックサービス 713 

6 スポーツ・健康教室 12 基礎化粧品 36 コンサート 91 商品一般 400 

7 携帯電話サービス 11 携帯電話サービス 29 相談その他（全般） 86 他の健康食品 303 

8 医療サービス 10 野菜飲料
コンサート 28 酵素食品 85 役務その他サービス 282 

9
他の健康食品
電子ゲーム玩具
遊興施設利用

8 携帯電話 27 野菜飲料 82 モバイルデータ通信 277 

10 相談その他（全般） 7 酵素食品 25 携帯電話サービス 72 興信所 273 

23）他に漫画サイト、アニメサイト、占いサイト、内容不明の有料情報サイトに関する相談など。
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　65歳以上の高齢者に関する消費生活相談
件数について、この10年間の推移をみると、
2013年の26.5万件以降減少傾向にあり、
2016年は24.4万件で前年を下回りました
（図表Ⅰ-1-3-10）。しかし、2012年以前と
比較すると、依然として高水準にあるとい
えます。
　また、５歳単位で内訳をみると、この10
年間で60歳代後半で1.6倍、70歳代前半で1.3
倍、70歳代後半で1.6倍、80歳代前半で1.8倍、
85歳以上で2.5倍と、年齢が高い層ほど増
加傾向が強く、トラブルの当事者の高年齢
化が進んでいます。
　高齢者に関する消費生活相談のうち上位
商品を2010年、2013年、2016年と最近の３
年ごとにみると、数年でもトラブルの内容

の変化が確認できます。2010年は「フリー
ローン・サラ金」に関する相談が最も多く、
「未公開株」など金融商品への投資に関す
る相談が上位にあります。2013年は「健康
食品の送り付け商法」の影響で、健康食品
に関する相談が多く、上位に来ています。
また、この年は「ファンド型投資商品」が
金融商品への投資に関する相談の主なもの
でした。2016年は「商品一般」以外では「ア
ダルト情報サイト」、「光ファイバー」やデ
ジタルコンテンツ等のインターネットに関
連した相談で上位が占められています（図
表Ⅰ-1-3-11）。

　高齢者に関する消費生活相談が多い中
で、認知症等の高齢者24に関する相談件数

高齢者に関する消費生活相談件数
は依然として高水準

高齢者・障害者等に関する見守り
の強化は重要

031○0412_Ⅰ-1-3-10 高齢者の消費生活相談件数.xlsx

図表Ⅰ-1-3-10 高齢者の消費生活相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 契約当事者が65歳以上の相談。

2016
（年）

201520142013201220112010200920082007
0

300,000
（件）

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

65―69歳 70―74歳 75―79歳 80―84歳 85歳以上

9,195
10,423 11,460

14,283
15,884 17,061

25,785 23,298 23,500
23,077

21,817 23,486 25,695
29,696

32,672 34,826

52,479 44,806 43,787
40,288

30,672 32,321 32,951 36,231
41,081 42,368

58,284 53,275 51,721 49,017

45,787 46,508 46,360 50,153 56,466 56,148
70,263 71,017 66,912 61,737

44,456 47,619 46,894 49,103 51,027 49,822 58,638 66,311 68,300 70,157

151,927 160,357
163,360

179,466
197,130 200,225

265,449 258,707 254,220
244,276
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図表Ⅰ-1-3-9 学生別の相談が多い商品・サービス（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「他の学生」を「大学生等」としている。

順位

小学生 中学生 高校生 大学生等

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 1,816 総件数 4,231 総件数 6,003 総件数 16,914 

1 デジタルコンテンツ 1,507 デジタルコンテンツ 3,099 デジタルコンテンツ 2,840 デジタルコンテンツ 4,440 

2 他の玩具・遊具 27 他の健康食品 124 他の健康食品 421 不動産貸借 907 

3 商品一般 19 商品一般 76 基礎化粧品 156 テレビ放送サービス 906 

4 電子ゲームソフト 18 健康食品（全般） 42 健康食品（全般） 129 インターネット接続回線 834 

5 歯科治療 16 学習塾 39 商品一般 122 エステティックサービス 713 

6 スポーツ・健康教室 12 基礎化粧品 36 コンサート 91 商品一般 400 

7 携帯電話サービス 11 携帯電話サービス 29 相談その他（全般） 86 他の健康食品 303 

8 医療サービス 10 野菜飲料
コンサート 28 酵素食品 85 役務その他サービス 282 

9
他の健康食品
電子ゲーム玩具
遊興施設利用

8 携帯電話 27 野菜飲料 82 モバイルデータ通信 277 

10 相談その他（全般） 7 酵素食品 25 携帯電話サービス 72 興信所 273 

24�）トラブルの当事者が65歳以上で、精神障害や知的障害、認知症等の加齢に伴う疾病等、何らかの理由によって十
分な判断ができない状態であると消費生活センター等が判断したもの。以下同じ。
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は、高齢者全体と同様、2013年以降は減少
傾向にありますが、この10年の推移でみる
と依然として高水準にあります（図表Ⅰ-1-
3-12）。高齢者全体では本人から相談が寄
せられる割合は約８割であるのに対し、認
知症等の高齢者に関する相談では、本人以
外から相談が寄せられることが多く、本人
からの相談は２割に満たない状況です。
　2016年の認知症等の高齢者の相談を販売
購入形態別にみると、「訪問販売」の割合
が高齢者全体より大きいことが特徴です
（販売購入形態別の相談については後述。）。

「訪問販売」のうち、具体的には「新聞」
や「屋根工事」、「浄水器」等が主な商品・
サービスとなっています。
　認知症等の高齢者は事業者からの勧誘や
契約締結の場面で必要な判断能力が不十分
な状態にあるために、一般の高齢者よりト
ラブルに遭いやすい状況にあります。また、
一般の高齢者よりもトラブルに遭っている
という認識が低く、問題が顕在化しにくい
傾向にあります。
　以上のことからも、消費者トラブルに巻
き込まれないよう、特に周囲の見守りが必

032○0413_Ⅰ-1-3-11 高齢者に関する相談が多い商品・サービス（上位５商品）.xlsx

図表Ⅰ-1-3-11 高齢者の商品・サービス別上位相談件数（上位 5商品）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（小分類）。

2010年 件数 2013年 件数 2016年 件数

1 フリーローン・サラ金 12,286 健康食品（全般） 25,767 商品一般 15,364 

2 商品一般 9,130 商品一般 16,256 デジタルコンテンツ（全般） 14,879 

3 未公開株 5,273 他の健康食品 14,803 アダルト情報サイト 11,605 

4 新聞 4,800 ファンド型投資商品 11,260 光ファイバー 9,086 

5 アダルト情報サイト 3,607 アダルト情報サイト 8,200 他のデジタルコンテンツ 6,178 

033○0412_Ⅰ-1-3-12 認知症等の高齢者に関する相談件数.xlsx

図表Ⅰ-1-3-12 認知症等の高齢者に関する相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 契約当事者が65歳以上の「判断不十分者契約」に関する相談。

（件）

（年）
20152014
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

無回答（未入力）契約者が相談者と異なる契約者が相談者と同一

2016

6,666 6,297 6,683
7,286

7,773
8,550

11,017

9,599 9,459
8,796

49 31
30

45
33

42

58

56 62
84

5,504 5,310 5,669 6,229 6,587
7,198

9,332
7,965 7,830

7,239

1,113 956 984 1,012 1,153 1,310 1,627 1,578 1,567 1,473
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要なことが分かります。
　また、障害者等25に関する相談において
も、本人以外から寄せられることが多く、
本人が十分に判断できない状態にもかかわ
らず、事業者に勧められるままに契約した
り、買物や借金を重ねたりするといった
ケースがみられます（図表Ⅰ-1-3-13）。
　トラブルの未然防止や被害の拡大防止に
は、周囲の気付きが不可欠です。家族のみ
ならず、近隣住民や福祉事業者、行政機関
等が協力して、見守りを強化していくこと
が重要です。
　また、本人に代わって財産管理を行った
り、判断を助けたり、本人が行った不利な
行為を取り消したりして、本人を守る役割
を持つ成年後見制度の活用も、判断能力の
不十分な方々の保護や支援に有用です。

　どのような購入の経緯でトラブルとなっ
ているか、販売購入形態別の消費生活相談
割合の５年間の推移をみていくと、全体で
は「店舗購入」の割合が2012年の32.5％か
ら徐々に減少し、2016年は27.7％となって
いる一方で、「通信販売」（「インターネッ
ト通販」と「インターネット通販以外の通
信販売」の合計。以下この項において同じ。）
が2012年の29.7％から2016年は35.6％へと
増加しています。細かくみていくと、「イ
ンターネット通販」の割合が19.4％から
26.8％へと増加したことも確認できます
（図表Ⅰ-1-3-14）。
　65歳未満に関する相談は、全体と同様、
「店舗購入」の割合が減少していく一方で、
「通信販売」が2012年の36.2％から2016年

販売購入形態別では「通信販売」
の割合が増加
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図表Ⅰ-1-3-13 障害者等に関する相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「心身障害者関連」又は「判断不十分者契約」に関する相談。
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図表Ⅰ-1-3-11 高齢者の商品・サービス別上位相談件数（上位 5商品）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（小分類）。

2010年 件数 2013年 件数 2016年 件数

1 フリーローン・サラ金 12,286 健康食品（全般） 25,767 商品一般 15,364 

2 商品一般 9,130 商品一般 16,256 デジタルコンテンツ（全般） 14,879 

3 未公開株 5,273 他の健康食品 14,803 アダルト情報サイト 11,605 

4 新聞 4,800 ファンド型投資商品 11,260 光ファイバー 9,086 

5 アダルト情報サイト 3,607 アダルト情報サイト 8,200 他のデジタルコンテンツ 6,178 

033○0412_Ⅰ-1-3-12 認知症等の高齢者に関する相談件数.xlsx

図表Ⅰ-1-3-12 認知症等の高齢者に関する相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 契約当事者が65歳以上の「判断不十分者契約」に関する相談。
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25�）トラブルの当事者が心身障害者又は判断能力の不十分な方々であると消費生活センター等が判断したもの。
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035○0428_Ⅰ-1-3-14 販売購入形態別相談割合の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-14 販売購入形態別相談割合の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 2013年 2 月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
　　　　 3． 「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、アダルト情報サイトに

代表される、ウェブサイトを利用したサイト利用料、オンラインゲーム等のデジタルコンテンツも、消費生活相談情報では「インター
ネット通販」に入るため、データの見方には注意が必要。

　　　　 4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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は43.5％へと増加しており、2016年は「イ
ンターネット通販」が34.8％と、29.9％の「店
舗購入」を上回る状況となっています。
　65歳以上の高齢者に関する相談は、65歳
未満と比べ「訪問販売」、「電話勧誘販売」
の割合が大きいことが特徴です。しかし、
「電話勧誘販売」の割合は減少傾向にあり
ます。一方、「インターネット通販」の割
合が徐々に増加し、2016年は15.2％で、
15.5％の「訪問販売」とほぼ同じ割合になっ
ています。図表Ⅰ-1-3-11で2016年の高齢
者に関する消費生活相談の上位商品・サー
ビスに、インターネットに関連したものが
占めるようになったことを紹介しました
が、ここでも最近は高齢者でも「インター
ネット通販」におけるトラブルが増えてい
ることが分かります。
　また、65歳以上の高齢者のうち認知症等
の高齢者の相談について、2016年の相談状
況をみると、先に述べたように「訪問販売」
が40.7％を占めていることが特徴的で、「電
話勧誘販売」の割合が大きく、他方「店舗
購入」、「通信販売」の割合が小さいなど、
高齢者全体とも傾向が異なることが確認で
きます。

　先の図表Ⅰ-1-3-14で紹介した「通信販
売」の中の「インターネット通販」に関す
る相談については、ウェブサイトで消費者
が購入したい商品を注文して、その商品が
数日のうちに自宅に届く、又はサービスを
利用するために予約をするといった、いわ
ゆる通常のインターネット通販よりも広い
概念を含んでいます。
　「アダルト情報サイト」に代表される、
ウェブサイトの利用料、「オンラインゲー
ム」等の「デジタルコンテンツ」も、消費
生活相談情報では「インターネット通販」
に入るため、データの見方には注意が必要
です。
　そこで、2016年の「インターネット通販」
を「デジタルコンテンツ」と「デジタルコン
テンツ」以外の商品・サービスに分類して
みると、「デジタルコンテンツ」が63.0％、�
「デジタルコンテンツ」以外の商品・サー
ビスが36.9％と、６割以上が「デジタルコ
ンテンツ」に関する相談であることが分か
ります（図表Ⅰ-1-3-15）。
　相談の具体的な主な商品･サービスは、

「通信販売」の中では「インター
ネット通販」に関する相談が増加

036○0413_Ⅰ-1-3-15 「インターネット通販」の商品・サービス別構成比(2016年).xlsx

図表Ⅰ-1-3-15 「インターネット通販」の商品・サービス別構成比（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「他の相談」は0.05％未満のためグラフに表示していない。

63.010.026.9

商品　26.9％ サービス　73.1％

サービス（デジタルコンテンツ以外） デジタルコンテンツ

デジタルコンテンツ：主な例
・アダルト情報サイト
・出会い系サイト
・オンラインゲーム　等

36.9％

0 20 40 60 80
（％）
100

サービス（デジタルコンテンツ以外）：主な例
・興信所
・副業
・モバイルデータ通信　等

商品：主な例
・健康食品
・化粧品
・パソコンソフト　等

035○0428_Ⅰ-1-3-14 販売購入形態別相談割合の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-14 販売購入形態別相談割合の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 2013年 2 月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
　　　　 3． 「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、アダルト情報サイトに

代表される、ウェブサイトを利用したサイト利用料、オンラインゲーム等のデジタルコンテンツも、消費生活相談情報では「インター
ネット通販」に入るため、データの見方には注意が必要。

　　　　 4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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いわゆるインターネット通販においては、
商品は健康食品、化粧品、「パソコンソフト」
等が多く、サービスでは、アダルト情報サ
イトに関するトラブルに関連して「興信
所」、アフィリエイト等の副業、「モバイル
データ通信」等が主なものとして挙げられ
ます。
　「デジタルコンテンツ」では「アダルト
情報サイト」や「出会い系サイト」、「オン
ラインゲーム」等が多くなっています。

　トラブルになりやすい商法や手口には
様々なタイプのものがありますが、主なも
のを図表Ⅰ-1-3-16に挙げ、その相談件数
の推移も示しています。
　このうち、「架空請求」や「身分詐称」
が増加傾向にあります。「架空請求」は、
スマートフォン等にメールなどで、使った
覚えのないウェブサイト利用料の未納料金

についての請求が送られてくるという内容
が代表的です。「身分詐称」は、主に社会
保険料の還付金詐欺等の相談を表していま
す。
　他には、「サイドビジネス商法」について、
2015年以降の増加が目立っています。これ
は、アフィリエイト等の副業の相談が影響
しています。「二次被害」は、2016年に増
加がみられますが、アダルト情報サイトか
らの請求に関する探偵業者等への相談で二
次被害に遭ったというケースの急増を示し
ています。
　一方、数年前に非常に多かった「利殖商
法」や「劇場型勧誘」等の金融商品への投
資に関する商法・手口の減少が顕著となっ
ています。減少しているものの中には、手
口が消費者に少しずつ認知されることで被
害の未然防止につながり、相談件数が減っ
てきているものもありますが、悪質事業者
が新たな手口へ移ったために相談件数が
減った可能性のあるものもあります。

トラブルになりやすい商法や手口
に関する相談
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037○0413_Ⅰ-1-3-16 トラブルになりやすい商法・手口.xlsx

図表Ⅰ-1-3-16 トラブルになりやすい商法・手口

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．「劇場型勧誘」は、2012年 4 月以降集計。

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2012-2016年 相談内容の商法・手口等

架空請求 37,988 38,297 61,717 76,471 76,536 身の覚えのない代金の請求。

身分詐称 6,368 10,742 20,958 23,170 22,869 販売員が公的機関や有名企業の職員や関係者であ
るかのように思わせる手口。

利殖商法 24,682 22,208 17,579 8,447 6,362 「値上がり確実」、「必ずもうかる」など利殖にな
ることを強調し、投資や出資を勧誘する手口。

販売目的隠匿 10,464 11,059 11,084 9,744 8,540 販売目的を隠した勧誘。

サイドビジネス商法 9,183 8,408 8,982 10,302 11,185 「内職・副業（サイドビジネス）になる」、「脱サ
ラできる」等をセールストークにした手口。

点検商法 5,406 6,237 5,974 5,835 5,713
「点検に来た」と来訪し、「水質に問題がある」、
「ふとんにダニがいる」など事実と異なることを
言う手口により誤認した相談等。

当選商法 11,426 7,818 4,919 4,049 3,215
「当選した」、「景品が当たった」等有利性を強調
して契約をさせる手口。海外宝くじのダイレクト
メールによる手口も含む。

二次被害 16,318 13,490 12,889 12,905 13,937 一度被害に遭った人を再び勧誘して、二次的な被
害を与える手口。

次々販売 9,034 8,756 7,856 6,968 6,307
一人の者に次々と契約をさせるような手口。勧誘
を断れない消費者につけ込んで、不必要とも思え
る商品を購入させるもの。

過量販売 2,437 2,511 2,488 2,272 1,938
必要以上の量や長期間の契約を迫り、結果として
高額な契約をさせる、複数年分に当たる商品を契
約させる、又は次々に役務提供契約を結ばせる販
売方法に関するもの。

SF商法 1,993 1,981 1,835 1,792 1,404
閉鎖的な空間に消費者を集客し、商品説明会と名
をうって消費者を興奮状態にしたり、消費者同士
の競争意識をあおり、最終的に商品の購入を募る
手口。

無料商法 28,841 31,591 34,324 27,533 22,689 「無料サービス」、「無料招待」、「無料体験」など
「無料」であることを強調し誤認させさせる手口。

劇場型勧誘 13,289 17,933 19,308 11,090 6,269
契約の相手先以外の第三者が、特定の消費者に対
し、何らかの利益が得られる等の勧誘を行い、契
約の成立をあおる手口。

ネガティブ･オプション 2,428 8,549 3,090 2,742 2,877

契約を結んでいないのに商品を勝手に送り付け、
商品を受領したことで、支払義務があると消費者
に勘違いさせて代金を支払わせようとする手口。
商品と一緒に請求書が同封されていたり、福祉目
的をうたい寄付と勘違いさせたりする手口。
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　グローバル化が進む中、消費者がイン
ターネット経由で気軽に海外事業者と取引
できるようになったこと等により、海外事
業者とのトラブルが発生しています。
　消費者庁では、消費生活センター等にお
ける相談受付機能を補完するため、2011年
11月から2015年３月まで「消費者庁越境消
費者センター」を開設し、越境消費者取引
でのトラブルに関する相談対応及び海外の
消費者相談機関との連携体制の構築に関す
る実証調査を行いました。その結果、この
期間に延べ１万件を超える相談に応じるな
ど越境消費者トラブルの解決支援に大きな
役割を果たしました｡

　さらに、2015年４月からは、相談体制を
整備し、事業として恒常的に行うことを目
的として、国民生活センターに移管し、「国
民生活センター越境消費者センター（CCJ：
Cross-border�Consumer�center�Japan）」
と名称変更して、引き続き活動を行ってい
ます26。
　（CCJの具体的な取組内容及び海外の消
費者相談機関との連携体制の構築について
は、第２部第１章第６節を参照。）。

　CCJが受け付けた相談の件数は、2013年
から2016年までの４年間は毎年4,000件台
で推移しています（図表Ⅰ-1-3-17）。2016
年は4,468件で、取引類型別では「電子商
取引」が4,380件（98.0％）、「現地購入」が
75件（1.7％）、「その他」が13件（0.3％）

（ 2）越境取引に関わる消費生活相談

越境消費者センター（CCJ）の活
動

CCJに寄せられた相談の特徴

039○0405_Ⅰ-1-3-18 CCJで受け付けた相談の年代別割合の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-18 CCJが受け付けた相談の年齢層別割合

（備考）　 1． 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅰ-1-3-17 CCJが受け付けた相談（取引類型別）

（備考）　 1． 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
　　　　 2． 2015年は 4～ 5月は窓口を閉鎖していたため、他の年より 2か月間受付期間が短い（以下CCJについては同じ。）。
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26�）2015年度は移管準備のため４～５月は相談窓口を閉鎖し、６月から相談受付を開始。
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でした。「電子商取引」、つまりインターネッ
ト取引によるものが引き続き大部分を占め
ています。
　2016年にCCJが受け付けた相談を性別で
みると、「女性」が55.1 ％と「男性」の
44.3％よりも多く、女性の割合が男性の割
合よりも多い傾向は2013年から続いていま
す。また、同様に職業別にみると、「給与
生活者」が41.9％と最も多く、「主婦・パー
ト・フリーター」が24.3％で続きます。こ
の傾向も2013年から続いています。

　CCJへの相談について年齢層別にみる
と、2016年に最も高い割合を占めているの
は「40歳代」で26.4％です（図表Ⅰ-1-3-
18）。次に高い割合を占めるのは「50歳代」

（22.3％）であり、２年連続の上昇により、
２年連続で低下した「30歳代」（19.6％）
を超えました。「50歳代」、「60歳代」、「70
歳以上」の相談割合はいずれも2014年から
2016年までの３年間で増えており、それぞ
れ12.8％（567件）から22.3％（996件）、5.4％
（239件）から10.7％（477件）、2.5％（110
件）から4.7％（210件）と、２倍近い増加
となっています。これには高年齢層のイン
ターネット利用率が上昇していることが影
響していると考えられます（第２章第１節
参照。）。

　CCJが受け付けた相談について商品・
サービス類型別割合の推移をみると、2016
年の「身の回り品」27は26.3％（1,176件）で、

50歳代、60歳代、70歳代の人の相
談割合が増加 20１6年はソフトウェアに関する相

談割合が増加

039○0405_Ⅰ-1-3-18 CCJで受け付けた相談の年代別割合の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-18 CCJが受け付けた相談の年齢層別割合

（備考）　 1． 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅰ-1-3-17 CCJが受け付けた相談（取引類型別）

（備考）　 1． 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
　　　　 2． 2015年は 4～ 5月は窓口を閉鎖していたため、他の年より 2か月間受付期間が短い（以下CCJについては同じ。）。
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27�）「身の回り品」は、バッグ、財布、腕時計、装飾品、化粧品等を含み、有名ブランド品等が多い。
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2015年の35.6％（1,492件）より減少したも
のの、最も高い割合を占めています（図表
Ⅰ-1-3-19）。主な内容としては、2015年に
急増したＳＮＳの広告を通じた化粧品購入
に関するトラブルが依然として多い状況で
す。2015年は「表示よりも高額な料金を請
求された。」という事例、2016年は「お試
しのはずが継続購入になっていた。」とい
う事例が目立ちました。
　2016年は「ソフトウェア」の相談割合が
20.8％（931件）と、2015年の7.6％（318件）
と比べて２倍以上に上昇しました。これは、
2016年にパソコンの画面上に偽の警告を表
示して、ウィルス対策ソフトを購入するよ
う誘導する手口についての相談が増えてい
るためです。相談内容としては、「インター
ネット閲覧中に『ウィルスに感染した』と
いう警告がパソコンの画面上に表示され
た。警告に従って記載された電話番号に問
い合わせたところ、ウィルス対策ソフトを

購入するように誘導され、クレジットカー
ドの番号を伝えてしまった。」といったも
のが多く寄せられています。偽警告に焦っ
て支払をしてしまい、後から解約しようと
しても海外事業者であるため解約の申込み
は日本語で受け付けておらず、相談につな
がるケースが多いと考えられます。このよ
うな手口については、独立行政法人情報処
理推進機構から注意喚起が出されていま
す28。
　「役務・サービス」では、主な相談内容
として、「相談サイトにクレジットカード
情報を登録して無料トライアルを利用した
が、自動で継続会員となってしまい毎月請
求が発生している。解約したい。」といっ
たものが寄せられています。

040○0405_Ⅰ-1-3-19 CCJが受け付けた相談の商品・サービス類型別割合の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-19 CCJが受け付けた相談の商品・サービス類型別割合

（備考）　 1． 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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　CCJが受け付けた相談について決済手段
別に件数の推移をみると、「金融機関振込」
が2013年の2,373件をピークに減少し続け
ているのに対し、「クレジットカード」は
増加し続け、2016年は3,430件に達しまし
た（図表Ⅰ-1-3-20）。
　「金融機関振込」が減少している要因と
しては、①「金融機関振込」が主な決済手
段であったトラブル類型である「詐欺疑
い」29、「模倣品到着」の相談件数が減って
いること、②「詐欺疑い」、「模倣品到着」
の決済手段が「金融機関振込」から「クレ
ジットカード」に変化してきていること、

の２点が挙げられます（図表Ⅰ-1-3-21）。
②の背景として、警察からの情報提供等に
基づき、金融機関が決済に使用されていた
銀行口座を凍結している、といった状況が
相談内容から伺えます。「クレジットカー
ド」増加の要因としては、主な決済手段が
「クレジットカード」のトラブル類型であ
る「解約」30の相談件数が増えていること
があります。トラブル類型が「解約」の相
談としては、2016年に増加した偽警告での
ウィルス対策ソフト購入への誘導や2015年
に急増して2016年も継続して相談件数の多
いSNSの広告を通じた化粧品購入に関する
ものがあり、これらの多くにクレジット
カード決済が利用されています。

決済手段が「クレジットカード」
の相談件数が増加

041○0405_Ⅰ-1-3-20 CCJが受け付けた決済手段別相談件数の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-20 CCJが受け付けた決済手段別相談件数の推移

（備考）　 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
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図表Ⅰ-1-3-19 CCJが受け付けた相談の商品・サービス類型別割合

（備考）　 1． 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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28�）独立行政法人情報処理推進機構（以下同）「“ウイルスに感染した”という偽警告でサポートに電話するように仕向
ける手口に注意」（2016年６月21日公開、2016年９月29日更新）
　　「偽警告で電話問い合わせへ誘導する手口の相談が月間200件に急増」（2016年９月29日公開、2016年10月24日更新）
　　「偽警告の新たな手口に要注意！」（2017年１月31日公開）
　　「偽警告で、また新たな手口が出現」（2017年３月29日公開）
　�　「被害低減のための偽警告の手口と対策を紹介する映像コンテンツを公開　～2016年度の偽警告に関する相談件
数は昨年度の7.7倍に～」（2017年４月11日公開）
29�）「詐欺疑い」は、注文及び決済の事実が確認できるにもかかわらず、何も届かないまま事業者とのコミュニケーショ
ンが途絶え（又は事業者が合理的な対応をしない）、なおかつ事業者の実態が正確に把握できない相談を指す。
30�）「解約」は、業者が意図的に消費者に望まない契約をさせようとしており、これを解約したいとの相談、及び、
事業者のミスや相談者の自己都合による契約解除や商品注文のキャンセルなどの相談を指す。
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　CCJが受け付けた相談について事業者所
在国別に件数の推移をみると、「所在国不
明」が2014年をピークに減少しているもの
の、2014年から2016年までの３年間継続し
て最も多くを占めています（図表Ⅰ-1-3-
22）。
　2016年は、「米国」が1,025件と、2015年
の688件に比べて増加しました。前述の偽
警告でウィルス対策ソフトを購入するよう
誘導する手口についての相談の多くは事業
者所在国が米国であるため、「米国」が増
加しています。
　事業者所在国別にトラブル類型の内訳を
みると、「米国」や「イギリス」ではトラ
ブル類型が「解約」の相談が多いのに対し、
事業者所在国が「中国」では「模倣品到着」、
「詐欺疑い」の相談が多くなっています（図
表Ⅰ-1-3-23）。

　2016年は、事業者所在国が「所在国不明」
の相談のうち、トラブル類型が「解約」の
相談件数が最も多くなりました。これまで
ＳＮＳの広告を通じた化粧品購入に関する
相談については事業者所在国が「英国」の
ものがほとんどでしたが、2016年では「所
在国不明」に移ってきているためです。
2015年まで事業者所在国が「所在国不明」
の相談のうち最多のトラブル類型であった
「詐欺疑い」は、2016年は「解約」を下回
りましたが、継続して相談が寄せられてい
ます。主な相談内容としては、「注文した
商品が未着で問い合わせようとしても、電
話番号や住所などの会社情報がなく、メー
ルをしても返事がない。」といったものが
みられます。2016年の相談のうち、事業者
所在国が「所在国不明」でトラブル類型が
「詐欺疑い」である相談の８割以上で、サ
イトの表示が日本語であったとされてお
り、海外事業者と知らずに購入手続をした
ケースも多いと考えられます。

事業者所在国が米国の相談が増加

042○0424_Ⅰ-1-3-21 ＣＣＪが受け付けたトラブル類型別-決済手段別の相談件数の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-21 CCJが受け付けたトラブル類型別-決済手段別の相談件数の推移

（備考）　 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
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044○0407_Ⅰ-1-3-23 CCJが受け付けた事業者所在国別-トラブル類型別の相談件数の推移.xlsx

図表Ⅰ-1-3-23 CCJが受け付けた事業者所在国別-トラブル類型別の相談件数の推移

（備考）　 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
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043○0405_Ⅰ-1-3-22 事業者所在国別件数の推移（2016年上位３か国、その他及び所在国不明）.xlsx

図表Ⅰ-1-3-22 事業者所在国別件数の推移（2016年上位 3か国、その他及び所在国不明）

（備考）　 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
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図表Ⅰ-1-3-21 CCJが受け付けたトラブル類型別-決済手段別の相談件数の推移

（備考）　 2012～2016年にCCJが受け付けた相談。
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　本節では、2016年を中心として最近目立つ消費生活相談や、悪質事業者による消費者ト
ラブル等を紹介していきます。中でも第３節で紹介したように、情報通信に関連するトラ
ブル、高齢者が巻き込まれる詐欺的なトラブル、その他のトラブルの大きく３つのテーマ
に分類して、個別の内容をみていきます。

　第３節の2016年の消費生活相談の概況で
みたように、情報通信に関する相談は消費
生活相談全体で大きな割合を占めていま
す。その内容は多岐にわたりますが、ここ
では、スマートフォンを利用してアクセス
するウェブサイトを利用した「デジタルコ
ンテンツ」に関するもの、中でも最も相談
件数が多い「アダルト情報サイト」に関す
るもの、また、ソーシャルメディアを通じ
た個人情報発信･コミュニケーションツー
ルに関するもの、インターネット上の「お
試し価格」、「初回無料」などの表示をきっ
かけに健康食品等を注文して起きるトラブ
ル等について、取り上げます。

　スマートフォンを利用してインターネット
にアクセスする機会が増加することにより、
スマートフォンから「アダルト情報サイト」
や「出会い系サイト」等のデジタルコンテン
ツを利用した「スマートフォン関連サービス」
に関する相談も増加傾向にあり、2016年は前
年からやや減少しているものの約8.2万件寄
せられています（図表Ⅰ-１-４-１）。
　また、「デジタルコンテンツ」に関する相
談のうち、スマートフォンを利用してトラ
ブルに巻き込まれた割合をみると、2012年
は11.3％と約１割でしたが、2016年には
48.0％と半数を占める状況となっています。
このことから、最近のインターネット関連
のトラブルの増加は、スマートフォンの普
及が大きな要因であるといえます。

最近注目される消費者問題第 ４節

（ １）インターネットや情報通信に関連するトラブル
スマートフォン利用でのインター
ネット関連のトラブルは増加傾向

045○0407_Ⅰ-1-4-1 スマートフォン関連サービスに関する相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-1 スマートフォン関連サービスに関する相談
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（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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　「デジタルコンテンツ」の中でも、「アダ
ルト情報サイトを見ようとしたら、突然『登
録完了』等の画面が表示され、高額な料金
を請求された」などの「アダルト情報サイ
ト」に関するトラブルは特に多く、性別年
齢問わず、全国の消費生活センター等に寄
せられる最も多い相談内容です。
　しかし、最近の相談件数の推移を性別年
齢層別でみていくと、一律の動きではない
ことが確認できます（図表Ⅰ-１-４-２）。
　2010年、2013年、2016年の３年ごとの相談
件数をみると、男性は60歳以上で増加傾向に
ある一方、40歳代までは減少傾向にあります。
女性も同様で、40歳以上が増加しているのに
対し、30歳代までは減少傾向にあります。
　その背景にはスマートフォンの普及があ
ると考えられます。つまり、中高年のスマー
トフォン保有率は2013年末から2015年末ま

ででみても年々上昇し続けている一方、若
年層には既に行き渡っている状況がみられ
ます（第２章第１節参照。）。このことから、
スマートフォン操作の習熟度に年齢層で違
いがあり、まだスマートフォンに不慣れな中
高年層が画面を操作しているうちに、アダ
ルト情報サイトに関するトラブルに巻き込ま
れていることなどが原因として考えられます。

　こうしたトラブルを解決しようと、消費
者がインターネットで相談先や解決方法を
検索し、「無料相談」、「返金可能」をうた
う窓口に慌てて相談したところ、実際には
探偵業者等に「アダルト情報サイト業者の
調査」を数万円で依頼したこととなってお
り、結局、アダルト情報サイト業者からの
返金を受けることもできなかった、といっ
た相談が最近急増しています31（図表Ⅰ-１-

「アダルト情報サイト」の相談は
世代で違い

「アダルト情報サイト」に関するトラ
ブル解決のつもりが、二次被害に

045○0407_Ⅰ-1-4-1 スマートフォン関連サービスに関する相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-1 スマートフォン関連サービスに関する相談
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（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-4-2 アダルト情報サイトに関する相談（男性・女性）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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31�）国民生活センター「「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意！」（2016年12月15日公表）
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４-３）。
　探偵業者等が実際に行う業務は、アダル
ト情報サイト業者の所在地やIP�アドレス
などウェブサイトに関する情報の調査で
す。しかし、探偵業者等はそのことを消費
者に説明せず、「トラブルを解決する」、「請
求が来ないようにする」、「十分に返金が可
能」など、あたかもアダルト情報サイト業
者からの請求を止めたり、返金させたりす
ることができるような説明をし、消費者を
誤解させ調査の契約をさせている場合が見
受けられます。また、調査結果は消費者が
期待していた内容ではないことも多く、返
金交渉などアダルト情報サイトのトラブル
に関する解決に必ずしも役立つものではあ
りません。なお、弁護士等の法的な資格が
なければ、報酬を得る目的での返金交渉は
行えません。
　ウェブサイトの広告で「被害解決」等と
表示し、地方公共団体が設置している消費
生活センター等の消費生活相談窓口に類似
した名称（「消費者○×センター」「消費者

○×相談窓口」等）を名のっているため、
消費者が消費生活センター等と勘違いし、
探偵業者等のウェブサイトへアクセスした
り、電話をかけたりしているケースもあり
ます。また、探偵業者等がウェブサイトで
「無料相談」と表示していることから、消
費者が「全て無料」と思い、探偵業者等に
連絡したというケースもあります。契約時
に社名を伝えられたり、有料と説明された
りして初めて、地方公共団体の消費生活セ
ンター等ではなく民間事業者に連絡をした
ことに気付く場合もありますが、不安をあ
おられ、被害を早く回復したいという思い
で結局そのまま依頼してしまうケースもみ
られます。
　相談件数を年齢層別に見ると、「アダルト
情報サイト」の相談が多い40歳代が最も多い
ものの、最近減少傾向がみられる20歳代や30
歳代でも目立っています。なお、増加傾向に
ある高齢層では、20歳代、30歳代に比べ相
談件数は少ない状況です（図表Ⅰ-１-４-４）。
これは、「アダルト情報サイト」の架空請求ト

047○0411_Ⅰ-1-4-3 アダルト情報サイトトラブルを解決とうたう探偵業者に関する相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-3 アダルト情報サイトトラブルを解決とうたう探偵業者等に関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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ラブルへの対応方法が若者に浸透してきてい
る一方で、第２章第２節でも触れているとお
り、若者ほどトラブルの際にインターネット
検索をして解決方法を探すことに慣れ親しん
でいることから、このようなトラブルに遭遇
した際も、慌ててインターネット検索し、探
偵業者等へ連絡してしまうケースが多いこと
を表わしていると考えられます。
　アダルト情報サイトのトラブルでは、慌て
てアダルト情報サイト業者に「連絡しない」、
「お金を支払わない」が基本です。どうし
ても不安な場合には、焦らず消費生活セン
ター等に相談しましょう。その際、相談先
が地方公共団体の消費生活センター等かど
うか、しっかり確認してから連絡しましょう。
　地方公共団体の消費生活センター等へ相
談する際には、全国共通の電話番号「188（い
やや！）」でお住まいの市区町村や都道府県
の消費生活センター等を案内する消費者ホッ
トラインが便利ですので、御利用ください。

　SNS�（ソーシャル･ネットワーキング･
サービス）は人と人とをつなぎ、コミュニ
ケーションを楽しむためのサービスです。
基本的には知り合いや友達とインターネッ
ト上でつながり、会話に近いコミュニケー
ションができるのが特徴です。また、「シェ
ア」、「リツイート」といったSNS特有の機
能によって、友達の友達へ、フォロワーの
フォロワーへと、拡散力が強いことも特徴
であり、最近では特に不特定多数への発信
にもよく利用されるようになっています。
　SNSが何らかの形で関連している消費生
活相談は増加傾向にあり、2016年は前年を
大きく上回り約1.2万件が寄せられていま
す（図表Ⅰ-１-４-５）。2012年から2016年に
かけては約2.5倍となっており、年齢層別
にみると、50歳代や60歳代は約５倍、70歳
以上は約７倍と、特に中高年層で大きく増
加しています。

SNSをきっかけとしたトラブル
は女性を中心にますます増加

048○0411_Ⅰ-1-4-4 アダルト情報サイトトラブル解決をうたう探偵業者に関する相談件数（年齢層別）.xlsx

図表Ⅰ-1-4-4 アダルト情報サイトトラブル解決をうたう探偵業者等に関する相談（年齢層別）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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　さらに2016年の相談を性別年齢層別でみ
ると、年齢層では20歳代が最も多く、20歳
代女性の相談が2,000件を超えています（図
表Ⅰ-１-４-６）。30歳代から50歳代までにお
いても、女性が同世代の男性の約２倍と

なっており、全体に占める女性の相談は男
性の約1.5倍です。
　相談内容は、「SNSから誘導され、女性
を紹介してくれるという出会い系サイトに
登録したが、不審」、「SNSの広告を見て化

049○0414_Ⅰ-1-4-5 ＳＮＳに関する相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-5 SNSに関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-4-6 SNSに関する相談（性別年齢層別・2016年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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粧品を購入。お試し価格だと思っていたら、
定期購入だった」、「SNSで副業の広告を見
てサイトに登録した。その後ポイントを繰
り返し購入、だまされたと気付いた」等、
多種多様なものとなっています。

　2016年に目立ったトラブルとして挙げら
れるのが、主にダイエットサプリメント等
の健康食品を「お試し」で購入するつもり
が定期購入となってしまうというもので
す32。これは、先に紹介したSNSがきっか
けとなるケースもみられ、2016年には全国
の消費生活センター等へ寄せられる相談が
急増しました（図表Ⅰ-１-４-７）。商品の内
訳としては、青汁等の「飲料」、酵素やダ
イエットサプリメント等の「健康食品」、
美容クリームやニキビケアクリーム等の

「化粧品」の３つに分類できます。
　2016年の相談では女性が約８割と多く、
女性の中では40歳代が約３割で最も多いも
のの、10歳代、20歳代の若年層も約２割を
占めています。
　相談事例からみるこのトラブルの内容は
主に図表Ⅰ-１-４-８のようなケースです。ス
マートフォンで「ダイエット効果や美容効
果がある」、「初回お試し価格○円」、「送料
のみ」等の広告をSNS等で見て消費者が注
文することが多く、例えば「５ヶ月以上の
購入が条件」等の定期購入が条件であるこ
とが、他の情報より小さい文字で表示され
ていたり、注文画面とは別のページに表示
されていたりする場合があります。
　そのため、消費者は商品を無料や数百円
程度の低価格で購入できると考え、定期購
入とは認識しておらず、１回限りの購入だ
と思って申し込みをしており、翌月以降（２
回目以降）も商品が届いて初めて定期購入

インターネット通販等で「お試し」
のつもりが定期購入に

049○0414_Ⅰ-1-4-5 ＳＮＳに関する相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-5 SNSに関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-4-6 SNSに関する相談（性別年齢層別・2016年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-4-7 「定期購入」に関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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32�）国民生活センター「相談急増！「お試し」のつもりが定期購入に！？―低価格等をうたう広告をうのみにせず、
契約の内容をきちんと確認しましょう―」（2016年６月16日公表）
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であると気付くケースが多くみられます。
　また、解約を申し出ようとしたところ、
「事業者へ電話がつながらない」、「初回価
格だけ支払えばよいと思っていたのに事業
者から通常価格を請求された」という相談
もみられます。

　いわゆる「格安スマホ」33等の携帯電話
の利用に伴い、関連するトラブルが増えて
おり、2016年には前年の約2.8倍の相談が
寄せられています34（図表Ⅰ-１-４-９）。格安
スマホ事業者35の料金設定は比較的安価で
あり、消費者にとっては、自分の利用実態
に合わせより多くの契約先から選べるよう
になりましたが、今までどおりのサービス

を安く受けられると思っていたのに、実際
はサービス内容等が思っていたものと違っ
ていたというトラブルが目立っています。
　主な相談内容は、今までの携帯電話事業
者とサービスが異なることによるトラブル
と、端末とSIMカードを別々に購入するこ
とで発生するトラブル、利用開始日に関す
るトラブルに分けられます。
　今までの携帯電話事業者とサービスが異
なることによるトラブルでは、消費者がこ
れまでと同じサービスが受けられると思っ
ていたものの、これまで契約していた携帯
電話事業者では無料で提供されていたサー
ビス（フィルタリングサービス36等）が有
料のオプションになっている場合や、そも
そも提供されていないこと等から発生する
場合がみられます。また、故障時の対応や
問い合わせ窓口が電話やウェブサイト等に

「格安スマホ」のトラブルが増加

052○0404_Ⅰ-1-4-8 「定期購入」トラブルの主な例.pptx

図表Ⅰ-1-4-8 「定期購入」トラブルの主な例

（備考）　 国民生活センター公表資料（2016年 6 月16日）から一部引用。
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33�）ここでは、MVNO�（Mobile�Virtual�Network�Operator、仮想移動体通信事業者）が提供する音声通話付きの携帯
電話サービスのことを指す。ＳＩＭカード単体の契約も含み、無線インターネットサービス等は含まない。
34�）国民生活センター「こんなはずじゃなかったのに！“格安スマホ”のトラブル―料金だけではなく、サービス内
容や手続き方法も確認しましょう―」（2017年４月13日公表）
35�）格安スマホを提供する事業者（MVNO）のこと。
36�）出会い系サイトやアダルトサイト等、青少年に有害なサイトや違法なサイトへのアクセスを遮断する機能のこと。
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限られていたり、修理時に代替機の提供が
ないなどのサポート体制に関するものも挙
げられます。
　端末とSIMカードを別々に購入すること
で発生するトラブルは、端末によっては、
購入したSIMカードが利用できない場合が
あったり、販売されている中古端末の中に
は、その後の利用を制限されるものもある
等のケースもみられます。
　利用開始日に関するトラブルは、SIM
カードが届いてから一定期間が過ぎると、
何も設定をしなくても自動的に通信料金が
発生することから、相談になる場合がみら
れます。今までの携帯電話事業者で利用し
ていた電話番号を変えずに格安スマホ事業
者へ契約先を変更する場合は、利用開始日
によっては、以前の携帯電話事業者の解約
料等が発生するものもみられます。
　「格安スマホ」への変更を検討する場合、
まずは自分の現在の利用状況を把握した上
で、ウェブサイトやパンフレット等で格安

スマホ事業者が提供しているサービスを確
認しましょう。また、今まで使っていたス
マートフォン等の端末を引き続き使えるか
どうか確認することや、中古の端末を購入
する場合は、「ネットワーク利用制限」の
対象端末ではないかを確認することも重要
です。さらに契約に当たっては格安スマホ
事業者の回線を利用するための手続きと、
利用開始日も確認しましょう。契約につい
て不安に思うことやトラブルが生じた場合
には、最寄りの消費生活センター等へ相談
しましょう。

　近年、高齢者に関する消費生活相談にお
いて、詐欺的な手口に関する相談37が多いた

（ ２）高齢者が巻き込まれる詐欺的なトラブル

詐欺的な手口に関する高齢者のト
ラブルには依然として注意

052○0404_Ⅰ-1-4-8 「定期購入」トラブルの主な例.pptx

図表Ⅰ-1-4-8 「定期購入」トラブルの主な例

（備考）　 国民生活センター公表資料（2016年 6 月16日）から一部引用。
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今すぐ注文する

２回目以降　特別価格
20％OFF 4,000円!

（送料無料）

※５ヶ月以上の購入が条件です

定期購入が条件であることを
分かりにくく記載

500円だし１回だけ…
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909_Ⅰ-1-4-9 格安スマホに関する相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-9 「格安スマホ」に関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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37�）「詐欺的な手口」とは、事業者側の「だます」という意思を心証として消費者や消費生活センター等が強く持っ
た場合に選択する「詐欺」や「架空請求」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」の項目が入力された相談。
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め、その状況をみていきます。「詐欺的な手
口」とは、事業者側の「だます」という意思
を有することを心証として消費者や消費生
活センター等が強く持った場合をいいます。
　2010年以降の数年間をみると、詐欺的な
手口に関する相談は2014年まで増加傾向に
あり、2016年も依然として高水準にあり前
年から横ばいの状況となっています（図表
Ⅰ-１-４-１0）。
　図表Ⅰ-１-３-１0でみたように、高齢者の
相談全体は減少傾向にあるものの、このよ
うな詐欺的な手口に関する相談の割合は増
加し続けており、見守り活動の重要性を改
めて認識すべき実態がうかがえます。
　詐欺的な手口のうち、高齢者が巻き込ま
れるトラブルの典型例である、複数の事業
者が役回りを分担して消費者をだまそうと
する「劇場型勧誘」に関する相談は、この
数年数多く寄せられ、2014年には２万件近

くありました。しかし、2015年は約1.1万
件と減少し、2016年も約6,300件と前年か
ら約４割減少しました。ただし、その中で
高齢者の占める割合は８割を超えており、
手口や対象となる商品にも変化がみられる
ため、引き続き注意が必要です。

　インターネットを通じて電子的に取引さ
れる、ビットコイン等のいわゆる「仮想通
貨」をめぐり、投資や利殖をうたってその
購入を勧誘する際のトラブルについての相
談が高齢者を中心に増加しています38（図
表Ⅰ-１-４-１１）。2014年４月以降の推移をみ
ると、2016年10月以降に急増しています。
　主な相談事例は、「必ず値上がりすると
言われて仮想通貨を購入する契約を結び、

仮想通貨をめぐる勧誘トラブル

053○0412_Ⅰ-1-4-9 高齢者の相談のうち、詐欺的な手口に関する相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-10 高齢者の相談のうち、詐欺的な手口に関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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054○0417_Ⅰ-1-4-11 「仮想通貨」に関する消費生活相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-11 「仮想通貨」に関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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38�）国民生活センター「投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加―「必ず値上がりする」などの説明をう
のみにせず、リスクが理解できなければ契約しないでください―」（2016年２月18日公表）
　�　国民生活センター「知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意―「必ず儲かる」
という言葉は信じないで！―」（2017年３月30日公表）
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代金を支払ったが解約できない」などと
いった電話勧誘や訪問販売によるトラブル
が多くなっています。また、「仮想通貨を
代わりに買ってくれれば高値で買い取ると
言われ契約したが、約束どおりに買い取ら
れない」などといった劇場型勧誘に関する
トラブルも多くみられます。
　仮想通貨は、資金移動や決済手段として利
用されるほか、投資目的として購入されてい
ますが、その種類には様々なものがあり、取
引相場の価格変動リスクなどを伴うため、将
来必ず値上がりするというものではありません。
　しかし、相談事例では、事業者から仮想
通貨の取引価格が将来必ず値上がりするか
のような事実と異なる説明が行われ、それ
をうのみにした消費者が、仮想通貨の価格
変動リスクを十分に理解せず契約している
ケースがみられます。
　さらに最近では、知人から「必ず値上が
りする」と勧められたり、セミナーで勧誘
され、売却利益を目的に購入したものの、
もうかるどころか支払ったお金さえ戻って

こないなど、マルチ商法のような勧誘も目
立ってきており、高齢者以外でのトラブル
も目立ってきています。
　2017年４月から仮想通貨に関する新たな
規制が設けられ、国内で仮想通貨と法定通
貨との交換サービスを行うには、仮想通貨
交換業の登録が必要になりました。契約を
する際は、登録事業者であるか確認し、「必
ずもうかる」という言葉はうのみにせず、
リスクも十分理解するようにしましょう。

　その他、全国の消費生活センター等には、
電話や訪問などで「元本保証で高利回り」
などとあたかも「投資」や「出資」、「預金」
であるかのように勧誘され、商品の売買契
約と賃貸借（レンタル）契約等を同時にした
という消費者の相談が寄せられています39。
中でも高齢者の相談が目立っています。
　相談事例では、「契約後、事業者が突然

レンタルオーナー契約によるトラ
ブル

054○0417_Ⅰ-1-4-11 「仮想通貨」に関する消費生活相談.xlsx

図表Ⅰ-1-4-11 「仮想通貨」に関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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破綻したため、約束どおりのレンタル料な
どの支払いがなくなり、支払ったお金（元
本）も戻らなくなってしまった」、「半年後
には支払った分全額が戻ると言われて次々
に契約をしたが事業者と連絡がとれなく
なった」などという内容が多くみられます。
　こうした相談における契約内容をみる
と、消費者は、コンテナや太陽光パネル等
の商品を購入し、購入した商品を事業者に
一定期間レンタルするなどの契約（レンタ
ルオーナー契約）を結んでいます。この契
約では、購入した商品は消費者には引き渡

されないまま、事業者は、消費者が購入し
た商品を第三者に転貸するレンタル事業な
どを行い、これによって得られた収益の一
部をレンタル料などの名目で消費者に支払
うことになっています。中にはレンタル期
間が経過した後に、購入した商品を事業者
が消費者から購入代金と同額で買い取る契
約になっているものもあります（図表Ⅰ-
１-４-１２）。
　しかし、実際には、消費者はレンタル事
業の実体や自身が購入した商品の存在など
を確認することが困難であることが多く、

055_Ⅰ-1-4-11 レンタルオーナー契約の仕組み.pptx

図表Ⅰ-1-4-12 トラブルとなるレンタルオーナー契約の仕組み

（備考）　 国民生活センター公表資料（2016年 9 月 8 日公表）より一部引用。

レ
ン
タ
ル
先

事

　業

　者
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②契約

売買契約
＆

賃貸借契約

④商品引渡し

⑦レンタル料支払
⑥レンタル料支払

⑤消費者の商品を転貸

①勧誘

③代金支払

④商品貸出し

実際の商品の引渡しなし

「元本保証」
「高配当」

①　事業者が電話などで「元本保証、高配当」などといって、あたかも投資
や出資、預金かのように消費者を勧誘

②　消費者は、事業者と商品の売買契約と購入した商品を貸し出す賃貸借契
約を結ぶ

③　消費者は、商品の代金を事業者に支払う
④⑤購入した商品の実際の引渡しは受けず、消費者は商品を第三者に転貸す

るレンタル事業を行う
⑥⑦事業者は、レンタル事業から得た収益から、消費者に商品のレンタル料

を支払う

※最終的には消費者の商品を買い取り、消費者が購入した代金と同額を消費
者に支払うというものもある。

39�）国民生活センター「レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意―元本保証、高配当と言われても、業者が破
綻すれば、レンタル料も受け取れず、「元本」もほとんど戻りません―」（2016年９月８日公表）
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事業の実体がなければ、いずれ事業者が破
綻し、契約どおりのレンタル料などは受け
取れず、支払ったお金（元本）も戻らなく
なってしまうリスクがあります。
　こうしたリスクを十分に理解しないま
ま、事業者のセールストークにより、元本
保証の投資商品や預金などのつもりで契約
しているケースも目立ちます。また、お金
が戻らない状況にある消費者に対し、別の
事業者が被害回復を持ちかけ、高額な手数
料を要求する等、二次被害が疑われる場合
もあります。
　事業者のレンタル事業の実体が確認でき
ない場合や、事業者が破綻した場合のリス
クが十分に理解できない時は、契約するの
をやめましょう。

　2017年４月１日から、ガスの小売全面自由
化が始まりました。これまで、都市ガスの契
約は地域ごとに特定の事業者としか結ぶこと
ができませんでしたが、小売全面自由化によ
り参入したガス小売事業者の中から消費者が
契約先を選択することが可能となります。
　ガスの小売全面自由化に関連して、消費
生活センター等へ寄せられた相談事例は、
「しつこいアンケート電話がかかってく
る」、「訪問され、強引に説明をされた」、「制
度が変更になったが、自分ではどう事業者
を選べばよいか分からない」などが主なも
のです。
　契約先の切替えに当たっては、原則とし
て新たな機器を購入する必要はありません

（ただし、オール電化やＬＰガスから都市
ガスへの切替えの場合は、都市ガス用の配
管やガス機器（ガスコンロ、ガス給湯器等
の消費機器）の調整、取替えなどが必要に
なる場合があります。）。ガスの小売全面自
由化に便乗したガス機器等の販売が行われ
ていますが、必要性を十分に検討して購入
を判断しましょう。
　ガス小売事業者の代理店を名のる電話で
あっても、不審に思った場合にはその場で
安易に自分の情報を伝えず、社名や担当者
名、連絡先等を確認し、当該ガス小売事業
者にそれを伝えた上で本当に代理店かどう
かを確認しましょう。
　ガスの小売全面自由化が始まり、新たな
ガス小売事業者、新たなメニューでのガス
の供給が行われることになり、小売全面自
由化前と異なり、複数の料金メニューが提
供されることがあります。このため、新た
な契約締結の際、供給条件を十分に確認し
ていないと、供給開始後に、違約金条項が
含まれていたことが判明する等、思ってい
た契約内容と違うといった状況が生じるこ
とがあります。ガス小売事業者は、契約内
容（料金の算定方法、供給開始の予定年月
日や内管等の設備の工事に伴い消費者に費
用の負担が生じるのか否か等）について契
約締結前に説明することが義務付けられて
いますので、契約締結する際には、ガス小
売事業者にしっかりと契約内容について確
認し、納得した上で契約を締結することが
重要です。
　その他、ガスの小売全面自由化に関し、
小売契約を締結する際のトラブル等があれ
ば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員
会の相談窓口（03-3501-5725）又は最寄り
の消費生活センター等に相談しましょう。

（ ３）最近目立つその他のトラブル

ガスの小売全面自由化に関する相談

055_Ⅰ-1-4-11 レンタルオーナー契約の仕組み.pptx

図表Ⅰ-1-4-12 トラブルとなるレンタルオーナー契約の仕組み

（備考）　 国民生活センター公表資料（2016年 9 月 8 日公表）より一部引用。
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⑥⑦事業者は、レンタル事業から得た収益から、消費者に商品のレンタル料
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※最終的には消費者の商品を買い取り、消費者が購入した代金と同額を消費
者に支払うというものもある。
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　｢消費者意識基本調査｣（2016年度）によ
ると、この１年間に購入した商品や利用し
たサービスについて、｢機能・品質やサービ
スの質が期待よりかなり劣っていた｣、｢表
示・広告と実際の商品・サービスの内容が
かなり違っていた｣、｢思っていたより高い金
額を請求された｣等の何らかの消費者被害・
トラブルを受けた経験があるとの回答は
7.7％となり、2015年度調査での10.9％よりも
低くなりました（図表Ⅰ-１-５-１）。

　2016年度に、この１年間で消費者被害・
トラブルの経験があると認識し、その被害・
トラブルの内容を具体的に回答した人のう
ち、「相談又は申出をした」と回答した人
の割合は55.2％でした。一方、「誰にも相
談又は申出をしていない」と回答した人の
割合は37.6％でした（図表Ⅰ-１-５-２）。
　同じ問に対する回答の推移をみると、
2013年度調査から2016年度調査まで、「相
談又は申出をした」と回答した人の割合が
増加しており、2013年度調査の43.1％から
12.1ポイント増加しました。

消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計第 ５節

（ １）消費者被害・トラブルの経験

商品・サービスについての消費者
被害・トラブルの経験

消費者被害・トラブルを誰かに相
談 ･申出する人が増加

056_Ⅰ-1-5-1 購入商品や利用サービスでの消費者被害・トラブルの経験.xlsx

図表Ⅰ-1-5-1 購入商品や利用サービスでの消費者被害・トラブルの経験

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。2016年度調査の有効回答は60.1％、2015年度調査の有効回答は65.1％、2014年度調
査の有効回答は64.5％、2013年度調査の有効回答は65.3％。

　　　　 2． 「あなたがこの 1年間に購入した商品、利用したサービスについて、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。」との問に
対する回答。

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた 6.1% 7.9% 8.2% 5.9%

表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた 2.5% 4.9% 4.8% 3.2%

思っていたよりかなり高い金額を請求された 0.8% 2.4% 2.7% 1.0%

契約・解約時のトラブルにより被害に遭った 0.4% 1.1% 1.2% 0.9%

けが、病気をする等、安全性や衛生に問題があった 0.5% 1.3% 1.8% 0.8%

問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した 0.4% 1.4% 1.7% 0.8%

詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした） 0.2% 0.3% 0.6% 0.4%

その他、消費者被害の経験 0.7% 1.6% 1.8% 0.9%

上記のいずれかの経験があった 8.0% 10.6% 10.9% 7.7%
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　相談又は申出をした事例について相談又
は申出をした相手を聞くと、「商品やサー
ビスの提供元であるメーカー等の事業者」
が41.9％と最も高く、次いで「商品・サー

ビスの勧誘や販売を行う販売店、代理店等」
（35.2％）、「家族、知人、同僚等の身近な人」
（33.3％）の順となっています（図表Ⅰ-１-
５-３）。「市区町村等の行政機関の相談窓口」
は7.0％でした。

消費者の多くは事業者に相談や申
出をしている
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図表Ⅰ-1-5-3 消費者被害・トラブルについて相談・申出をした相手

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 被害やトラブルについての「相談又は申出をした」と回答した人に対する相談した相手についての問への回答（複数

回答）。2013年度調査では「相談をした」と回答した人に対する相談した相手についての問への回答（複数回答）。
　　　　 3． ｢事業者団体｣ は2015年度調査で新設された項目。

41.9

33.3

35.2

7.0

2.6

3.7

1.5

3.3

3.3

0.7

46.3

37.0

32.0

7.0

1.5

3.5

1.5

1.5

3.5

0.6

45.2

36.9

29.3

7.0

2.2

1.3

1.9

2.2

1.9

48.0

47.2

30.4

5.2

2.0

0.4

2.8

2.8

0.8

0 60
（％）

4020

無回答

上記以外の人や機関等

警察

事業者団体

消費者団体

弁護士、司法書士等の専門家

市区町村等の行政機関の相談窓口

家族、知人、同僚等の身近な人

2013年度調査
（N＝250、M.T.＝139.6％）
2014年度調査
（N＝314、M.T.＝128.0％）
2015年度調査
（N＝341、M.T.＝134.3％）
2016年度調査
（N＝270、M.T.＝131.9％）

商品やサービスの提供元であるメー
カー等の事業者

商品・サービスの勧誘や販売を行う
販売店、代理店等
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図表Ⅰ-1-5-2 被害・トラブルのあった商品・サービスについての相談・申出の有無

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 被害やトラブルについての相談又は申出の有無についての問に対する回答。2013年度調査では、被害やトラブルについての相談

の有無についての問に対する回答。
　　　　 3． 回答数は、2013年度は580、2014年度は613、2015年度は659、2016年度は489。

（％）
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

相談・申出をした 43.1 51.2 51.7 55.2

誰にも相談・申出をしていない 53.6 43.2 44.9 37.6

無回答 3.3 5.5 3.3 7.2

第
１
部

第
１
章　

第
５
節　

消
費
者
被
害
・
ト
ラ
ブ
ル
の
経
験
と
被
害
・
ト
ラ
ブ
ル
額
の
推
計

57



　消費者被害・トラブルの状況を把握する
ための一つの指標として、全国の消費生活
センター等に寄せられた消費生活相談情報
があります。これは、消費者被害・トラブ
ルの端緒やトレンドを把握するためには極
めて有効な情報ですが、あくまで消費者や
その家族等から相談があったものだけに限
られており、相談情報に表れない消費者被
害の実態やその規模はこれだけでは明らか
にすることはできません。
　そこで消費者庁では、消費者被害・トラ
ブル全体のおおまかな規模を明らかにする
ため、2013年度に「消費者被害に関連する
数値指標の整備に関する検討会」を開催し、
消費者被害・トラブル額の推計を試みました。
　推計は、消費者被害・トラブルの推計件
数に消費者被害・トラブル１件当たりの平
均金額を乗じる手法により実施しました。
具体的には、まず全国の満15歳以上から無
作為抽出して意識調査40を行い消費者被
害・トラブルの「発生確率」を求めた上で
消費者被害・トラブルの総数を推計し、こ
れに消費生活相談情報から計算される平均
金額を乗じ、所要の補正を行って推計値を
算出するという手法をとっています。
　「消費者被害・トラブル１件当たりの平
均金額」は、消費生活相談情報の「契約購
入金額」、「既支払額」といった項目により
算出しています。実際には、消費者は小さ
な消費者被害・トラブルではわざわざ消費

生活センター等に相談をすることはせず、
より深刻な場合ほど相談率は高いものと考
えられることから、消費生活相談情報から
得られる平均金額は実態より相当高い水準
にあるものと推測されます。そこでこうし
た相談情報の特性を考慮し、トラブル金額
が少額のものと高額のものとを分けて推計
することで推計値の補正を行っています。
　また、近年、高齢者の消費者被害・トラ
ブルが大幅に増加していますが、高齢者の
特性として、本人が被害に気付かず相談し
ないということがあり、特に認知症等の高齢
者に顕著にみられる傾向があります。この
ため、本人が自ら回答することが前提の意
識調査では、本人が認識していない消費者
被害・トラブルを十分に把握できない可能
性があります。そこで高齢者の潜在被害が
一定数存在するものと仮定し、その分を推
計値に上乗せする形で補正を行っています。
　推計結果としては「契約購入金額」、「既
支払額（信用供与を含む。）」、「既支払額」
の３つの推計値を示しています。このうち、
「既支払額」（実際に消費者が事業者に支
払った金額）に「信用供与」（クレジットカー
ド等で決済しており、まだ支払は発生して
いないもののいずれ引き落とされる金額）
を加えた「既支払額（信用供与を含む。）」
を、消費者が負担した金額の実態に近いも
のとして取り扱っています。
　なお、「消費者意識基本調査」では被害
相当額、派生的な被害額、問題対応費用等
についても尋ねていますが、サンプルが少
ないことと回答の正確性の問題から、推計
に用いるには精度が不十分なものと判断
し、推計には含めていません。したがって、
本推計は、厳密には「消費者被害・トラブ

（ ２）消費者被害・トラブル額の推計

消費者被害・トラブル額の推計の
考え方

40�）消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）において、層化２段無作為抽出法により抽出した全国の満15歳以
上１万人（全国400地点）を対象に訪問留置・訪問回収法により調査を実施。調査時期は2016年11月４日から11月
30日まで、回収率は60.1％。
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ルに関する商品・サービスへの支出総額」
と称すべきものですが、便宜上「消費者被
害・トラブル額」と表現しています。

　前述の手法により推計したところ、2016
年１年間に支出が発生した消費者被害・ト
ラブル件数は約905万件となり、消費者被害・
トラブル額は、約5.2兆円（4.7～5.6兆円41、「既
支払額（信用供与を含む。）」ベース）とな

りました（図表Ⅰ-１-５-４）。
　約6.7兆円（「既支払額（信用供与を含
む。）」ベース）であった2015年よりも総額
が減少しました。推計した2016年の消費者
被害・トラブル件数が2015年と比較して減
少しているためで、前述のように、消費者
被害･トラブルに遭ったと認識している消
費者の割合が減ったことが影響しています。
　今後、継続的に推計を実施していくこと
により、消費者行政の成果を測定する上で
効果的な指標となると考えられます。

２0１6年の消費者被害・トラブル額

41�）既支払額（信用供与を含む。）ベースでの消費者被害・トラブル額の推定額は約5.2兆円であるが、この数字には
誤差が含まれており、同基準の消費者被害・トラブル額は95％の確率で4.7～5.6兆円の幅の中にあると推定される。
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図表Ⅰ-1-5-4 消費者被害・トラブル額の推計結果

※「既支払額（信用供与を含む。）」とは、既に支払った金額にクレジットカード等による将来の支払を加えたもの。
（備考）　 1． 消費者意識基本調査において「あなたがこの 1年間に購入した商品、利用したサービスについてお尋ねします。この 1年間に、以

下に当てはまる経験をしたことはありますか。」との問に対して、以下の経験についての回答を集計した結果に基づき件数を推計
している。①けが、病気をする等、安全性や衛生に問題があった、②機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた、③
思っていたよりかなり高い金額を請求された、④表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた、⑤問題のある販
売手口やセールストークにより契約・購入した、⑥契約・解約時のトラブルにより被害に遭った、⑦詐欺によって事業者にお金を
払った（又はその約束をした）、⑧その他、消費者被害の経験。

　　　　 2． 2016年の消費生活相談情報（2017年 1 月31日までの登録分）に基づき平均金額を算出。
　　　　 3． 消費者被害・トラブルに関する商品・サービスへの支出総額。
　　　　 4． 「消費者意識基本調査」を行い消費者被害・トラブルの「発生確率」を求めた上で、消費生活相談情報から計算される消費者被害

1件当たりの平均金額を乗じ、高齢者の潜在被害が一定数存在するものと仮定しその分を上乗せするなどの補正を行った推計額。
　　　　 5． 本推計に使用している意識調査はあくまで消費者の意識に基づくものであり、消費者被害・トラブルの捉え方が回答者により異な

ること、意識調査の性格上誤差を含むものであることに注意が必要。

2013年 2014年 2015年 2016年

契約購入金額 約6.5兆円 約7.8兆円 約7.4兆円 約5.9兆円

既支払額（信用供与を含む。）※ 約6.0兆円 約6.7兆円 約6.7兆円 約5.2兆円

既支払額 約5.4兆円 約5.5兆円 約6.0兆円 約4.7兆円
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　我が国の消費者の消費活動は、社会経済活動の中で大きなウェイトを占めています。本
章では、第１節において家計の支出の動向、家計の消費活動にも影響を及ぼす生活関連物
資の価格及び公共料金の動向等、消費活動に影響を与える社会経済情勢について、概観し
ます。第２節では、日常生活における意識、商品やサービスの選択に当たっての消費者の
意識・行動の状況についてみていきます。

　社会経済活動の中で、消費活動は大きな
ウェイトを占めています。家計が支出する
消費額の総額は、2016年に約293兆円で、
経済全体（名目国内総生産（GDP）＝約
537兆円）の50％以上を占めています（図

表Ⅰ-2-1-1）。
　諸外国をみると、先進国は概して消費者
が支出する総額が経済全体の５割を超えて
います。また、米国のように消費支出が経
済の７割近いウェイトを占めている国もあ
ります（図表Ⅰ-2-1-2）。
　消費者の消費活動は、我が国の経済社会
全体に大きな影響を及ぼしており、経済の
持続的な発展のためには、消費者が安心し
て消費活動を行える市場を構築することが
重要です。

消費者を取り巻く社会経済情勢
と消費者意識・行動第2章

消費者を取り巻く社会経済情勢第 １節

（ １）家計消費、物価の動向

社会経済活動の中で大きなウェイ
トを占める消費活動
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図表Ⅰ-2-1-1 名目国内総生産に占める家計消費等の割合（2016年）

（備考）　 1． 内閣府「国民経済計算」により作成。2016年10-12月期 2 次速報値（2016年 3 月 8 日公表）参照。
　　　　 2． 「その他」は、対家計民間非営利団体最終消費支出、政府最終消費支出、在庫変動及び純輸出の合計。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

名目国内総生産（GDP）537.3兆円

民間設備投資
81.7兆円
15.2%

公共投資
26.0兆円
4.8％

民間住宅投資
16.6兆円
3.1％

その他
120.5兆円
22.4％

家計消費
292.5兆円
54.4％
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　総務省「家計調査」により、2016年にお
ける「二人以上の世帯（農林漁家世帯を除
く）」１世帯当たりの財・サービスへの支
出をみると、教養娯楽や外食、住居等の
「サービスへの支出」が占める割合は
42.6％、食料や光熱・水道等の「財（商品）
への支出」は57.4％です（図表Ⅰ-2-1-3）。
　国内総生産に占めるサービス業の比率が
相対的に高くなっていく経済のサービス化
が進む中で、家計に占めるサービスへの支
出割合は、上昇傾向にあります（図表Ⅰ-
2-1-4）。

　厚生労働省「毎月勤労統計調査」による
と、2016年の名目賃金はおおむね前年同月
を上回って推移しています。また、物価の

家計の支出の ４割超がサービスへ
の支出

賃金水準は改善するも、消費支出
は手控える傾向
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図表Ⅰ-2-1-3 財・サービス支出の内訳
（2016年）

（備考）　 1． 総務省「家計調査（二人以上の世帯（農林漁家世帯除
く。））」により作成。2016年の一世帯当たり支出の構
成比。

　　　　 2． 「その他（サービス）」とは、家具・家事用品、被服及
び履物、諸雑費の合計。

　　　　 3． 「その他（財）」とは、住居、通信、教育、諸雑費の合計。
　　　　 4． 財・サービス支出計には、「こづかい」、「贈与金」、「他

の交際費」及び「仕送り金」は含まれていない。
　　　　 5． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

その他（財）
4.2％

教養娯楽
4.3％

サービス
への支出
42.6％

財（商品）
への支出
57.4％

教養娯楽
（旅行、月謝等）

7.3％

住居
5.4％

通信
5.0％
教育
4.4％

自動車関係
3.2％

保健医療
2.8％交通

2.1％
その他（サービス）

6.9％

保健医療
2.3％

家具・家事用品
3.8％ 

被服及び履物
4.2％

自動車関係
4.9％ 

光熱・水道
8.3％ 

食料
25.4％ 

外食
5.5％
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図表Ⅰ-2-1-2 GDPにおける消費支出割
合の国際比較（2015年）

（備考）　 1． 経済協力開発機構「OECD Stat.」及び内閣府「国
民経済計算」により作成。

　　　　 2． 国内総生産のうち家計最終消費支出が占める割合
を算出（2015年）。

　　　　 3． 日本の消費支出割合は、2015年度国民経済計算（2011
年基準・2008SNA）の家計最終消費支出を国内総
生産（支出側）で除して算出。

　　　　 4． 公的医療給付、政府の教育支出や保育支出など、
各国の制度に違いがある点に留意が必要。
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図表Ⅰ-2-1-1 名目国内総生産に占める家計消費等の割合（2016年）

（備考）　 1． 内閣府「国民経済計算」により作成。2016年10-12月期 2 次速報値（2016年 3 月 8 日公表）参照。
　　　　 2． 「その他」は、対家計民間非営利団体最終消費支出、政府最終消費支出、在庫変動及び純輸出の合計。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

名目国内総生産（GDP）537.3兆円

民間設備投資
81.7兆円
15.2%

公共投資
26.0兆円
4.8％

民間住宅投資
16.6兆円
3.1％

その他
120.5兆円
22.4％

家計消費
292.5兆円
54.4％

104_Ⅰ-2-1-4 財・サービス支出の内訳の推移.xlsx

図表Ⅰ-2-1-4 財・サービス支出の内訳
の推移

（備考）　 1． 総務省「家計調査」により作成。
　　　　 2． 二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く。）の一世帯

当たり支出の構成比。
　　　　 3． 財・サービス支出計には、「こづかい」、「贈与金」、

「他の交際費」及び「仕送り金」は含まれていない。
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動向を加味した実質賃金も、2016年はおお
むね前年同月を上回って推移し、2016年の
実質賃金指数は、５年ぶりに増加に転じま
した（図表Ⅰ-2-1-5）。企業の賃上げによ
る雇用所得環境の改善で名目賃金の上昇基
調が続いています42。
　次に、家計の消費支出の動向を、総務省
「家計調査」によりみると、2016年は２月
に前年同月を上回りましたが、３月以降総
じて前年同月を下回って推移しています43

（図表Ⅰ-2-1-6）。実質賃金の改善傾向が
続く一方で、消費者は消費支出を手控えて
いる傾向がみられます。

　消費者の支出への意識について、「物価
モニター調査」（【解説】参照。）からみて
いきます。物価モニターの方々に、「あな
たの世帯の消費への支出額を、今後３か月
の間について、去年の同期間と比べて、ど

のようにしていこうと思っていますか。」
と聞いたところ、2015年４月以降「減らそ
うと思っている」と回答した人の割合が24
か月連続して50％を超えています（図表Ⅰ
-2-1-7）。一方、「増やそうと思っている」
と回答した人の割合は、４～７％台と低い
状況となっています。「減らそうと思って
いる」と回答した人にその理由を聞いたと
ころ、調査を始めた2013年10月以降、「所
得が減ると思うから」と回答した人が常に
最も多くなっています。賃金に改善傾向が
みられた2015年以降も継続して50％台で推
移しており、将来の所得に対する不安から、
消費者の支出に対する姿勢は慎重な状態が
継続していると考えられます（図表Ⅰ-2-
1-8）。消費者の支出に対する姿勢は慎重

な状態が継続

42�）雇用所得環境の総合的な判断については、雇用者報酬や総雇用者所得といったマクロの指標の動向を勘案して判
断を行う必要があることに留意。
43�）世帯数が増加し、世帯人員が減少傾向にあることに留意が必要。

図表Ⅰ-2-1-5 実質賃金の動向（前年同
月比）

105○0417_Ⅰ-2-1-5 実質賃金の動向（前年同月比）.xlsx

（備考）　 1． 厚生労働省「毎月勤労統計調査」（現金給与総額、調査
産業計、事業所規模 5人以上）により作成。

　　　　 2． 実質賃金は、名目賃金指数を消費者物価指数（持家の
帰属家賃を除く総合）で除して算出。
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1212 （月）
（年）2017

図表Ⅰ-2-1-6 消費支出の動向（前年同
月比）

106○0417_Ⅰ-2-1-6 消費支出の動向(前年同月比）.xlsx

（備考）　 総務省「家計調査」（二人以上の世帯）により作成。
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107_Ⅰ-2-1-7 支出に関する消費者の意識の動向.xlsx

図表Ⅰ-2-1-7 支出に関する消費者の意識の動向

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2． 横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 3． 「あなたの世帯の消費への支出額を、今後 3か月の間について、去年と比べて、どのようにしていこうと思っていますか。」との問

に対する回答。
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108_Ⅰ-2-1-8 支出を減らそうと思う理由.xlsx

図表Ⅰ-2-1-8 支出を減らそうと思う理由

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2． 横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 3． 「今後 3か月の間に消費への支出額を去年の同期間と比べて減らそうと思っている」と回答した人のうち、各理由により「支出を

減らす」と回答した人の割合。
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　消費者庁では、災害時の生活必需品等の
価格について、物価モニター調査などを通
じ、把握に努めています。2016年５月、６
月、７月物価モニター調査では、同年４月
に発生した熊本地震による生活必需品の価
格への影響を調査しました。
　結果を全国でみると、生活必需品の中で
値上がりした、又は入手困難になったと思
う品目は「特になし」と回答した割合が５

月～７月を通じて最も多く、各品目の影響
があったと答えた品目割合も、７月には、
一部を除き５月よりも減少しました（図表
Ⅰ-2-1-10）。
　一方、熊本県のモニターの回答をみると、
値上がりした、又は入手困難になったと思
う品目として、「ミネラルウォーター」、「パ
ン」と回答した割合が、５月調査時にはそ
れぞれ50％を超えました。しかし、これら
も含め、７月調査時にはほとんどの品目で
５月よりも回答した割合が減少し、熊本県
でも「特になし」と回答した割合が最も多

熊本地震による生活必需品の価格
への影響

44�）消費者庁「物価モニター調査」結果URL：http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/price_measures/
index.html#price_monitor

【解説】　物価モニター調査の実施
　「物価モニター調査」とは、原油価格や為替レートなどの動向が生活関連物資等の
価格に及ぼす影響、物価動向についての意識等を正確・迅速に把握し、消費者等への
タイムリーな情報提供を行うことを目的として消費者庁が行っている調査です。
　広く一般から募集した全国2,000名の物価モニターにより調査は行われています。
調査内容には、価格調査と意識調査があり、価格調査は、消費者庁が指定した調査対
象25品目（図表Ⅰ-2-1-9）の価格の見取調査で、毎回の調査において同一店舗で同一
商品の店頭表示価格を継続して調査するものです。特売品も含め、消費者に身近な品
目、日頃よく購入する品目の価格を把握します。また、意識調査は、物価モニターに
対し、消費や物価動向についての意識の変化を調査するものです。

　2013年10月から調査を行い、2013年度は３回、2014年度は６回調査を行い、2015年度
以降は調査回数を毎月の12回に増やし、調査結果をタイムリーに公表しています44。

109_Ⅰ-2-1-9 物価モニター調査対象品目（2015年４月以降）.xlsx

図表Ⅰ-2-1-9 物価モニター調査対象品目（2015年度以降）

品目グループ 品目

食料品
（18品目）

食パン、生中華麺、カップ麺、ソーセージ、豚肉（ロース）
豆腐、牛乳、ヨーグルト、卵、茶飲料、果実飲料
ポテトチップス、アイスクリーム、食用油
からあげ弁当、冷凍コロッケ、おにぎり、ビール

日用･家事用品
（ 4品目） 洗濯用洗剤、ティッシュペーパー、紙おむつ、シャンプー

サービス等
（ 3品目） 洗濯代、理髪代又はカット代、中華そば（ラーメン）
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くなりました。

　消費者が購入する財・サービスの価格の
動きについては、総務省「消費者物価指数」
によると、2014年４月の消費税率引上げ後、
横ばいとなっていましたが、2016年後半に
は、「総合」、「生鮮食品を除く総合」に上
昇する動きがみられます（図表Ⅰ-2-1-
11）。
　消費者が購入する財・サービス全体の価
格の動きを示す「総合」指数は、2016年に
入ってからは、前年比マイナスで推移する
ことが多くなっていましたが、10月以降は
前年比プラスとなっています（図表Ⅰ-2-

20１6年の消費者物価は横ばい

110_Ⅰ-2-1-10 熊本地震の物価への影響.xlsx

図表Ⅰ-2-1-10 熊本地震の物価への影響

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2． 「平成28年熊本地震の影響により、現在、生活必需品のなかで、値上がりした、または入手困難になったと思う品目はありますか。

該当する品目を全て選んでください」という問に対する回答（複数回答可）。
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111_Ⅰ-2-1-11 消費者物価指数の動向.xlsx

図表Ⅰ-2-1-11 消費者物価指数の動向

（備考）　 1． 総務省「消費者物価指数」（季節調整値）により
作成。

　　　　 2． 「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」は、「総合」
から生鮮食品及び電気代、都市ガス代、プロパン
ガス、灯油、ガソリンを除いたもの。
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1-12）。
　また、「総合」から、天候等による価格
変動が大きい生鮮食品を除いた価格の動き
を示す「生鮮食品を除く総合」指数（いわ
ゆる「コア」指数）は、2016年３月以降、
10か月連続前年比マイナスで推移しまし
た。これは、2015年半ば以降の円高方向の
動きや、エネルギー価格の低下などが原因
と考えられます。その後、原油価格の上昇
などを背景に、2017年１月に前年比はプラ
スとなりました。一方、「総合」から生鮮
食品及びエネルギーを除いた価格の動きを
示す指数は、2016年は前年比プラスで推移
し、生鮮食品やエネルギー以外の財・サー
ビスの価格は足下で横ばいと考えられます。
　一方で、総合指数の前年比の動きについ
て項目別の寄与度（各要因が全体の動きに
どれだけ影響しているかの度合い）をみて
みると、エネルギーの寄与度は、2015年１
月にマイナスに転じて以降、2017年１月に
かけてマイナスに寄与していますが、2016
年半ば以降、マイナス幅は縮小しています。
産油国間における原油生産高安定化への努

力や2016年末にかけての円安傾向などによ
る原油調達価格の上昇などが原因と考えら
れます。
　エネルギーが物価にマイナスに寄与して
いる一方、食料品や、その他の財・サービ
スは、物価の上昇に寄与しており、特に
2016年10月以降、天候不順の影響により生
鮮食品が値上がりしたことで、食料のプラ
スの寄与度が大きくなっています（図表
Ⅰ-2-1-13）。

　一般的に灯油やガソリンの店頭価格は、
原油コストを踏まえつつ需給状況や地域に
おける競争環境等も反映した形で市場の中
で決定されていくため、灯油・ガソリンの
店頭価格の推移は、原油価格の動向に影響
を受けています。
　2016年４月以降、灯油及びガソリンの店
頭価格は上昇傾向で推移しています（図表
Ⅰ-2-1-14）。これは、原油価格が2016年２

灯油及びガソリンの店頭価格は
20１6年以降上昇傾向

図表Ⅰ-2-1-13
消費者物価指数（総合）
の項目別寄与度（前年同
月比）

（備考）　 1． 総務省「消費者物価指数」により作成。
　　　　 2． エネルギーは、電気代、都市ガス代、プロパンガス、

灯油及び ガソリンを含む。

113○0421_Ⅰ-2-1-13 消費者物価指数（総合）の項目別寄与度（前年同月比）.xlsx

（％）

総合

－1.5
－1.0
－0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

食料
エネルギー その他

（月）
（年）

1 4 7 10 1 4 7 10 12
2014 2015

1 4 7 10
2016 2017

112_Ⅰ-2-1-12 消費者物価指数（前年同月比）の動向.xlsx

図表Ⅰ-2-1-12 消費者物価指数（前年同
月比）の動向

（備考）　 1． 総務省「消費者物価指数」により作成。
　　　　 2． 「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」は、「総合」

から生鮮食品及び電気代、都市ガス代、プロパンガ
ス、灯油、ガソリンを除いたもの。
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月以降上昇に転じ、2016年10月の石油輸出
国機構（OPEC）の生産調整などもあり、
上昇傾向で推移しているためです。
　原油価格とガソリン価格の関係について
は、原油価格の動きをおおむね１か月遅れ
てガソリン価格が反映するような形で動い
ています（図表Ⅰ-2-1-15）。これは、国内

の石油元売事業者が、中東などの産油国か
ら原油を輸入し、ガソリンを生産、その後
小売業者に販売（配送）されるといった生
産・流通過程に一定の時間が掛かることか
ら、国内の小売業者が原油価格の変動を反
映して売値を変更するまでに時間が掛かっ
ているためと考えられます。

114_Ⅰ-2-1-14 灯油・ガソリン店頭価格の動向.xlsx

図表Ⅰ-1-2-14 灯油・ガソリン店頭価格の動向

（備考）　 1． 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」により作成。
　　　　 2． 店頭価格ベース、現金価格（消費税込み）（灯油：円/18リットル、ガソリン：円/ 1 リットル）。
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図表Ⅰ-2-1-15 ドバイ原油価格（円建て）と店頭ガソリン価格との比較

（備考）　 1． ドバイ原油価格（円ベース）は、インターバンク月中平均の為替（ドル・円）とIMF primary commodity pricesのドバイ原油
価格（ドル/バレル）から算出。

　　　　 2． 店頭ガソリン価格は、資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の全国店頭レギュラーガソリン価格から月平均を算出。
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　物価モニターに、１年後の物価について
聞いたところ、調査を始めた2014年12月か
ら2015年７月までは、「上昇すると思う」
と回答した人の割合は、80％を超えていま
したが、2015年８月以降は減少傾向となり、
2016年９月には54.5％にまで減少、その後
は横ばい傾向となっています（図表Ⅰ-2-
1-16）。
　「上昇（下落）すると思う」と答えた人
に１年後どれくらい上昇（下落）するか聞
いた結果を加重平均したところ、調査を始
めた2014年12月は2.3％でしたが、直近の調

査では1.2％となっており、縮小傾向となっ
ています。また、内閣府が行っている消費
動向調査でも同様に物価の上昇期待が縮小
傾向となっています（図表Ⅰ-2-1-17）。

　物価モニターに、どのような品目で一番
物価の変動を感じるか聞いたところ、「生
鮮食品」と回答した割合が半数以上を占め、
次いで「ガソリン・灯油」が２割超となり
ました（図表Ⅰ-2-1-18）。この背景として、
生鮮食品については2016年秋に野菜が高騰
したこと、ガソリン・灯油については原油

物価モニターの １年後の物価上昇
期待は縮小傾向

消費者が一番物価の変動を感じる
のは生鮮食料
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図表Ⅰ-2-1-16 1 年後の生活関連物資全般の物価動向について

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2． 「あなたが普段購入している生活関連物資全般の価格は、現時点と比べて 1年後には、上昇すると思いますか、下落すると

思いますか。」との問に対する回答。
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2016年３月調査（N＝1,816）
2016年４月調査（N＝1,863）
2016年５月調査（N＝1,396）
2016年６月調査（N＝1,407）
2016年７月調査（N＝1,879）
2016年８月調査（N＝1,844）
2016年９月調査（N＝1,852）

2017年３月調査（N＝1,836）
2017年２月調査（N＝1,845）
2017年１月調査（N＝1,853）
2016年12月調査（N＝1,842）
2016年11月調査（N＝1,854）
2016年10月調査（N＝1,803）

2016年２月調査（N＝1,834）
2016年１月調査（N＝1,829）
2015年12月調査（N＝1,850）
2015年11月調査（N＝1,829）
2015年10月調査（N＝1,666）
2015年９月調査（N＝1,700）
2015年８月調査（N＝1,669）
2015年７月調査（N＝1,718）
2015年６月調査（N＝1,753）
2015年５月調査（N＝1,718）
2015年４月調査（N＝1,755）
2015年２月調査（N＝1,609）
2014年12月調査（N＝1,621）

上昇すると思う 変わらないと思う 下落すると思う 分からない 無回答
（%）
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価格の変動により大きく価格が変動するこ
と、また、２品目とも購入回数が多いため
消費者が価格の変動に気付きやすいことが
あると考えられます。

　家計の消費支出の約20％を占める公共料
金は、電気代、ガス代を中心に2015年半ば
以降、下落傾向となっています。この主な
要因としては、原油価格の下落により電気
やガスの燃料費が下落したことが、原燃料
費調整制度45により、電気料金、ガス料金
のそれぞれに反映されたことが挙げられま
す（図表Ⅰ-2-1-19）。また、電気料金につ
いては、2016年４月、電力小売全面自由化
が開始し、2016年末の時点で、低圧需要家
（一般家庭等）の約3.6％46が電力の供給元
を切り替えています（第２部第１章第５節
（５）参照。）。また、2017年４月からは都
市ガスの小売全面自由化も開始するため、
電気とガスのセットプランなど、多くの選
択肢が提供されることが予想され、今後、
電力やガスの自由化の影響を受けることも
考えられます。

　総務省「通信利用動向調査」により、個
人のインターネット利用状況をみると、80
歳以上を除く全ての年齢層で利用率が高く
なっており、2015年末には13歳から49歳ま
での層で100％に近くなっています（図表

公共料金は電気代、ガス代を中心
に下落後上昇

（ 2）消費生活を取り巻くインターネット環境

インターネットの利用が拡大し、
高齢者にも広がっている

45�）発電にかかる燃料費やガス製造にかかる原料費の変動に応じて料金が変化する制度で、原燃料の貿易統計価格の
３か月平均値に基づき、料金を毎月調整します。原燃料価格の大幅な上昇時の需要家に対する影響を緩和するため
に、自動的に調整される幅に一定の上限を設定し、原燃料費が高騰しても、需要家料金への反映には一定の抑制を
します。
46�）電力・ガス取引監視等委員会の電力取引報によると、2016年４月から12月までの新電力への契約先の切替え実績
（累積）は、約225万件で、低圧需要家（一般家庭等）の約3.6％が電力の供給元を切り替えています。
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図表Ⅰ-2-1-16 1 年後の生活関連物資全般の物価動向について

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2． 「あなたが普段購入している生活関連物資全般の価格は、現時点と比べて 1年後には、上昇すると思いますか、下落すると

思いますか。」との問に対する回答。
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上昇すると思う 変わらないと思う 下落すると思う 分からない 無回答
（%）
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図表Ⅰ-2-1-17 消費者が予想する 1年後
の期待インフレ率

（備考）　 1． 内閣府「消費動向調査（物価の見通し、二人以上の
世帯）」、消費者庁「物価モニター調査」により作成。

　　　　 2． 消費動向調査：8,400世帯による調査で「日ごろよく
購入する品物の価格」について物価の見通しを調査。

　　　　 3． 物価モニター調査：物価モニター2,000人による「普
段購入している生活関連物資全般」についての調査。

　　　　 4． 横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 5． 内閣府「消費動向調査（物価の見通し、二人以上の世

帯）」については、「－ 5％以上低下」を－ 5％、「－ 5％
未満～－ 2％以上低下」を－3.5％、「－ 2％未満低下」
を－ 1％、「 2％未満上昇」を＋ 1％、「 2％以上～ 5％
未満上昇」を＋3.5％、「 5％以上上昇」を＋ 5％のイ
ンフレ率をそれぞれ予想しているとして計算。

　　　　 6． 消費者庁「物価モニター調査」については、「－5％超」、
「－5％程度」は－5％、「－4％程度」は－4％、「－3％
程度」は－3％、「－2％程度」は－2％、「－1％程度」
は－1％、「＋1％程度」は＋1％、「＋2％程度」は＋2％、
「＋3％程度」は＋3％、「＋4％程度」は＋4％、「＋5％
程度」、「＋5％超」は＋5％のインフレ率をそれぞれ予
想しているとして計算。

　　　　　　 なお、2015年 1 月と 3 月については、物価モニター
調査は行っていない。
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Ⅰ-2-1-20）。
　また、2010年末と2015年末とを比較する
と、60歳代は12.2ポイント、70歳代は14.3
ポイントとそれぞれ上昇しています。特に
70歳代は2015年末時点では53.5％と、半数

以上がインターネットを利用しており、高
齢層にもインターネット利用が拡大してい
ることが分かります。幅広い年齢層で、イ
ンターネットが日常生活により一層浸透し
ていることを表しています。

　同じく、総務省「通信利用動向調査」に
よると、2015年末にはスマートフォンを含
む携帯電話は８割以上が保有しており、前
年と比べて7.7ポイントと大きく上昇しま
した。中でもパソコンに近い機能を携帯電
話で利用できるスマートフォンは53.1％が
保有しており、半数を超えています（図表
Ⅰ-2-1-21）。
　スマートフォンの保有状況を年齢層別に
みると、2015年末で20歳代が92.9％、30歳
代が86.2％、13～19歳が79.3％と若い年齢
層で保有割合が高くなっていますが、2013
年末から2015年末にかけての増加幅では40

スマートフォンの普及が急速に進む

118_Ⅰ-2-1-18 物価の変動を感じる品目.xlsx

図表Ⅰ-2-1-18 物価の変動を感じる品目

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2． 「どのような品目で、一番物価の変動を感じますか。 1つ選んでください。」との問に対する回答。
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（％）
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その他

家賃、不動産価格
宿泊費

耐久消費財（自動車、家電製品等）
携帯電話や通信費

外食費
公共料金や水・光熱費

日用品
テーマパーク、施設等の入場料等

食料品（生鮮食品除く）
ガソリン・灯油

生鮮食品 52.2
22.8

12.6
4.9

2.5
1.9
1.1
0.6
0.5
0.5
0.3
0.1

（N＝1,854）
回答者数の割合

119○0424_Ⅰ-2-1-19 主な公共料金の動向.xlsx

（備考）　 総務省「消費者物価指数」により作成。
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図表Ⅰ-2-1-19 主な公共料金の動向（消
費者物価指数）
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120_Ⅰ-2-1-20　年齢別のインターネット利用状況.xlsx

図表Ⅰ-2-1-20 年齢層別インターネット利用状況

（備考）　 1． 総務省「通信利用動向調査」により作成。
　　　　 2． 年齢層別インターネット利用率の推移。
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121○0414_Ⅰ-2-1-21 年齢層別携帯電話保有率.xlsx

図表Ⅰ-2-1-21 年齢層別携帯電話保有率

（備考）　 総務省「通信利用動向調査」により作成。

71.4 
73.7 

81.4 

78.3 
80.5 

85.6 

95.8 
95.6 

97.9 

93.0 
93.2 

97.0 

88.6 
90.5 

95.1 

84.5 
85.5 

92.9 

67.2 
71.6 

85.2 

46.5 
51.0 

65.1 

20.0 
25.7 

32.8 

32.3
29.0

28.3

10.0
11.8

26.2

14.0
8.8

6.3

12.1
6.7

5.0

20.9
14.2

10.8

34.7
25.9

20.3

51.1
43.0

36.0

56.1
55.4

56.8

42.8
45.7

55.9

18.4
24.5

30.9

39.1
44.7

53.1

17.9
20.5

16.9

64.3
71.7

79.3

83.7
88.9

92.9

72.1
79.0

86.2

53.9
64.6

74.8

33.4
42.5

56.9

11.0
16.2

28.4

3.7
5.3

9.2

1.6
1.2
1.9

27.9 
32.3 

43.1 

0 100
（％）

8060402010 30 50 70 90

80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

13～19歳

６～12歳

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

2014年末
2015年末

2013年末

全体

スマートフォン その他携帯電話

第
１
部

第
２
章
　
第
１
節
　
消
費
者
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢

71



歳代が20.9ポイント、50歳代が23.5ポイン
ト、60歳代が17.4ポイントと、より高い年
齢層で急速に広がっていることが確認さ
れ、幅広い年齢層でスマートフォン利用が
ますます進んでいます。こうした手軽な端
末の普及がインターネットの利用拡大に寄
与していると考えられます。

　総務省「家計消費状況調査」によると、
インターネット利用料は2016年には１世帯
当たり月平均で12,723円となっており、
年々増加傾向にあります（図表Ⅰ-2-1-
22）。また、ネットショッピングを利用し
た１世帯当たり月平均支出額は2016年では
7,448円と、前年をやや下回ってはいるも
のの2014年以前より高額の支出がなされて
います。両者の支出額を合わせると2016年

は１世帯当たり月平均で20,171円となり、
支出総額の7.4％を占めています。
　ネットショッピングを利用した１世帯当
たり月平均支出額の7,448円の内訳をみる
と、宿泊料、運賃、パック旅行費等の旅行
関係費が21.3％と最も多く、次いで食料品、
飲料、出前等の食料の13.6％、書籍・音楽
映像ソフト、パソコン用ソフト、デジタル
コンテンツ、チケットの12.1％と続きます
（図表Ⅰ-2-1-23）。幅広い商品やサービス
でネットショッピングを利用した支出がな
されています。
　以上のとおり、消費生活にもインターネッ
トが浸透してきていることが分かりました。
次に、インターネットを利用した新たな消
費者へのサービスの広がりにつながる例で
ある「フィンテック」、「シェアリングエコ
ノミー」を取り上げ、それぞれの仕組みや
消費者の認知度等を紹介していきます。

家計のインターネット利用に関す
る支出は年々増加

122_Ⅰ-2-1-22 世帯当たりのインターネット利用に関連する支出の推移.xlsx

図表Ⅰ-2-1-22 1 世帯当たりのインターネット利用に関連する支出の推移

（備考）　 1． 総務省「家計消費状況調査結果（総世帯）」により作成。
　　　　 2． 「インターネット利用料」はインターネット接続料（プロバイダー料と通信料）とスマートフォン・携帯電話・PHSの通信・通話

使用料の合計金額。「インターネットを利用した支出」は、インターネット上で商品・サービスの注文や予約をした場合の支出総額。
金額は 1月当たりの支出額。

　　　　 3． 「インターネット利用料とインターネット利用金額の合計の家計支出に占める割合」は 1か月の支出総額に占める「インターネッ
ト利用料」と「インターネットを利用した支出額」の合計金額の割合。

　　　　 4． 2015年以降、調査項目を変更したため、2014年以前のデータとは厳密な比較はできない。
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　近年、フィンテック（FinTech）と呼ば
れる、ITを活用して仮想通貨や自動家計
簿サービスなど新たな金融サービスを提供
する動きが世界中でみられ、今後、日本で
も利用者が増えると見込まれます。
　フィンテックは、インターネット、ビッ
グデータ、人工知能、ブロックチェーン47

等の技術を用いて、これまでにない高い利
便性と低コストを実現しています。
　フィンテックの高い利便性は、消費者の
行動に変革をもたらすとともに、コストの

低さやアクセスの良さから、消費者の利益
に資するものとして注目することができま
す。これまで、例えば資産運用などの金融
サービスを縁遠いものと感じていた消費者
が、サービスを享受しやすくなるという可
能性を有しています。
　また、従来の金融機関が提供するサービ
スや構築してきたシステムにとらわれず、上
記の技術やアイディアを用いた新しい事業
者が参入してきているのも特徴の一つです。

　フィンテックによるサービスは多様で、
その範囲や技術について明確な定義がある
わけではありませんが、現時点における消
費者向けの主なサービスとして、以下のよ
うなものがあります。
①　決済・送金（図表Ⅰ-2-1-24）
　仮想通貨（暗号通貨）、電子マネー等を
用いたサービスにより、手数料が低い小口
送金、個人間送金、国際送金を実現する。
スマートフォン等を利用し、インターネッ
トを通じたモバイル決済が可能となる。
②　個人資産管理（図表Ⅰ-2-1-25）
　毎月の収入、支出や、銀行、証券、保険、
預貯金など分散している資産データを一括
して管理（家計管理）することにより、自
分のお金の収支の内訳や推移などを「見え
る化」し、計画的な支出等に資する。人工
知能により、投資へのアドバイスや確定申
告のサポート、異常な支出の検知につなが
る。
③　資産運用支援（図表Ⅰ-2-1-26）
　人工知能の導入により運用の支援機能が

（ ３）フィンテック（FinTech）

フィンテックとは

フィンテックによる主な消費者向
けサービス

47�）分散型ネットワークを構成する多数のコンピューターに、公開鍵暗号などの暗号技術を組み合わせ、取引情報な
どのデータを同期して記録する手法。ビットコイン等の暗号通貨に用いられる基盤技術。

123_Ⅰ-2-1-23 １世帯当たりのネットショッピングを利用した項目別支出割合.xls

図表Ⅰ-2-1-23
1 世帯当たりのネット
ショッピングを利用した
項目別支出割合

（備考）　 1． 総務省「家計消費状況調査結果（総世帯）」（2016年）
により作成。

　　　　 2． インターネットを利用した支出額に占める各項目
の割合。

　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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自動化され、手数料や信託報酬が逓減され
る（例：ロボ・アドバイザー）。ITの活用
により、小口投資家にも充実した情報を提
供することができる。

④　�クラウドファンディング（出資・
事前購入・寄付）

　インターネット上で公開した資金募集案
件に対して投資者や寄付金を募る仕組みで

125_Ⅰ-2-1-25 個人資産管理.pptx

図表Ⅰ-2-1-25 個人資産管理

自動家計簿サービス
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0

10

20

30

40

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

（自動集計） 収入
支出

126_Ⅰ-2-1-26 資産運用支援.pptx

図表Ⅰ-2-1-26 資産運用支援

【顧客へのポートフォリオアンケート】
・年齢・資産運用の経験の有無
・元本の安全性を重視するか
・投資した資産が値下がりしたらどうしたいか
（買い増す、保留する、売る）
・その他、保有している金融商品はあるか
・どんな金融商品に投資したいか（銘柄など）

・株価、為替の動き
・過去のデータ
・世界情勢　　などを把握

ロボ・アドバイザー

商品の紹介

組合せの提案

管理・運用

図表Ⅰ-2-1-24 決済・送金

124○0424_Ⅰ-2-1-24 決済・送金.pptx
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あり、支援金で開発した商品・サービスの
事前購入や、寄付先から進捗報告等の受領
が可能になる。
⑤　資金調達（図表Ⅰ-2-1-27）
　従来の銀行等の融資と異なる審査・評価
基準（データを活用して信用力をスコア（ク
レジットスコア）化する等）でスピード融
資を可能とする。個人、事業者等からソー
シャルレンディング（融資型クラウドファ
ンディング）の仕組みで資金提供を受ける。
⑥　保険（図表Ⅰ-2-1-28）
　行動特性や運転特性等を通信技術でデー
タ化し、病気・事故リスクに応じた適正な
医療保険料、自動車保険料等の設定を可能
とする。

　消費者庁では、フィンテックのサービス
が認知されているか、また、期待や不安が
あるか等について、インターネット調査に
よって消費者にアンケートを実施しました
ので、主な結果を紹介します。

○フィンテックを知っているのは約 １割
　調査時点（2017年２月）で、フィンテッ
クを「知らないし、利用したこともない」
との回答が78.3％を占めました（図表Ⅰ-2-
1-29）。年齢層別にみると、年齢層が若い
ほど、認知度が高い傾向があります。サー
ビスを知ったきっかけとしては、マスメ
ディアの報道や経済・ITの専門誌からの

フィンテックに関する消費者意識

図表Ⅰ-2-1-27 資金調達

127○0424_Ⅰ-2-1-27 資金調達.pptx
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128_Ⅰ-2-1-28 保険.pptx

図表Ⅰ-2-1-28 保険
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個人の健康、生活、習慣などのデータにより、

個人に適した保険を提案

運転の性格
（急ブレーキの回数や走行距離など）

一日の歩行距離

・将来、かかりやすい病気の診断
・事故発生の確率を算出
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情報を挙げる人が多くなっています。

○�非利用者からの期待は低い一方、利
用者からの評価は高い

　フィンテックの各サービスを利用してい
る割合は、「モバイル決済」が3.5％、「個
人資産管理」が1.4％等でした。
　「利用していない」と回答した人に、各サー
ビスが普及すると便利だと感じるか聞いた
ところ、「よく分からない」という回答が
64.0％でした（図表Ⅰ-2-1-30）。各サービ
スを今後、利用してみたいと思うか聞いた
ところ、「今後も利用するつもりはない」と
回答した人が77.6％、「利用上不安に思う点
が解消されれば利用したい」と回答した人
が12.8％でした（図表Ⅰ-2-1-31）。
　一方で、「利用している」と回答した人
の約半数が日常的に利用しており、95.6％

が便利だと感じています。
　利用者と非利用者とで認識や期待の違い
が大きく出た結果になりました。

○�個人情報の流出、本人なりすまし等
に不安を感じる人は半数

　フィンテックの各サービスが普及した場
合に不安を感じるか聞いたところ、「非常
に不安」、「やや不安」と回答した人が
32.3％、「分からない」と回答した人が
46.2％でした（図表Ⅰ-2-1-32）。
　消費者が不安と考える内容としては、「個
人情報の流出」、「本人認証を悪用される等
によるなりすましの詐欺等」がそれぞれ
79.3％、67.3％（複数回答可）と上位を占
めました（図表Ⅰ-2-1-33）。
　非対面の個人認証方法としては、指紋認
証等の生体認証の利用が、セキュリティや

129_Ⅰ-2-1-29 フィンテックの利用や認知度について.xlsx

図表Ⅰ-2-1-29 フィンテックの利用や認知度について

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、前項で読んだ①～⑥のサービスの内容を知っていますか、又は利用したことがありますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 本アンケート調査では各サービスごとに回答を得ているが、選択肢の上位に当たるものに 1つでも回答があれば、その選択肢を

選んだものとして集計。
　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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利便性の観点から使用したいものとして選
択されました。

　これらの消費者意識を踏まえると、国内
におけるフィンテックの普及はまだ始まっ
たばかりと考えられる一方で、実際にサー
ビスを利用している人からはおおむね高い
評価を得られているようです。
　フィンテックの技術やサービスも発展途
上で、今後も新たなサービスが開発され、
普及する可能性があります。
　個人情報（ID、パスワード、カード番号、
セキュリティコードなど）の流出やなりす
まし等、新たなサービスに対し消費者が不
安を抱いている点を、制度整備や技術の向
上により克服し、安全性が周知されること
によって、フィンテックの普及が進み、よ

り低コストで利便性の高い金融サービスを
多くの消費者が享受できると考えられます。
　一方で、インターネット等の利用を前提
としたサービスであるため、これらにアク
セスできない消費者とのサービスの格差に
留意する必要があります。

国内におけるフィンテックの進展

132○0410_Ⅰ-2-1-31 利用者、非利用者別にみた便利と感じる度合い.xlsx

図表Ⅰ-2-1-30 利用者、非利用者別にみた便利と感じる度合い

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 利用者とは、「あなたは、前項で読んだ①～⑥のサービスの内容を知っていますか、又は利用したことがありますか。」との問で「利

用しておりよく知っている」を 1つでも回答した人、非利用者とは、「利用はしていないが、内容は知っている」「聞いたことがあ
るが、内容はよく知らず、利用したことがない」「知らないし、利用したこともない」と回答した人。

　　　　 3． 「あなたは①～⑥のサービスが普及すると便利だと感じますか」との問に対する回答。
　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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133_Ⅰ-2-1-32 普及した場合の不安の有無.xlsx

図表Ⅰ-2-1-32 普及した場合の不安の有無

（備考）　 1．消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、①～⑥のサービスが普及した場合、不安を感じますか」との問に対する回答。
　　　　 3． 本アンケート調査では各サービスごとに回答を得ているが、選択肢の上位に当たるものに 1つでも回答があれば、その選

択肢を選んだものとして集計。
　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0 10080604020

7.2 14.2 20.0 12.3 46.2

やや不安 非常に不安 よく分からないあまり不安は感じない不安は全く感じない

（％）

130○0414_Ⅰ-2-1-30 利用者頻度（利用者へのアンケート）.xlsx

図表Ⅰ-2-1-31 利用者の利用頻度と非利用者の利用希望

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 利用頻度については、「あなたは、前項で読んだ①～⑥のサービスの内容を知っていますか、又は利用したことがありま

すか。」との問で「利用しておりよく知っている」を 1つでも回答した人を対象とした「どのくらいの頻度で利用します
か」との問に対する回答。

　　　　 3． 利用希望については、「あなたは、前項で読んだ①～⑥のサービスの内容を知っていますか、又は利用したことがありま
すか。」との問で「利用していないが、内容は知っている」、「聞いたことがあるが、内容はよく知らず、利用したことが
ない」又は「知らないし、利用したこともない」を選んだ人を対象とした「あなたは今後、利用してみたいと思いますか」
との問に対する回答。

　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

利用頻度（利用者へのアンケート）

0 10080604020
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55.1 41.2 3.7

（％）

利用希望（非利用者へのアンケート）
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　近年、スマートフォンの普及等により、
個人がいつどこにいてもインターネットに
アクセスできる環境が整いました。これに
より、これまでみえなかった個人等の所有
物（自宅の空き部屋や車等）や能力（スキ

ル、知識等）に関する情報を、インターネッ
トを通じて、リアルタイムに、不特定多数
の個人の間で共有することが可能になった
ことなどから、「シェアリングエコノミー」
の普及が進んでいます48。
　シェアリングエコノミーとは、「個人等
が保有する活用可能な資産等（スキルや時
間等の無形のものを含む。）を、インター
ネット上のマッチングプラットフォーム49

を介して他の個人等も利用可能とする経済
活性化活動」であるとされています50。具

（ ４）シェアリングエコノミー型サービス

シェアリングエコノミーとは

48�）シェアリングエコノミーは、米国のシリコンバレーを中心に発展を続け、現在ではグローバルに拡大。米国では
シェアリングエコノミーの代表例である「民泊」、「ライドシェア」の普及、オランダではモノの貸し借りができるサー
ビスの普及、韓国では行政主導でソウル市がシェアリングエコノミーの推進に取り組み、積極的に公共施設を活用
するなど、現在、各国におけるシェアリングエコノミーはそれぞれ特色が表れている。
49�）個人（又は法人）と個人（又は法人）とを仲介するために、事業者が運営しているインターネット上のサービス
のこと。

134○0405_Ⅰ-2-1-33 不安の内容、フィンテックにおいて使用したい非対面の本人認証の方法.pptx

図表Ⅰ-2-1-33 不安の内容とフィンテックにおいて使用したい非対面の本人認証の方法

（備考）　 1．消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「不安の内容」は、「あなたは、①～⑥のサービスが普及した場合、不安を感じますか。」との問で「非常に不安」、「やや不安」

又は「あまり不安は感じない」のうちいずれかを選んだ人を対象とした「どのような点に不安がありますか。」との問に対
する回答。

　　　　 3． 「フィンテックにおいて使用したい非対面の本人認証の方法」については、「フィンテックで用いる非対面の本人承認の方法
として、セキュリティや利便性に鑑み、あなたが利用するとしたら使いたいものを選んでください。」との問に対する回答。
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体的な取引の流れとしては、提供したい（貸
したい、売りたい）人、利用したい（借り
たい、買いたい）人がマッチングプラット
フォームに登録し、不特定多数の提供者の
中から、利用者がニーズに応じて選択し、
お互いが合意すれば、提供者はモノ・サー
ビスを提供し、利用者がそれを利用できる
サービスです。また、多くのプラットフォー
ムでは、取引終了後にお互いを評価し合う
仕組みになっており、それがプラット
フォーム上に公開されます。これにより、
信頼のおける相手を選択する際の手がかり
の見える化が図られています（図表Ⅰ-2-
1-34）。
　シェアリングエコノミーの最大の特徴
は、消費者が事業者からモノ・サービスの
提供を受けるという「B�to�C」51の形態では
なく、マッチングプラットフォームを提供
する事業者（以下「シェア事業者」といい
ます。）を介して、不特定多数の個人がモノ・
サービスを提供し、それを利用するという
「C�to�C」52の形態が基本となっているとい

う点にあります。シェア事業者自体は、直
接利用者に対してモノ・サービスを提供す
るわけではなく、提供者と利用者の橋渡し
をする場の提供者という位置付けです。こ
こでは、シェアリングエコノミーの特徴の
うち、この「C�to�C」の形態であるという
点を中心にみていきます。

　現在、国内外で利用されているシェアリ
ングエコノミーには、様々な種類が存在し
ます（図表Ⅰ-2-1-35）。
①　空間のシェア
　空間のシェアには、自宅の空き部屋の有
効活用等をしたい提供者側と、ホテルより
も安価な宿泊場所を求める等の意欲を持つ
利用者側とがシェアをする、「ホームシェ
ア」（民泊を含む。）があります。また、営
業時間外のオフィス・店舗の有効活用等を
したい提供者側と、日頃借りられないス

シェアリングエコノミーの例

50�）シェアリングエコノミー検討会議中間報告書（2016年11月）
51�）Business�to�Consumerの略。事業者対消費者の取引のこと。
52�）Consumer�to�Consumerの略。消費者対消費者の取引のこと。

136_Ⅰ-2-1-36 シェアリングエコノミーの構図.pptx

図表Ⅰ-2-1-34 シェアリングエコノミーの構図
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ペースを借りたい等の意欲を持つ利用者側
とがスペースのシェアをする「遊休施設の
シェア」なども挙げられます。
　典型的なサービスとして、ホームシェア
は、提供者側が保有する住宅の空き部屋等
を宿泊施設として貸し借りできるもので、
遊休施設のシェアは、提供者側が保有する
使用時間外の会議室やパーティ会場等を、
時間単位で貸し借りできるものです。提供
者側は、使用していない空き部屋や施設を
活用して収入を得ることができ、利用者側
は、ホテル等の宿泊施設より安価に宿泊が
できたり、普段は利用できない珍しい施設
等を利用できたりするなどのメリットが考
えられます。
　また、このうち民泊サービスについては、
訪日外国人の増加に伴う宿泊施設不足に対
する解決策としても期待されます。

②　モノのシェア
　モノのシェアは、例えば、不要なモノを
捨てるにはもったいないと感じる提供者側
と、欲しいモノを安価に手に入れたい利用
者側とが、スマートフォンのアプリ等を用
いてモノのシェアをする、「フリマアプリ」
が挙げられます。
　フリーマーケットは、これまでは対面で
の取引が基本でしたが、スマートフォンの
アプリなどを活用することによって、場所
を問わず不特定多数の個人間で取引ができ
るようになりました。提供者側は資源の再
利用をしつつ、収入も得ることができ、利
用者側は、通常より安価にモノを手に入れ
たり、一般では流通されていないモノを手
に入れたりできるなどのメリットが考えら
れます。137_Ⅰ-2-1-37 シェアリングエコノミーの種類.xlsx

図表Ⅰ-2-1-35 シェアリングエコノミーの種類

シェアの分類 サービスの分類 提供側の主なニーズ 利用側の主なニーズ

空間のシェア

ホームシェア
（民泊を含む）

・ 自宅の空き部屋を有効的に使いたい
・ ゲストを招いておもてなしがしたい

・ ホテルより安価な場所に泊まりたい
・ 古民家を借りるなど、貴重な経験を
したい

遊休施設
・ 休日のオフィスの会議室を有効的に
使いたい

・ 閉店中の店舗を貸し出したい

・ 会議室を安価に利用したい
・ 日頃借りられないスペースを借りて
みたい

モノのシェア
フリマアプリ ・ 不要になったモノを捨てるのはもっ

たいない

・ 欲しいモノを安価に手に入れたい
・ 販売終了してしまったものを手に入
れたい

レンタルサービス ・ 必要なときに必要なだけ、モノを利
用したい

移動のシェア
カーシェア ・ 車に乗らない時間帯も、有効的に使

いたい ・ 維持費をかけずに車を運転したい

ライドシェア ・ 自分の車を使って収入を得たい ・ 観光の際の交通手段が欲しい

スキルのシェア

家事代行 ・ 家事が得意
・ 自分の空き時間を有効に使いたい ・ 忙しくて家事ができない

育児 ・ 子どもと触れ合いたい
・ 自分の空き時間を有効に使いたい ・ 信頼できる人に子供を預けたい

知識 ・ 自分の知識を幅広く活用したい ・ 知らない（できない）ことを手軽に
教えて欲しい
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③　移動のシェア
　移動のシェアには、例えば、自分が所有
する車を有効活用したい提供者側と、所有
することなく（維持費をかけずに）車を使
用したい利用者側とがシェア（車の貸し借
り）をする「カーシェア」があります。ま
た、余裕のある時間帯の有効活用等をした
い提供者側と、移動手段として車を利用す
る際に、できるだけ安価に済ませたい等と
考える利用者側とがシェア（移動サービス
の提供・利用）をする「ライドシェア」な
どが挙げられます。
　特にライドシェアは、米国を中心に海外
では拡大が著しい一方で、日本での利用は、
現行の道路運送法（昭和26年法律第183号）
による規制もあり、まだ広がっていない状
況ですが、公共交通機関が利用できない地
域や、自らの運転が難しい高齢者等の移動
手段になり得る等の大きなメリットがあり
ます。
　また、このほかにも、自転車のシェア（サ
イクルシェア）などもあります。
④　スキルのシェア
　スキルのシェアとしては、例えば、余裕
のある時間を有効活用したい提供者側と、
多忙な日常を送っている等の利用者側と
が、家事、育児を始めとした「日常の用事」
をシェアすることや、自分のスキルを幅広
く有効活用したい提供者側と、知らない（で
きない）ことを手軽に教えて欲しい等の利
用者側とが「知識」をシェアすることなど
が挙げられます。
　日常の用事のシェアの典型的なサービス
は、提供者・利用者が近所同士又は顔見知
り同士であることが前提条件となってお
り、具体例としては、専業主婦で時間に余
裕のある提供者が、近所に住む利用者の家
事をサポートしたり、顔見知り同士でマッ
チングプラットフォームに登録して、託児

や子供の送迎をサポートしあったりするも
のです。
　知識のシェアの典型的なサービスは、文
章の翻訳や校正、ロゴの作成・デザインな
どの、知識やスキルが必要とされるサービ
スを、それを本業としない個人から享受す
ることができるもので、実際に会ったり、
物品を送付したりすることをせず、イン
ターネット上で完結するサービスのみを対
象としています。
　これらのスキルのシェアは、提供者側は
自分の空き時間に知識・スキルを活用して
収入を得ることができ、利用者側は、安価
かつ手軽にサービスを受けることができる
などのメリットがあります。

　消費者庁「消費生活に関する意識調査」
（2016年度）では、シェアリングエコノミー
に関する意識・行動等について聞いています。
　シェアリングエコノミーの認知度につい
て聞いたところ、シェアリングエコノミー
を「知っていた」との回答が11.6％、「知
らなかった」との回答が88.4％でした。国
内においては、シェアリングエコノミーそ
のものについて、まだあまり知られていな
いことが分かります。
　また、同調査では、シェアリングエコノ
ミーへの関心について、個人が提供する側
となる場合（以下「提供側」といいます。）、
個人が利用する側となる場合（以下「利用
側」といいます。）の両方の視点から聞い
ています。
　シェアリングエコノミーの提供側では、
「場所のシェア（ホームシェア等）」に関
心がある（「既に提供したことがある（海
外を含む。）」＋「今後提供してみたい（今

シェアリングエコノミーに関する
消費者意識
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後も提供したい。）」。以下同じ。）との回答
は9.4％、「モノのシェア（フリマアプリ等）」
に関心があるとの回答は20.7％、「移動の
シェア（カーシェア・ライドシェア等）」
に関心があるとの回答は11.1％、「スキル
のシェア（家事代行等）」に関心があると
の回答は15.7％でした。
　シェアリングエコノミーの利用側では、
「場所のシェア（ホームシェア等）」に関
心がある（「既に利用したことがある（海

外を含む。）」＋「今後利用してみたい（今
後も利用したい。）」。以下同じ。）との回答
は13.6％、「モノのシェア（フリマアプリ
等）」に関心があるとの回答は24.2％、「移
動のシェア（カーシェア・ライドシェア等）」
に関心があるとの回答は16.6％、「スキル
のシェア（家事代行等）」に関心があると
の回答は17.8％でした（図表Ⅰ-2-1-36）。
　全体的にみると、利用側への関心が提供
側への関心よりも高くなっています。これ

138○0405_Ⅰ-2-1-36 シェアリングエコノミーへの興味.xlsx

図表Ⅰ-2-1-36 シェアリングエコノミーへの興味

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、「シェアリングエコノミー」に興味はありますか。」との問に対する、提供側、利用側それぞれの視点での回答（複数回答）。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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は、提供側には、そもそも提供できる資源
が必要なため、ハードルが高いと感じる人
が多いためだと考えられます。
　また、提供側・利用側ともに、他のシェ
アに比べて「モノのシェア」への関心が高
く、国内で既にインターネットオークショ
ン等を利用している人には馴染みやすい
サービスであるからだと考えられます。
　また、どのシェアについても、「今後提供・
利用したくない」との回答は、提供側・利
用側問わず３割～４割と高く、シェアリン
グエコノミーに対して不安を抱く人や、従
来のサービスの利用で満足している人が多
いと考えられます。一方で、「分からない」
との回答は、おおむね「今後提供・利用し
たくない」との回答を超えており、この結
果からも、そもそもシェアリングエコノミー
の認知度が低いことがうかがえます。
　さらに、同調査では、シェアリングエコ
ノミーについて不安に思ったことや、使っ
てみて困ったことがあるかについて、提供
側、利用側それぞれの視点から聞いていま

す。「安全性」と回答した人は、提供側が
41.8％、利用側が44.8％で、「品質」につい
ては、提供側が22.6％、利用側が32.5％、「お
金のやり取り」については、提供側が
38.2％、利用側が36.0％、「相手とのコミュ
ニケーション（評価を付けたりすること）
が面倒」については、提供側が24.5％、利
用側が23.3％、「相手とトラブルになった
際の対処」については、提供側が38.7％、
利用側が36.1％、「不安に思ったことや使っ
てみて困ったことは特にない」については、
提供側が3.6％、利用側が3.3％でした（図
表Ⅰ-2-1-37）。
　提供側と利用側を比べると、「安全性」、
「お金のやり取り」、「相手とトラブルになっ
た際の対処」への不安については共通して
高い結果となっており、また、「品質」へ
の不安については提供側よりも利用側が高
くなっています。
　また、「不安に思ったことや使ってみて
困ったことは特にない」と回答した人は、
提供側が3.6％、利用側が3.3％とごくわず

139○0410_Ⅰ-2-1-37 シェアリングエコノミーへの不安.xlsx

図表Ⅰ-2-1-37 シェアリングエコノミーへの不安

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「「シェアリングエコノミー」について不安に思ったことや、使ってみて困ったことはありますか。　※利用・提供したことのな

い方は、利用・提供するとしたらとお考えになってお答えください。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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かであり、一方で「分からない」と回答し
た人がいずれも30％を越えています。多く
の人がシェアリングエコノミーに対してい
ずれかの不安を抱いているか、そもそも認
知していないためにイメージが湧いていな
いことが分かります。

　これらの結果を踏まえると、国内におけ
るシェアリングエコノミーの普及は、まだ
始まったばかりだと考えられます。要因と
しては、シェアリングエコノミー以外にも
便利なサービスがあふれていることや、消
費者が抱く不安が払拭されていないことが
考えられます。
　シェアリングエコノミーが国内において
広く利用されるためには、従来のサービス
と異なる特性を消費者が理解すること、
シェア事業者による取組、行政によるサ
ポートが不可欠です。
①　求められる消費者の行動
　シェアリングエコノミーにおいては、実
際のサービスを提供する主体は、シェア事
業者ではなく、主に個人である「提供者」
です。このため、サービスの品質について
責任を負うべきはシェア事業者ではなく提
供者であり53、サービスに関して生じたト
ラブルや損害については、提供者と利用者
の当事者間で解決することが基本となりま
す。
　また、全国の消費生活センター等に寄せ
られたシェアリングエコノミーに関する相
談事例では、「フリマアプリで購入して届
いたものが、既に壊れていた」、「スキルの

シェアの出品者から情報を購入したが、そ
の後高額の情報商材の購入を強要された」、
「トラブルが起きたため、仲介事業者に相
談したが、『個人間で話し合い、解決する
しかない』といわれた」等の相談が寄せら
れています。
　利用側の消費者は、相手が必ずしもプロ
ではないことを十分理解した上で、サービ
スを利用する必要があります。シェア事業
者が定めるルールや、両者の間で決まった
ルール等をよく遵守した上で、シェアリン
グエコノミーならではのメリット・デメ
リットやリスクをよく理解することで不安
の低減につながり、注意深く賢く選択すれ
ば、利便性を享受することができます。こ
れにより、シェアリングエコノミーが充実
したサービスに発展していくことも考えら
れます。
②　シェア事業者の自主的な取組
　シェア事業者は、トラブルの未然防止や、
トラブル後の対処が適切に図られるような
仕組みを設ける必要があります。
　具体的には、まず、消費者の安全・安心
を確保することです。生命・身体について
の重篤な事故につながらないような仕組み
や、詐欺等の財産的な被害に発展しない仕
組みなどが求められ、必要な取組を実施す
ることが重要です。そのためには、例えば、
シェア事業者が、提供者・利用者に対し、
公的身分証による本人確認を行うなどが考
えられます。
　次に、サービスの品質に関する信頼性や、
提供者・利用者の信用性について、見える
化を図ることが必要です。そのためには、
相互で評価を付けあう仕組みを設けること
や、違法・権利侵害となるサービスの提供

国内においてシェアリングエコノ
ミーが進展するために

53�）ただし、提供されるサービスが個別事業法（旅館業法等）の適用対象となっている場合には、当該個別事業法の
規定によって、サービスの品質が担保される。
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を禁止することなど、利用者が正しい情報
を基に選択できる仕組みとなっていること
が重要です。
　また、責任分担を明確化することも必要
です。シェアリングエコノミーでは、当事
者間のみならず、第三者も絡んだトラブル
の発生が懸念されます。トラブルが起きて
しまった時に備えて、当事者や第三者から
の相談を受け付ける窓口の設置や、安全確
保が求められるサービスについては賠償責
任保険等の措置を備えるなど、提供者、利
用者、シェア事業者の責任を明確化し、ト
ラブルの解決を図ることができる仕組みに
することが重要です。
③　行政のサポート
　政府では、2016年度に「シェアリングエ
コノミー検討会議」を開催し、民間団体等
による自主的なルール整備を始めとした必
要な措置等を取りまとめるなど、シェアリ
ングエコノミーの健全な発展に向けた取組
を実施しており、2017年１月には、シェア
リングエコノミーの促進に関する必要な情
報提供・相談窓口機能を持つ「シェアリン

グエコノミー促進室」が設置されました。
　行政がこうした取組を推進し、シェア事
業者の自主的な取組の促進や消費者への情
報提供などについて、積極的にサポートを
行い、シェアリングエコノミーの健全な発
展を促進していくことが求められています。
　一方で、今後シェアリングエコノミーが
広がっていく中で、既存の行政規制の及ば
ない新たなサービスが生まれ、それを利用
する消費者が消費者被害に遭う可能性もあ
ります。行政は、こうした新たなサービス
形態の広がりに対しても、消費者が安心・
安全な消費生活を営めるよう、必要に応じ
て適切に対処することが必要です。
　シェアリングエコノミーは、消費者に
とって経済活動の新たな選択肢となり、消
費生活を更に豊かにするだけでなく、一億
総活躍社会の実現や、地域社会における課
題の解決、資源の効率的な活用等にもつな
がると考えられています。シェアリングエ
コノミーはC�to�Cの取引が基本であること
を消費者がよく理解した上で、利用が広が
ることが期待されます。
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　消費者は、自ら進んでその消費生活に関
して、必要な知識を修得し、必要な情報を
収集する等、自主的かつ合理的な行動に努
めていく必要があります。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）では、消費者として心掛けている行
動について聞いています。その中で、「表
示や説明を十分認識し、その内容を理解し
た上で商品やサービスを選択する」ことに
対し、68.3％が「心掛けている」（「かなり
心掛けている」＋「ある程度心掛けてい
る」。）と回答しています。2014年度調査、
2015年度調査と比べると減少しています
が、全体的には依然として商品やサービス

の表示や説明について意識し、積極的な行
動を心掛ける消費者が多いといえます（図
表Ⅰ-2-2-1）。

　2016年度の同調査で自らの消費行動につ
いて聞いたところ、「買う前に機能・品質・
価格等を十分に調べる」ことや「多少高く
ても品質の良いものを選ぶ」ことに対して
「当てはまる」（「かなり当てはまる」＋「あ
る程度当てはまる」。）と回答した割合が、
それぞれ５割を超えました（図表Ⅰ-2-2-
2）。消費者の大半が品質や機能を重視して
いるといえます。
　また、「同じ店舗・事業者を利用するこ
とが多い」や「実際に現物を見て商品を確
認してから購入する」に対し「当てはまる」
と回答した割合がそれぞれ６割を超えてい

消費者意識・行動の状況第 ２節

（ １）商品やサービスを選ぶ際の消費者としての行動や意識

積極的な行動を心掛ける消費者が
多数 品質、機能を意識し、信頼性を重視

して商品を選択する消費者が多数

201_Ⅰ-2-2-1 商品やサービスを選ぶ際の消費者としての行動や意識.xlsx

図表Ⅰ-2-2-1 表示や説明を十分認識し、その内容を理解した上で商品やサービスを選択

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 回答者数は2013年度は6,528人、2014年度は6,449人、2015年度は6,513人、2016年度は6,009人。
　　　　 4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ます。消費者が店舗や事業者に対して信頼
性を重視し、商品やサービスに対して慎重
な傾向が示されています。

　現在お金を掛けているものを聞いたとこ
ろ、「食べること」と回答した割合が最も
多く、６割以上となりました（図表Ⅰ-2-
2-3）。その他は各年齢層でお金を掛けてい
る商品・サービスの特徴が分かれ、10歳代
後半から30歳代まででは「ファッション」
や「理美容・身だしなみ」などにお金を掛
けている反面、貯金と回答した割合も高く、
堅実な傾向もあることがうかがわれます。
　また、30歳代、40歳代では「子供の教育」

と回答した割合が比較的高く、特に子供の
いる人のうち、お金を掛けているものとし
て「子供の教育」と回答した人は、30歳代
で57.9％、40歳代で66.5％という高い割合
になりました。60歳代以降は「医療」と回
答した人の割合が高くなりますが、「旅行」
や「交際」と回答した人の割合も高く、活
動的な高齢者が多いことがうかがわれます。
　次に、今後お金を掛けたいと思っている
ものを聞いたところ、10歳代後半から50歳
代までの広い年齢層で「貯金」と回答した
人の割合が高くなりました。また、30歳代、
40歳代で「老後の準備」を挙げる人が多く、
比較的若い年齢層でも将来的な不安がある
ことが示されています。60歳代以降では、
「食べること」と回答した人の割合が最も
高くなるとともに、「医療」、「健康・リラッ

世代によってお金を掛けているも
のは異なる

202○0405_Ⅰ-2-2-2 商品やサービスを選ぶ際の消費者としての行動や意識.xlsx

図表Ⅰ-2-2-2 商品やサービスを選ぶ際の消費者としての行動や意識

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなた自身の消費行動について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか」との問に対する回答。
　　　　 3． 回答者数は6,009人。
　　　　 4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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クス」のような健康面に関するものの割合
も高く、健康面に気を遣っていることがう
かがわれます。また、10歳代後半を除く全
年齢層で「旅行」の割合が高くなっていま
す。
　今後節約したいと思っているものを聞い
たところ、「車」と答えた人の割合が全年
齢層で高くなりました。近年、若者の車離
れがいわれていますが、高年齢層でもこの
傾向があることが示されています。年齢層

別でみると、10歳代後半では「食べること」
や「通信（電話、インターネット等）」と
回答した割合が高く、30歳代から60歳代ま
ででは「ファッション」や「通信（電話、
インターネット等）」、70歳代以上では
「ファッション」と回答した割合がそれぞ
れ高くなっています。「いずれも当てはま
らない」と回答した人の割合は、70歳以上
で最も高くなっています。ファストファッ
ションなどの台頭で、過去に比べ安価で品

203○0411_Ⅰ-2-2-3 お金の掛け方.xlsx

図表Ⅰ-2-2-3 お金の掛け方

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． ①「以下のうち、あなたが現在お金を掛けているものはどれですか」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． ②「以下のうち、今後（も）お金を掛けたいと思っているものはどれですか」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 4． ③「以下のうち、今後（も）節約したいと思っているものはどれですか」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 5． Nは、10歳代後半＝301、20歳代＝482、30歳代＝810、40歳代＝1,028、50歳代＝983、60歳代＝1,199、70歳以上＝1,206。

①現在お金を掛けているもの（％）
10歳代後半 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

1 食べること 69.1 食べること 71.2 食べること 73.8 食べること 69.8 食べること 69.2 食べること 68.1 食べること 69.2

2 ファッション 50.2 ファッション 52.1 ファッション 39.3 教育（子供の
教育） 47.7 交際 27.4 医療 36.1 医療 49.3

3
スポーツ観戦・
映画・コンサー
ト鑑賞等

34.6 交際 45.2 教育（子供の
教育） 34.8 住まい 28.4 住まい 25.8 旅行 31.8 交際 27.8

4 理美容・身だ
しなみ 33.9 理美容・身だ

しなみ 41.7 住まい 31.2 ファッション 26.5 通信（電話、イ
ンターネット等） 25.4 交際 29.1 理美容・身だ

しなみ 27.4

5 貯金 27.9 貯金 34.4 貯金 30.2
理美容・身だ
しなみ 25.8 理美容・身だ

しなみ 25.0 理美容・身だ
しなみ 26.5 旅行 26.2

交際 25.8

M.T.=332.9 M.T.=456.4 M.T.=440.0 M.T.=422.1 M.T.=419.6 M.T.=405.1 M.T.=383.0

②今後お金を掛けたい／今後もお金を掛けたいもの（％）
10歳代後半 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

1 ファッション 57.8 貯金 67.2 貯金 68.4 貯金 59.8 老後の準備 54.7 食べること 47.2 食べること 54.7

2 食べること 56.1 食べること 57.5 食べること 54.2 食べること 46.9 貯金 49.2 老後の準備 44.4 医療 38.6

3 貯金 55.5 理美容・身だ
しなみ 51.2 教育（子供の

教育） 50.6 老後の準備 45.1 食べること 47.0 旅行 43.8 老後の準備 32.8

4 理美容・身だ
しなみ 49.8 旅行 50.2 旅行 45.6 教育（子供の

教育） 44.5 旅行 42.9 健康・リラッ
クス 29.4 健康・リラッ

クス 29.3

5
スポーツ観戦・
映画・コンサー
ト鑑賞等

37.9 ファッション 48.3 老後の準備 41.5 旅行 35.7 健康・リラッ
クス 30.4 医療 29.0 旅行 28.2

M.T.=511.0 M.T.=622.8 M.T.=588.3 M.T.=504.7 M.T.=483.2 M.T.=416.4 M.T.=370.6

③今後節約したい／今後も節約したいもの（％）
10歳代後半 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

1 食べること 34.2 通信（電話、イ
ンターネット等） 45.2 通信（電話、イ

ンターネット等） 50.1 通信（電話、イ
ンターネット等） 45.3 ファッション 41.3 ファッション 42.0 ファッション 32.0

2 通信（電話、イ
ンターネット等） 32.2 車 35.1 ファッション 40.7 ファッション 39.9 通信（電話、イ

ンターネット等） 38.9 車 39.4 車 28.3

3 車 29.6 医療 34.9 車 38.9 車 38.0 車 38.6 家電・AV機器 33.9 いずれも当て
はまらない 26.2

4 保育・介護・家
事等のサービス 28.9 ペットに関す

る費用 34.2 家電・AV機器 32.7 食べること 34.0 家電・AV機器 31.8 通信（電話、イ
ンターネット等） 32.0 住まい 25.4

5 住まい 28.2 住まい 32.8 食べること 32.3 家電・AV機器 33.5 食べること 31.6 住まい 31.9 家電・AV機器 25.2

M.T.=523.3 M.T.=601.5 M.T.=577.3 M.T.=547.8 M.T.=497.3 M.T.=511.3 M.T.=398.6
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質のよいものが手に入るようになったこと
で「ファッション」に対する節約意識が高
くなったものと思われます。また、スマー
トフォンなどの情報関連機器が人々の生活
になくてはならないものになるにつれ、通
信費に対する人々の負担感も増加している
ことを示しています。

　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）によると、この１年間に利用した販
売形態について、2012年度調査と比べ「店
舗」が5.1ポイント減少しました。
　年齢層別でみると、全年齢層で「店舗」
の利用回数の減少がみられ、特に10歳代後
半、60歳代及び70歳代で週１回以上又は週
３回以上利用すると回答した人の割合が10
ポイント以上減少しています（図表Ⅰ-2-
2-4）。
　また、「インターネット通販」の利用頻
度については、80歳以上を除く全年齢層で
月に１～２回程度以上利用したと回答した
人が増加し、特に30歳代及び40歳代ではそ
れぞれ８ポイント以上増加しました（図表
Ⅰ-2-2-5）。その他「訪問販売」、「電話勧
誘による販売」、「カタログ販売」、「テレビ
ショッピング」については、2012年度調査
とほぼ同様の結果でした。

　「インターネット通販」を利用したと回
答した人に対し、利用理由を聞いたところ、
「営業時間を気にせず買物ができるから」
が67.1％と最も高く、次いで「品ぞろえが
豊富、インターネット通販でしか買えない

商品があるから」（63.5％）、「安いから」
（54.3％）、「様々な商品の価格や品質を比
較しやすいから」（47.0％）、「店舗までの
移動時間・交通費が掛からないから」
（44.4％）となりました（図表Ⅰ-2-2-6）。
　また、性別及び年齢層でみると、子育て
期に当たることが多い20歳代及び30歳代の
女性は「外出が困難だから」を選択した割
合が他の年齢層より高いなど、ライフスタ
イルによる理由の違いもみられました。

　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）によると、この１年間に利用した支
払形態について、「電子マネー」では、「利
用した」（「積極的に利用した」＋「必要な
場合のみ利用した」。）と回答した割合が
28.7％となり、2012年度調査に比べ13.5ポ
イント増加しました（図表Ⅰ-2-2-7）。年
齢層別でみても、全ての年齢層で増加して
います。
　また、「クレジットカード」では、「利用
した」と回答した割合が55.9％となり、
2012年度調査に比べ4.7ポイント増加して
います。
　一方、「分割払い（クレジットカードを
用いないもの）」は2012年度調査に比べ減
少しています。「デビットカード」につい
ては、変化はありませんでした。

店舗の利用頻度は減少

インターネット通販の利用理由は「時
間を気にせず買物ができる」が最多

電子マネーが利用されるように
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図表Ⅰ-2-2-4 販売形態の利用頻度（店舗）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、この一年間に、商品を購入、サービスを利用する際、以下の販売形態をどの程度利用しましたか。」との問に対す

る回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

42.9

52.5

43.0

56.0

46.8

61.8

58.3

66.8

64.4

70.5

66.7

74.4

58.3

64.7

48.5

60.0

0.3

0.4

0.7

0.6

0.3

1.5

0.4

0.8

1.0

1.9

1.1

1.5

1.5

1.7

1.2

4.7

1.4

2.1

0.5

1.1

0.4

3.0

0.7

4.5

1.3

8.3

2.3

14.4

3.9

17.5

7.9

3.3

2.7

2.5

1.5

3.2

2.4

5.6

2.1

9.4

4.6

13.2

7.2

12.8

8.4

12.7

13.2

10.0

7.1

9.3

6.6

7.5

5.4

7.3

5.9

8.0

7.8

11.4

8.5

10.5

8.8

6.4

7.9

33.6

28.5

27.4

26.1

20.9

17.1

18.2

20.3

19.0

18.5

18.4

19.2

17.8

21.4

18.8

17.4

31.6

38.6

31.5

36.0

29.9

37.9

27.1

31.8

26.0

31.0

21.9

32.5

24.1

30.5

25.8

35.1

16.9

21.4

26.8

28.7

36.8

36.5

37.3

38.8

32.2

35.8

24.9

29.3

18.8

25.5

17.2

17.4

0.0

0 100
（％）

908070605040302010

週に３回以上 週に１回以上 月に１～２回程度
３か月に１～２回程度
無回答

１年間に１～２回程度 利用しなかった

80歳以上（2012）

80歳以上（2016）

70歳代（2012）

70歳代（2016）

60歳代（2012）

60歳代（2016）
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40歳代（2012）

40歳代（2016）
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30歳代（2016）

20歳代（2012）

20歳代（2016）

10歳代後半（2012）

10歳代後半（2016）

（N：2012年度＝6,690　2016年度＝6,009）（年度）
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図表Ⅰ-2-2-4 販売形態の利用頻度（店舗）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、この一年間に、商品を購入、サービスを利用する際、以下の販売形態をどの程度利用しましたか。」との問に対す

る回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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週に３回以上 週に１回以上 月に１～２回程度
３か月に１～２回程度
無回答

１年間に１～２回程度 利用しなかった

80歳以上（2012）

80歳以上（2016）

70歳代（2012）

70歳代（2016）

60歳代（2012）

60歳代（2016）

50歳代（2012）

50歳代（2016）

40歳代（2012）

40歳代（2016）

30歳代（2012）

30歳代（2016）

20歳代（2012）

20歳代（2016）

10歳代後半（2012）

10歳代後半（2016）

（N：2012年度＝6,690　2016年度＝6,009）（年度）
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図表Ⅰ-2-2-6 インターネット通販を利用した理由

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． インターネット通販を利用したと回答した人を対象とした「インターネット通販を利用した理由としてどれが当てはまりますか。」

との問に対する回答（複数回答）。

0 80
（％）

70605040302010

67.1

63.5

54.3

47.0

44.4

33.7

26.5

21.5

20.3

16.9

8.0

品揃えが豊富、インターネット通販でし
か買えない商品があるから

店舗で買うと商品を持ち帰るのが大変だ
から

店舗までの移動時間・交通費が掛からな
いから

様々な商品の価格や品質を比較しやすい
から

商品の詳細な説明を知ることができるから

店員対応がなく煩わしくないから

外出が困難だから

店舗が近くにないから

以前から利用していて便利だから

安いから

営業時間を気にせず買物ができるから

（N＝2,817、M.T.＝406.0％）
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図表Ⅰ-2-2-5 販売形態の利用頻度（インターネット通販）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「この 1年間に、商品を購入、サービスを利用する際、インターネット通販をどの程度利用しましたか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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80歳以上（2016）
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70歳代（2016）
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60歳代（2016）

50歳代（2012）

50歳代（2016）

40歳代（2012）

40歳代（2016）

30歳代（2012）

30歳代（2016）

20歳代（2012）

20歳代（2016）

10歳代後半（2012）

10歳代後半（2016）

週に３回以上 週に１回以上 月に１～２回程度
３か月に１～２回程度
無回答

１年間に１～２回程度 利用しなかった

（N：2012年度＝6,690　2016年度＝6,009）（年度）
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図表Ⅰ-2-2-6 インターネット通販を利用した理由

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． インターネット通販を利用したと回答した人を対象とした「インターネット通販を利用した理由としてどれが当てはまりますか。」

との問に対する回答（複数回答）。

0 80
（％）
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67.1

63.5

54.3

47.0

44.4

33.7

26.5

21.5

20.3

16.9

8.0

品揃えが豊富、インターネット通販でし
か買えない商品があるから

店舗で買うと商品を持ち帰るのが大変だ
から

店舗までの移動時間・交通費が掛からな
いから

様々な商品の価格や品質を比較しやすい
から

商品の詳細な説明を知ることができるから

店員対応がなく煩わしくないから

外出が困難だから

店舗が近くにないから

以前から利用していて便利だから

安いから

営業時間を気にせず買物ができるから

（N＝2,817、M.T.＝406.0％）
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図表Ⅰ-2-2-7 利用した支払形態

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、この一年間に、以下の支払形態等について、どの程度利用しましたか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
　　　　 4． 「分割払い」にはクレジットカード経由を除く。
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図表Ⅰ-2-2-5 販売形態の利用頻度（インターネット通販）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「この 1年間に、商品を購入、サービスを利用する際、インターネット通販をどの程度利用しましたか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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無回答

１年間に１～２回程度 利用しなかった

（N：2012年度＝6,690　2016年度＝6,009）（年度）
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　消費者庁「消費者意識基本調査」では、
消費者被害・トラブルに関する消費者の意
識等を調査しています。消費者を取り巻く
状況について、「悪質・詐欺的な販売行為

等を心配せず安全に商品・サービスを購入・
利用できる」か聞いたところ、2016年度調
査では「当てはまる」と回答した人の割合
は26.0％でした（図表Ⅰ-2-2-8）。「当てはま
る」と回答した人の割合は、2013年度調査
から2015年度調査まで一貫して上昇してい
ましたが、2016年度調査では下がりました。
　また、消費者として「トラブルに備えて、
対処方法をあらかじめ準備・確認しておく」
ことを心掛けているか聞いたところ、「心

（ ２）消費者被害・トラブルについての意識

悪質・詐欺的な販売行為等を心配せずに商
品・サービスを購入・利用できる人が減少
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図表Ⅰ-2-2-10 トラブルに遭わないように参考にする情報

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者トラブルに遭わないように、以下のどの情報を参考にしていますか。」との問に対する回答（ 3つまで回答）。
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図表Ⅰ-2-2-8 悪質・詐欺的な販売行為等を心配せず安全に商品・サービスを購入・利用できる

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「消費者を取り巻く状況について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 回答者数は2013年度は6,528人、2014年度は6,449人、2015年度は6,513人、2016年度は6,009人。
　　　　 4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅰ-2-2-9 トラブルに備えて、対処方法をあらかじめ準備・確認しておく

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 回答者数は2013年度は6,528人、2014年度は6,449人、2015年度は6,513人、2016年度は6,009人。
　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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掛けている」と回答した人は2016年度調査
では30.8％で、前年度の37.2％から6.4ポイ
ント下がりました（図表Ⅰ-2-2-9）。
　このように、悪質商法を心配せずに商品・
サービスを購入・利用できると考える人が
減った一方、被害・トラブルに対する備え
を心掛けている人も減る、という結果とな
りました。商品やサービスの内容を理解し
た上で、それらを選択している消費者が多
いこと（第２節（１）参照。）から、既にあ
る商品やサービスへは対応しているもの
の、不意のトラブルへの対応は難しいこと
がうかがえます。この背景として、第１部
第１章でも触れたように、インターネット
やスマートフォンの普及に伴って、ワンク
リック詐欺や架空請求メール等に遭遇する
機会が増えたことが影響している可能性も
考えられます。

　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）において「消費者トラブルに遭わな
いように参考にする情報」を聞いたところ、
「テレビ」を挙げた人の割合は、全年齢層
で５割以上と高く、特に50歳代以上では７
割を超えています（図表Ⅰ-2-2-10）。「新聞、
雑誌、書籍」、「公的機関の広報誌・チラシ・
パンフレット」は、年齢層が上がるほど割
合が高くなる傾向にあり、「新聞、雑誌、
書籍」は50歳代以上で５割以上の人が情報
源として参考にしています。「インターネッ
ト（SNSを含む。）」は、10歳代後半から30
歳代まででは「テレビ」を超えて最も高い
割合を示す一方、年齢層が上がると割合が
低くなり、60歳代以降では２割未満になっ
ています。また、10歳代後半では「学校の

消費者トラブル回避のための参考
情報は年代によって異なる

210○0403_Ⅰ-2-2-10 トラブルに遭わないように参考にする情報.xlsx

図表Ⅰ-2-2-10 トラブルに遭わないように参考にする情報

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者トラブルに遭わないように、以下のどの情報を参考にしていますか。」との問に対する回答（ 3つまで回答）。

80歳以上70歳代60歳代50歳代40歳代30歳代20歳代15―19歳
0

90
（％） （N＝6,009　M.T.＝264.0％）

80

70

60

50

40

30

20

10

58.7

65.1

72.9

80.5 80.1

23.9
29.1

50.8

63.0

58.3

80.5
78.4

43.3

19.7

12.0
14.2

25.8

35.7 37.5

8.9

61.2

59.8
57.7

57.3

62.8

テレビ

テレビ

ラジオ 新聞、雑誌、書籍

新聞、雑誌、
書籍

インターネット（SNSを含む。）

インターネット（SNSを含む。）

公的機関の広報誌・チラシ・パンフレット

公的機関の広報誌・
チラシ・パンフレット

学校の授業

学校の授業

その他
講演会・研修・シンポジウム等 家族、友人、知人からの情報

公共交通機関、公共施設の掲示物など

55.1

19.6

62.8

9.0

43.2

52.2

69.9

41.6

62.3

17.0

58.7

74.8

56.0

32.1

62.6

208_Ⅰ-2-2-8 消費者を取り巻く状況.xlsx

図表Ⅰ-2-2-8 悪質・詐欺的な販売行為等を心配せず安全に商品・サービスを購入・利用できる

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「消費者を取り巻く状況について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 回答者数は2013年度は6,528人、2014年度は6,449人、2015年度は6,513人、2016年度は6,009人。
　　　　 4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅰ-2-2-9 トラブルに備えて、対処方法をあらかじめ準備・確認しておく

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 回答者数は2013年度は6,528人、2014年度は6,449人、2015年度は6,513人、2016年度は6,009人。
　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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授業」が４割以上と比較的高い割合を示し
ています。
　このように、トラブル回避のための情報
の入手経路は年齢層によって異なるため、
消費者に向けたトラブル予防、拡大防止の
ための情報啓発は、対象とする年齢層に
よって媒体を検討する必要があります。

　消費者庁「消費生活に関する意識調査」
（2016年度）において、消費者トラブルに
限定せず「暮らしの中で困ったりトラブル
に遭ったりしたとき、主に頼るのは誰か」
を聞いたところ、性別年齢層別で回答に違
いがみられました（図表Ⅰ-2-2-11）。
　年齢層が低いほど「親」が多く、年齢層
が高くなるにつれ「配偶者」が増えていま
す。また、女性は高齢層になると「子」の

割合も増加します。10歳代後半では「友人
や同僚」が「親」に次いで多くなっていま
す。
　性別でみると、男性は女性と比較して、
「誰にも頼らない」とする回答が多くなっ
ています。70歳以上の男性は「配偶者」の
割合が57.2％と大きい反面、「誰にも頼ら
ない」が30.6％であり、この結果から特に
単身の高齢男性の見守りの重要性がうかが
われます。

　同じく消費者庁「消費生活に関する意識
調査」（2016年度）で、「商品の購入やサー
ビスの利用でトラブルに遭った際、どのよ
うな行動をとるか」を聞いたところ、年齢
層が低いほど「友人、家族、知人に相談す
る」との回答の割合が高くなりました（図

トラブルに遭ったときに頼る相手
は性別年齢層別で違い

消費者トラブルに遭った際、とる
行動

211○0411_Ⅰ-2-2-11 トラブルに遭った時の相談先.xlsx

図表Ⅰ-2-2-11 トラブルに遭った時の相談先

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「暮らしの中で困ったりトラブルに遭ったりしたとき、あなたが主に頼るのは誰ですか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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表Ⅰ-2-2-12）。また、「販売店や製造元等
の事業者に問い合わせる、申し出る」は年
齢層が高いほど回答の割合が高くなってい
ます。「インターネットを検索して参考に
なる情報を探す」ことも50歳代までは４割
程度で、よく行う手段であることが分かり
ます。「インターネット上の掲示板や相談
スペースに相談を投稿する」との回答も60
歳代までは１割程度みられます。
　なお、「消費生活センター等の公共の相
談窓口に相談する」との回答の割合は年齢
層が高いほど高く、60歳代は38.3％、70歳
以上は40.7％と、消費生活相談窓口が高齢
者ではかなり認知されていることが分かり
ます。

　2011年３月に発生した東京電力福島第一
原子力発電所の事故の後、科学的知見に基
づいた食品中の放射性物質に関する基準値
が設定され、合理的な検査体制の下で食品
の安全が確保されているにもかかわらず、
被災県産の農作物を中心に買い控える等の
消費行動がみられました。そこで、被災県
の農林水産物等についての消費者の意識等
を調査し、風評被害対策及び消費者理解の
増進に関する取組に役立てることを目的と
して、2013年２月から半年ごとに被災地域
及び被災地産品の主要仕向け先の都市圏の
消費者約5,000人を対象として、インター

（ ３）災害に関連した消費者意識や消費生活相談

東日本大震災被災地産品に対する
消費者意識の変化
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図表Ⅰ-2-2-11 トラブルに遭った時の相談先

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「暮らしの中で困ったりトラブルに遭ったりしたとき、あなたが主に頼るのは誰ですか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅰ-2-2-12 消費者トラブルに遭った際の行動

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「商品の購入やサービスの利用でトラブルに遭った際、あなたはどのような行動をとりますか。」との問に対する回答（複数回答可）。
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ネットを通じた消費者意識の実態調査を
行っています。
　その結果をみていくと、まず「放射性物
質の含まれていない食品を買いたいから」
と回答した人に対して、「食品を買うこと
をためらう産地」について聞いたところ、
「福島県産」と回答した人の割合は、2017
年２月調査では調査対象者全体に対して
15.0％でした（図表Ⅰ-2-2-13）。福島県産
の食品の購入をためらう消費者は一定割合
存在していますが、推移をみると、年々減
少傾向にあります。居住地別にみると、福
島県在住者は、2013年２月調査の31.9％か
ら2017年２月調査の9.7％へと大幅に減少
しました。
　食品中の放射性物質の検査の情報につい
て「基準値超過の食品が確認された市町村
では、他の同一品目の食品が、出荷・流通・
消費されないようにしている」ことについ
て知っていると回答した人の割合は、2017
年２月調査で43.1％でした。他方で、「検
査が行われていることを知らない」とする

215○0407_Ⅰ-2-2-15 東日本大震災関連の相談件数の推移.xlsx

図表Ⅰ-2-2-15 東日本大震災関連の相談件数の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 相談件数は、2011年 3 月11日以降受付のもの。
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図表Ⅰ-2-2-14 食品中の放射性物質の検
査の情報について

（備考）　 1． 消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査
（第 9回）」により作成。

　　　　 2． 食品中の放射性物質の検査について、あなたが知っ
ていることをお答えください。（複数回答可）「基準
値を超える食品が確認された市町村では、他の同一
品目の食品が出荷・流通・消費されないようにして
いる」と「検査が行われていることを知らない」と
回答した人の割合。
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図表Ⅰ-2-2-13 放射性物質を意識し、産地を気にする人が購入をためらう産地

（備考）　 1． 消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第 9回）」により作成。
　　　　 2． 食品の産地を「気にする」又は「どちらかといえば気にする」と回答した人の内、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」

と回答した人による「食品を買うことをためらう産地」に対する割合（複数回答可）。右グラフについては、居住地別の調査対象者
全体に対する割合。
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回答は35.2％となっており、この数回の調
査で増加傾向にあります。一定程度の理解
がある反面、放射性物質に関する情報量の
減少に伴い、食品中の放射性物質の検査を
始めとする各種の取組についての理解度が
低下傾向にあることがうかがわれます（図
表Ⅰ-2-2-14）。
　「普段の買い物で食品を購入する際に、
その食品がどこで生産されたか」を気にす
るか聞いたところ、「気にする」との回答
割合は26.6％、「どちらかといえば気にす
る」との回答割合は38.7％となりました
（2013年２月調査では「気にする」との回
答は28.2％、「どちらかといえば気にする」
との回答は40.0％。）。食品の産地を気にす
る理由を聞いたところ、調査対象者全体で
は、2017年２月調査では「産地によって品
質（味）が異なるから」は32.6％（2013年
２月調査より5.2ポイント増加）、「放射性
物資の含まれていない食品を買いたいか
ら」は18.6％（2013年２月調査より9.3ポイ
ント減少）でした。
　消費者庁では、2011年３月に発生した東
京電力福島第一原子力発電所の事故を踏ま
え、食の安全・安心を確保し、食品と放射

能に関する理解を広げることを目的として、
2011年度から「食品中の放射性物質」に関
する情報提供とリスクコミュニケーション
の推進に取り組んでおり、関係府省や地方
公共団体及び各種団体と連携して、消費者
と専門家、生産者、行政担当者等が共に参
加する意見交換会を2016年度末までに618
回開催しています。また、2013年度に養成
したコミュニケーターに対し、ウェブサイ
トやメールマガジンで最新情報を提供する
など、各種支援を実施しています。
　消費者庁としては、引き続き、関係府省
と連携し、今回の意識調査の結果も踏まえ
つつ、今後とも、消費者に対して食品中の
放射性物質に関する正確な情報提供を行
い、消費者理解の増進に努めていく予定です。

　2011年３月の東日本大震災に関連する消
費生活相談は、震災発生後の３月11日から
12月31日までで、全国で31,365件の相談が
寄せられました（図表Ⅰ-2-2-15）。その後
は減少傾向にあり、2016年は935件でした。

東日本大震災に関連する相談は減少

215○0407_Ⅰ-2-2-15 東日本大震災関連の相談件数の推移.xlsx

図表Ⅰ-2-2-15 東日本大震災関連の相談件数の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 相談件数は、2011年 3 月11日以降受付のもの。
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　また岩手県、宮城県、福島県及び茨城県
の被災４県では、震災直後の2011年は１万
件を越える相談が寄せられましたが、2016
年は450件まで減少しています。震災関連
の相談のうち、宮城県と福島県での相談が
被災４県全体の86.4％を占めている状況です。
　また、各県で相談の主な商品・サービス
は異なり、宮城県では「不動産貸借」、「工
事・建築」が多く、これらを合わせると相
談の半数を占めています。福島県では放射
能に関する不安等の「野菜」の相談が２割
を占め、その他には、「不動産貸借」、「工事・
建築」など住宅に関わる相談も目立ちます。
　被災４県以外の地域では、「復興への支
援や、除染作業を請け負っている企業や施
設への支援を名目として投資勧誘を受けた
が、信用できるか」等の相談がみられました。

　2016年４月に発生した平成28年（2016年）
熊本地震54については、消費者庁は注意喚
起や、熊本県や国民生活センターと連携し
た消費者問題に係る相談体制の整備等を行
いました。
　具体的には、過去の震災時や熊本地震で
寄せられた相談事例を踏まえて注意喚起を
行ったほか、消費者ホットライン「188（い
やや！）」及び「熊本地震消費者トラブル
110番」（国民生活センターが開設したフリー
ダイヤル）における相談の受付、被災地へ
の弁護士等専門家の派遣等を行いました。

熊本地震に関連した消費者対応

54）「平成28年（2016年）熊本地震」は４月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする一連の地震活動を指す。

216○0414_Ⅰ-2-2-16 熊本地震に関する相談件数の推移.xlsx

図表Ⅰ-2-2-16 熊本地震に関する相談件数の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 相談件数は、2016年 4 月14日以降受付のもの。
　　　　 3． 「住宅」には、「不動産貸借」、「工事・建築」、「修理サービス」、「給湯システム」が含まれる。
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　熊本地震に関する消費生活相談は、地震
発生後の４月14日から30日までで、全国で
627件の相談があり、翌５月には1,287件の相
談がありましたが、その後は減少し、12月
は126件になっています（図表Ⅰ-2-2-16）。
2016年全体では、熊本県での相談が83.0％
を占めています。
　また、相談の主な商品・サービスは熊本
県では住宅関連の「不動産貸借」や「工事・
建築」、「修理サービス」が多く、室外給湯
器の設置不備に関する「給湯システム」の
相談もみられました。これらを合わせると
７割近くを占め、月別相談件数の推移をみ
ても、発生当初から大きな変動はありませ
ん。これらの他には「火災保険」の相談も
みられました。
　熊本県以外の地域では、地震が発生した
2016年４月は「国内パックツアー」、「手配
旅行」、「航空サービス」、「ホテル・旅館」
など、旅行に関する相談が目立ちました。
５月以降は修繕工事等に係る「不動産貸
借」、「工事・建築」等の相談が多くみられ
ましたが、４月から６月に限れば、修繕工
事等に係る相談と共に「募金」の相談が多
く寄せられました。
　東日本大震災では、放射性物質や津波等
の様々な要素が絡んでいたため、相談内容
が多岐にわたった一方、熊本地震ではそれ
らの要素がなかったため、住宅関連に相談
が集中しました。また、東日本大震災では
幅広い地域から相談が寄せられましたが、
熊本地震では熊本県とその周囲の福岡県、
大分県、佐賀県からの相談で約９割を占め
ました。

　「食品ロス」とは、本来はまだ食べられ
るにもかかわらず捨てられる食品のことを
指します。
　農林水産省及び環境省では国内の事業系
及び家庭系の食品ロス発生状況（2014年度）
の調査に基づき、2017年４月に食品ロスに
関する推計結果を公表しました。推計によ
れば、日本国内の年間の食品廃棄物量は約
2,775万トン、そのうち食品ロスの量は約
621万トンです。この量は、世界全体の食
料援助量約320万トン（2015年WFP55）の
約２倍に相当します。その内訳は、事業系
の発生量が約339万トン、家庭系の発生量
が約282万トンと、それぞれほぼ同程度の
量が排出されています（図表Ⅰ-2-2-17）。

　食品ロスは国際的な課題でもあります。
貧困を撲滅し、持続可能な世界を実現する
ために、2015年９月に「持続可能な開発目
標：SDGs」が国連で採択されました。
SDGsには、17のゴール（目標）と169のター
ゲットが設定されていますが、ゴールの一
つとして、「持続可能な生産消費形態を確
保する」（つくる責任　つかう責任）（目標
12）ことが位置付けられています。また、
この目標12のターゲットの一つとして、
「2030年までに小売・消費レベルにおける
世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減

熊本地震に関する相談件数は住宅
関連が中心

（ ４）食品ロスの現状と削減に向けた取組

国内の状況

国際的な動向

55�）国際連合世界食糧計画
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させ、収穫後損失などの生産・サプライ
チェーンにおける食品ロスを減少させる。」
が設定されています。

　消費者庁では、2017年２月に、全国約
3,000人を対象に食品ロスに関するアン
ケート調査を実施しました。

①　食品ロスの認知度
　「「食品ロス」の問題を知っていますか。」
の問に対して、「知っている」（「よく知っ
ている」＋「ある程度知っている」。以下
同じ。）と回答した人の割合は、65.5％で
した。

　また、「食材の購入及び調理を行う」人が、
「知っている」と回答した割合は、71.5％
と全体に比べて高い割合であるのに対し、
「食材の購入・調理ともにしない」人が「知っ
ている」と回答した割合は、48.4％でした。
食品に接する機会が多い「食材の購入及び
調理を行う」人の方が「食品ロス」の認知
度が高いという結果でした。
　さらに、「食品ロス」の問題を「知って
いる」人に対する、「どこで食品ロス問題
を知りましたか。」の問に対しては、ニュー
ス（テレビ、ラジオ、インターネット、新
聞）と回答した人が78.6％を占めました。
　最近、ニュース等でも食品ロスについて
取り上げられることが多くなっており、こ
れらの情報に消費者が触れる機会が増えて
いることが、このような結果につながった

食品ロスに対する消費者の意識・
行動に関するアンケート結果

217_Ⅰ-2-2-17 食品廃棄物等の利用状況等（2013年度推計）.pptx

図表Ⅰ-2-2-17 食品廃棄物等の利用状況等（2014年度推計）〈概念図〉
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主
体

②一般家庭

食品リサイクル法における
減量：225万トン

食品リサイクル法における食品廃棄物等

食品リサイクル法における
熱回収：45万トン

再生利用：55万トン
（肥料化・メタン化等向け）

焼却・埋立：767万トン

廃棄物処理法における食品廃棄物

焼却・埋立て等：285万トン

食品リサイクル法における
再生利用：1,350万トン
うち飼料化向け：983万トン
うち肥料化向け：249万トン
うちエネルギー化等向け：118万トン

食品由来の廃棄物等
（2,775万トン）

家庭系廃棄物
（822万トン）

事業系廃棄物
（839万トン）

事業系廃棄物
＋
有価物

（1,953万トン）

有価物
※大豆ミール、ふすま等
（889万トン）

うち可食部分と考えられる量
食べ残し、過剰除去、
直接廃棄
（282万トン）

うち可食部分と考えられる量
規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し
（339万トン）

うち可食部分と考えられる量
（621万トン）

※いわゆる「食品ロス」

資料：・ 「平成26年度食料需給表」（農林水産省大臣官房）
　　　・ 事業系食品ロス、については、食品リサイクル法第 9条第 1項に基づく定期報告結果と農林水産省大臣官房統計部「食品循環資源の

再生利用等実態調査結果（平成25年度）」等を基に、農林水産省食料産業局において推計。
　　　・ 家庭系食品ロスについては、「平成28年度地方自治体における食品廃棄物等の再生利用取組実態調査報告書」を基に推計（環境省大臣

官房リサイクル対策部）。
　　　・ 事業系廃棄物及び家庭系廃棄物の量は、「一般廃棄物の排出及び処理状況、産業廃棄物の排出及び処理状況」（環境省）等を基に環境

省廃棄物・リサイクル対策部において推計。
注：　・ 事業系廃棄物の「食品リサイクル法における再生利用」のうち「エネルギー化等」とは、食品リサイクル法で定めるメタン、エタノー

ル、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂及び油脂製品の製造である。
　　　・ ラウンドの関係により合計と内訳の計が一致しないことがある。
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と思われます。後述のとおり、消費者庁、
農林水産省及び環境省は、2016年度には政
府広報を活用し、テレビやラジオ等を通じ
た広報を行いました。今後も、消費者の関
心が高まるよう普及・啓発を行っていきます。

②　家庭での食品ロスの心当たり
　家庭での食品ロスの原因として自らの生
活の中で最も思い当たるものを聞いた結
果、「直接廃棄」56が26.7％、「食べ残し」57が
23.7％、「過剰除去」58が12.8％、「思い当た
るものはない」が36.8％という結果でした
（図表Ⅰ-2-2-18）。
　また、「食材の購入・調理ともにしない」
方のうち50.1％の方が、「思い当たるもの
はない」と回答したのに対して、「食材の
購入及び調理を行う」方の中では、33.0％
という結果でした。

③　「賞味期限」「消費期限」の認知度
　家庭での食品ロスの原因として思い当た
るとの回答が最も多かった「直接廃棄」に
関連して、「賞味期限」、「消費期限」につ
いて質問をしました。「『賞味期限』と『消
費期限』の意味を知っていますか。」との
問に対して、「知っている」と回答した人
の割合は、64.9％でした（図Ⅰ-2-2-19）。
また、「知っている」と回答した人の占め
る割合は、「食材の購入及び調理を行う」
人では71.1％と全体に比べて高い割合であ
るのに対し、「食材の購入・調理ともにし
ない」人では52.4％でした。「食品ロス」
の認知度と同様に、食品に接する機会が多
い「食材の購入及び調理を行う」人の方が
「賞味期限」、「消費期限」の認知度が高い
という結果でした。
　さらに、スーパー等で買物をする時に、
「賞味期限」、「消費期限」をどの程度考慮
して食品を購入するか聞いた結果、「少し

56）「直接廃棄」とは、賞味期限切れ等により、料理の食材又は食品として使用・提供されずにそのまま廃棄したもの。
57）「食べ残し」とは、使用・提供された食品のうち、食べ残して廃棄したもの。
58�）「過剰除去」とは、調理時にだいこんの皮の厚むきなど、不可食部分を除去する際に、過剰に除去した可食部分
が廃棄されたもの。

219○0406_Ⅰ-2-2-19 家庭での食品ロスの原因として思いあたるもの.xlsx

図表Ⅰ-2-2-18 家庭での食品ロスの原因として思い当たるもの

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「家庭での食品ロスの原因は、主として以下の 3つに分類されますが、自らの生活の中で、最も思い当たるものはなんですか。」と

の問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

26.7

30.6

17.8

23.7

21.8

23.4

12.8

14.6

8.6

36.8

33.0

50.1

0 100
（％）

80604020

「食材の購入・調理ともにしない」人

「食材の購入及び調理を行う」人

全体

過剰除去
思い当たるものはない（食品ロスを発生させていない）

食べ残し直接廃棄
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でも期限までの期間が長いものを買う」が
38.2％、「食品の種類によっては期限まで
の期間が長いものを買う」が23.0％という
結果でした。一方、「食べる日時を考えて
買う」と回答した人の割合は、27.3％でした。
　「直接廃棄」を削減するためには、家庭
での利用予定に照らして期限を確認し、購

入することが重要ですが、「賞味期限」、「消
費期限」の意味を「知っている」人のうち、
42.6％の人が「少しでも期限までの期間が
長いものを買う」と回答しており、全体よ
り高い割合でした（図Ⅰ-2-2-20）。
　「賞味期限59」とは、定められた方法に
より保存した場合において、期待される全

221○0406_Ⅰ-2-2-21 「賞味期限」と「消費期限」の意味を「知っている」人の商品購入.xlsx

図表Ⅰ-2-2-20 「賞味期限」と「消費期限」の意味を「知っている」人の商品購入

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「スーパー等で買い物をする時、「賞味期限」、「消費期限」を、どの程度考慮して食品を購入しま

すか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

38.2

42.6

23.0

23.4

27.3

27.3

11.1

6.1

0.5

0.7知っている

0 100
（％）

80604020

全体

食べる日時を考えて買う
期限は気にしない
その他

食品の種類によっては期限までの期間が長いものを買う
少しでも期限までの期間が長いものを買う

220○0406_Ⅰ-2-2-20 「賞味期限」と「消費期限」の違いの認知度.xlsx

図表Ⅰ-2-2-19 「賞味期限」と「消費期限」の違いの認知度

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは「賞味期限」と「消費期限」の意味を知っていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

64.9

71.1

52.4

26.1

24.0

27.4

9.0

4.9

20.2

0 100
（％）

80604020

「食材の購入・調理ともにしない」人

「食材の購入及び調理を行う」人

全体

知らない
聞いたこと／見たことはあるが、意味までは知らなかった
知っている
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ての品質の保持が十分に可能であると認め
られる期限を示す年月日のことです。一方、
「消費期限60」とは、定められた方法によ
り保存した場合において、腐敗、変敗その
他の品質（状態）の劣化に伴い安全性を欠
くこととなるおそれがないと認められる期
限を示す年月日のことです。「必要な量だ
け購入」して「食べきる」ことが食品ロス
削減のポイントとなります。こうした家庭
での取組についても、普及・啓発の必要が
あると考えています。

　食品ロス削減に向けて、消費者庁では
様々な取組を行っています。以下、その一
例を紹介します。
　食品ロス削減に向けて、消費者庁を始め
関係府省（消費者庁、文部科学省、農林水
産省、経済産業省及び環境省）は、2012年
度から毎年１回「食品ロス削減関係省庁等
連絡会議」を開催し、各府省の取組の実施
状況について情報共有を行っています。ま
た、2013年から「ろすのん」（図表Ⅰ-2-2-
21）をロゴマークとして、食品ロス削減に
向けた国民運動「NO-FOODLOSS�PRO-
JECT」を展開しています。
　2016年６月には、食育推進全国大会にお
いて、消費者庁ブースを設け、パンフレッ
トを配布するなどして食品ロス削減に向け
た取組を紹介しました（図表Ⅰ-2-2-22）。
　2016年10月には、関係府省が連携して、
「もったいないを見直そう～食品ロス削減

シンポジウム～」（主催：消費者庁・農林
水産省・環境省、後援：文部科学省）を開
催しました。シンポジウムでは、地方公共
団体や民間企業等からの事例発表と、「地
域で見直す“もったいない”」というテーマ
でパネルディスカッションを行いました
（詳細はコラム参照。）。
　また、政府広報を活用し、農林水産省及

食品ロス削減に向けた取組

59�）当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあります。このため、「賞味期限」を
過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありませんので、それぞれの食品が食べられる
かどうかについては、消費者が個別に判断する必要があります。
60�）開封前の状態で定められた方法により保存すれば食品衛生上の問題が生じないと認められるものです。このため、
「消費期限」を過ぎた食品は食べないようにしてください。

223_Ⅰ-2-2-23 消費者庁ブース（第11回食育推進全国大会inふくしま）.jpg

図表Ⅰ-2-2-22
消費者庁ブース（第11回
食育推進全国大会inふく
しま）

221○0406_Ⅰ-2-2-21 「賞味期限」と「消費期限」の意味を「知っている」人の商品購入.xlsx

図表Ⅰ-2-2-20 「賞味期限」と「消費期限」の意味を「知っている」人の商品購入

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「スーパー等で買い物をする時、「賞味期限」、「消費期限」を、どの程度考慮して食品を購入しま

すか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

38.2

42.6

23.0

23.4

27.3

27.3

11.1

6.1

0.5

0.7知っている

0 100
（％）

80604020

全体

食べる日時を考えて買う
期限は気にしない
その他

食品の種類によっては期限までの期間が長いものを買う
少しでも期限までの期間が長いものを買う

2016 1外食編買い物編web.pdf

図表Ⅰ-2-2-21
「ろすのん」（食品ロス削
減に向けた国民運動のロ
ゴマーク）
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224_Ⅰ-2-2-24 食品ロス啓発パンフレット.pptx

図表Ⅰ-2-2-23 食品ロス啓発パンフレット
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び環境省と共同で、テレビやラジオ等を通
じた広報も行っています61。消費者に食品
ロスの現状や課題等の情報を分かりやすく
伝え、消費者の理解を深めることを目的に、
消費者庁ウェブサイト上の専用ページ「食
べもののムダをなくそうプロジェクト」等
を通じ、情報発信を行っています。
　加えて、啓発用のパンフレット（図表
Ⅰ-2-2-23）を作成し、消費者団体や地方
公共団体等に配布して、消費者への普及・
啓発に活用していただいています。
　料理レシピサイト「クックパッド」に消
費者庁のページ「消費者庁のキッチン」を
設け、地方公共団体や消費者団体から寄せ
られた「食材を無駄にしないレシピ」や「他
の料理に作り替えるレシピ（リメイクレシ
ピ）」を紹介しています（図表Ⅰ-2-2-24）。
　前述のアンケート調査で、「消費者庁の
キッチン」を知っているかを聞いた結果、
「知っている」と回答した人は、17.7％で
した。さらに、「知っている」と回答した
人に、消費者庁のキッチンのレシピを使っ
たことがあるか聞いたところ、48.5％が
使ったことがあると回答しました。

　前述のとおり、2016年10月に関係府省が
連携して「もったいないを見直そう」をテー
マにシンポジウムを開催しました。「もっ
たいない」という言葉は、古くから使われ
てきた言葉であり、日常生活の中でもよく
耳にする言葉です。しかしながら、国内で
は年間約621万トンの食品ロスが発生して
おり、非常に「もったいない」状況が生じ
ています。
　消費者は、食品ロスの現状を知り、更な
る食品ロス削減につながる「もったいない」
を見直し、その意義について考えていくこ
とが必要ではないでしょうか。
　現在、食品ロスを削減する取組は、中高
大学生、地方公共団体、各種団体等の幅広
い主体によって行われています（コラム参
照）。「もったいない」状況を改善していく
ためには、消費者がこうした取組を行う
方々のことを理解し、応援していくことが
必要ではないかと考えられます。さらに、
消費者自らが、食品ロスに対して問題意識
を持ち、主体的に取り組んでいくことが不
可欠です。
　また、消費者が主体的に食品ロス削減に
取り組むことは、「消費者市民社会」や、「倫
理的消費」の実践事例にもなり得ます。
　食品ロスの削減に向けて、今後も取組が
広がり、大きな成果に結び付けるために、
消費者庁としても、関係府省と連携しなが
ら、食品ロス削減の国民運動を展開してい
きます。

食品ロスの削減には消費者の取組
が必要

61�）政府インターネットテレビ「世界の合言葉「もったいない」食品ロスを減らすために　ひと工夫！」（http://
nettv.gov-online.go.jp/prg/prg14288.html）

225_Ⅰ-2-2-25 消費者庁のキッチン.png

図表Ⅰ-2-2-24 消費者庁のキッチン
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　消費者庁・農林水産省・環境省の主催で「もったいないを見直そう～食品ロス削減
シンポジウム～」を2016年10月28日に開催しました。各界の好取組事例を紹介するこ
とにより、食品ロスの現状や取組状況を知り、食品ロス削減に向けた意識醸成を図る
ために企画しました。
（１）事例紹介・パネルディスカッション
　地方公共団体、事業者等から、食品ロス削減に向けた取組を紹介していただきまし
た（福井県、長野県松本市、日本気象協会の取組の詳細については別コラム参照。）。
続けて、事例紹介発表者をパネリストとしてパネルディスカッションを行いました。
様々な立場で食品ロス削減に取り組んでいる発表者の話について、暮らしに身近な視
点から考え、知識を深めることができました。

（２）展示スペース
　シンポジウム会場に展示スペースを設け、地方公共団体、消費者団体及び事業者に
よる食品ロス削減に関するポスターやパンフレット、商品等の展示を行い、参加者の
方々に事例発表以外の取組も紹介できるよう努めました。

（３）参加者からの感想
　シンポジウムの参加者にアンケートを実施しました。アンケートによれば、来場目
的は「業界の動向に関する情報収集のため」が一番多く、次いで「消費者と連携した
取組等の情報収集のため」、「地方公共団体の取組の情報収集のため」でした。また、
「自社又は個人の食品ロス削減の参考とするため」との回答も多くみられました。
　シンポジウム全体については、「様々な視点での発表は参考になった」、「本から得
られない情報も多く、ためになった」等の感想がありました。また、事例発表につい
ては、「様々な分野の取組がバランス良く聞けて良かった」、「知らないことがたくさ
んあり勉強になった」、パネルディスカッションについては、「食品ロスは非競争分野
なのでどんどん協力連携したいが、どうすればいいのか」、「課題が分かって勉強になっ
た」等の感想がありました。

食品ロス削減シンポジウムの開催
C O L U M N 1

　お茶の水女子大学附属中学校の生徒によるチーム「food moVing on!!」は、2016
年７月にこども国連環境会議推進協会に参加したことをきっかけに結成されました。
中学生としては初めて「NO-FOODLOSSプロジェクト」にも参加し、地域や他団
体と連携して活動しています。
　活動では、食品ロスについて皆にもっと知ってほしい！、食への意識を持つ人を増
やしたい！、誰かではなく自分たちから未来を変えて行こう！、という意識の下、数々
のアクションプランを立ち上げました。具体的なアクションと成果の一例は次のとお
りです（図）。この活動は、2016年度 こども国連・リプトン サステナビリティ大使
賞（大賞）を受賞しました。

　多くのアクションが成功したのは、背景に、中学生の学ぼうとする姿勢に対して、
誠実に正面から生徒達に向き合った協力者や支える輪があったからだと考えていま
す。この活動を通して、生徒たちからは「実際に行動し、新しい気付きを得ることが
未来に向かい、問題解決につながる」、「一人一人の行動が変わると社会全体での問題
解決に近付く」との感想が寄せられています。今後も多くの生徒達に声を掛け、活動
の輪が広がっていくことが期待されます。

中学生によるチーム「food moVing on!!」
の活動

C O L U M N 2

2016年アクションプランと成果（一例）

↓SNSでの発信

・上野公園募金活動（８月）
　⇒目標に対して、達成率313％
　⇒文京区社会福祉協議会を通じてこども食堂へ寄付

・エコレシピ作成→
（９月）

←オリジナルロゴ
デザインのグッ
ズ制作

・クラウドファンディング立ち上げ（11月）
　⇒目標に対して、達成率166％を４日間で達成
　⇒リーフレット作成資金へ充当
　⇒食品ロス削減リーフレット３万部作成、各地の社会福祉協議会や学校を通じて配布
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　消費者庁・農林水産省・環境省の主催で「もったいないを見直そう～食品ロス削減
シンポジウム～」を2016年10月28日に開催しました。各界の好取組事例を紹介するこ
とにより、食品ロスの現状や取組状況を知り、食品ロス削減に向けた意識醸成を図る
ために企画しました。
（１）事例紹介・パネルディスカッション
　地方公共団体、事業者等から、食品ロス削減に向けた取組を紹介していただきまし
た（福井県、長野県松本市、日本気象協会の取組の詳細については別コラム参照。）。
続けて、事例紹介発表者をパネリストとしてパネルディスカッションを行いました。
様々な立場で食品ロス削減に取り組んでいる発表者の話について、暮らしに身近な視
点から考え、知識を深めることができました。

（２）展示スペース
　シンポジウム会場に展示スペースを設け、地方公共団体、消費者団体及び事業者に
よる食品ロス削減に関するポスターやパンフレット、商品等の展示を行い、参加者の
方々に事例発表以外の取組も紹介できるよう努めました。

（３）参加者からの感想
　シンポジウムの参加者にアンケートを実施しました。アンケートによれば、来場目
的は「業界の動向に関する情報収集のため」が一番多く、次いで「消費者と連携した
取組等の情報収集のため」、「地方公共団体の取組の情報収集のため」でした。また、
「自社又は個人の食品ロス削減の参考とするため」との回答も多くみられました。
　シンポジウム全体については、「様々な視点での発表は参考になった」、「本から得
られない情報も多く、ためになった」等の感想がありました。また、事例発表につい
ては、「様々な分野の取組がバランス良く聞けて良かった」、「知らないことがたくさ
んあり勉強になった」、パネルディスカッションについては、「食品ロスは非競争分野
なのでどんどん協力連携したいが、どうすればいいのか」、「課題が分かって勉強になっ
た」等の感想がありました。

食品ロス削減シンポジウムの開催
C O L U M N 1
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　渋谷教育学園幕張高校では、文部科学省の2014
年スーパーグローバルハイスクール指定校とし
て、「多角的アプローチによる交渉力育成プロジェ
クト」を掲げ、「食」に関する課題について３年間
活動しています。その一環として、「食品ロス」を
テーマに調査を行い、食品ロスの問題が身近なと
ころからグローバルな世界まで広がっているこ
と、食品に関する日本の法的問題、この分野にお
ける先進国フランスの例等を学習しました。こう
した多角的側面からのアプローチの経験が、その
後の課題解決型の学習や海外研修など、生徒の学
習活動の色々な場面でいかされていきました。具
体的な活動として、貧困救済につながるフェアト
レードの認知活動や食品ロス解消のためのフード
ドライブの活動を実施してきました。フードドラ
イブの活動は、家庭で使われない、使いきれない
未使用未開封食品を学校へ持ち寄り、フードバン
クに寄付するというものです。同様に、物品、古本などは文化祭で販売し、その収益

を「食」に関わる公益団体へ寄付し
ています。2016年度半ばからは、
「Food Waste（フードウェイスト）
＝食品廃棄」の取組を始め、生徒た
ちは「フードウェイスト・ゼロ」を
目標に、学校の厨

ちゅう

房
ぼう

から出る廃棄野
菜でコンポストを使った循環型の
フードウェイスト・ゼロの仕組みを
考え、活動を開始しています。2016

年度はコンポストの設置までにとどまっていますが、2017年度からは、厨
ちゅう

房
ぼう

と相談し
て野菜作りが始まり、特別メニューとして生徒に提供される予定とのことです。
　こうした調査や学校活動のほか、生徒個人の意識や行動にも広がりが見られ、多く
の生徒が「ハーフサイズメニュー」、
「ドギーバッグ」、「コンポスト」と
いった単語に敏感に反応するように
なったほか、食品ロスの現状を論文
にまとめ、外部のコンクールで入賞
した生徒もいます。「食品ロス」と
いう問題意識の浸透による生徒たち
の今後の活動にも期待できます。

学校での学びをきっかけに意識改革と個々の
生徒の活動の広がり

C O L U M N 3

集まった食品

廃棄野菜をコンポストへ

2016年度　循環型フードウェイストゼロ活動

フードウェイスト　ゼロへ
渋谷教育学園
幕張高等学校

カフェテリア
厨房

廃棄野菜など
残り　11kg/日

コンポストによる
肥料作り

野菜作り

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

食品ロス削減
フードウェイストゼロ活動

インターナショナルサークル同好会
フェアトレード活動（貧困救済）

スーパーグローバルハイスクール
『食』に関する調査研究発表（千葉県ユネスコスクール招待）
本校の発表テーマ「フェアトレード」

2018年度

生徒たちのさらなる「食」問題の
意識改革と活動の広がり

フードドライブ実施

「食」に関する課題の取組　～今までの活動と今後～

　毎年10月16日の「世界食料デー」の認知を拡大するため、2015年から年に一度「世
界食料デーフェスティバル」が、世界食料デーフェスティバル実行委員会と一般財団
法人日本国際飢餓対策機構の主催で開催されています。世界食料デーフェスティバル
実行委員会は、このフェスティバルの企画・運営を学生で全て実施する団体で、世界
の食料問題に関心を持った学生が約20大学から集まった組織です。企業に何度も足を
運んで協賛や出店の賛同を集め、イベントの周知やボランティアの募集はFacebook
やTwitterを活用し、発信しました。2016年のフェスティバル当日は21の企業･団体
等が食にまつわるブースを出展し、来場者は7500名となりました。Facebookや
Twitterの活用、学生の口コミ等により情報が拡散したことで、20～30代の若い世代
や親子連れが多く来場し、若い世代にも食品ロスの問題を知ってもらうきっかけにな
りました。フェスティバル当日は、学生が製作したリメイク商品を提供する「もった
いなくない食堂」を出店しました。学生が日々の活動で生み出した、パンの耳を利用
したラスクや、お腹いっぱいで残してしまったそうめんをカリッと揚げたそうめんス
ナック菓子などを販売し、好評を得ました。また、当日配布したパンフレットに学生
同士の対談を掲載するなど、同世代の関心を高める工夫をしています。

　今後も、「世界食料デー」が多くの人々に認知されるような活動を継続させ、食料
問題の解決や食品ロス削減のために個々の学生も取り組んでいくことが期待されてい
ます。

大学生が『もったいない』をテーマに食の大切さを発信
～「世界食料デーフェスティバル」～

C O L U M N 4
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　渋谷教育学園幕張高校では、文部科学省の2014
年スーパーグローバルハイスクール指定校とし
て、「多角的アプローチによる交渉力育成プロジェ
クト」を掲げ、「食」に関する課題について３年間
活動しています。その一環として、「食品ロス」を
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習活動の色々な場面でいかされていきました。具
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運んで協賛や出店の賛同を集め、イベントの周知やボランティアの募集はFacebook
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等が食にまつわるブースを出展し、来場者は7500名となりました。Facebookや
Twitterの活用、学生の口コミ等により情報が拡散したことで、20～30代の若い世代
や親子連れが多く来場し、若い世代にも食品ロスの問題を知ってもらうきっかけにな
りました。フェスティバル当日は、学生が製作したリメイク商品を提供する「もった
いなくない食堂」を出店しました。学生が日々の活動で生み出した、パンの耳を利用
したラスクや、お腹いっぱいで残してしまったそうめんをカリッと揚げたそうめんス
ナック菓子などを販売し、好評を得ました。また、当日配布したパンフレットに学生
同士の対談を掲載するなど、同世代の関心を高める工夫をしています。

　今後も、「世界食料デー」が多くの人々に認知されるような活動を継続させ、食料
問題の解決や食品ロス削減のために個々の学生も取り組んでいくことが期待されてい
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　特定非営利活動法人セカンドハーベスト・ジャパンは、日本で初めて法人化したフー
ドバンク団体です。食品関連事業等において、社会の体制やルールの理由から発生す
る、本来は破棄する必要がないにもかかわらず破棄される運命にある食品を引き取り、
必要とする人、望む人に届けることで、「もったいない」を「ありがとう」に変える
活動をしています。食品を提供してもらう企業・団体とは、寄贈品授受に関わる契約
を締結しています。多くの個人サポーターによるお金や時間の寄付も受けて活動は拡
大し、開始した2002年当時はわずか２か所だった食品提供企業・団体は、2016年度末
で、1,158か所まで増えています。
　このような業務上の食品ロスを発生させないことにより、企業にとっては、廃棄費
用を節約できるだけでなく、従業員のやる気も高めることができます。
　本来破棄する必要がない食品が廃棄される一方で、食料困窮者の方々が多くいます。
セカンドハーベスト・ジャパンでは、単に食品ロスを削減することではなく、このよ
うな食の不均衡をなくすことを目指して活動しています。食料の配布や食事の提供に
とどまらず、更なる活動の展開を図っています。

「もったいない」を「ありがとう」へ
C O L U M N 5

提供された食品 提供された食品を配布用に仕分け
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食品を提供してくださる
企業・団体と合意書（寄
贈品授受に関わる契約）
を締結しています。活動
を開始した2002年当初
はわずか２か所だった食
品提供企業・団体は、
2009年７月に100を超
え、現在1,158まで増え
ました。
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食品を提供してくださる企業・団体数の推移

　全国生活学校連絡協議会・公益財団法人あしたの日本
を創る協会では、全国350以上の生活学校・生活会議1と
連携して、消費者としてできる食品ロス削減活動はどん
なことがあるかを考え、「家庭での食品ロス削減」に取
り組んでいます。2014年度には、食品ロスになりやすい
食材を調査し、その食材を使ったレシピを考案、「レシ
ピ集」をまとめました（9,000部発行）。このレシピ集は
新聞紙上で取り上げられ大きな反響を呼びました。2015
年度からは、毎月１日を「食品ロス見直しデー」とし、
当日食品ロスになった食品の重さを量り「独自の削減家
計簿」にチェックする実践活動を全国約3,000世帯で行っ
ています。前年度との比較で食品ロスの重量が約60％削
減という結果が出ており、活動の効果が非常に大きいと
考えられます。食品ロス見直しデー参加者からは、「自
分では食品は無駄なく使っていると思っていましたが、全国のレシピ考案者のレシピ
を見ると、野菜の皮も無駄にすることなく、色々なメニューに工夫していて、大変感
心しました」、「直接廃棄の食料も、ほとんどが賞味期限切れや冷蔵庫の奥の方に忘れ
ていたものでした。今回の食品ロス見直しデーでのチェックは日々の食生活を見直す

良い機会になりました」といった声が寄せられた
とのことです。2016年度からは、フードドライブ
に力を入れ、地域住民にも呼び掛け、家庭で使わ
れない未開封食品を持ち寄り、必要とする人に直
接届けています。この活動は、全国で約40の生活
学校も始めています。今後は、2014年度から３年
間のフードロス計測を基に、統計をまとめる予定
です。

食品ロス削減全国運動を展開
C O L U M N 6

1 ）生活学校とは、女性を中心に、身近な暮らしの中の問題を、学び、調べ、企業や行政と話し合い、
ほかのグループとも協力し合いながら、実践活動の中で解決し、生活や地域や社会の在り方を変えて
いく活動、生活会議とは、地域で起こる様々な問題を、住民同士、地域作りグループ同士、行政や企
業との話し合い、地域のまとめ役として実践活動を通じて解決することにより、快適で安全な住み良
い地域社会を創っていく活動です。

集めた食品を直接お届けしています 子ども食堂に取り組む生活学校もあります
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　特定非営利活動法人セカンドハーベスト・ジャパンは、日本で初めて法人化したフー
ドバンク団体です。食品関連事業等において、社会の体制やルールの理由から発生す
る、本来は破棄する必要がないにもかかわらず破棄される運命にある食品を引き取り、
必要とする人、望む人に届けることで、「もったいない」を「ありがとう」に変える
活動をしています。食品を提供してもらう企業・団体とは、寄贈品授受に関わる契約
を締結しています。多くの個人サポーターによるお金や時間の寄付も受けて活動は拡
大し、開始した2002年当時はわずか２か所だった食品提供企業・団体は、2016年度末
で、1,158か所まで増えています。
　このような業務上の食品ロスを発生させないことにより、企業にとっては、廃棄費
用を節約できるだけでなく、従業員のやる気も高めることができます。
　本来破棄する必要がない食品が廃棄される一方で、食料困窮者の方々が多くいます。
セカンドハーベスト・ジャパンでは、単に食品ロスを削減することではなく、このよ
うな食の不均衡をなくすことを目指して活動しています。食料の配布や食事の提供に
とどまらず、更なる活動の展開を図っています。

「もったいない」を「ありがとう」へ
C O L U M N 5
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食品を提供してくださる企業・団体数の推移

　全国生活学校連絡協議会・公益財団法人あしたの日本
を創る協会では、全国350以上の生活学校・生活会議1と
連携して、消費者としてできる食品ロス削減活動はどん
なことがあるかを考え、「家庭での食品ロス削減」に取
り組んでいます。2014年度には、食品ロスになりやすい
食材を調査し、その食材を使ったレシピを考案、「レシ
ピ集」をまとめました（9,000部発行）。このレシピ集は
新聞紙上で取り上げられ大きな反響を呼びました。2015
年度からは、毎月１日を「食品ロス見直しデー」とし、
当日食品ロスになった食品の重さを量り「独自の削減家
計簿」にチェックする実践活動を全国約3,000世帯で行っ
ています。前年度との比較で食品ロスの重量が約60％削
減という結果が出ており、活動の効果が非常に大きいと
考えられます。食品ロス見直しデー参加者からは、「自
分では食品は無駄なく使っていると思っていましたが、全国のレシピ考案者のレシピ
を見ると、野菜の皮も無駄にすることなく、色々なメニューに工夫していて、大変感
心しました」、「直接廃棄の食料も、ほとんどが賞味期限切れや冷蔵庫の奥の方に忘れ
ていたものでした。今回の食品ロス見直しデーでのチェックは日々の食生活を見直す

良い機会になりました」といった声が寄せられた
とのことです。2016年度からは、フードドライブ
に力を入れ、地域住民にも呼び掛け、家庭で使わ
れない未開封食品を持ち寄り、必要とする人に直
接届けています。この活動は、全国で約40の生活
学校も始めています。今後は、2014年度から３年
間のフードロス計測を基に、統計をまとめる予定
です。

食品ロス削減全国運動を展開
C O L U M N 6

1 ）生活学校とは、女性を中心に、身近な暮らしの中の問題を、学び、調べ、企業や行政と話し合い、
ほかのグループとも協力し合いながら、実践活動の中で解決し、生活や地域や社会の在り方を変えて
いく活動、生活会議とは、地域で起こる様々な問題を、住民同士、地域作りグループ同士、行政や企
業との話し合い、地域のまとめ役として実践活動を通じて解決することにより、快適で安全な住み良
い地域社会を創っていく活動です。

集めた食品を直接お届けしています 子ども食堂に取り組む生活学校もあります
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　一般財団法人日本気象協会では天気予報で培った最先端の解析技術で商品の需要予測
を行い、食品メーカーでの「作り過ぎ」を抑えて食品ロスを削減する取組を行っています。

（１）寄せ豆腐で約30％、冷やし中華つゆで約20％の食品ロス削減に成功
　同じ気温30℃でも、５月に急に30℃になったときと８月に猛暑日（最高気温が35℃
以上）が連日続いた後の30℃になったときとでは人間の暑さへの感じ方は異なりま
す。このような「体感温度」を、SNSの気温に関する“つぶやき”データを基に数
式化して精度の高い需要予測を行いました。その結果、寄せ豆腐で約30％、冷やし中
華つゆで約20％の食品ロス削減を実現しました。

（２）需要予測で目指すサプライチェーンの姿
　これまでのサプライチェーンではメーカー・卸・小売がそれぞれに売上を予測して
いることから生産量と発注量にミスマッチが生じ、食品ロスが発生する一因になって
いました。日本気象協会では、天気予報を利用した高精度な食品の需要予測の情報を
メーカーや卸、小売で共有化することで、更に食品ロスの削減が可能であると考えて
います。
　2016年度には、気象情報を活用した需要予測の情報をメーカーと小売で共有し、こ
れまでの「見込み生産」（小売業からの発注量を予測してメーカーが商品を事前に生
産）から「受注生産」（小売業の発注を受けてか らの生産）へ変更することで食品ロ
スをさらに削除する活動にも取り組みました。

気象情報を活用した食品ロス削減の取組
C O L U M N 7

　長野県松本市では、感受性豊かな子供たちの“もったいない”意識の醸成及び子供が
帰宅をしてから話をすることによる家庭への波及効果を狙い、市内の全小学校の３年
生を対象に食品ロスをテーマとした環境教育を実施しています。

　具体的には、「生きていくためにエネルギー（食べ物）が必要であること」、「食べ
物の生産から販売まで（人や資源の関わり）」、「食料自給率」、「世界の食糧事情」、「日
本の食品ロス問題」などについて、市職員が分かりやすく話をしています。クイズを
したり、子供たちの意見を聞いたりするなど、双方向に対話をしながら行っています。
また、環境教育の内容を家庭につなげるために、冊子を作成し、子供たちに配付して
います。

　子供たちの感想の中には、「食べ物を食べられるという幸せを改めて感じました。」、
「農家の方々に感謝して食べたいと思います。」など、食べることへの感謝を表す感
想が多くあり、食べ物を大切にするという気持ちを育むことができました。また、保
護者向けのアンケートでは、子供たちの意識等の変化があったとする割合は40.9％、
保護者の意識等の変化の割合が46.5％と、家庭への波及効果もみられます。

食品ロスをテーマとした環境教育
C O L U M N 8

配付用冊子

環境教育の様子 スライドの一部
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　一般財団法人日本気象協会では天気予報で培った最先端の解析技術で商品の需要予測
を行い、食品メーカーでの「作り過ぎ」を抑えて食品ロスを削減する取組を行っています。

（１）寄せ豆腐で約30％、冷やし中華つゆで約20％の食品ロス削減に成功
　同じ気温30℃でも、５月に急に30℃になったときと８月に猛暑日（最高気温が35℃
以上）が連日続いた後の30℃になったときとでは人間の暑さへの感じ方は異なりま
す。このような「体感温度」を、SNSの気温に関する“つぶやき”データを基に数
式化して精度の高い需要予測を行いました。その結果、寄せ豆腐で約30％、冷やし中
華つゆで約20％の食品ロス削減を実現しました。

（２）需要予測で目指すサプライチェーンの姿
　これまでのサプライチェーンではメーカー・卸・小売がそれぞれに売上を予測して
いることから生産量と発注量にミスマッチが生じ、食品ロスが発生する一因になって
いました。日本気象協会では、天気予報を利用した高精度な食品の需要予測の情報を
メーカーや卸、小売で共有化することで、更に食品ロスの削減が可能であると考えて
います。
　2016年度には、気象情報を活用した需要予測の情報をメーカーと小売で共有し、こ
れまでの「見込み生産」（小売業からの発注量を予測してメーカーが商品を事前に生
産）から「受注生産」（小売業の発注を受けてか らの生産）へ変更することで食品ロ
スをさらに削除する活動にも取り組みました。

気象情報を活用した食品ロス削減の取組
C O L U M N 7

　長野県松本市では、感受性豊かな子供たちの“もったいない”意識の醸成及び子供が
帰宅をしてから話をすることによる家庭への波及効果を狙い、市内の全小学校の３年
生を対象に食品ロスをテーマとした環境教育を実施しています。

　具体的には、「生きていくためにエネルギー（食べ物）が必要であること」、「食べ
物の生産から販売まで（人や資源の関わり）」、「食料自給率」、「世界の食糧事情」、「日
本の食品ロス問題」などについて、市職員が分かりやすく話をしています。クイズを
したり、子供たちの意見を聞いたりするなど、双方向に対話をしながら行っています。
また、環境教育の内容を家庭につなげるために、冊子を作成し、子供たちに配付して
います。

　子供たちの感想の中には、「食べ物を食べられるという幸せを改めて感じました。」、
「農家の方々に感謝して食べたいと思います。」など、食べることへの感謝を表す感
想が多くあり、食べ物を大切にするという気持ちを育むことができました。また、保
護者向けのアンケートでは、子供たちの意識等の変化があったとする割合は40.9％、
保護者の意識等の変化の割合が46.5％と、家庭への波及効果もみられます。

食品ロスをテーマとした環境教育
C O L U M N 8

配付用冊子

環境教育の様子 スライドの一部
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全国ネットワークの構築

　福井県では、2006年度から全国に先駆けて、おいしい食材を使っておいしい料理を
適量作って食べきる運動、「おいしいふくい食べきり運動」を展開し、食品ロスの削減
を推進してきました。こうした取組は、現在、多くの地方公共団体で実施されています。
　そこで、2016年度、福井県から全国の地方公共団体にネットワークへの参加呼び掛
けを行ったところ、北海道から沖縄県まで、日本全国から44都道府県、201市区町村
の参加を得て、2016年10月10日に「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」
を設立しました。
　設立総会では、福井県が事務局を務め
ること、協議会の活動として、「情報共有・
発信」と「全国共同キャンペーン」の２
つを実施し、食品ロス削減を働き掛ける
施策の充実と、住民や飲食店、食品販売
店などの事業者に働き掛けを行っていく
ことを決定しました。
　議事終了後には、各地方公共団体の食
べきり運動紹介、ゲストトーク、パネル
ディスカッションを開催しました。
（１）各地方公共団体の食べきり運動紹介
　静岡県、京都府宇治市、福井県連合婦人会が取組を発表しました。
（２） パネルディスカッション「食品ロス削減に向けてのネットワークの意義と展開」
　関係省庁と地方公共団体がそれぞれの食品ロス削減に向けた取組を説明したのち、
ネットワークに期待することとして、地域からの声を国に伝えることや、全国的なメ

「全国おいしい食べきり運動ネットワーク
協議会」の設立

C O L U M N 9

福井県連合婦人会「食べ切りダンス」

パネルディスカッション 各地方公共団体の食べきり運動展示
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全国ネットワークの構築

　福井県では、2006年度から全国に先駆けて、おいしい食材を使っておいしい料理を
適量作って食べきる運動、「おいしいふくい食べきり運動」を展開し、食品ロスの削減
を推進してきました。こうした取組は、現在、多くの地方公共団体で実施されています。
　そこで、2016年度、福井県から全国の地方公共団体にネットワークへの参加呼び掛
けを行ったところ、北海道から沖縄県まで、日本全国から44都道府県、201市区町村
の参加を得て、2016年10月10日に「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」
を設立しました。
　設立総会では、福井県が事務局を務め
ること、協議会の活動として、「情報共有・
発信」と「全国共同キャンペーン」の２
つを実施し、食品ロス削減を働き掛ける
施策の充実と、住民や飲食店、食品販売
店などの事業者に働き掛けを行っていく
ことを決定しました。
　議事終了後には、各地方公共団体の食
べきり運動紹介、ゲストトーク、パネル
ディスカッションを開催しました。
（１）各地方公共団体の食べきり運動紹介
　静岡県、京都府宇治市、福井県連合婦人会が取組を発表しました。
（２） パネルディスカッション「食品ロス削減に向けてのネットワークの意義と展開」
　関係省庁と地方公共団体がそれぞれの食品ロス削減に向けた取組を説明したのち、
ネットワークに期待することとして、地域からの声を国に伝えることや、全国的なメ

「全国おいしい食べきり運動ネットワーク
協議会」の設立

C O L U M N 9

福井県連合婦人会「食べ切りダンス」

パネルディスカッション 各地方公共団体の食べきり運動展示

ディアに発信をしていくなどの意見がありました。

協議会の活動

（１）情報共有と発信
　協議会では、参加地方公共団体間での政策の情報共有と発信に力を入れています。
既に「おいしい食べきり運動」など、独自の食品ロス削減施策を実施している地方公
共団体の施策内容、さらに、実施する場合の具体的なノウハウを「食品ロス削減のた
めの施策バンク」として取りまとめ、ウェブサイト1で公表しました。また、消費者
庁も協力して、食べきりや食材使い切りのレシピをクックパッドで紹介しています。
（２）全国共同キャンペーンの実施
　2016年12月から2017年１月までの宴会の多
くなる時期に、食べ残しをなくすことを呼び
掛ける「全国共同キャンペーン」を80の地方
公共団体で実施しました。「おいしく残さず
食べきろう！」を共通のキャッチフレーズと
し、各地方公共団体でポスターやちらしを企
業や飲食店に配布して啓発を行いました。
　このほか、小盛りサイズメニューの導入な
ど飲食店をキャンペーン協力店舗として登録
する取組についても、全国チェーンの飲食店
などに協力を求めていきます。
　また、「家庭での食材おいしく使い切り」
の全国展開として、全国チェーンの食品販売
店に対して、少量パック販売やばら売りなど
の充実を要請するとともに、消費者団体や住
民団体とも連携して、家庭での使い切り実践
への働き掛けの活動を行う予定です。
　協議会設立後も、参加地方公共団体数は増加し、45都道府県、243市区町村となっ
ています（2017年４月24日現在）。協議会では、今後も「おいしい食べきり運動」実
施地方公共団体を拡大するとともに、消費者、事業者に対し、おいしい食材や楽しい
会話を含めた食事全体を「楽しくおいしく食べきる」ことを伝えていくことで、日本
全体の食品ロスが削減されるよう、運動を進めていきます。

１）http://info.pref.fukui.lg.jp/junkan/tabekiri/network/

福井県作成
宴会時の食べきり啓発ちらし
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　経済の好循環の拡大には消費の拡大が不可欠です。しかし、雇用・所得環境の改善に比
べ、消費は力強さを欠いています。こうした状況の中で、「若者が消費に消極的」、「若者
の消費離れ」と言われることがあります。
　少子高齢化の進展により、若者の人口は減少していますが、次代を担う若者の消費行動
は、時代の変化を敏感に反映し、先取りしたものといえます。
　そこで本章では、若者の消費に焦点を当て、若者を取り巻く社会経済環境の変化を踏ま
えた若者の消費行動や意識、若者の消費生活相談の状況や若者が巻き込まれる消費者トラ
ブル、若者の消費行動に関する支援策等について概観し、豊かな暮らしの実現に向けての
若者の参画について展望します。
　なお、ここでは、若者とは、主に10歳代後半から20歳代までを指して取り上げていきま
すが、統計上の都合等により、30歳代を含む場合もあります。

　若者の消費行動や意識の背景には、日本
経済の長期にわたる低成長や情報化の進展
等、若者が育ってきた社会経済環境の変化
があると考えられます。

　日本経済は、1990年代初めのバブル崩壊
以降、20年にも及ぶ経済の低成長を経験し
てきました。その間、日本の一人当たり実
質GDPの伸び率は年平均で１％以下程度
と低迷してきました（図表Ⅰ-３-１-１）。慢
性的な需要不足の中で、物価水準の低下が

続き、2000年代は、物価が持続的に下落す
るデフレ状態が長期にわたって続きまし
た。雇用については、非正規雇用比率が上
昇し、「長期雇用」、「年功序列」といった
いわゆる日本的雇用慣行が弱まりつつある
など、不安定化してきました。
　現在25歳の若者は、誕生したときから、
低成長、雇用不安、ディスインフレやデフ
レといった社会経済環境の下で暮らしてい
ます。かつてのように、勤続年数が長くな
れば賃金が上昇するといった期待を持ちに
くくなったことにより、将来の生活に不安
を抱く若者が増え、このことが、後述する
ような消費の力弱さにつながっているとみ
られます。
　内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に
関する調査」（2013年度）によれば、米国・

【特集】若者の消費第3章
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英国・フランス・ドイツ・スウェーデン、
韓国及び日本の若者（13歳から29歳まで）
に対して実施した、将来への希望について
のアンケート結果を比較したところ、「希
望がある」又は「どちらかといえば希望が
ある」と回答した若者の割合は、日本では
61.6％と際立って低くなっています。この
ことは、日本の若者の将来への不安が強い
ことを示しています（図表Ⅰ-３-１-２）。

　若者は消費に「消極的」なのでしょうか。
また、他の年齢層と比べてどのような状況
にあるのでしょうか。ここでは、所得に占め
る消費の割合の推移をみることにより、年
齢層別に消費に対する意欲をみていきます。
　総務省「全国消費実態調査」により、可
処分所得に占める消費支出の割合である
「平均消費性向」の1984年から2014年まで
の推移について、二人以上の世帯のうち勤
労者世帯62を世帯主の年齢別にみると、全

（ ２）若者の消費支出について

若者の低下幅が大きい平均消費性向

301○0424_Ⅰ-3-1-1 実質GDP成長率、消費者物価指数、非正規雇用比率の推移.xlsx

図表Ⅰ-3-1-1 実質GDP成長率、消費者物価指数（CPI・前年比）、非正規雇用比率の推移

（備考）　 1． 内閣府「国民経済計算」、総務省「消費者物価指数」、厚生労働省「労働力調査（労働力調査特別調査）」により作成。
　　　　 2． GDP成長率については、1980年以前は1990年基準（1998年度確報）、1981年から1994年までは2000年基準（2009年度確報）
　　　　　　1995年以降は2011年基準確報（2015年度年次推計）を掲載。
　　　　 3． 非正規雇用比率については、1984年から2001年は「労働力調査特別調査」 2月結果、2002年以降は「労働力調査」年平均結果による。
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62�）勤労者世帯とは、世帯主が会社、官公庁、学校、工場、商店などに雇用されている世帯をいう。ただし、世帯主
が社長、取締役、理事など会社・団体の役員である世帯は、勤労者以外の世帯とする。なお、全世帯とは、勤労者
世帯と勤労者以外の世帯を合わせたものをいう。
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体が長期的に低下傾向になる中、20歳代、
30歳代前半は全体より低下幅が大きいこと
が分かります（図表Ⅰ-３-１-３）。
　2016年度政府経済財政報告では、総務省

が実施している「家計調査」によれば、世
帯人数が２人以上の勤労者世帯のうち、世
帯主が39歳以下の世帯では、可処分所得が
緩やかに増加する中でも消費支出はほとん

302_Ⅰ-3-1-2 将来への希望.xlsx

図表Ⅰ-3-1-2 将来への希望

（備考）　 1．内閣府　「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」（2013年度）により作成。
　　　　 2．「あなたは、自分の将来について明るい希望を持っていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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303○0413_Ⅰ-3-1-3 平均消費性向.xlsx

図表Ⅰ-3-1-3 年齢層別の平均消費性向の推移

（備考）　 1． 総務省「全国消費実態調査」により作成。
　　　　 2． 二人以上の世帯のうち勤労者世帯の可処分所得に占める消費支出の割合を記載。
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ど伸びておらず、節約志向が強まっている
とされています。全体的に消費意欲が低下
しているなかで、特に若者が消費に慎重で
あることがうかがえます。

　若者が消費に対して以前より慎重になっ
ていることは確認できました。では、若者
はどのような費目で消費を減らしているの
でしょうか。
　総務省「全国消費実態調査」により、全
年齢（平均）の総世帯63全体と世帯主が30
歳未満の総世帯の消費支出の推移をみる
と、1999年から2014年までの１か月当たり

の消費支出は、共に減少傾向がみられま
す64（図表Ⅰ-３-１-４）。
　世帯主が30歳未満の総世帯の消費支出に
ついて、1999年から2014年までの費目別の
推移をみると、住居費以外の費目では、総
じて減少しています。特に減少幅が大きい
費目は、食料費です。消費支出の減少のう
ち、食料費の減少が占める割合は全年齢（平
均）では約２割であるのに対し、世帯主が
30歳未満の世帯では約４割に上ります。
　一方で、世帯主が30歳未満の世帯では住
居費が増加していますが、全年齢（平均）
では、交通・通信費が増加しています。被
服及び履物への支出は、世帯主が30歳未満
及び全年齢（平均）の双方で4,000円以上
減少しており、全年齢平均においては、そ

総世帯と若者総世帯の消費支出

304○0426_Ⅰ-3-1-4 消費支出の推移.xlsx

図表Ⅰ-3-1-4 世帯主の年齢階級別 1か月当たり消費支出の推移

（備考）　 1． 総務省「全国消費実態調査」（総世帯・全世帯）により作成。
　　　　 2． 品目別支出額の変化額を記載。
　　　　 3． 世帯主が30歳未満の世帯については、世帯数分布により世帯主の年齢が25歳未満の世帯と25歳から29歳までの世帯を加重平均した値。
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63�）総世帯とは、世帯人員が二人以上の一般世帯と単身世帯とを合わせたものをいう。一般世帯とは、次のものをいう。
（１）住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて済んでいる単身者、（２）（１）の世帯と住居を共
にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者、（３）会社・団体・商店・
官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者
64）世帯人員の減少による世帯構成の変化が消費支出の減少に寄与していることに留意が必要。
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の他の消費支出を除くと、食料費に次いで
大きな減少幅となっています。

　ここまでは、総世帯の消費の動向をみて
きましたが、世帯の消費支出は家族構成等
に影響されるため、若者個人の消費動向を
把握することには限界があります。そこで、
若者の単身者の消費支出の推移をみること
により、若者の消費にどのような変化が生
じているかをみてみましょう。
　総務省「全国消費実態調査」における30
歳未満の単身世帯のデータを用いて、1999
年から2014年までの若者個人の消費支出の
推移を性別にみると、男性では14.4％、女
性は4.2％減少しており、男性の消費支出
の減少がより顕著です。
　費目別の推移についてみると、男性は、

「交通・通信費」（－14,239円）、「食料費」
（－12,075円）が減少しているほか、「教
養娯楽費」（－6,996円）、「被服及び履物費」
（－3,763円）等が減少しています。また、
女性については、「被服及び履物費」（－
7,576円）及び「食料費」（－7,372円）が減
少しています（図表Ⅰ-３-１-５）。
　以上から分かる若者の消費動向のうち、
各費目に含まれる携帯電話通信料や自動車
等関係費、酒類、洋服代、食料費といった、
増加や減少が目立つ個別の費用について、
詳しくみていきます。

　2004年から2014年の通信費の推移につい
ては、30歳未満の単身世帯でみると、ほぼ
横ばいの状況にあります（図表Ⅰ-３-１-６）。
ただし内訳をみると、携帯電話通信料（移

若者単身世帯の男女別消費支出の
推移

携帯電話通信料の割合が増加して
いる通信費

305○0425_Ⅰ-3-1-5 全国消費実態調査の推移.xlsx

図表Ⅰ-3-1-5 単身世帯の 1か月当たり消費支出の推移 

（備考）　 1． 総務省「全国消費実態調査」（単身世帯・全世帯）により作成。
　　　　 2． 値の無い2004年の単身30歳未満男性の教育支出は、 0として計算。
　　　　 3． 内訳は表彰単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げたものと消費支出は一致しない。
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動電話通信料）の割合が80.4％から93.2％
へと大幅に増加しています。他方で、固定
電話通信料は減少傾向にあり、2014年では
約300円となっています。情報化の進展に
より、コミュニケーションの手段は固定電
話から携帯電話に代替し、コミュニケー
ションの在り方にも影響しているとみられ
ますが、若者ではその加速が一層進んでい
ることがうかがえます。
　一方で、第１部第２章第２節で紹介した
「今後節約したい／今後も節約したいもの」
の中で、通信費は若者では上位を占めてお
り、通信費が負担になっている若者は多い
とみられます。

　若者の消費については、「車離れ」、「ア
ルコール離れ」等がいわれています。そこ

で、いくつかの個別品目について、30歳未
満単身世帯の推移を男女別にみてみます。
　自動車等関係費は、男性では大きく減少
傾向にあり、2014年には1999年の半分以下
の支出にとどまります（図表Ⅰ-３-１-７）。
一方で、女性の自動車等関係費は一貫して
増加傾向にあり、2014年には、1999年の２
倍以上の支出となっています。
　なお、同調査の30歳未満の単身の全世帯
の耐久消費財普及率のうち、「自動車」に
ついては、男性において2004年の61.4％か
ら2014年は45.7％へと減少しており、自動
車を持たなくなっていることが分かりま
す。これは自動車等関係費の減少と整合的
です。一方で、女性は2004年の38.4％から
2014年には41.0％へと増加しています。い
わゆる「車離れ」は、若者の単身男性にお
ける傾向として確認することができます。
　酒類の消費は男女とも減少を続けてお
り、1999年と比べると、2014年には男性の

若者の「車離れ」「アルコール離れ」

306○0424_Ⅰ-3-1-6 通信費内訳推移.xlsx

図表Ⅰ-3-1-6 1 か月当たり品目別平均支出額（通信費）

（備考）　 1．総務省「全国消費実態調査」により作成。
　　　　 2．単身世帯（全世帯）のうち、30歳未満男女について品目別平均支出額を記載。
　　　　 3 .  「携帯電話通信料」は2014年、2009年及び2004年は「移動電話通信料」、「携帯電話」は2014年、2009年及び2004年は「移

動電話」。
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支出は３割減少、女性の支出は半減してい
ます（図表Ⅰ-３-１-８）。酒類の内訳では、
特にビールの消費は減少しています。一方
で、チューハイやカクテル等への支出は全

体的に増加しており、酒類の嗜好が変化し
ていることがうかがえます。
　他には、洋服への支出が、男女とも長期
的にみて減少傾向にあります（図表Ⅰ-

307○0410_Ⅰ-3-1-7 １か月当たり品目別平均支出額（自動車）.xlsx

図表Ⅰ-3-1-7 1 か月当たり品目別平均支出額（自動車等関係費）

（備考）　 1． 総務省「全国消費実態調査」により作成。
　　　　 2． 単身世帯（全世帯）のうち、30歳未満男女について品目別平均支出額を記載。
　　　　 3． 購入頻度が低く高額な品目であるため、結果をみる際には留意が必要。
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308○0410_Ⅰ-3-1-8 １か月当たり品目別平均支出額（酒類）.xlsx

図表Ⅰ-3-1-8 1 か月当たり品目別平均支出額（酒類）

（備考）　 1． 総務省「全国消費実態調査」により作成。
　　　　 2． 単身世帯（全世帯）のうち、30歳未満男女について品目別平均支出額を記載。
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３-１-９）。特に男性の支出は2009年から2014
年にかけて半減しています。女性の支出は、
1999年以降減少を続け、2014年には約5,000
円と1999年の54.4％の支出にとどまります。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）で、現在お金を掛けている項目とし
て、若者では「ファッション」が上位に挙
がっていますが、支出額としては明らかに
減少傾向にあります。
　必ずしも消費者が洋服に対し消費意欲を
失っているわけではなく、ファストファッ
ション65の台頭などで、過去に比べ安価で
品質の良いものが手に入るようになったこ
となども影響して、支出額が減少している
とみられます。

　図表Ⅰ-３-１-４でみたように、総務省「全
国消費実態調査」では、全世帯平均の食料
費は1999年から2014年で減少しています66

が、その内訳をみると、調理食品は増加し、
外食費は微減にとどまっています。食料費
の減少の大きな要因は、素材となる食料へ
の支出の減少にあります。
　単身世帯の食料費を男女別にみると、30
歳未満の男性は1999年と比べて2014年には
外食への支出を大きく減らしています（－
8,751円）（図表Ⅰ-３-１-１0）。他方で、30歳未
満の女性は、素材となる食料を食料費の中
で一番多く減らしています（－4,212円）。単

単身世帯男性の外食費は減少

309○0410_Ⅰ-3-1-9 １か月当たり品目別平均支出額（洋服）.xlsx

図表Ⅰ-3-1-9 1 か月当たり品目別平均支出額（洋服）

（備考）　 1． 総務省「全国消費実態調査」により作成。
　　　　 2． 単身世帯（全世帯）のうち、30歳未満男女について品目別平均支出額を記載。
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65�）世界的なファッション業界の流行を素早く採り入れた新商品を低価格で大量に販売するブランド。ファストフー
ドになぞらえた造語。
66�）総務省「家計調査」によると2014年から2016年までのエンゲル係数の上昇幅が1.8％ポイントであり、同省の分析
では、その半分の0.9％ポイントが食品価格の上昇、0.2％ポイントがライフスタイルの変化、0.7％ポイントが将来
不安や節約志向による支出の減少が要因とされている。
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身世帯の平均や二人以上の世帯の平均と比
べても、30歳未満の男性の外食費の減少が
目立ちます。
　これは、男性において調理食品の普及等
による食の簡便化や、料理をしてみたいと

いう意識が進み、自宅で食事をとるように
なっていることの表れとも考えられます。

310○0410_Ⅰ-3-1-10 食費（調理食品、外食、その他）の推移.xlsx

図表Ⅰ-3-1-10 食料費（調理食品、外食、素材となる食料）の推移

（備考）　 総務省「全国消費実態調査」により作成。

（備考）　 総務省「全国消費実態調査」により作成。
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　若者の平均消費性向は長期的に低下して
おり、いくつかの費目では支出が大きく減
少していますが、若者の消費に対する意識
や行動の実態はどうなっているのでしょう
か。消費者庁「消費者意識基本調査」等、
主に最近の調査結果から、若者の意識や行
動についてみていきます。

　第１部第２章第２節で紹介した、消費者
庁「消費者意識基本調査」（2016年度）では、
「お金を掛けている」との回答の割合が最
も高かったのは、「食べること」で、これ
は若者だけでなく、全年齢層共通でした（前
掲図表Ⅰ-２-２－３）。
　年齢が高い層より若者において、「お金
を掛けている」との回答の割合が高かった
ものとしては、「ファッション」や「理美容・
身だしなみ」といった自分の外見に対する
費用、また、「スポーツ観戦・映画・コンサー
ト鑑賞」といった「コト消費」関連の費用
が挙げられます。
　また、「貯金」と回答した割合が高く、
若者が所得を貯蓄に回していることが裏付
けられます。ここから若者が将来に不安を
抱えているために備えを増やしていること
がうかがえます。

　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）によると、「買物が好き」かどうか
についての調査で、10歳代後半から30歳代

まででは「買物が好き」に「当てはまる」
（「かなり当てはまる」＋「ある程度当て
はまる」。以下同じ。）と回答した人の割合
が７割を占めており、他の年齢層より高い
割合となっています（図表Ⅰ-３-１-１１）。消
費支出は減少傾向にある若者ですが、買物
が嫌いではなく、むしろ、買物好きが多い
ことが分かります。特に、女性は10歳代後
半で85.7％、20歳代で83.1％が「当てはまる」
と回答しています。
　また、自身の消費行動について、「新し
物好き」に「当てはまる」と回答した割合
は、全体で37.5％のところ、女性の10歳代
後半及び20歳代では６割を超え、男性の10
歳代後半でも54.1％となっています。また、
「衝動買いをする」に「当てはまる」と回
答した割合については、全体では27.8％の
ところ、20歳代では女性44.6 ％、男性
35.6％と、それぞれの性別で最も高くなっ
ています。
　総務省「社会生活基本調査」により、１
日当たりの買物時間をみると、1976年から
2011年までの５年ごと時系列推移で男性に
比べ女性の買物時間は長く、性別によって
明らかな違いがある一方、男性の買物時間
は1976年と比べて大幅に伸びています（図
表Ⅰ-３-１-１２）。特に高齢層は昔と比べ、買
物時間が長くなっており、買物を楽しむ人
が増えているのではないかと考えられます。
　女性は時系列推移で全体的には男性ほど
の変化はみられません。また男女とも、10
歳代後半や20歳代では、他の年齢層と比べ
短時間となっています。

（ ３）若者の消費に対する意識

若者がお金を掛けていること

買物好きな若者は多い
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　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）では買物好き、衝動買いをするなど

の回答割合が若者は高かったにもかかわら
ず、実際の消費行動には、先にみたように
平均消費性向が下がっていることから、堅
実さがうかがえます。お金を掛けているも
のや今後お金を掛けたいものが「貯金」で

若者の消費は堅実

312_Ⅰ-3-1-12 男女・年齢層別買い物総時間の推移.xls

図表Ⅰ-3-1-12 男女・年齢層別買物の1日当たり総時間の推移

（備考）　 総務省「社会生活基本調査」により作成。
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311_Ⅰ-3-1-11 「買い物が好き」と答えた人の割合.xlsx

図表Ⅰ-3-1-11 「買物が好き」と答えた人の割合

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなた自身の消費行動について、「買物が好き」はどの程度当てはまると思いますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ある若者もかなりの割合で存在します。
　また、「買う前に機能・品質・価格等を
十分に調べる」かについては、「かなりあ
てはまる」と回答した人の割合は、全体で
17.3％のところ、10歳代後半では21.6％、
20歳代では23.9％と高くなっており、この
結果からも堅実な一面がうかがえます。

　消費者庁「消費生活に関する意識調査」
（2016年度）によると、豊かな暮らしに最
も重要だと思うものは、40歳代までは「お
金」という回答が最も多くなりました（図
表Ⅰ-３-１-１３）。一方、「健康」との回答の
割合は年齢が上がるほど高くなります。他
には、若者は「時間」との回答の割合が他
の年齢層より高く、10歳代後半で「家族や
友人とのつながり」との回答が30.9％とい

う結果でした。年齢層により豊かな暮らし
を送るための要素が異なることが確認でき
ます。また、若者は先にみた消費支出の動
きや将来に対する不安、貯蓄とも連動し、
「お金」が暮らしにとって重要であると認
識していることが分かりました。

　近年の消費行動について、モノやサービ
スを購入する「モノ消費」より、購入した
モノやサービスを使ってどのような経験・
体験をするかという「コト消費」に、消費
者の関心が置かれているといわれています。
　このような傾向の背景の一つとして、情
報化の進展によりデジタル化されたコンテ
ンツが複製によって簡単に手に入るように
なり、モノを所有することの意義が低下す
る、また、デジタル化されていない情報や

豊かな暮らしに最も重要なものは
年齢層で異なる

「コト消費」に関心が置かれるよ
うに

313_Ⅰ-3-1-13 豊かな暮らしに重要だと思うこと・もの.xlsx

図表Ⅰ-3-1-13 豊かな暮らしに最も重要だと思うこと・もの

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたの暮らしを豊かにするために、重要だと思うものを順に 3つ選んで下さい。」との問に対し、 1番目に得られた回答。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

43.0 47.5 52.3
43.2

36.0
25.4 21.2 20.2

12.1
12.5

12.2

11.4

7.8

6.6
2.4 2.0

30.9 17.5 14.0
22.3

20.9

19.9

15.6
10.2

1.2
1.2

1.3 0.0 1.2 0.7

0.4

0.2 0.0

0.4
0.2 0.5

0.2

9.7
0.0

15.0 16.9

0.6 0.5 0.4 0.7 0.6

0.0

0.00.0

19.2
33.4

46.0
58.3 66.9

1.8 4.4
1.9

2.9 2.6 1.2 1.2 1.2 0.2

70歳以上60歳代50歳代40歳代30歳代25―29歳20―24歳15―19歳

20

40

60

80

0

100
（％）

お金 時間 家族や友人とのつながり 地域とのつながり 動物や自然とのふれあい
健康 その他 重要だと思うものはない

第
１
部

第
３
章
　
第
１
節
　
若
者
の
消
費
行
動

129



コンテンツの価値が相対的に高まるという
影響が生じたことなども考えられます67。
　「コト消費」の傾向は、デジタルネイティ
ブと呼ばれる世代に当たる若者の消費行動
において、他の年齢層より強く表れるとみ
ることもできます。実際、消費者庁「消費
者意識基本調査」（2016年度）によると、「ス
ポーツ観戦・映画・コンサート鑑賞」といっ
た「コト消費」について、お金を掛けてい
ると回答した人の割合は、24歳までの年齢
の若い層で高くなっています（図表Ⅰ-３-１-
１４）。
　他に、「交際（飲食を含む。）」にお金を
掛けていると回答した人の割合は、20歳代
で45.2％と、全体の29.0％を大きく上回っ
ています。今後お金を掛けたいとの回答の
割合でも、全体が25.7％のところ、20歳代
では39.4％であり、人とのつながりに軸を
置いた「コト消費」を重視していることが

分かります。「旅行」にお金を掛けている、
又は今後お金を掛けたい、との回答にも同
様の傾向がうかがえます。
　また、若者が中心となって広まった「コ
ト消費」もあります。最も普及した「コト
消費」としては、ハロウィン68が挙げられ
ます。ここ数年の間に、若者が仮装し、友
人と楽しむ姿が日本でもよく見られるよう
になり、その市場規模はバレンタインデー
を超えたという試算69もあります。
　2017年２月から、毎月最終金曜日を「プ
レミアムフライデー」と位置付ける取組が
始まりました。これは、買物や家族との外
食、観光等の個人が幸せや楽しさを感じら
れる体験や、そのための時間の創出を促す
ことで、生活スタイルの変革への機会の提
供や、コミュニティ機能強化や一体感の醸
成、デフレ的傾向を変えていくきっかけと
なるなどの効果につなげていく取組です。
今後、この取組が広がっていくことにより、
若者のみならず幅広い年齢層において、「コ
ト消費」の広がりにもつながっていく可能
性があります。

　情報化は若者の間で一層進展していま
す。若者のインターネット利用率は100％
に近く、第１部第２章第１節でみたように、
スマートフォンの保有率も他の年齢層に比
べ高くなっています。若者の行動は、生活
時間、情報の入手先、購入方法、自らの情
報発信等で情報化の影響を大きく受けてい

（ ４）若者の情報の活用や向き合い方

314○0404_Ⅰ-3-1-14 スポーツ観戦・映画・コンサート鑑賞.xlsx

図表Ⅰ-3-1-14 スポーツ観戦・映画・コ
ンサート鑑賞

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）
により作成。

　　　　 2． 「あなたが現在お金をかけているものを以下の
うちいくつでもお選びください。」との問に対
する回答。
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67�）総務省　2016年「情報通信に関する現状報告」第１章第４節。
68�）欧米等で、収穫祭を起源とし、かぼちゃをくりぬいた提灯を飾ったり、子どもが魔女やお化けに仮装して、近所
にお菓子をもらったりすること等を楽しむ伝統的な行事。
69�）一般社団法人日本記念日協会・記念日文化研究所による2016年の推計市場規模は、「バレンタインデー」1340億円、
「ハロウィン」1345億円。
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ます。
　ここでは、スマートフォン等の情報通信
機器の利用や、SNSを含むインターネット
のアクセス先やその目的など、情報の活用
の仕方や意識について若者を中心にみてい
きます。

　第１部第２章第１節の図表Ⅰ-２-１-２１で
みたとおり、2015年末時点で20歳代の
97.9％がスマートフォンを含む携帯電話を
保有し、92.9％はスマートフォンです。ほ
とんどの若者が携帯電話やスマートフォン
を利用している状況にありますが、携帯電
話やスマートフォンを生活の中でどのよう

に位置付けているかという意識面をみてい
きます。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）によれば、「携帯電話やスマートフォ
ンは自分の生活になくてはならない」と考
えている割合は、10歳代後半では82.4％、
20歳代前半は83.2％、20歳代後半は85.6%
に上ります（図表Ⅰ-３-１-１５）。

　携帯電話やスマートフォン等の情報通信
機器を、生活においてどのような用途に利
用しているかをみていきます。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）で情報通信機器の利用について尋ね

スマートフォン等を生活の必需品
と考える若者は８割

情報通信機器の用途

315_Ⅰ-3-1-15 携帯電話やスマートフォンは生活の必需品.xlsx

図表Ⅰ-3-1-15 携帯電話やスマートフォンを生活の必需品と考える割合

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「携帯電話やスマートフォンは自分の生活になくてはならないと思う、という考え方について、あなたはどの程度当て

はまりますか。」との問に対する回答。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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たところ、スマートフォン以外の携帯電話
は若い年齢層ほど保有しておらず、保有し
ている場合は通話やメールが主な用途であ
ることが分かりました（図表Ⅰ-３-１-１６）。
一方で、60歳代以上は通話を主な用途とし
て利用しています。
　スマートフォンについては、スマート
フォン以外の携帯電話の状況とは逆に、高
齢層になるほど持っておらず、利用者は年
齢層を問わず、インターネットサイトでの
検索や通話、メールを主な用途としていま
す（図表Ⅰ-３-１-１７）。特に若い年齢層では、
インターネットサイトでの検索が８割を超
え、最も利用されています。
　また、年齢層で違いがみられるのは、
SNSやインターネットでニュースを見ると
いった用途で利用されていることです。ス
マートフォンによるSNS利用は10歳代後半
で69.1％、20歳代で70.7％である一方、30
歳代では48.9％と差がみられ、それより上

の年齢層では更に少ない割合となっていま
す。スマートフォンによりインターネット
でニュースを見ることは、20歳代、30歳代
では約７割が行っていますが、50歳代以上
では４割を下回ります。
　さらに、10歳代後半と20歳代は、40歳代
以上と比べどの用途項目でも高い割合を示
しており、若者はスマートフォンを様々な
用途に利用していることが分かります。

　同じく、消費者庁「消費者意識基本調査」
（2016年度）において、スマートフォンと
パソコンそれぞれを利用して「ゲーム」、「商
品やサービスの購入・予約」、「ネットバン
キング」といった消費生活上の行動をして
いるか聞いたところ、「ゲーム」は10歳代
後半で62.1％がスマートフォンを利用して

商品やサービスの購入・予約等を
若者はスマートフォンで行う

316_Ⅰ-3-1-16 携帯電話（スマートフォンを除く。）の利用用途.xlsx

図表Ⅰ-3-1-16 携帯電話（スマートフォンを除く。）の利用用途

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、日頃携帯電話（スマートフォンを除く。）をどのような用途で利用していますか。」との問に対する回答（複数回答）。
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行っていることが分かりました。また、20
歳代の割合も58.7％と高くなっています
（図表Ⅰ-３-１-１８）。パソコンでも10歳代後
半、20歳代は他の年齢層よりもゲーム利用

の割合が高いものの、10％台にとどまって
います。
　スマートフォンを使って、「商品やサー
ビスの購入・予約」という、いわゆるイン

318_Ⅰ-3-1-18 利用用途に「ゲーム」と回答した人の割合.xlsx

図表Ⅰ-3-1-18 利用用途に「ゲーム」と
回答した人の割合

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）
により作成。

　　　　 2． 「あなたは、日頃携帯電話やスマートフォン等
といった情報関連機器をどのような用途で利用
していますか。」（複数回答）との問で「ゲーム」
と回答した人の割合
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319_Ⅰ-3-1-19 利用用途に「商品やサービスの購入・予約」と回答した人の割合.xlsx

図表Ⅰ-3-1-19
利用用途に「商品やサー
ビスの購入・予約」と回
答した人の割合

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）
により作成。

　　　　 2． 「あなたは、日頃携帯電話やスマートフォン等
といった情報関連機器をどのような用途で利用
していますか。」（複数回答）との問で「商品や
サービスの購入・予約」と回答した人の割合。
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317_Ⅰ-3-1-17 スマートフォンの利用用途.xlsx

図表Ⅰ-3-1-17 スマートフォンの利用用途

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、日頃スマートフォンをどのような用途で利用していますか。」との問に対する回答（複数回答）。
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ターネット通販を行っているとの回答は、
20歳代で58.9％となっており、最も高く
なっています（図表Ⅰ-３-１-１９）。また、50
歳代以上は、パソコンを利用している割合
が高いことが分かります。
　スマートフォンを使い、「ネットバンキ
ング」で資金決済を行うとの回答は20歳代
が11.4％と年齢層別には最も高い結果でし
た。一方、パソコンを使う用途の中では、
40歳代が13.3％と最も高くなっています。
　以上の消費行動から、若者のスマートフォ
ン利用が浸透していることが分かります。

　多くの若者がスマートフォンを生活の中
で必要とし、実際に様々な用途に利用し、
消費行動にも活用しています。では、スマー
トフォン利用にどの程度の時間を割いてい
るのでしょうか。
　消費者庁「消費生活に関する意識調査」
（2016年度）によると、15歳から25歳まで
の１日当たりスマートフォン利用時間は、
３時間以上が73.0％を占めました（図表Ⅰ-
３-１-２0）。本調査はLINEを通じて実施した
調査であり、回答者の中には積極的にス
マートフォンを利用している若者が多いこ

とを考慮しても、スマートフォン利用に生
活時間の多くを費やす若者が多いことがみ
て取れます。
　さらに１日当たりの利用時間が11時間以
上という回答も１割を超えているなど、生
活に支障を生じかねないほどの長時間を費
やしている若者が少なくないことが分かり
ます。なお、回答の分布から平均利用時間
を算出すると、5.5時間という結果でした。
　性別では、全体としては僅かながら女性
の方が利用時間は長く、20歳以上ではその
傾向がよりはっきりとみて取れます。
　若者がスマートフォン利用に多くの時間
を使っていることを確認しましたが、従来
のマスメディアを見る時間はどのように変
化しているでしょうか。テレビや新聞等を
見る時間についてみていきます。
　総務省「社会生活基本調査」における「テ
レビ・ラジオ・新聞・雑誌」にかける１日
当たりの時間の推移をみると、年齢層によ
り変化の動向が異なります（図表Ⅰ-３-
１-２１）。50歳以上は横ばいあるいは増加傾
向にあるのに対し、40歳未満は、1996年以
降2000年代は一貫して減少してきていま
す。中でも、10歳代後半及び20歳代前半の、
2006年から2011年までの間の減少は際立っ
ており、スマートフォン普及の影響がここ
でも確認できます。

若者はスマートフォンを長時間利用、
テレビや新聞を見なくなっている

320_Ⅰ-3-1-20 15～25歳のスマートフォンの１日当たり利用時間.xlsx

図表Ⅰ-3-1-20 15～25歳のスマートフォンの 1日当たり利用時間

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2．「あなたは、 1日当たりスマホをどのくらい使っていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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　ここまで、若者を中心として、スマート
フォン等の情報通信機器の利用について、
その内容や時間、消費行動との関連等をみ
てきました。それにより、若者はインター
ネットにより多くの情報を収集しているこ
とや、中でもSNSの利用が他の年齢層と比
べ顕著であることが分かりました。
　そこで、若者がインターネットからの情
報をどのように活用しているか、またSNS
をどのように使っているのか、消費者への
意識調査結果等を紹介しながら、概観して
いきます。

　商品やサービスを選ぶときの情報入手先
については、「家族、友人、知人からの情報」
以外では、年齢層で違いがみられます（図
表Ⅰ-３-１-２２）。
　20歳代を中心に、若者のほとんどがイン

ターネットを情報入手先として利用してい
ます。また、10歳代後半、20歳代ではSNS
の割合も、他の年齢層と比べ多くなってい
ます。一方、10歳代後半ではテレビ・ラジ
オ番組、新聞・雑誌の記事や広告の割合が
低く、先にみたテレビ・ラジオ・新聞・雑
誌にかける総時間の短さとの間で整合性が
みられます。
　他に、消費者トラブルに遭わないように
参考にする情報については、図表Ⅰ-２-２-１0
で紹介していますが、30歳代まではインター
ネットを最も利用しているとみられます。

　総務省「GDPに現れないICTの社会的厚
生への貢献に関する調査研究報告」による
と、インターネット上のレビューを参考に
する人のうち、商品の購入に踏み切ったこ
とがあるという人が20歳代から50歳代まで

若者は商品やサービス情報をイン
ターネットから入手

インターネット上のレビュー情報
も参考に

321_Ⅰ-3-1-21 年齢層別テレビ・ラジオ・新聞・雑誌総平均時間の推移.xls

図表Ⅰ-3-1-21 年齢別テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の 1日当たり総平均時間の推移

（備考）　 総務省「社会生活基本調査」により作成。
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では約９割でした。レビューを参考にする
人にとってレビューの内容は購入の意思決
定に大きな影響を及ぼしていることが分か
ります（図表Ⅰ-３-１-２３）。
　また、影響を及ぼす頻度については、20

歳代から30歳代までの若い世代では、５回
以上経験があると回答した人が約５割に及
び、より頻繁に意思決定に影響を及ぼして
いることがみて取れます。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016

322_Ⅰ-3-1-22 商品やサービスを選ぶときの知識・情報入手先.xlsx

図表Ⅰ-3-1-22 商品やサービスを選ぶときの知識・情報入手先

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、商品やサービスを選ぶとき、知識・情報を主にどのような機会で得ていますか。」との問に対する回答（ 3つまで回答）。
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323_Ⅰ-3-1-23 レビューによる購入決定の経験.xlsx

図表Ⅰ-3-1-23 レビューによる購入決定の経験

（出典）　 総務省「GDPに現れないICTの社会的厚生への貢献に関する調査研究報告」
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年度）でも、「商品やサービスを検討する
ときにクチコミを参考にする」とした回答
の割合は、20歳代で71.4％となっており（図
表Ⅰ-３-１-２４）、特に20歳代女性は82.7％と
高くなっています。

　インターネット等からの様々な情報を、
商品やサービスの選択の参考にする一方
で、情報が大量にあり、その収集手段も多
様になったために選択が困難になったと感
じている消費者もいます。第一生命経済研
究所 ｢若者の価値観と消費行動に関する調
査｣70によると、「モノや情報が多すぎて、
何が『いい』のかわからず買えないことが
多い」とする人は、特に20歳代の女性で多

く、20歳代前半の女性（学生を除く。）で
62.6％、20歳代後半の女性で61.9％を占め
ており、男性においても20歳代前半の学生
と、20歳代後半から30歳代前半までは他の
年齢層に比べて高く、若者において「選べ
なくて買えない」という状況が発生しやす
いことがうかがえます。さらに、「買いた
いと思って調べたり選んだりしているうち
に、面倒になって買うのをやめてしまうこ
とがある」とする割合も20歳代、30歳代の
女性では７割近くに及び、同年代の男性で
も過半数を占め、他の年齢層より高くなっ
ています。
　若者はインターネット等から多くの情報
を収集しているがゆえに、逆にその情報を
活用することが負担になっているという面
もあることがうかがえます。

情報が多すぎて、選択ができなく
なることも

904_Ⅰ-3-1-24 クチコミ参考にする割合.xlsx

図表Ⅰ-3-1-24 商品やサービスを検討するときにクチコミを参考にする

（備考）　 1 ．消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「「商品やサービスを検討するときにクチコミを参考にする」との考え方や頻度について、あなたはどの程度当てはまりま

すか。」との問に対する回答。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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70�）全国の20歳から49歳までの男女（サンプル数12,466人）を対象に、2017年２月15日～21日に実施したインターネッ
ト調査。
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　若者を中心として、スマートフォンでの
主な用途にSNSが挙げられたことを紹介し
ましたが、SNSはどのくらいの頻度で使わ
れているのでしょうか。
　消費者庁「消費生活に関する意識調査」
（2016年度）で、利用頻度について尋ねた
ところ、「毎日利用している」と回答した
割合が10歳代後半で72.7％、20歳代前半で
69.4％と高いことが分かります（図表Ⅰ-３-
１-２５）。また、性別では30歳代までは女性
が男性を上回っていて、10歳代後半の女性
は約８割が毎日利用しています。
　また、同調査で、「SNSで情報を見たこ
とがきっかけで商品購入・サービス利用を
した」経験について尋ねたところ、10歳代
後半の女性を中心に、20歳代までの若者に

おいて、経験があるという回答の割合が高
くなっています（図表Ⅰ-３-１-２６）。
　「友達がアップやシェアをした情報」や
「芸能人や有名人がアップやシェアをした
情報」がきっかけで商品購入・サービス利
用をしたという回答については、10歳代後
半と、20歳代で「友達」が３割、「芸能人
や有名人」が２割となり、それぞれの全体
平均（「友達」14.3％、「芸能人や有名人」
8.9％）を大きく上回りました。また、年
齢層を問わず、「友達がアップやシェアを
した情報」がきっかけで購入・利用をした
という女性の割合は、おおむね男性におけ
る割合を上回っています。
　若者や女性は、商品購入やサービス利用
について、友達や芸能人、有名人のSNSか
ら得る情報やつながりをきっかけにした
り、多用したりしていることが分かります。

若者はSNSをきっかけに商品購入

324_Ⅰ-3-1-24 性別・年齢層別SNS利用頻度.xlsx

図表Ⅰ-3-1-25 性別・年齢層別SNS利用頻度

（備考）　 1．　消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2．　「あなたは、SNSをどのくらい利用していますか。」との問に対する回答。
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　SNS等から得られる情報が消費行動につ
ながるというだけではなく、自ら情報を発
信している若者もかなりみられます。消費
者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）
によれば、ウェブサイトやブログ、SNS等
を使って、身の回りの出来事や日頃考えて
いること等を情報発信しているかを尋ねた
ところ、当てはまる（「かなり当てはまる」
＋「当てはまる」）と回答した割合は、年
齢層が低いほど高い傾向で、10歳代後半、
20歳代の女性では４割に上ります（図表
Ⅰ-３-１-２７）。若年層の女性を中心に、自ら
情報を発信する行動が浸透していることが
分かります。
　さらに、消費者庁「消費生活に関する意
識調査」（2016年度）でSNSに投稿する写
真や動画を撮影することを目的にとる行動
について尋ねたところ、SNSで投稿した経
験がある人のうち、全体では「旅行（日帰
りを含む）」が45.6％、「外食」が38.7％と、

いわゆる「コト消費」を行う人が多くみら
れます。
　年齢層別にみると、20歳後半を中心に、
何らかの行動をしている人が多いことが分
かります（図表Ⅰ-３-１-２８）。また、全体と
比べ、10歳代後半、20歳代とも「友達と集
まる」との回答の割合が大きくなっていま
す。10歳代後半は、「イベントに参加する」
との回答が３割を超えています。
　性別にみると、女性のほうが情報発信の
ための行動をしている面がみられます。
　これらの、自分自身の身の回りの出来事
を投稿する行動には、スマートフォンが大
きな役割を果たしていると思われます。多
くの若者がスマートフォンを保有している
ことは前述したとおりですが、写真や動画
を簡単に撮影でき、すぐに投稿も可能とな
る、スマートフォンの機能を使って発信し
ていることが改めてうかがえます。
　以上、インターネットやSNSについて、
消費生活に関係する様々な利用についてみ
てきました。若者はスマートフォンの多様
な機能を使いこなし、日々活用しているこ

若者は自ら情報発信

325_Ⅰ-3-1-25 SNSで見た情報がきっかけで商品の購入又はサービスの利用をした経験.xlsx

図表Ⅰ-3-1-26 SNSで見た情報がきっかけで商品の購入又はサービスの利用をした経験

（備考）　 1．　 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2．　 「あなたは、SNSで次のような情報を見たことがきっかけで商品の購入又はサービスの利用をしたことはありますか。」との問に

対する回答（複数回答）。
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326_Ⅰ-3-1-26 SNS等で身の回りの出来事等を情報発信.xlsx

図表Ⅰ-3-1-27 SNS等で身の回りの出来事等を情報発信

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「ウェブサイトやブログ、SNS等を使って身の回りの出来事や日頃考えていること等を情報発信している、という考え

方や態度について、あなたはどの程度当てはまりますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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とが確認できました。そして、受け身とし
て情報を収集するのみならず、発信する側
にもなっており、そのために出掛けたり買
物をしたりするなど、消費行動にも大きく
影響していることが推測されます。

　第１部第２章第１節で、インターネット
を介した新たなサービスの形態であるシェ
アリングエコノミーについて、その仕組み
や認知度、関心や不安を紹介しました。こ
こでは、年齢層に分けて、その内容別のサー
ビス利用についての関心や、シェアリング
エコノミーというサービスに消費者が期待
すること等をみていきます。
　消費者庁「消費生活に関する意識調査」
（2016年度）で、「場所」、「モノ」、「移動」、
「スキル」の４項目について、シェアリン
グエコノミー利用への関心を聞いたところ、
既に利用したことがあるという回答と利用

していないが、今後利用したいという回答
を合わせてみると、「モノ」が、年齢層を問
わず最も高い関心を集めていることが分か
りました（図表Ⅰ-３-１-２９）。これは、インター
ネットオークションやレンタルサービス等
の従来から存在するサービスに関係するも
のであることから、内容についてイメージ
しやすく、他のサービスに比べなじみがあ
ることが推測されます。そして、この「モノ」
については、特に若者における関心が高く
なっています。
　全体的な傾向として、若者は、項目を問
わず、シェアリングエコノミーに対する関
心が他の年齢層より高く、新しいサービス
を取り入れたいという柔軟性が見受けられ
ます。
　シェアリングエコノミーで「場所」、「モノ」、
「移動」、「スキル」等を利用することへの
期待は、「安価なこと」や「自分のニーズに
合っていること」との回答の割合が年齢を
問わず高くなっています（図表Ⅰ-３-１-３0）。
　特に10歳代後半、20歳代の若者は、「安

情報化の進展がもたらす消費社会
の将来

327_Ⅰ-3-1-27 写真や動画を撮影することを目的とした行動.xlsx

図表Ⅰ-3-1-28 写真や動画を撮影することを目的とした行動

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． SNSに写真や動画のアップを「よくする」又は「することがある」と回答した人に対する「アップする写真や動画を撮影する

ことを目的に次のようなことをしたことはありますか。」との問に対する回答（複数回答）。
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328_Ⅰ-3-1-28 シェアリングエコノミーへの関心.xlsx

図表Ⅰ-3-1-29 シェアリングエコノミーへの関心

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「シェアリングエコノミーに興味はありますか。」との問に対する「既に利用したことがある（海外を含む。）」と「今後利用し

たい」の回答を合わせた数値。
　　　　 3． 「その他」は除く。
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図表Ⅰ-3-1-30 シェアリングエコノミーへの期待

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． シェアリングエコノミーを今後（も）利用してみたいとした回答者に対し「利用することにどのようなことを期待しますか。」

との問に対する回答。
　　　　 3． 「その他」、「特にない」、「分からない」は除く。
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価なこと」との回答の割合がそれぞれ
56.7％、64.8％と回答項目の中で最も高く
なっています。また、20歳代では「高価で
手が届かないものを使えること」との回答
の割合も、全年齢層の中で最も高く、
29.6％でした。
　他方で、「購入するよりも楽しかったり、
面白かったりすること」や「提供者とのコ
ミュニケーション」との回答は、年齢が上
がるほどその割合が増加しています。
　これらのことから現状として、若者は
シェアリングエコノミーによる場所、モノ、

移動等の利用に対して関心が高い一方、貴
重な体験や娯楽といった側面での利点より
も、実利的な側面により期待していること
がうかがえます。
　以上のように、シェアリングエコノミー
を例に挙げましたが、情報化の進展がもた
らす新たな消費形態等については、将来を
担う若者が中高年層より一歩先に自身の消
費形態に取り入れてリードしていくこと
で、今後、消費社会の更なる発展へとつな
がっていく可能性があります。
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　経済産業省「消費者理解に基づく消費経済市場の活性化」研究会報告書（2017年３
月）では、2030年の消費経済市場において、「自律的消費」、「他律的消費」、「偶発的
消費」の3つの特徴的な消費行動タイプが現れるのではないかと提示しています。
　ここでいう「自律的消費」とは、自らのこだわりを追求し、消費を自らコントロー
ルする消費行動のタイプです。また、「他律的消費」とは、自分の求めている最適な
商品やサービスについて、他者がIT等を通じて発見して提案して欲しいとする消費行
動のタイプです。そして、「偶発的消費」とは「ワクワク・ドキドキ感を味わいたい」
という欲求を追求し、偶然おもしろいと感じるものを発見することを望む消費行動の
タイプです。
　この３つの消費行動のタイプは、１個人の中に共存しており、消費者は一つにとど
まらず常にそれぞれのタイプ間を行き来しています。このような動態的な消費の変化
を捉えるには、あるタイプから別のタイプに移る“変化の兆し”を察知する必要があ
ります。どのような要素が、その“変化”を起こさせ、また“変化の兆し”を生じさ
せるのかを見極め、消費行動タイプ間での動きを一早く掴むことが、消費者理解の重
要なポイントになります。
　将来を見据えながら「消費」を改めて見つめ直し、単なる「消費」やその活性化を
意味するものではなく、例えば、セレンディピティ（欲しいものとの偶然の出会い）
などを通じた“心の豊かさ”を感じる消費社会を構築していくには、消費者・事業者・
行政が連携していく必要があります。

今後、現れると想定される3つの消費行動タイプ
C O L U M N 10

（消費に関する価値観の多様化）

自律的消費

他律的消費

偶発的消費

ワクワク
ドキドキ感を
味わいたい

自由な時間
が欲しい

自分に合った
ものが欲しい

・多くの選択肢の中から偶
然の発見に価値を感じる

・自分のこだわりを追求したい
・自分の消費は自分でコントロー
ルしたい

・自分の求めていることを（BD・AI
等を通じて）発見して欲しい

・最適解を効率的に得たい

・個人向けレコメンドの発達
・BD・AI、ロボットへのアウトソース

・セレンディピティ
・旅先で出会ったもの

に価値を感じる
・自らオーダーメイド、カスタ

マイズ
・メイカーズ、クラウドファン

ディング
・C to C
・多様な働き方
・余剰時間→人間時間

起こりうる市場の変化
・BD・AI、ロボット等の技術的進展
・決済手段の多様化（キャッシュレス

等）
・消費者レイティング
・ダイナミックプライシング
・SNSコミュニティの更なる拡大　等
・電子レシート普及
・クレジットAPI連携
・データ売買市場の構築

消費者と企業の
関係性を描く際
の前提とする

※　３つの消費タイプは１個人の中に共存するものであり、これら３
つの消費タイプは相互に連関している。これらのうち、消費者がど
の部分に重きを置いて消費行動をとるか、また、それを踏まえて企
業がどのような戦略をとるか（逆に消費者を誘導するか）、それら
によってどのような消費経済社会となるか（目指すか）等の視点が
必要となる。
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　若者は、成熟した成人と比べて「知識」、「社会経験」、「お金（資力）」が乏しいことによっ
て、消費者トラブルに巻き込まれたり、被害が大きくなったりするといわれています。
　特に成人に達する前後の年代は、多くが高校を卒業して、大学へ進学したり就職したり
するなど、生活環境が変わる時期に当たります。また、親元を離れて一人暮らしを始める
ケースも多く、社会と接点を持つ活動も急速に増えていきます。
　このように若年期の状況によって生じる特徴的な消費者トラブルがある一方、最近の社
会経済環境の変化や若者の嗜好によって、新たに目立ってきている消費者問題もあります。
　本節では、10歳代後半から20歳代に焦点を当てて、全国の消費生活センター等へ寄せら
れた消費生活相談情報に基づき、以上の観点から、若者の消費者トラブルの内容・傾向を
示していきます。
　また、若者は他の世代に比べ、「体力」71、「吸収力」、「行動力」があるといわれています。
つまり、どんどん進化している情報ツールを使いこなし、新たな発想で文化を作っていく
側面も持っています。したがって、若者へ向けた消費者啓発が適切に届けば、消費者被害
を未然に防ぐメリットも大きく、万一トラブルに巻き込まれたとしても、解決に向けて自
分自身で情報収集して行動を起こす力が育まれることにも期待ができます。これら若者の
持っている力も念頭において、近年の動きについて分析していきます。

　全国の消費生活センター等へ寄せられた、
15歳から29歳までの若者に関する消費生活
相談を年齢によって３つに区分し、この10
年間の相談件数の推移をみると、2007年以
降それぞれ減少傾向にあり、2012年以降は
ほぼ横ばいの状況となっています（図表Ⅰ-
３-２-１①～③）。
　10歳代後半の相談は、2007年には約３万
件でしたが、2012年に約1.7万件となり、
2016年は約1.6万件の相談が寄せられていま

す。この年齢層の相談は性別にみると例年、
男性がおおむね約６割を占めています。た
だし2016年においては、男性が51.5％に対
し女性が47.1％と、例年より女性の割合が
大きくなっていることが特徴的です（図表
Ⅰ-３-２-１④）。これは、第１部第１章第３節
で紹介した、インターネット通販等による
健康食品等の「定期購入」トラブルが増加
したことの影響によるものと考えられます。
　20歳代前半は成年に達し、社会人となっ
ていく時期に当たることから、2016年は10
歳代後半の2.4倍にあたる約3.9万件の相談
が寄せられています。また、この年代は、
10歳代後半と異なり、女性の相談が半数を
超え、男性の割合を上回っています。
　20歳代後半の相談件数は、この10年の推

若者の消費者トラブル第 ２節

（ １）若者に関する消費生活相談

消費生活相談件数の推移

71）スポーツ庁「平成27年度体力･運動能力調査報告書」
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移をみると2014年までは20歳代前半を上
回っていましたが、2015年以降は20歳代前
半とほぼ同水準となり、2016年は20歳代前
半を下回る約3.8万件となっています。性
別では女性が半数を超えるという点で、20
歳代前半と共通しています。
　以上から、５歳単位でも若干異なる傾向
があり、成年になると女性がトラブルに遭
う機会が多くなることがうかがえます。
　なお、少子化によってこの年齢層の人口

が減少していることを考慮して、人口1,000
人当たりの相談件数をみても、どの年齢層
でも、相談件数が減少しています。例えば、
10歳代後半は、2007年の4.7件が2016年は2.7
件と20歳代に比べて少ない件数となってい
ます。20歳代前半は、2007年は11.0件でし
たが、2016年は6.4件、20歳代後半は2007
年が10.7件、2016年は6.0件となっています。
　人口1,000人当たりの相談件数の推移に
ついては第１部第１章第３節の図表Ⅰ-１-

図表Ⅰ-3-2-1 若者の相談件数

330○04124_Ⅰ-3-2-1 若者の相談件数.xlsx

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）及び総務省「人口推計」により作成。
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③　25―29歳

（1,000人当たり
　相談件数）（件）

（年）

②　20―24歳

（1,000人当たり
　相談件数）（件）

④　2016年

15―19歳 20―24歳 25―29歳
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３-２で他の年齢層と併せてみましたが、65
歳以上では増加していた一方、若者は減少
傾向にあり、動きが二極化しています。
　こうした状況から、最近、若者の相談件
数が減っていることは明らかですが、その
背景としていくつかの要因が考えられます。
　消費者庁「消費生活に関する意識調査」
（2016年度）で、トラブルに遭った際どの
ような行動をとるかについて尋ねたとこ
ろ、「消費生活センター等の公共の相談窓
口に相談する」との回答の割合は、10歳代
後半が10.9％、20歳代前半が10.0％、20歳
代後半が16.3％と、全体平均の26.6％を大
きく下回りました。トラブルに遭ったとし
ても、他の年齢層に比べ、若者にとっては
消費生活センター等への相談が解決の選択
肢となっていないことが分かります。
　また、そもそもトラブルに遭わなくなっ
てきているということも考えられます。例
えば、若者に多くみられるといわれる
キャッチセールスやアポイントメントセー
ルス、デート商法のトラブルについて20歳
代の相談件数をみていくと、2007年から
2011年まで減少しており、先ほどみた図表

Ⅰ-３-２-１②～③と同じような動きをしてい
ます（図表Ⅰ-３-２-２）。
　第１節において、若者の消費が堅実に
なってきていることを紹介しました。一方、
デート商法では相手に異性に対する好意を
抱かせ、そのような（偽りの）恋愛関係に
つけ込んで、高額なアクセサリー等の商品
等を販売するケースが多く、最近の若者の
嗜好には合わなくなってきていることも推
測されます。
　さらに、トラブルに遭っても自分自身で
解決し、消費生活センター等への相談には
つながらないということも考えられます。
例えば、15歳から25歳までを対象とした消
費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016
年度）によると、「契約のルールや取引の
トラブル防止策」を教えてもらったことが
あるとの回答は53.1％で、こういった学校
などでの消費者教育の効果が表れている可
能性があります。他に、デジタルネイティ
ブである若者がスマートフォン等を用い、
インターネット上でトラブル解決のための
情報を迅速に調べて、対応していることも
あると思われます。同調査では、商品の購

331_Ⅰ-3-2-2 20歳代のキャッチセールス等に関する相談件数.xlsx

図表Ⅰ-3-2-2 20歳代のキャッチセールス等に関する相談

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。

711 546 411 324 288 280 224 240 189
249

4,477

2,950

2,000

1,482
1,148 1,149

1,046 1,149
968 1,073

3,334

2,119

1,507
1,321

1,034 1,049

1,125 1,195

950 669

2016
（年）

201520142013201220112010200920082007
0

5,000
（件）

4,000

3,000

2,000

1,000

キャッチセールスキャッチセールス
アポイントメントセールス
デート商法

第
１
部

第
３
章
　
第
２
節
　
若
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

147



入やサービス利用でトラブルに遭った際、
最初にとる行動として「インターネットを
検索して参考になる情報を探す」と回答し
た割合が全体平均では49.0％のところ、10
歳代後半では70.0％、20歳代前半では
63.2％となりました（図表Ⅰ-３-２-３）。この
結果からも、トラブル対応にインターネッ
トを使っていることが分かります。

　性別及び年齢層別に2016年の若者の相談
を商品・サービス別にみると、男性の10歳
代後半は、インターネット利用に関する内
容が上位を占めています（図表Ⅰ-３-２-４）。
20歳代前半では、「賃貸アパート」が２番目、
「フリーローン・サラ金」が３番目となり、
「他の内職・副業」がみられるのも特徴で
す。20歳代後半は「賃貸アパート」に関す
る相談が最も多く寄せられています。
　男性で各年齢層に共通してみられる「普
通・小型自動車」は、10歳代後半に比べ、
成年の方が相談件数は多くなっています。
インターネット利用に関するものでは、「オ
ンラインゲーム」が10歳代後半及び20歳代

後半で上位にみられます。また、成年では
20歳代前半、後半ともに「フリーローン・
サラ金」が上位にみられます。
　女性は、10歳代後半では、インターネッ
ト利用に関する内容と並んで、ダイエット
に関連する商品である健康食品や酵素食品
等に関する相談が上位にきているのが特徴
です。また、「コンサート」に関する相談
も多く寄せられています。20歳代前半は男
性と同様、「賃貸アパート」が２番目となり、
他に「脱毛エステ」を中心としたエステ
ティックサービスについての相談も多くみ
られます。20歳代後半は男性同様、「賃貸
アパート」の相談が最も多くなっています。
また、美容医療等を含む「医療サービス」
も上位にみられます。
　女性では、広い意味での美容に関わる相
談が多くみられるのが特徴ですが、年齢層
ごとに上位にみられる商品・サービスが異
なります。
　また、20歳代後半では男女共通で「結婚
式」に関する相談もみられ、若者の中でも
ライフステージの違いで相談内容が異なっ
てくることが確認できます。

若者に多い商品・サービス別相談

332_Ⅰ-3-2-3 商品の購入やサービス利用でトラブルに遭った際、最初に取る行動.xlsx

図表Ⅰ-3-2-3 商品の購入やサービス利用でトラブルに遭った際、最初にとる行動

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）より作成。
　　　　 2． 「商品の購入やサービスの利用でトラブルに遭った際の行動に、順番をつけてください。」との問に対する回答として 1番目に

選ばれたもの。
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　2016年の若者の相談を、年齢を３つに区
分し販売購入形態別にみると、インター
ネット利用を含む「インターネット通販」
に関する相談は、10歳代後半は約9,500件

（58.4％）、20歳代前半は約1.3万件（32.7％）
と最も多くなっています（図表Ⅰ-３-２-５）。
20歳代後半でも、「店舗購入」を下回りは
するものの、約1.2万件（31.7％）寄せられ
ており、若者の相談ではインターネットに
関するものが共通して多いといえます。
　「店舗購入」に関する相談は、成年と未

インターネット通販に関する相談
が多い

333○0411_Ⅰ-3-2-4 若者の上位商品相談件数.xlsx

図表Ⅰ-3-2-4 若者の商品・サービス別上位相談件数（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（小分類）。
　　　　 3．相談件数が同数のものは、キーワード順になっている。

男性
15-19歳 20-24歳 25-29歳

件数 8,369 件数 18,461 件数 17,960
1 アダルト情報サイト 2,660 アダルト情報サイト 2,025 賃貸アパート 1,650
2 デジタルコンテンツ（全般） 507 賃貸アパート 1,080 アダルト情報サイト 1,420
3 テレビ放送サービス（全般） 337 フリーローン・サラ金 1,074 フリーローン・サラ金 1,068
4 オンラインゲーム 310 デジタルコンテンツ（全般） 851 デジタルコンテンツ（全般） 911
5 他のデジタルコンテンツ 267 商品一般 649 光ファイバー 613
6 出会い系サイト 227 光ファイバー 618 普通・小型自動車 570
7 商品一般 191 普通・小型自動車 608 商品一般 554
8 賃貸アパート 150 出会い系サイト 550 他のデジタルコンテンツ 453
9 普通・小型自動車 141 他の内職・副業 536 出会い系サイト 384
10 光ファイバー 141 他のデジタルコンテンツ 494 モバイルデータ通信 379
11 携帯電話サービス 116 携帯電話サービス 390 携帯電話サービス 371
12 相談その他（全般） 106 モバイルデータ通信 357 結婚式 280
13 新聞 104 役務その他サービス 289 オンラインゲーム 267
14 オートバイ 92 興信所 283 役務その他サービス 256
15 ビジネス教室 88 テレビ放送サービス（全般） 278 インターネット接続回線（全般） 248

女性
15-19歳 20-24歳 25-29歳

件数 7,640 件数 20,656 件数 20,131
1 アダルト情報サイト 1,559 アダルト情報サイト 2,000 賃貸アパート 1,740
2 他の健康食品 719 賃貸アパート 1,188 アダルト情報サイト 1,360
3 デジタルコンテンツ（全般） 496 デジタルコンテンツ（全般） 1,028 デジタルコンテンツ（全般） 1,100
4 他のデジタルコンテンツ 268 脱毛エステ 913 他のデジタルコンテンツ 589
5 テレビ放送サービス（全般） 251 出会い系サイト 617 商品一般 578
6 健康食品（全般） 233 他のデジタルコンテンツ 531 出会い系サイト 570
7 酵素食品 174 商品一般 527 フリーローン・サラ金 509
8 野菜飲料 162 他の健康食品 524 光ファイバー 461
9 賃貸アパート 155 モバイルデータ通信 504 モバイルデータ通信 457
10 商品一般 139 痩身エステ 475 携帯電話サービス 432
11 コンサート 134 他の内職・副業 417 脱毛エステ 411
12 脱毛エステ 109 美顔エステ 407 他の健康食品 407
13 携帯電話サービス 107 興信所 405 結婚式 367
14 出会い系サイト 105 光ファイバー 401 医療サービス 311
15 相談その他（全般） 104 フリーローン・サラ金 389 興信所 294
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図表Ⅰ-3-2-3 商品の購入やサービス利用でトラブルに遭った際、最初にとる行動

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）より作成。
　　　　 2． 「商品の購入やサービスの利用でトラブルに遭った際の行動に、順番をつけてください。」との問に対する回答として 1番目に

選ばれたもの。
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成年とでは相談件数に大きな差がみられ、
自分自身で判断して契約や購入する機会が
増えることに比例して、件数が増加してい
る傾向がみられます。また、成人直後に当
たる20歳代前半は前後の年齢層と比べ、
キャッチセールス等の「訪問販売」や、「マ
ルチ取引」に関する相談が多いことが確認
できます。

　第１部第２章でも紹介しましたが、消費
者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）で、
スマートフォンの利用用途として「SNS」
と回答した人が10歳代後半、20歳代ともに
７割という結果が得られたことからも分か
るように、若者においては、SNS利用は日
常的になっています。
　SNSがきっかけとなるトラブルの相談が
増加傾向にあることは第１部第１章第４節
でも紹介していますが、若者はSNSの利用
頻度が高いことに伴い、相談件数も他世代
と比べて多い状況にあります。

　20歳代前半を中心に、2014年から増加が
顕著となっています。性別では、20歳代後
半では女性の相談が多く寄せられています
（図表Ⅰ-３-２-６）。
　主な事例として、未成年の相談では、
「SNSで知り合った人からコンサートチ
ケットを譲り受ける約束をして代金を支
払ったが、相手と連絡が取れなくなった」
といった内容が目立ちます。他に、第１部
第１章第４節で紹介したダイエットサプリ
メント等の健康食品の「定期購入」のトラ
ブルが2016年は未成年、成年を問わず女性
に多くなっています。また、「SNSで個人
からバイクを買う約束をし、代金を支払っ
たが商品が届かない」、「SNSで知り合った
人にもうかる情報があると言われ、投資用
教材を購入したがもうからなかった」等、
SNSでの広告や、SNS上で知り合った人と
のやり取りでトラブルに巻き込まれるケー
スが目立ちます。他に、「SNSで、送られ
てきた荷物を指定された住所に転送するだ
けで報酬がもらえるというアルバイトを紹
介され、身分証明書の画像など個人情報を
相手に送ったところ、知らない間に自分の

SNSがトラブルのきっかけとな
るケース増加
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図表Ⅰ-3-2-6 若者のSNSに関する相談

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「その他」には、「団体等」、「不明」が含まれる。
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図表Ⅰ-3-2-5 年齢層別販売購入形態別相談件数（2016年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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名義で携帯電話が契約されていた」という
相談も2016年に寄せられています72。
　図表Ⅰ-３-２-２で、キャッチセールス等の
勧誘に関わる相談は減少していることを紹
介しましたが、それらは消費者が駅や繁華
街の路上で呼び止められて営業所等へ連れ
て行かれ、勧誘で長時間引き止められたり、

強引に、又は不安をあおられたりして商品
やサービスを契約させられるものです。こ
ういった、きっかけが対面型の相談につい
て顕著に減ってきた中、SNS等のインター
ネット上の顔が見えない中でのやり取りで
あるという点に特徴がある相談が最近際
立っていると考えられます。

72）国民生活センター「『荷受代行』・『荷物転送』アルバイトにご注意！（速報）」（2016年７月22日公表）
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図表Ⅰ-3-2-6 若者のSNSに関する相談

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「その他」には、「団体等」、「不明」が含まれる。
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図表Ⅰ-3-2-5 年齢層別販売購入形態別相談件数（2016年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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　国民生活センターでは、若者（特に18歳から22歳まで）に消費者トラブルの内容と
消費生活相談窓口について広く周知することが大切であると考え、下のようなクリア
ファイルを35,000部作成し、全国大学生活協同組合連合会等を通じて大学生向けに配
布しています。若者の消費生活相談において、SNSがきっかけとなるトラブルの相
談が増加していることを踏まえた工夫が盛り込まれています。

　クリアファイルは学生の必携品です。手に入れた学生に学校生活等で活用されるこ
とで、クリアファイルの画像が周囲の友人等の目にも触れることになるとの周知効果
も期待されます。

「取り返しのつかなくなる前にお電話ください。」
―大学生向けに消費者トラブル事例と相談窓口を周知―

C O L U M N 11

　若者が読みやすいよう、SNSでの会話
の形式で、儲け話やエステ等若者によくあ
るトラブル事例を紹介。

　シンプルなイラストで、「取り返しのつかなく
なる前にお電話ください。」のメッセージととも
に「消費者ホットライン」188（いやや！）を強調。

スマートフォンの画面をイメージ
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　ここでは、若者に目立つ最近の消費者ト
ラブルについて、紹介していきます。

　若者に関する消費生活相談の特徴とし
て、「マルチ取引」（まがい取引も含む。）73

の相談の多さが挙げられます。2007年以降
の年齢層別の「マルチ取引」の相談件数の
推移をみると、20歳代が他の年齢層と比べ
突出しています（図表Ⅰ-３-２-７）。全体の
傾向としては、2011年までは減少し、その
後、20歳代は増加傾向に転じています。20
歳代の相談をみると、2016年には、2007年

の約６割ではあるものの、4,000件を超え
る相談が寄せられています。
　若者における「マルチ取引」でのトラブ
ルのきっかけとしては、成人直後に友人や
同僚等から勧誘されることが多く、具体的
な商品･サービスは、これまで「健康食品」
や「化粧品」が主流でしたが、ここ数年を
みると投資用DVD教材が目立つようにな
りました。また、2015年以降、SNSをきっ
かけとしたものや、海外事業者に関するも
のが多くみられるようになってきています。
　例えば、最近みられる相談内容の中には、
SNSで知り合った人からのメッセージで
「海外のインターネット上のカジノのア
フィリエイトで稼げる、新たな会員を紹介
すると紹介料も受け取れるので一緒にやろ
う」と誘われるケースなど、友人だけでは
なく、実際には会ったことがない人から

（ ２）若者に多い消費者問題

若者で多いマルチ取引はSNSや
海外に関する内容が目立つ

73�）国民生活センターによると、「マルチ取引は「商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が
増えるごとにマージンが入る取引形態。買い手が次のその販売組織の売り手となり、組織が拡大していく」取引と
定義されている」ため、「「マルチ取引」は、特定商取引法の「連鎖販売取引」とは必ずしも一致しない」（消費者
委員会成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書（2017年１月　３頁参照））。
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図表Ⅰ-3-2-7 マルチ取引に関する相談

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「マルチ取引」の相談には、特定商取引法に定める連鎖販売取引だけではなく、マルチまがい取引のケースも含まれる。
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　国民生活センターでは、若者（特に18歳から22歳まで）に消費者トラブルの内容と
消費生活相談窓口について広く周知することが大切であると考え、下のようなクリア
ファイルを35,000部作成し、全国大学生活協同組合連合会等を通じて大学生向けに配
布しています。若者の消費生活相談において、SNSがきっかけとなるトラブルの相
談が増加していることを踏まえた工夫が盛り込まれています。

　クリアファイルは学生の必携品です。手に入れた学生に学校生活等で活用されるこ
とで、クリアファイルの画像が周囲の友人等の目にも触れることになるとの周知効果
も期待されます。

「取り返しのつかなくなる前にお電話ください。」
―大学生向けに消費者トラブル事例と相談窓口を周知―
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　若者が読みやすいよう、SNSでの会話
の形式で、儲け話やエステ等若者によくあ
るトラブル事例を紹介。

　シンプルなイラストで、「取り返しのつかなく
なる前にお電話ください。」のメッセージととも
に「消費者ホットライン」188（いやや！）を強調。
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SNSを通じて勧誘されるものがみられま
す。他には、SNSで実業家を名のる人から
「海外のホテルを格安で利用できるとリ
ゾート会員権の契約を勧められ、さらに人
を紹介するとお金が入ると説明された」と
して契約する例もみられます。そして指示
された海外事業者のサイトにアクセスして
会員登録し、登録料をクレジットカード決
済したものの、説明のように簡単にはもう
からず、解約したい、等の内容が寄せられ
ています。
　こうしたSNS上での出会いがトラブルの
きっかけとなるケースや、対象となる商材
がインターネット上で取引を行えるもので
あること、トラブルの相手が海外事業者で
あることなど、従来のような対面での勧誘
に加え、インターネット等を介しての広が
りがみられるため、注意が必要です。
　なお、図表Ⅰ-３-２-６でみたように、若者
の年齢層を３つに区分すると、2016年の相
談件数は20歳代前半が10歳代後半及び20歳
代後半に比べて多いものの、10歳代後半及
び20歳代後半も前年より相談件数が増加し
ているため、これらの年齢層についても注

意が必要です。

　「エステティックサービス」や「美容医療」
に関する消費生活相談件数は、女性の占め
る割合が、2016年にはそれぞれ約95％、約
78％であるとおり、女性に多くみられるも
のです。
　2016年の「エステティックサービス」の
相談を女性について年齢層別にみると、「脱
毛エステ」、「痩身エステ」、「美顔エステ」、
「他のエステティックサービス」の種類別
でそれぞれ20歳代の相談件数が最も多く
なっています（図表Ⅰ-３-２-８）。
　20歳代の相談のうちでは、「脱毛エステ」
に関する相談が最も多く、次いで「痩身エ
ステ」、｢美顔エステ｣ という順です。アロ
マセラピーやリラクゼーションマッサージ
等の「他のエステティックサービス」は30
歳代、40歳代と大きな差はありません。ま
た10歳代は「脱毛エステ」の相談が目立っ
ています。

美容に関連する相談は２0歳代で多い

図表Ⅰ-3-2-8 エステティックサービスに関する相談（2016年・女性）
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（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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　寄せられた相談のうち、「同級生に誘わ
れてエステに行き契約したが、家族に反対
されたので中途解約したい」、「脱毛エステ
を中途解約したが、店が色々なことを理由
に精算金を返金しない」など、解約に関す
る事例が約９割と多くみられます。また、
数は少ないものの、第１部第１章第２節で
紹介した、エステサロンの施術で熱傷に
なった例などの生命・身体に関する相談も
寄せられています。
　医療脱毛、豊胸手術、二重まぶた手術な
ど、医師による医療のうち「もっぱら美容
の向上を目的として行われる医療サービ
ス」を「美容医療」といいます。2016年の
相談件数全体のうち約８割が女性の相談で
すが、10歳代、20歳代、30歳代は他の年齢
層と比べると性別による差がやや小さく
なっています（図表Ⅰ-３-２-９）。年齢層別
にみると、20歳代が男女共に最も相談が多
く、特に20歳代女性は30歳代女性、40歳代
女性と比べても２倍近い相談が寄せられて
います。なお、20歳代女性の相談は、2016
年には2012年と比べて1.4倍となっており、

他の年齢層より大きく増加しています。
　主な相談事例は、女性は「無料脱毛のチ
ケットをもらい出かけたクリニックで、高
額の全身脱毛を契約してしまったが、解約
したい」、「ケミカルピーリングの施術によ
り、顔中に発疹が出た」、男性は「包茎手
術をしたが、高額な上、手術結果に納得で
きない」といったものがみられます。
　その他、美容に関連する内容でも、施術
を受ける側ではなく、主に施術をする側の
養成に関するサービスについても相談が寄
せられています。エステティシャン、ネイ
リスト、メイクアップ、まつ毛エクステン
ション施術、アロマセラピー教室等の「美
容関連教室」に関する相談件数は、年齢層
別では、20歳代女性が30歳代女性と共に最
も多くなっています。
　消費者庁では、2016年８月に「脱毛エス
テ契約のポイント」についてのチラシを公
表しています（図表Ⅰ-３-２-１0）。情報を集
めることは大事ですが、広告をう呑みにせ
ず、正しい情報収集をしましょう。①施術
の勧誘にも慌てて契約せず、よく考えるこ

338○0411_Ⅰ-3-2-9 「美容医療」に関する相談件数（2016年）.xlsx

図表Ⅰ-3-2-9 「美容医療」に関する相談（2016年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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337○0424_Ⅰ-3-2-8 エステティックサービスに関する相談件数.xlsx

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
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とが重要です。②１か月、５万円を超える
エステティックサービスの契約を締結した
場合は契約書面を受け取った日から起算し
て８日間はクーリング・オフができます。
③契約書面を受け取ってから起算して８日
間が経過した後も、止めたい場合は、中途
解約ができます。また、同年９月には、厚

生労働省と協力・連携し、「美容医療を受
ける前に確認したい事項と相談窓口につい
て」を公表し、注意喚起を行っています（コ
ラム参照）。美容医療などの施術を受ける
場合は、医師などから十分な説明を受けた
上で、落ち着いてよく考えてから施術を受
けるか決めましょう。 　美容医療サービスは、消費者と事業者との間の情報の質・量や交渉力の格差が大き

いのみならず、一度施術を受けると元に戻りにくく、費用が高額に及ぶといった特性
を有し、また、身体被害や契約等に関する相談やトラブルが多い分野です。
　消費者庁は、厚生労働省と協力・連携し、2016年９月、美容医療サービスを受ける
に当たって注意すべき事項についてチラシを作成しました。具体的には、医師の説明
を十分に理解できたか、今すぐ必要な施術かなどについて、施術を受ける前に確認す
るよう周知を行っています。消費者庁ウェブサイトでは相談窓口に関する情報など関
連情報を掲載していますので、是非、この機会に確認してください。（URL：http://
www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/caution_
161027_01.html）

美容医療を受ける前に確認したい事項と
相談窓口について

C O L U M N 12

339○0407_Ⅰ-3-2-10 脱毛エステに関する注意喚起.pptx

図表Ⅰ-3-2-10 脱毛エステに関する注意喚起

156



　美容医療サービスは、消費者と事業者との間の情報の質・量や交渉力の格差が大き
いのみならず、一度施術を受けると元に戻りにくく、費用が高額に及ぶといった特性
を有し、また、身体被害や契約等に関する相談やトラブルが多い分野です。
　消費者庁は、厚生労働省と協力・連携し、2016年９月、美容医療サービスを受ける
に当たって注意すべき事項についてチラシを作成しました。具体的には、医師の説明
を十分に理解できたか、今すぐ必要な施術かなどについて、施術を受ける前に確認す
るよう周知を行っています。消費者庁ウェブサイトでは相談窓口に関する情報など関
連情報を掲載していますので、是非、この機会に確認してください。（URL：http://
www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/caution_
161027_01.html）

美容医療を受ける前に確認したい事項と
相談窓口について
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　美容に関するトラブルのほか、若者を中
心として、タレント・モデル契約関連の様々
なトラブルも発生しています74。相談は20
歳代を中心に、女性のみならず男性の相談
も寄せられています（図表Ⅰ-３-２-１１）。
　トラブルのきっかけは、以前多くみられ
た繁華街等でのスカウトに加え、最近では、
スマートフォン等で検索して見付けたオー
ディションに申し込んだり、SNSに書き込
まれているタレント事務所の募集広告を見
て自ら連絡を取ったり、SNSで知り合った
人からの紹介を受ける等、様変わりしてい
ます。ここでもSNSが何らかの形で関係す
るケースが増えています。
　タレントやモデルになるために必要だ
と、商品購入やサービス利用を勧められる
ことがあり、これに関する相談もよくみら
れますが、相談内容は多岐にわたります。

例えば、「オーディションの合否にかかわ
らず高額なマネジメント契約やタレント養
成教室等の契約を求められる」、「プロ
フィール写真のために必要と高額な撮影料
を請求される」、「仕事に必要だからと高額
なエステ契約をさせられる」などの様々な
トラブルが発生しています。
　また、「高額な契約をしたものの仕事を紹
介されない」、「レッスン内容のレベルが低
い」という相談や、「解約時に高額な違約
金を請求された」などの事例もみられます。
　悪質事業者の場合、若者の、タレントや
モデルに憧れる気持ちにつけ込んで甘い言
葉をかけてくることがありますが、金銭の負
担を求められる場合は特に注意が必要です。
　その他、「モデル事務所の面接に行ったと
ころ、アダルトDVDへの出演を勧められた」
というケースもあります。
　こういったことから、消費者庁、国民生
活センターは2017年４月に「タレント・モデ
ル契約のトラブルに注意‼」として注意喚

タレント・モデル契約に関連した
トラブル

74�）国民生活センター「タレント・モデル契約のトラブルに注意してください！―10代・20代の女性を中心にトラブ
ル発生中―」（2016年11月30日公表）

340○0405_Ⅰ-3-2-11 タレント・モデル契約に関する相談件数.xlsx

図表Ⅰ-3-2-11 タレント・モデル契約に関する相談件数（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「団体等」、性別が「不明」、「無回答（未入力）」を除く。
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起を行っています（図表Ⅰ-３-２-１２）。

　高校を卒業し大学に入学するときや、学
生から社会人になるときなど、新生活が始
まるタイミングで一人暮らしを始める若者
は多く、それまで実家で生活していたとき
は保護者が対応していたような、世帯ベー
スで発生する消費生活上の契約について、
若者が当事者として判断するようになる中
でトラブルに発展するケースがみられます。
　例えば、図表Ⅰ-３-２-４でも上位商品に挙
がっていたアパート等を借りるなどの不動
産貸借や、テレビの受信料支払、新聞購読、
インターネット接続回線の契約等について
の相談が寄せられています。
　不動産貸借については、契約終了時に引
き払う際の原状回復における敷金等につい

て、貸主とトラブルになる事例が主な相談
内容として挙げられます。
　またテレビの受信料支払や新聞購読、イ
ンターネット接続回線契約等の訪問勧誘に
ついては、強引に支払・契約を求められた
等の相談が多く寄せられています。

　その他、図表Ⅰ-３-２-４でも上位商品に挙
がっていた「オンラインゲーム」に関する
相談は、10歳代後半の男性で多くなってい
ます。
　20歳代後半になると主に結婚式場予約の
キャンセル等の「結婚式」に関する相談が
目立つようになります。一般的には、人生
の中で結婚式に関する契約を頻繁に経験す
ることはありません。そこに事業者と消費
者との間に情報の質・量や交渉力の格差が
生まれやすい要因があります。また、かか
る費用も決して安くはありません。自分に
合ったサービスを適切に選択するのは難し
く、トラブルが発生しやすい状況となります。
　また、留学に関連する「留学等斡旋サー
ビス」に関する相談は2016年には20歳代で
最も多い状況です。
　成人になると、未成年ではほとんどみら
れなかった融資に関わる相談も多く寄せら
れるようになります。「フリーローン・サ
ラ金」についての相談では、「ネットで検
索した金融業者にスマートフォンを購入し
て送れば融資すると言われ送ったが、融資
されない」などの内容がみられます。
　他に、大学生が就職活動を迎える時期に、
就職に役立つ等の説明で、いわゆる就活塾
や自己啓発セミナー、起業家育成セミナー
等の勧誘を受けたという相談がみられま
す。中には、「大学生の友人から起業家育

一人暮らしをきっかけにしたトラ
ブル

若者に多いその他のトラブル事例

340○0405_Ⅰ-3-2-11 タレント・モデル契約に関する相談件数.xlsx

図表Ⅰ-3-2-11 タレント・モデル契約に関する相談件数（2016年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「団体等」、性別が「不明」、「無回答（未入力）」を除く。
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成講座に誘われ、100万円以上もする代金
を消費者金融で借金して支払い、契約した
が、解約したい」などと、高額な契約トラ
ブルになっているケースもあります。

　これまでみてきた具体的なトラブルの例
から、若者はインターネットやSNSを利用
する頻度が多く、最近はこれらにまつわる
トラブルに巻き込まれる機会が増えている
ことが推測されます。特に目立つのは、
SNSを介して知り合った人を信じて、その
勧誘に応じたことがきっかけになるケース
や、インターネット上の広告を見て、慎重
に検討せずに申し込んでしまうなどのケー
スです。
　若者は、成熟した成人と比べて「知識」、
「社会経験」が乏しく、人からの誘いを断
るという判断をしにくいことからトラブル
に巻き込まれやすく、また、トラブルに巻

き込まれた後も、自分自身での解決が難し
いことが予想されます。さらに、自身の「お
金（資力）」が乏しいことから、将来に向
けての仕事などに結び付く誘いなどにも
乗ってしまいがちです。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）では、自身の消費行動で「強く勧め
られると断れない」という回答が全体平均
で18.1 ％ の と こ ろ、10歳 代 後 半 で は
25.2％、20歳代では23.9％と、他の年齢層
を上回り、10歳代後半の女性では30.4％と、
特に高い結果でした（図表Ⅰ-３-２-１３）。前
述した美容関連のサービスの勧誘や、タレ
ント・モデルになるために必要と言われる
勧誘、友人等の誘いがきっかけとなるマル
チ取引などをきっぱり断れずに、トラブル
に巻き込まれてしまうことがうかがえます。
　他に、消費者庁「消費生活に関する意識
調査」（2016年度）で、商品の購入やサー
ビスの利用でトラブルに遭った際、どのよ
うな行動を取るかを尋ねたところ、「何も
しない」との回答が全体平均で13.9％であ

若者のトラブルを相談につなげる
ために

341_Ⅰ-3-2-12 強く勧められると断れない人の割合.xlsx

図表Ⅰ-3-2-13 強く勧められると断れない人の割合

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）より作成。
　　　　 2． 「あなた自身の消費行動について、「強く勧められると断れない」はどの程度当てはまりますか。」との問に対して、「かなり当

てはまる」、又は「ある程度あてはまる」、と回答した人の割合。
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るのに対し、20歳代前半の回答は23.1％と
高く、「どうしたらよいかわからない」と
いうことを表している可能性があります。
また、「知識」や「社会経験」の乏しさから、
本人に「消費者トラブルに遭っている」と
いう認識に欠けていることも考えられます。
　若者に関する消費生活相談を誰からの相
談かという視点でみると、10歳代後半に関
する相談は、本人からの相談が約４割と、
相談全体では約８割であることと比較すると
低い状況です。20歳代前半では約７割、20
歳代後半では約８割と、年齢が上がるにつ
れ、本人から相談が寄せられることが多く
なっています。また、性別では男性は女性よ
り本人からの相談割合が低い傾向がみられ
ます。
　特に10歳代後半については、高齢者と同
様に、本人が自身で行動を起こせるよう、
消費者教育・啓発により一層力を入れる必
要があるとともに、家族、友人、教師等、
周囲の人に気軽に相談できる状況や、周り
が気付く環境を整えることが重要です。
　第１部第１章第４節の図表Ⅰ-１-４-２でみ
たように、「アダルト情報サイト」に関す
る相談は若者では顕著に減少しており、若
者の大部分がスマートフォン等を利用して
いる中、こういったトラブルへの対応方法
が浸透してきていると考えられます。他方、

インターネットでトラブルへの対応方法に
ついて情報を収集し、トラブル解決をうた
う探偵業者等へ慌てて連絡してしまうとい
う相談が、他の年齢層より比較的多く（図
表Ⅰ-１-４-４）、サイト検索で画面の上位に
表示された内容をう呑みにしてしまう傾向
が強いこともうかがわれます。
　他に、消費者庁「消費者意識基本調査」
（2016年度）で、民法に定められている契
約の未成年者取消権の認知度を聞いたとこ
ろ、全体では「知っていた」との回答が
68.8％でしたが、未成年者での回答は
51.2％にとどまりました。消費者契約の
ルールについても、若者への教育により力
を注いでいくことが求められます。
　他方、若者は他の世代と比べて吸収力に
優れ、行動力があることが多く、適切な情
報が届き、それを理解できれば、今後の消
費者トラブルを自ら回避することも十分可
能となると期待できます。これは、長く続
く消費生活において大きな力となることで
しょう。
　子供の頃から情報通信が発達した社会で
過ごし、情報の収集や発信力にたけた若者
に寄り添った手段を検討し、これからの社
会を担う若者の消費者被害の予防と対策に
向けて、消費者教育・啓発の関係機関はよ
り一層連携を強化していく必要があります。

341_Ⅰ-3-2-12 強く勧められると断れない人の割合.xlsx

図表Ⅰ-3-2-13 強く勧められると断れない人の割合

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）より作成。
　　　　 2． 「あなた自身の消費行動について、「強く勧められると断れない」はどの程度当てはまりますか。」との問に対して、「かなり当

てはまる」、又は「ある程度あてはまる」、と回答した人の割合。
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　若者の消費者トラブル等に関し、地方公
共団体など様々な主体により、若者を対象
とした消費者教育の取組が実施されていま
す。取組を効果的に実施するには、（１）
若者の関心・ニーズを捉えること、（２）
若者自身が参画すること、（３）現場が連
携すること、が重要と考えられます。本節
では、これらの点について工夫を凝らして
いる取組例をいくつか紹介していきます。
　その他、若者からの消費生活相談を受け
る窓口についての地方公共団体等の連携例
も併せて紹介します。

　消費者教育の取組では、対象者の関心・
ニーズを捉えた内容とすることにより、伝え
たい情報が対象者に伝わりやすくなります。
若者を対象とした消費者教育については、
若者の興味や行動に合ったアプローチの手
法や関心が高まるタイミングでの実施等の
工夫が求められます。この項では、最近の
若者が関心を持つ分野を意識し、インター
ネットを活用し、更に「お笑い」を組み合
わせた取組例、若者が消費者トラブルに特
に遭いやすい進学、就職といった生活環境
の変化時期を捉えた取組例を紹介します。

○�消費者問題に関心の薄い若者にアプ
ローチ

　東京都では、東京都消費者教育推進計画

（2013年８月策定）に基づき消費者教育を
推進しています。計画の中で、特に重点的
に取り組む世代・テーマ等の一つとして、
若者の消費者被害の防止を掲げています。
　若者向けの消費者教育としては、ポス
ター・リーフレット等を活用した広報活動
や、出前講座の実施など、様々な取組を行っ
てきています。しかし、そのような取組で
は、そもそも消費者問題に関心の薄い若者
には、伝えたい情報が行き渡らないという
課題がありました。そこで、既存の発想と
は異なるアプローチ手法を検討し、「お笑
い」や「インターネット」を活用した消費
者教育を実施することとなりました。「お
笑いで悪いヤツらをぶっとばせ！」と題し、
2013年度から継続して実施しています。
　この取組は、若手芸人や学生芸人が悪質
商法をテーマに漫才・コントを作成し、消
費者被害防止を訴えるというものです。作
成された漫才・コントは、公開イベントで
披露し、その際に収録した動画をインター
ネットで公開します。若者にとって身近に
感じる同世代の芸人が被害防止を呼び掛け
ることで、消費者問題に関心の薄い若者も
興味を持ってくれることが期待できます。

○�漫才・コントの作成から収録イベン
トの実施まで

　事業の実施・運営は外部委託を活用して
おり、以下のような手順で行っています。

①オーディション
　プロの若手芸人と現役の大学生である学
生芸人から出演者を募集し、オーディショ
ンを実施します。若手芸人には、プロの高

若者の自立支援に向けた取組第 ３節

（ １）若者の関心・ニーズを捉えた取組

「若手芸人」によるネット動画を
活用：東京都
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いクオリティーとファンへの拡散力、ファ
ンによる友人知人への拡散が期待でき、学
生芸人には、同世代からの共感や友人の
ネットワークによる広がりが期待できます。
　審査は、「消費者被害防止につながる内
容か」、「面白いか」という項目に加え、
2016年度は、各芸人が持つSNSアカウント
のフォロワー数を点数化することにより、

「発信力・拡散力」を加味して行いました。

②出演作品事前審査
　オーディションを通過した漫才・コント
の内容に法的な問題がないか、関係法令の
引用が適当であるかなど、法律の専門家に
よる事前審査を行います。

③大学祭での啓発お笑いイベント
　公開収録イベントに先駆け、都内の大学
祭で啓発イベントを実施しています。大学
祭でのイベント実施は、若者へより直接的
にアプローチするため、2015年度から開始
した取組です。2016年度は都内３大学で実
施し、２大学では相談コーナーを設け相談
も受け付けました。
　実施に当たっては、大学のお笑いサーク
ルや、大学祭の実行委員会の学生と協働し、
企画・準備を進めています。

④公開収録イベント
　若者が多く集まる会場で動画収録を行
う、公開収録イベントを行います。2016年
度は池袋サンシャインシティ噴水広場で行
いました。
　有名なお笑い芸人を司会に招くほか、ゆ
るキャラの着ぐるみ隊も出動するなど、通
りすがりの方にも足を止めてもらえるよう
集客に努め、イベント自体の啓発効果を高
めるようにしています。また、ネタの合間
に悪質商法や最近の手口に関する解説を行
うなど、消費者被害防止の視点を厚く盛り
込んでいます。2016年度は、学生との協働
に重点を置き、この解説を都内の大学でメ
ディア系のサークルに所属する学生アナウ

342_Ⅰ-3-3-1 大学祭での啓発お笑いイベントの様子.JPG

図表Ⅰ-3-3-1 大学祭での啓発お笑いイ
ベントの様子

343_Ⅰ-3-3-2① 公開収録イベントの様子（ゆるキャラが集客している様子）.JPG
343_Ⅰ-3-3-2② 公開収録イベントの様子（池袋サンシャイシティン噴水広場に集まった人）.jpg

図表Ⅰ-3-3-2 公開収録イベントの様子

（ゆるキャラが集客している様子） （池袋サンシャインシティ噴水広場に集まった人）
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ンサーが行いました。

○インターネット公開
　公開収録をした動画は、2016年度は「若
者被害防止キャンペーン」の実施期間に合
わせて2017年１月から３月までYouTube
で公開しました。2016年度は、前年度まで
の課題を踏まえ、公開や拡散の手法を工夫
しました。
　まず、動画の再生回数をより増やす工夫
として、掲載動画のリンクをまとめた特設
サイトを設け、「再生回数バトル」として
見せる画面デザインとしました（図表Ⅰ-
３-３-３）。特設サイトを都のウェブサイトの
サーバーに設置したことにより、どのよう
なリンク元から特設サイトを閲覧したのか
を分析することもできます。
　また、ディスプレイネットワーク広告を

掲出しました。ディスプレイネットワーク
広告は、ネットユーザーの閲覧履歴等に合
わせてウェブ広告を表示する手法です。18
歳から24歳までの都内在住者をターゲット
に、特設サイトにリンクするバナー広告を
表示しました。この事業や出演する芸人を
知らなくても、興味や関心がある、又は年
代が近いのではないかと判断されるユー
ザーに対して広告が表示されるため、潜在
的に関心があると想定される若者に訴求す
る手段として有効です。
　さらに、東京都や出演芸人が、SNSを通
じて動画や特設サイトの情報を拡散させる
ことで、アクセス数の更なる増加を図って
います。

○今後の展開
　この取組の課題は、会場アンケートの結
果によれば、イベントの観覧者の満足度は
高いものの、まだまだ取組自体が多くの人
に知られていないことです。特設サイトへ
の流入履歴や、ディスプレイネットワーク
広告の効果などについて、発信力を強化す
るための分析を行い、次年度以降の事業展
開にいかしていく予定です。
　東京都では、これまで事業を実施する中
で、大学祭での啓発イベント実施やイン
ターネット公開手法の工夫など、試行錯誤
を繰り返してきましたが、今後も新たなこ
とに挑戦し、より良い取組として定着させ
ていくことを検討しています。

○県と市町の連携
　兵庫県但馬消費生活センターの所管する
但馬地域は、兵庫県の日本海側３市２町で
構成されており、東京都に匹敵する広さに、

高校 ３ 年生を対象とした出前講
座：兵庫県但馬地域

344_Ⅰ-3-3-3 公開収録動画のインターネット公開（「お笑いで悪いヤツらをぶっとばせ！」特設サイト）.pdf

図表Ⅰ-3-3-3 「お笑いで悪いヤツらを
ぶっとばせ！」特設サイト

※各芸人の画像をクリックすると、YouTubeの
動画が見られます。
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およそ16万7000人が暮らしています。また、
同地域の総人口のうち、65歳以上が34.1％
を占め、県下でも非常に高齢化が進んでい
る地域です。
　但馬地域の相談体制は、県の消費生活相
談員２名と市町の消費生活相談員６名の計
８名で広い地域をカバーしています。市町
はそれぞれの消費生活相談窓口の他、県の
消費生活センターと同じ部屋に３市２町の
共同相談窓口「たじま消費者ホットライン」
を設けています。県と市町が相談現場を共
有し、お互い日常的な接点を多く持つこと
で協力し合い、それぞれが役割を分担しな
がら、相談対応や消費者教育に取り組んで
います。

○�高校 ３ 年生に焦点を当てた出前講座
の実施

　兵庫県但馬消費生活センターが実施する
出前講座は、学校関係での開催が総実施回
数の75％を占め、インターネットという概
念をまだ認知していない幼稚園児や小学校
１年生向けに動画サイトに関する講座を実
施するなど、幅広い若年層を対象としてい
ます。中でも特徴的なものは、高校３年生
を対象とする出前講座です。「卒業する前
に～ちょっと待ちねぇ！あぶねぇで！～」
というタイトルで実施し、2016年度は６年
目になり、但馬地域の全16校中９校で講座
を開催しました。高校３年生を対象とする
のは、但馬地域の高校生の多くは卒業する
と進学等で地元を離れるため、消費者トラ
ブルに遭わず無事に地元に帰ってきてほし
い、大人になって幸せになってほしいとい
う願いからです（図表Ⅰ-３-３-４）。
　１回の講座で伝えられることには限りが
あります。そのため「消費者問題は身近な
問題でいつでも自分に起こりうる」、「消費
生活センターという相談窓口がある」、「消

費生活センターに相談すれば何とかなる」、
「他の誰かのためにも相談することが大切」
ということを印象付けることにポイントを
絞って、様々な工夫をしています。

①�キーワードの掲示や手作りの教材で
視覚に訴える

　講座のポイントとなるキーワードを黒板に
掲示することにより、講座の間を通じて生
徒たちの視覚に訴えています。また、キー
ワードの掲示は講師が順序良く講座を進め、
時間配分を考える手助けにもなります。

②�クラスごとに実施し、生徒の理解を
深める

　県と市町の相談員が連携し、できる限り
クラス単位の少人数での講座にして、各ク
ラス同時に開催しています。体育館などで
学年全体に講義・講演する形式ではなく、
いつも授業を受けている教室で実施するこ
とにより、生徒が寸劇に参加でき、講師と
やり取りすることで理解を深めています
（図表Ⅰ-３-３-４）。

③法律の説明はしない
　生徒の興味を引き出すため、あえて法律
の説明はしないようにしています。

④実際受けた相談事例を中心に話す
　実際に但馬地域で受けた相談事例を基に、
生徒や教師が寸劇を演じたり、相談員が一
人芝居を行ったりすることで、他人事では
ないことを実感できるようにしています。
　さらに、高校３年生向けには以下の内容
も加えています。

⑤�美容医療（包茎手術）の紙芝居を作
成

　美容医療（包茎手術）について、正しい
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知識を持つことの重要性やトラブル事例の
背景となる社会の仕組みについて紙芝居を
作成し、理解を深めるようにしています。

⑥�消費者被害に限らず若年層に関連す
る様々な社会問題にも触れる

　実社会においては、消費者問題等の背景
に所得格差等の様々な社会問題が発生して
いることを説明し、万一消費者被害に遭っ
たとしても自己責任であると決めつけて自
分を責めるのではなく、勇気を持って相談
したり、社会の一員として行動したりするこ
との大切さを知る機会になるようにしていま
す。

○成果と今後
　講師によると、講座実施の前後で生徒の
目の輝きが変わったと感じられるときや、
学校や保護者から「良い講座だった！来年
もお願いしたい！」と言われたとき、受講
した生徒から卒業後に相談があったときな
どに、出前講座の効果を確認できるとのこ
とです。講師側も「伝わっていた。覚えて
くれていた。出前講座をしていて良かっ
た！」と感じ、次の啓発へのモチベーショ
ンにつながっているとのことです。
　兵庫県での次世代向け消費者教育は、高
校は県、小中学校は各市町が行うという一

応の役割分担が示されていますが、広い但
馬地域においては県と市町が連携して動い
ている現在の体制が、消費者教育の成果に
つながっていると考えられます。次世代向
け消費者教育はますます重要となってお
り、より充実した消費者教育を行うために
は、日々変化する消費生活相談業務に携
わっている相談員の現場感覚がとても重要
です。但馬地域では今後も県と各市町が協
力し、積極的に消費者教育を実施していく
ことを予定しています。

○�豊田市ならではの事業所の社員向け
の啓発活動

　豊田市は、愛知県のほぼ中央に位置し、
県全体の17.8％を占める広大な面積を有す
る市です。大きな工場や関連企業がいくつ
もある「車のまち」としての顔を持ち、
１万人を超える若者が市内の事業所の寮で
生活しています。事業所の寮生は悪質事業
者に狙われやすいことから、豊田消費生活
センターでは事業所の社員を対象とした研
修を行っています。
　消費生活センターによる研修は新入社員
研修の一コマとして定番となっており、年

新入社員を対象に事業所と連携し
た研修：豊田市

348_Ⅰ-3-3-7① 但馬市消費生活センターの出前講座の様子.jpg
348_Ⅰ-3-3-7② 但馬市消費生活センターの出前講座の様子.jpg

図表Ⅰ-３-３-４ 出前講座の様子

①消費生活相談員による出前講座 ②生徒が参加した寸劇の様子
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度替わりの４月初旬は消費生活相談員７人
が総出で各事業所に出向いています。それ
以外にも、工場で働く若い工員を取りまと
めるリーダーや職場相談員、寮生の世話を
する寮務員を対象とした研修講座を行うこ
ともあります。

○�事業所の社員向け研修の経緯と重要
性

　事業所の社員を対象とした研修が始まっ
たのは、1987年頃の出来事がきっかけです。
当時、マルチ商法やアポイントメント商法
が横行し、市内の寮生の多くが被害に遭っ
ていました。寮生は、他府県から働きに来
ているため休日には暇を持て余してしま
い、そこに女性から電話での誘いがあれば、
これに乗って出掛けてしまうなど、悪質事
業者の格好のターゲットとなっていまし
た。大企業の事業所の社員であることから、
クレジット審査も比較的通りやすく、２つ、
３つと契約を重ね、多重債務に陥ることも
珍しくありませんでした。その当時、寮生
の押入れには、必ず羽毛布団と浄水器が
入っているといわれたほどでした。
　この状況を憂慮した消費生活センターの
担当行政職員が、ある事業所の人事課に対
して、寮生に対する被害未然防止講座の実
施を提案し、1987年に初めて寮生対象の研
修が実現しました。これを機に、市職員や
消費生活相談員が、市内の各事業所に対し、
社員向けの研修を実施していることをア
ピールし、徐々に講座数を増やしていきま
した。1991年頃から、新入社員研修に消費
生活講座が毎年組み込まれるようになり、
現在に至っています。他社内で横行してい
たマルチ商法の被害に遭った社員の消費生
活相談に付き添った上司が、消費生活セン
ターで講座を行っていることを知り、翌年
からの新入社員研修に消費生活講座を組み

入れたというケースもありました。

○事業所の要望を酌み取った研修構成
　研修の内容は、基本的には若者向けの消
費者トラブル対策を中心に組み立て、そこ
に必ず多重債務、クレジットやローンにつ
いての話を組み込み、お金の使い方につい
て受講者に考えてもらうものにしていま
す。研修でクレジットやローンが借金であ
ると説明すると意外な顔をする受講者は少
なくありません。目の前でお金がやり取り
されることが少なくなった若者に、「誰で
も多重債務者になる」可能性があるという
ことを実感として理解してもらうために
は、入社後の定期的な啓発も必要と考えら
れます。
　各事業所からは研修の内容について様々
な要望が出されます。いわゆる被害未然防
止講座ではなく、多重債務問題について聞
かせてほしい、トラブル解決のための専門
的、具体的な話を聞かせてほしいなどの事
業所ごとの要望を酌み取り、どのようにま
とめるかが、講師を務める消費生活相談員
の最も苦労するところです。受講者数や時
間、男女構成比、未成年者の比率などの把
握も重要です。
　また、パワーポイントを使ったり、
DVDで映像を流したり、クイズ形式の課
題に取り組んでもらったりと、受講者が飽
きないよう工夫し、レジュメ以外の配布資
料は、マンガ形式になったものなどなるべ
く読みやすいものを選んでいます。講座の
中で、新入社員に、教材で用いたマンガの
中の登場人物になりきってせりふを読んで
もらう即興の寸劇を取り入れ、大変好評を
得ています（図表Ⅰ-３-３-５）。講師を務め
る消費生活相談員は、このような講座で得
た経験や知識を、お互いにフィードバック
し、より良い研修となるよう努めています。
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○今後の展開
　新入社員を対象とした講座の開催数は、
経済社会情勢などにより新入社員の数が減
少し、また、独自に講座を行う事業所も増
えたため、最近では減少しつつありますが、
消費生活センターでは、センターが直接研
修を行わない事業所にはDVDやパンフ
レットを提供する形で協力しています。
　また、社内研修や社内啓発を行っている
事業所から、情報収集のための訪問を受け
ることもあり、最新のトラブル事例などを
紹介しています。
　2008年のリーマンショックや2011年の東
日本大震災の影響で工場の稼働が休止にな
り、工員の給料が大幅に下がる可能性が出
てきたときには、事業所から「空き時間を
利用したライフマネジメント講座を開いて
ほしい。多重債務だけでなくライフスタイ
ルに応じたお金の使い方について多岐にわ
たる内容のものを。」との要請を受け、通
常消費生活相談員が担当していない範囲の
事項も含む内容の講座を３日間続けて数百
人を対象に実施しました。
　寮生を狙った悪質商法による消費者被害
はなくなっていないのが現状です。今後も
事業所と綿密かつ柔軟に協力し、若者が笑
顔で働けるように啓発業務を展開していく
ことを予定しています。

○新社会人向け卓上カレンダー
　名古屋市では、新しい生活を始めること
により消費者トラブルに巻き込まれやすい
新社会人が、トラブルに陥らず仕事に集中
するために、また、社会人として必要な消
費生活に関する知識を身に付けるために、
必要な情報をコンパクトに盛り込んだ卓上
カレンダーを作成し、毎年無料で配布して
います（図表Ⅰ-３-３-６）。
　新生活開始に合わせた４月始まりの月め
くりカレンダーに、金銭管理の方法や給与
明細書の見方から始まり、クレジットカー
ドの基礎知識やクーリング・オフの方法、
若者によくある消費者トラブルの事例な
ど、新社会人に是非知ってほしい事項につ
いての記事を掲載しています。
　大きさはデスクに合わせたＢ６サイズ
で、新入社員の方のみならず、企業等の人
事担当者からも新入社員研修で配布したい
との声が寄せられ、活用されています。

○若者向け消費者啓発ポスター
　若者に多い消費者トラブルについて注意
喚起を図るとともに、消費者トラブルに
遭ったときにはいち早く消費生活センター

新社会人など若者に必要な情報を
入れたグッズによる啓発：名古屋市

349_Ⅰ-3-3-8 豊田消費生活センターの新入社員向け研修の様子.JPG

図表Ⅰ-3-3-5 豊田消費生活センターの新入社員向け研修の様子
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に相談するように周知を図るポスターを作
成しました（図表Ⅰ-３-３-６）。「消費者ホッ
トライン」188が記憶に残るようなユニー
クな図を用いて作成し、市内の全大学等約
100校に配布し、学内の掲示板での掲出を
依頼しました。

○�若者向け消費者啓発DVD「消費者トラ
ブル惨

さん

英
えいけつ

傑？」
　若者が巻き込まれやすいトラブルの対処
法や注意点をまとめたDVDは、市内の大
学、専門学校、高校などで消費者教育の教
材として活用され、大変好評を得ています
（図表Ⅰ-３-３-６）。このDVDでは、地元の
若者にも知名度が高く熱狂的なファンがい
る「名古屋おもてなし武将隊」の「信長」、
「秀吉」、「家康」の三英傑がそれぞれイン
ターネット通販、ワンクリック請求、悪質
なマルチ商法という若者が巻き込まれやす
いトラブルに遭遇したというユニークな設
定になっています。武将隊は、2014年度に
地方消費者行政活性化基金を活用して実施
した若者向け消費者啓発キャンペーン事業
においてキャンペーンキャラクターに起用
され、名古屋市の中心部や大学祭など若者
が多い場所に出向き、寸劇・クイズなどを
通じて、悪質商法の被害に陥らないための

啓発を図りました。

　若者自らの活動は、自身の消費者市民社
会の一員としての理解や自覚を深め、消費
者教育の担い手育成としての効果を生むと
ともに、特に身近な同世代への効果を呼び
起こします。また、数は少ないものの、若
者自身が主体的に同世代や他世代に向け
て、啓発に取り組んでいる事例もみられま
す。以下、高校生、大学生らが消費者教育・
啓発を行っている取組例を紹介します。

　高等学校家庭科の課程には、授業で学ん
だことを発展させ、より良い生活を目指す
問題解決型の学習として、グループや学校
単位の活動で学校や地域社会の充実・向上
を図る「学校家庭クラブ活動」があります。
　茨城県立神栖高等学校の学校家庭クラブ
活動では、2014年度から神栖市消費生活セ
ンターと連携を図りながら近隣の小中学生
にSNSトラブル予防の出前講座を行ってい

（ ２）若者自身が参画する取組

高校生による小中学校での出前講
座：茨城県立神栖高等学校

【第１部第3章3節】消費者白書（様々な取組）_20170403.docx

図表Ⅰ-３-３-６ 名古屋市での若者向け消費者教育・啓発グッズ等

新社会人向け卓上カレンダー 若者向け消費者啓発ポスター 若者向け消費者啓発
DVD
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ます。高校生が、ネットトラブルの現状や
予防策について、学校で実施された神栖市
消費生活センターの出前講座を受けた際、
小学生も被害に遭っているという現実を知
りました。そこで、高校生が講座で学んだ
ことをいかし、地域の消費者被害の未然防
止を図り、消費者市民社会の形成に貢献し
ようと活動が始まりました。
　出前講座以外にも消費生活センター主催
のイベントへの参加等、連携活動に取り組
んでいます。

○出前講座の準備・実施
①消費生活センターと連携して準備
　出前講座に当たっては、まず、神栖市が
企画している「かみす出前講座」の実施を
依頼し、高校生自身が、神栖市消費生活セ
ンターから近年のスマートフォンに関する
トラブルの実態や問題点を更に詳しく把握
し、予防策を学びます。次に、小中高生で
は特に「オンラインゲームの課金」、「SNS
を利用したいじめ」、「不適切な画像投稿」
の相談が多いなどの、講座を通して学んだ
ことを踏まえて、学校家庭クラブ活動で出
前講座の準備をします。「SNSトラブル予
防寸劇出前講座」寸劇の台本は、学校家庭
クラブ員で案を作成した後、神栖市消費生
活センターからの助言を受けて完成させま
した。

②�「SNSトラブル予防寸劇出前講座」
実施

　2014年度、2015年度は、高校生による出
前講座を、神栖市立大野原西小学校と神栖
市立神栖第四中学校で実施しました（図表
Ⅰ-３-３-７）。大野原西小学校では、５年生
69名、神栖第四中学校では１年生120名を
対象に実施し、事前と事後にはアンケート
調査を実施して、受講者の小中学生の意識

の変化を調べました。
　小学校では、ゲームで多額の課金を費や
してしまう「ゲームオーバー」と、SNSで
友達の悪口を言ってしまい、いじめを受け
てしまう「SNSいじめ」の寸劇や、スマー
トフォンに関する○×ゲームを行いました。
　中学校では、小学校と同じ「SNSいじめ」
と、友達の写真を勝手に投稿したことが原
因で嫌がらせを受けてしまう「間違ったつ
ぶやき方」の寸劇を行いました。さらに、

「中学生と高校生のトークタイム」を行い、
「不適切な画像」、「架空請求」、「なりすま
し」に関する３つの再現画像を提示しなが
ら、中学生と一緒にその問題点や対応策に
ついて考えました。
　講座前後のアンケート調査の結果から、
小学生も中学生も、スマートフォンやSNS
に対して「怖い」、「危ない」と感じた生徒
が講座後には約30％増加していたなどの認
識の変化がみられました（図表Ⅰ-３-３-８）。
また、多くの児童生徒は「寸劇を見てSNS
の怖さや正しい使い方を知り、楽しく学ぶ
ことができた」という感想を述べていまし
た。出前講座によって、スマートフォンや
SNSは、楽しくて便利であるだけではなく、
気を付けて利用しなければならないもので
あるということが小中学生に伝わったと考

354_Ⅰ-3-3-13 ＳＮＳトラブル予防寸劇出前講座の様子.JPG

図表Ⅰ-3-3-7 SNSトラブル予防寸劇出
前講座の様子
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えられます。
　小学校の教員からは、「小中学生にとっ
て高校生は『身近なお兄さん・お姉さん』
であり、子どもたちは興味を持って聞いて
いた」との話がありました。小中学生と年
齢が近い高校生が話すことで、より身近な
問題に感じられ、また、寸劇を取り入れた
ことにより楽しく分かりやすく伝わったと
考えられます。

○「消費者トラブル予防カルタ」作成
　2016年度は、高校生自身が消費者として
の自覚を持ち、消費者トラブルの知識や予
防方法を身に付けるため、「消費者トラブ
ル予防カルタ」を作成しました（図表Ⅰ-
３-３-９）。

　学校家庭クラブ員の１年生160名全員で
読み札の標語や絵札を考案した後、優れた
ものを選んで仕上げ、家庭科の授業時間に、
カルタ遊びに取り組みました。カルタ作成
を通じて楽しみながら消費者問題の現状や
予防法について自ら考え、学べたという効
果がありました。
　また、神栖市消費生活センターによる高
齢者対象の出前講座に参加した高齢者と、
このカルタで遊びながら消費者トラブルの
未然予防を呼び掛けました。福祉施設の担
当者からは、「参加した高齢者は孫と触れ
合うような感覚で高校生と接し、普段には
ないいきいきとした姿が見られた」との話
が聞かれました。高校生が講師となること
で、トラブル防止のみならず、地域社会に

355_Ⅰ-3-3-14 講座前後のアンケート調査結果.pptx

図表Ⅰ-3-3-8 講座前後のアンケート調査結果
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活気を与える役割も果たしていると考えら
れます。

○活動の効果と今後の展望
　活動を行う高校生自身には、専門家と活
動することで消費生活についての知識が身
に付くだけでなく、自分の地域に貢献した
いという気持ちが向上し、さらに、地域に
受け入れられ活動を評価されることを通じ
て自分に対する自信が高まる傾向がみられ
ています。高校生からは、「他の学校にも
この活動を参考にしてもらい、活動の輪を
広げていきたい」との声も聞かれました。
　今後も高校生と専門的な知識を持った消
費生活センターが連携し、消費者市民社会
の構築に貢献していくことが期待されます。

　名古屋市では、「名古屋市消費者行政推
進プラン」を策定し、市民の消費生活の安
定及び向上を確保するための施策を推進し
ています。その中で、若者に対する啓発の
ための連携強化を課題と位置付け、大学生
に対する消費者教育として、大学への消費

者教育・啓発委託事業を実施しています。
この事業は、消費者啓発についての企画立
案及びその実践を大学に委託し、大学生自
らが消費者問題についての知識を深め、関
心を高めてもらう機会とするとともに、若
者の視点やアイディアにより消費者問題に
ついて効果的な普及啓発を図ることを目的
としています。2016年度は市内の６大学に
委託し、様々なテーマの取組が行われまし
た（図表Ⅰ-３-３-10）。そのうち、具体的に
２つの実践例を紹介します。

○実施例 １：中学校家庭科授業の実施
　椙山女学園大学では、併設中学校の１年
生７クラス（256人）を対象に、大学生に
よる家庭科の授業（単元：よりよい消費生
活のために、本時75：契約と消費生活のト
ラブル）を行いました。授業の準備から実
施に至るプロセスを紹介します。

①授業の実施計画に関する事前打合せ
　中学校家庭科の年間指導計画を踏まえ、
大学生の指導教員と併設中学校の家庭科教
員が、大学生が実施する授業の単元、本時
の内容、実施クラス及び日時について協議
しました。

②大学生による授業の準備
　授業準備は、現代マネジメント学部３年
生12人で次の手順で行いました。まず、社
会情勢及び生徒たちの実態を踏まえ、単元
設定の理由、単元の目標及び指導計画等を
明らかにしました。次に、大学生の視点を
いかし、若者の共感を得やすい効果的な教
材を選定、作成しました。そして、教材を
活用し、ディスカッションを重視した指導
計画を考え、事後の評価項目を設定しまし

大学生に消費者教育の企画立案及
び実践を委託：名古屋市

75）学習指導案に授業展開などを記述する１コマの授業そのもののこと

356_Ⅰ-3-3-15 消費者トラブル予防カルタ.JPG

図表Ⅰ-3-3-9 消費者トラブル予防カルタ

172



た。また、模擬授業を繰り返し、教材や指
導計画に修正を加えました。

授業の実施
　当日は、グループ形式の座席配置とし、
教師役１名、補助２～３名（パソコン操作、
ディスカッション補助）により授業を実施
しました。授業後、評価項目に基づきなが
ら指導教員と授業実施者による反省会を行
い、以後の授業に向け改善点を確認しました。

○�実施例 ２：消費者教育啓発パンフレッ
ト作成

　中京大学法学部３年の学生は、名古屋市
消費生活フェアに出展し、さらに、来場者
とのやり取りから学んだことも参考にし
て、消費者啓発パンフレットとしてまとめ
ました（図表Ⅰ-３-３-11）。それに先立ち、
一部の学生は、名古屋市消費生活センター
の相談員に聴取り調査も実施しました。

【第１部第3章3節】消費者白書（様々な取組）_20170403.docx

図表Ⅰ-３-３-11 大学生による消費者教育啓発（中京大学）

①「君の対策は。～この1冊があなたを守ります。～」 ②名古屋市消費生活フェアでの展示
【入稿用】１部３章_20170403.docx

図表Ⅰ-３-３-10 名古屋市での各委託大学の事業一覧（2016年度）

大学名 事業概要

愛知学泉大学
食習慣について小学生の食事調査を行い、児童期の食生活が生活習慣病につながるかを研
究。下記フェア（※）では、研究成果の展示及び野菜量の多いレシピの配布や食生活診断
を実施。

金城学院大学 環境問題を題材にした消費者啓発教材「消費者と環境問題～明るい未来のために～」を作
成し、様々な場で、高校生・大学生に対する啓発を実施。

椙山女学園大学
「消費者市民社会」の考え方を普及し、消費者市民としての力を高めるために、啓発活動
を実践。また、併設中学校の生徒を対象に、契約の問題点などをテーマに大学生のアイディ
アをいかした指導案、資料を教材に家庭料の授業を実施。

中京大学 クーリング・オフや保健機能食品などをテーマにした消費者啓発の実施及びパンフレット
を作成。また、附属高校との高大連携学部授業など、様々な場での啓発活動を実施。

名古屋経済大学 学生を対象にウェブアンケートを実施し、野菜摂取に関する意識・知識・行動を調査・分
析するとともに、大学祭等において、調査結果を発表、展示、改善への提案を行う。

名古屋市立大学
大人向けパネル・子供向けリーフレットを作成し、下記フェア（※）においてステージ発
表を行うなど、世界の人々や自然に害を与える消費活動を見直し、真に豊かでエシカルな
消費者とは何かについて大学生の視点から啓発を実施。

※各大学の事業成果について、名古屋市消費生活フェア（2016年11月 5 日、 6日に開催）で展示又はステージ発表を実施。
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　兵庫県における大学生ら次世代の消費者
リーダーによる消費者市民社会に向けた取
組は、県と大学生協神戸事業連合（現大学
生協関西北陸事業連合。以下この項におい
て「大学生協」といいます。）との連携か
ら始まり、事業者等の協力を得ながら充実
してきた中で、大学生による主体的な活動
へとつながっています。以下その歩みを紹
介します。

○兵庫県と大学生協との間で協定締結
　2010年５月に、兵庫県と大学生協との間
で「次世代の消費者教育・学習に関する協
定」が締結されました。以来、消費者教育
セミナーやワークショップの開催、「スマ
コン76（賢い消費者）になるためのチカラ
養成Handbookシリーズ」等の教材作成（製
本版、電子版）など様々な事業を展開の上、
次世代の消費者リーダーとなる「くらしの
ヤングクリエーター」の養成について、共
同 で 取 り 組 ん で き ま し た（図表Ⅰ-３-
３-12）。

○�大学生による大学生に向けた啓発活
動

　2010年度から2011年度にかけては、大学
生を対象に消費者問題に関する研修会等を
実施し、「くらしのヤングクリエーター」
を養成しました。2012年からは、この「く
らしのヤングクリエーター」らを中心に、
新入生歓迎イベントや学園祭等での消費者
被害事例の紹介など、大学生による大学生
に向けた啓発活動やセミナー等を展開して
います（図表Ⅰ-３-３-1３）。

○�「くらしのヤングクリエーター認定
証」の交付

　2013年度からは、このような消費者啓発
活動を顕著に実践したと認められる大学生
に対し、県知事から「くらしのヤングクリ
エーター活動認定証」の交付を始め、2016
年度までに130人の大学生を認定しました。
認定証を交付された大学生らは「消費者市
民社会への取組をより多くの人に広めてい
きたい」と更に意欲的に活動に取り組んで
います。

次世代の消費者リーダーによる消
費者市民社会に向けた取組：兵庫県

76）スマート・コンシューマー（smart consumer）の略の造語。

【第１部第3章3節】消費者白書（様々な取組）_20170403.docx

図表Ⅰ-３-３-1３ 兵庫県の消費者セミナー
の様子（2010年11月開催）

【第１部第3章3節】消費者白書（様々な取組）_20170403.docx

図表Ⅰ-３-３-12
スマコン（賢い消費者）
になるためのチカラ養成
Handbookシリーズ
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○�大学生企画・運営による「消費者・
事業者・行政ワークショップ』の開
催

　また、2013年度からは、「くらしのヤン
グクリエーター」らが実行委員会を結成し、
「消費者」、「事業者」、「行政」の三者によ
るワークショップを中心となって開催し、
消費者市民社会の実現に向け、それぞれの
役割や連携による取組を考える機会を持っ
ています。2015年度からは高校生も参加し、
2017年２月に開催した５回目となるワーク
ショップでは、総勢126人が消費者市民社
会の実現に向け、ともに実践できることに
ついて討議しました（図表Ⅰ-３-３-1４）。「賢
い若者の消費者を創る合宿で『食』につい
て語り合う」、「高校生のための消費者教育
教材コンテストを開催する」などのアイ
ディアが支持を集めました。

○「学生団体スマセレ」設立
　2016年度に設立された「学生団体スマセ
レ」は、様々な形で消費者教育に関わって
きた「くらしのヤングクリエーター」らが
力を合わせ、これからの未来を自分たちの
手 で「ス マ ー ト・ セ レ ク ト（Smart Se-
lect：賢い選択）」し、切り開くことを目
標に立ち上げた協議会で、若者の消費者力
アップに向けた新たな原動力となっていま
す（2017年２月末現在、19大学、49人加盟。）
（図表Ⅰ-３-３-1５）。
　「学生団体スマセレ」提案による大学生
による姫路駅前での消費者ホットライン
「188」啓発活動を始め、兵庫県と大学生
協がコラボしたウェブサイト「ひょうご
発！くらしのヤングクリエーター」の作成・
運営、新入生向けリーフレットの作成など、
新たな試みも展開されています。さらに、
事業者との連携も広がっています。2016年

10月には日本ハム株式会社の協力を得て
「大学生が企業と創る消費者市民社会」を
テーマとしたワークショップを、同年12月
には大阪ガス株式会社の協力により「『か
しこい選択』“Ｅ”ライフ！～“Eco”や
“Ethical”な行動から明日を考える～」
をテーマとしたエコ・クッキングやワーク
ショップ等を開催しました。2017年３月に
は消費者庁や日清製粉グループ等の協力を
得て、「工場見学から学ぶ食品安全に関す
る取組とリスクコミュニケーション」を開
催しました。

○今後の展望
　これまでの消費者教育に関わってきた経
験等をいかし、事業者や地域等とのつなが
りを大切に、様々な社会問題に向け、将来
にわたって継続していこうという若者の力
【第１部第3章3節】消費者白書（様々な取組）_20170403.docx

図表Ⅰ-3-3-14
消費者・事業者・行政ワー
クショップ（2017年 2 月
19日開催）

【第１部第3章3節】消費者白書（様々な取組）_20170403.docx

図表Ⅰ-3-3-15 くらしのヤングクリエー
ター活動紹介ウェブサイト
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に大いに期待が寄せられています。2017年
度以降も「身近な人に伝える」「共有する」
などをキーワードに、若者目線でのエシカ
ル消費など新しい事業にも取り組んでいき
たいとの提案が「くらしのヤングクリエー
ター」らから兵庫県に次々と寄せられてい
ます。
　今後も大学生ら若者の、消費者市民社会
の形成に向け、多様な主体と連携した様々
な取組の展開が期待されます。

　消費者教育をより実効性のあるものにす
るためには、行政、学校関係者、消費生活
センター等の多様な関係者の連携・協働が
必要です。以下、連携の担い手を置く取組
例を紹介します。

　岡山県は、自ら考え行動する、自立した
消費者を育成するために、「岡山県消費者
教育推進計画」（2014年度から2018年度ま
で）を策定しました。この計画では、岡山
県消費生活センターを消費者教育の拠点に
位置付け、消費者教育コーディネーター（以
下「コーディネーター」といいます。）を
配置することとされました。これを受け、
岡山県は、県の消費生活センターで相談業
務、消費者教育講座・啓発活動を実施して
おり、さらに、学校現場で社会科等の非常
勤講師経験を持っている職員を2014年４月
にコーディネーターに選任し、コーディ
ネーターを中心とした消費者教育の推進体
制を整備しました。若年層に向けた消費者
教育の取組を整理しながら、コーディネー

ターの役割をみていきます。

○若年層に向けた消費者教育の取組
　岡山県では、2015年度から３か年計画で、
コーディネーターを中心とした若年層向け
消費者教育の新しい試みを行っています。
この事業を企画するに当たっては、法的リ
テラシーを踏まえた、幼児期から高校生ま
でを対象とする体系的な消費者教育教材を
作成し、自立した消費者を育成するという
目標を設定しました。

①消費者教育教材研究会の設置
　教材作成に当たり、消費者教育教材研究
会（以下「教材研究会」といいます。）を
設置しました。コーディネーターの人脈も
活用し、委員には、法律や教育等を専門と
する大学教員、幼稚園園長、私立中学・高
等学校副校長、金融広報委員会、消費者団
体会員、岡山県や岡山市の消費生活セン
ター・教育委員会といった多様な関係者が
選任されました。2015年度、2016年度に、
それぞれ３回開催され、教材の内容につい
て議論を重ねました。

②発達段階に応じた教材作成
　教材研究会での議論を踏まえ、コーディ
ネーターが中心となって、2015年度はテー
マを消費者教育の基本となる「契約」に設
定し、2016年度は「情報モラル」と「消費
者の責任」に設定し、発達段階に応じた教
材を作成しました。
　幼児向け教材では、消費者団体会員が原
案を作成し幼稚園園長と内容を調整した紙
芝居を作成し、小学生向け教材では、コー
ディネーターが消費生活相談員としての自
身の視点を入れて「オンラインゲーム」を
取り上げ、インターネットを便利な点と危
険な点から考える教材を作成しました。

（ ３）現場の連携の取組

消費者教育コーディネーターの活
躍：岡山県
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　中・高校生向け教材は、岡山大学法学部
の学生が中心となって、2015年度は契約自
由の原則と、知識や交渉力等に格差のある
当事者間の契約について考える教材を作成
しました。2016年度は、肖像権について学
ぶ教材として「写真をSNSにアップしても
いいですか」、消費者の責任を考える教材
として「どこまで売買は認められるの」の
２つを作成しました。大学生には、法学部
生として得た法的視点を反映した教材を作
成することで、社会における法の役割につ
いて、改めて学び直す機会となりました。

③教材を検証するモデル授業の実施
　教材について、生徒の反応や使いやすさ
を検証するためモデル授業を実施しまし
た。学生が講師となった例もあり、2015年
度は県立高校３年生を対象に「現代社会」
の授業時間を使って、岡山大学の学生が未
成年者契約について授業を行いました。
2016年度は、町立中学校と私立中学校の２
校の３年生を対象に、社会科「公民」の授
業時間を使い、大学生が中心となって、グ
ループワーク形式で実施しました（図表
Ⅰ-３-３-1６）。教材作成に加えて、モデル授
業を実施したことにより、大学生自身の消
費者市民社会への参画意識の醸成が図ら
れ、消費者教育の担い手を育成する貴重な
機会となりました。

○コーディネーターの役割
　この事業を通して整理すると、コーディ
ネーターには、新たな協力機関を見出し、
異なる団体の当事者同士を結び付け、消費
者教育を広めるため新たな消費者教育の場
を企画・提案をする役割と、消費者教育に

関する経験等を通してより良い方向に向か
うように牽引し、当事者相互の要望や消費
者教育の資源を上手く利用できるように調
整する役割があるといえます。このため、
コーディネーターの資質としては、「専門
性」、「ネットワーク」、「人間性」の３つの
要素が求められると考えられます77。

○�コーディネーター設置による影響・
効果

　コーディネーターの設置は、教育を行う
側、受ける側等、多方面へ様々な効果を生
んでいます。例えば、教材研究会では、教
育関係者と消費者行政関係者が教材を検討
する中で、それぞれの発達段階での教材内
容や指導の注意点が共有されました。モデ
ル授業を実施することにより、消費者行政
担当部署と各学校等との連携が強化され、
学校教育現場や消費者教育に対する相互理
解も深まっています。
　コーディネーターが中心となって、行政
職員や消費生活相談員、関係機関と連携・
協働が進むことにより、消費者が主役にな
る「場」の実情に応じた消費者教育が展開
される78と期待されています。

77）公益社団法人全国消費生活相談員協会「全相協つうしんJACAS JOURNAL」174号
78）公益社団法人消費者教育支援センター「消費者教育研究」174号

357_Ⅰ-3-3-16 大学生が中学生のグループワークを指導.JPG

図表Ⅰ-3-3-16 大学生が中学生のグルー
プワークを指導
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　徳島県では、県立学校の現役教員が毎年
度１人、「研修生」として県消費者情報セ
ンターに勤務する制度があります。この制
度は2003年度からスタートし、「研修生」
は消費者トラブルの実態や相談員の相談対
応から日々学んだことをいかして消費者教
育の教材を作成し、県下全域の小・中学校、
高校、特別支援学校、大学・専門学校に出
前授業を届けています。

○�授業のプロが出前講座で最新の情報
や知識を伝える

　この制度の大きな特長は、現役の教員が、
その能力とノウハウをいかして、出前授業
の中で、センターでの勤務で得た消費者ト
ラブルに関する最新の情報や消費生活に関
する知識を多くの子供たちに効率良く効果
的に伝えられることです。
　現在の学校現場は、消費者教育を始め主
権者教育・食育など今後推進すべき教育が
増加しており、教員の負担増につながって
いると考えられます。消費者教育について
は、相談員による出前授業を導入すること
が、学校現場の負担軽減につながると考え
られる一方で、相談員の多くは出前授業を
負担に感じています。「研修生」が2016年
度に実施した、出前講座の講師経験がある
相談員へのアンケートでは、「出前授業を
負担に感じる」という回答が約75％に上り
ました。また、出前講座で困ったこととし
て、「参加者の状況の把握や集団への伝達
法と教育の手法についての悩み」が挙げら
れました。事前に子供の状況を学校側から
聞くことができたとしても限界があり、ま
た、正しい情報や知識をただ伝えるだけの
授業では、単調なテンポになってしまい、

子供たちの集中力が切れてしまいます。
　この点、2016年度の「研修生」によると、
現役の教員であることから、毎回初めて会
う子供たちを前に授業することに戸惑いつ
つも、苦痛には感じなかったそうです。子
供たちの反応を見ながら、クラスへの影響
力を持つ子供を見つけて授業のテンポを変
える「発問」でその子を指名して学習を良
い方向にリードしたり、子供に発表させる
ことで大人も驚かされるような着眼点を引
き出したり、笑いを起こしたりしながら、
集中力を高める工夫を繰り出して授業を進
行したそうです。また、指導要領を踏まえ
た授業計画作りなど、学校の担当教諭との
打合せもスムーズに行うことができました。

○県と県教育委員会の連携事業
　2014年度からは、この特長を一層大きく
いかすための取組として、徳島県と県教育
委員会との連携事業が始まりました。
TOKUSHIMA消費者教育活性化事業「学
校における消費者教育を支援するための講
演・出前授業」という名称のこの取組では、
年度初めに県教育委員会から小・中学校・
高校・特別支援学校に依頼文書を送り、各
校及び市町村教育委員会から「研修生」に
よる講演や出前授業の実施の希望を募りま
す。講演・出前授業の実施回数が、2012年
度は22回でしたが、連携事業実施後の2013
年度は29回となりました。2014年度以降は
講演と出前講座両方について希望を取り始
め、同年度は89回、2015年度は63回、2016
年度は75回と増加している傾向から、連携
事業の効果は大きいと考えられます。

○�行政職員、相談員、教員の三者連携
の推進、強化

　連携事業の成果を踏まえて、消費者教育
に携わる教員、相談員、行政職員の三者が

現役教員が消費者行政の現場で １
年間研修勤務する制度：徳島県
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それぞれの強みをいかしてさらに連携する
ことでより効率良く効果的に消費者教育を
推進できる仕組みの構築も試みています。
　2016年度は、教員、相談員、行政職員の
三者が参加する研修「学ぼう！実践しよ
う！消費者教育」を実施し、「児童生徒が
消費者トラブルに遭わないために、私たち
にできることは何か」をテーマに、アクティ
ブ・ラーニング79の手法を用いながら、そ
れぞれの立場の強みをいかした連携方法に
ついての意見の集約を行いました。愛媛県
で実施された同様の研修にも、「研修生」
が講師として参加しました。お互いの顔と
名前を一致させることが連携の第一歩にな
ります。アンケート結果をみると、「参考
になった」と感じている研修参加者が大部
分を占めており、お互いの仕事内容や悩み
を知ることができ、どのようにすれば連携
できるか考える機会になったようでした。

○２016年度「研修生」による提言
　今後の更なる三者連携の強化について、
2016年度の「研修生」が提言をまとめまし
た。具体的には、①最新の消費者問題の情

報共有、②三者が参加する研修の実施、③
各学校の担当教員と相談員によるチーム
ティーチングによる出前授業の実施、④学
校行事を通した地域のつながり作り、です
（図表Ⅰ-３-３-1７）。この提言は、2016年第
32回ACAP消費者問題に関する「わたしの
提言」でACAP理事長賞として表彰されま
した。今後、「研修生」が、行政職員や消
費生活相談員と一緒に勤務して得られた知
識、経験やお互いの信頼関係をいかして橋
渡し役となり、これらの取組を進めていく
ことが期待されています。

　消費者教育のほか、若者に特化した相談
窓口を設ける動きもあります。
　例えば、関東甲信越地区の１都９県６政
令指定都市80及び国民生活センターが共同
で、若者に対する「関東甲信越ブロック悪
質商法被害防止共同キャンペーン」（悪質
商法にご用心！・ひとりで悩まずすぐ相
談！）を成人式と卒業・入学・就職シーズ

（ ４）若者向け特別相談窓口の開設

79）グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等による課題解決型の能動的学修。
80 ）東京都、新潟県、神奈川県、千葉県、山梨県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、横浜市、川崎市、相

模原市、さいたま市、千葉市、新潟市

【第１部第3章3節】消費者白書（様々な取組）_20170403.docx

図表Ⅰ-3-3-17 「研修生」が小学生に出
前授業を行っている様子

359_Ⅰ-3-3-18 関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーンのポスター.jpg

図表Ⅰ-3-3-18
関東甲信越ブロック悪質
商法被害防止共同キャン
ペーンのポスター
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ンに合わせて、2017年１月から３月にかけ
て実施しました（図表Ⅰ-３-３-1８）。
　期間中は、リーフレットの配布やポス
ターの掲示などのほか、各地方公共団体の
消費生活センター（茨城県と国民生活セン
ターを除く）において、特別電話相談「若

者のトラブル110番」を開設しました。そ
の結果、身に覚えのない請求がSMSで届
いた、フリマアプリで海外ブランドの品物
を注文したはずなのに偽物が届いた、など
の相談が寄せられました。

（消費者団体と大学生の連携）
　全国消費者団体連絡会（以下「全国消団連」といいます。）では、2016年度に消費者被害防止
寸劇のDVDを作成しました。「光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブル」、「『お試し』のつ
もりが定期購入になってしまうトラブル」、「住宅リフォーム工事の訪問販売トラブル」といった
テーマを取り上げ、消費者契約におけるトラブル事例を紹介したものです。
　このDVDを製作するに当たっては、最近の消費者問題を基に全国消団連がシナリオを作成し、
それを動画にする過程で、大学生（全国大学生協連の学生委員）の協力を得ました。当初、全国
消団連側は、大学生が実際に演じる寸劇の動画をイメージしていましたが、大学生の意見を基に、
アニメーションや音楽を多用し、吹き出しの文字で状況を説明する映像など、若者の感性をいか
し、幅広い年齢層へ伝わる工夫を凝らした仕上がりとなりました。完成したDVDは、地域での
消費者団体のイベント等で活用されています。
　また、若者にとっても情報スキルを提供しつつDVD製作を通じて消費者問題を学ぶ機会にな
るなど、双方にとって有益な取組となりました。
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　若者を取り巻く社会経済環境の変化、若者の消費行動や消費者トラブル、若者を対象と
した支援策を見てきたことを踏まえ、本節では、真に豊かな暮らしの実現に向けて、若者
という観点から、どのような課題と対応が必要とされているかについて考察します。

　現代の若者の消費行動や消費者トラブル
は、若者を取り巻く社会経済環境の変化を
反映しています。中でも、日本経済の長期
的な低成長と情報化の進展の二つが大きく
影響していると考えられます。

　まず、現代の若者は、生活水準は高いが、
経済成長は停滞している中で育ちました。
長期にわたる低成長、デフレが続き、さら
に、非正規雇用の増加やリストラ等、不安
定な雇用形態が広がる中で暮らしてきたた
め、若者の多くは将来の生活が経済的に現
在以上に豊かになるという見通しが立たず
に、不安を感じていると考えられます。
　若者においては、消費性向の低下、男性
の自動車向け支出の減少、洋服への支出の
減少等にみられるように、金額ベースでみ
ると消費は堅実で慎重な傾向にあります。
一方で、若者の多くは、年齢層の高い世代
に比べて買物好きで、新しい物が好きで、
衝動買いもします。これらのことから、若
者の潜在的な消費意欲は決して低くないと
考えられます。また、安価で高品質なモノ・
サービスの流通により、それほどお金を遣
わなくても、消費自体を楽しめることが、
金額ベースでの消費の力弱さにつながって
いる面もあると考えられます。しかし、景
気が拡大し、所得が増加しても、若者の将

来の不安は払拭されず、年齢層の高い世代
に比べて、消費額を増やしにくくなってい
る可能性があります。経済の好循環の実現
という観点からは、若者の消費を拡大して
いくためには、若者が将来の生活について
見通しを立てられるような環境の構築が求
められます。

　次に、現代の若者は、情報化が進展する
中で、幼い頃から、インターネットやパソ
コン、携帯電話などがある環境で育ち、
IT技術を使ったコミュニケーションにた
けた「デジタルネイティブ」です。これに
対し、年齢層の高い世代は、人生半ばから
IT関連の知識や技術を身に付けてきた「デ
ジタルイミグラント」と呼ばれます。「デ
ジタルネイティブ」世代である若者は、「デ
ジタルイミグラント」世代とは情報通信の
活用の仕方が大きく異なっており、このこ
とが、若者の行動や意識に影響を及ぼして
いると考えられます。
　ほとんどの若者が、携帯電話やスマート
フォンを生活になくてはならないものと考
えています。若者は、スマートフォンの保
有率が特に高く、インターネットでの検索、
通話、メール、SNS、ゲーム、チケット予
約等の多様な用途に利用しています。これ
がLINE調査の結果であることを考慮して

真に豊かな暮らしの実現と若者第 ４節

長期的な低成長により、金額ベース
では若者の消費は堅実で慎重

情報化の進展により、SNS等の情
報が若者の消費行動に影響
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も、15歳から25歳までの平均利用時間が5.5
時間という結果は、多くの若者が１日の相
当な時間をスマートフォン利用に当ててい
ることを示しています。
　このため、若者は、消費行動においても、
インターネットからの情報収集を多用して
いると考えられます。中でも、スマートフォ
ンで操作しやすいSNSの利用度が高く、友
達、芸能人や有名人、お店やメーカーといっ
た、SNSでつながっているコミュニティか
らの情報がきっかけで消費行動を行ってい
る若者は、年齢層の高い世代より多いこと
が示されています。さらに、身の回りの出
来事を写真や動画を用いて情報発信してお
り、むしろ情報発信のために行動している
という面もみられます。
　情報化の進展により、どこにいても全世
界の多様な人々とつながることが可能に
なっていますが、一方で、現実のコミュニ
ケーションは、SNSでつながっている友人
や相手等の限られた範囲内にとどまってし
まう若者も多数存在すると考えられます。
情報化の進展により、迅速な対応や行動が
求められるがために、手近にアクセスでき
る情報の中で判断せざるを得ない場面も生
じている可能性もあります。若者の方が、
情報が多すぎて選択ができなくなったり、
買うことをやめてしまう、という行動を
とっている傾向にあるという民間調査機関
の調査結果もあります。

　これらの社会経済環境の変化は、若者ほ
ど顕著ではありませんが、若者だけでなく、
年齢層の高い世代の消費行動や意識にも影
響を及ぼしていると考えられます。現代の
若者が次代の社会の担い手となることや、

若者の行動に大きな影響を及ぼしている情
報化の進展は後戻りしない状況にあること
を踏まえれば、若者の消費行動や意識の特
徴は、時代を先取りしたものであり、今後、
幅広い世代に広まっていくものである可能
性があります。

　若者の消費生活相談をみると、内容とし
ては、進学や就職、一人暮らしの開始といっ
た成人に達する前後の年代に特有の消費者
トラブルや、SNSをきっかけとしたトラブ
ルや美容にまつわるトラブル等、情報化の
進展や若者の嗜好の変化に関連した消費者
トラブルが生じています。
　こうしたトラブルの背景として、若者に
は、「知識」、「社会経験」、「お金（資力）」
が不足していることがあると考えられてい
ます。一方で、若者には、「体力」、「吸収力」、
「行動力」があるといわれています。消費
生活相談件数の推移をみると、若者の相談
は減少傾向にあります。その要因の一つと
して、若者がITに関する吸収力、行動力
を利用して、トラブルに遭っても、インター
ネット等で情報収集し、自らトラブルを防
ぎ、対処していることもあると考えられま
す。第１部第１章で示されたように、情報
通信の中でも特にトラブルの多い「アダル
ト情報サイト」の相談は、スマートフォン
操作に慣れている若者では減少しています。
　若者の消費者トラブルを防ぐために、ま
た、若者自身が次代を担う消費者市民とし
ての力量を付けていくことをも視野に入れ
て、各地で様々な消費者教育等、若者の消
費者としての自立支援の活動が実践されて
います。消費者に対する教育や啓発は、事
業を実施するだけでは意味がなく、若者が

若者の消費行動は時代を先取り

若者の参画による、若者のための、消
費者としての自立支援に向けた取組
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理解し、その消費行動を高めるといった効
果があることが重要です。いくつかの先進
的な活動からは、若者を対象とする消費者
教育や啓発活動においては、その内容が若
者の行動、ニーズや興味に合っていること、
若者自身の主体的な関与や参画が重要であ
ること等が浮かび上がっています。
　ニーズや興味という点からは、社会人生
活の開始時期、一人暮らしの開始直前等、
若者が消費者として新たな段階に入るとき
に、消費者教育を実施することは効果的と
考えられます。また、若者がインターネッ
トから様々な情報を入手していることを考
えれば、インターネットを利用して、消費
者教育や啓発活動に関する情報を効果的に
提供することも求められています。若者の
アクセスを高めるために、例えば、「お笑い」
やアクセス数の競争等といった若者のニー
ズや興味に合った仕掛けも有効と考えられ
ます。
　そして、若者自身の主体的な関与、参画
（アクティブ・ラーニング）という面につ
いては、若者が消費者教育、啓発活動に受
身ではなく、主体的に関わることによって、
内容についての理解が深まると考えられま
す。また、若者から伝えることによって、
同じ若い世代やより若い子供たちに伝わり
やすくなるといった効果も生じています。
こうした活動を通じて、消費者市民社会を
構築する担い手が育つことも期待されます。
　さらに、若者が参画することによって、
より教育効果の高い教材の開発等も期待さ
れます。例えば、消費者団体では、消費者
被害トラブル防止についてのDVDの作成
に当たって、筋書きは消費者問題に精通し
ている団体で作成し、映像制作は大学生に
依頼するという試みを行いました。映像制
作や映像で伝えるということについては、
情報化の中で育った若者には、年齢層の高

い世代に比べて、得意であると考えられま
す。現代の若者の特性を活用することによ
り、若者だけでなく、他の世代にも伝わり
やすい教材等の作成が期待されます。

　少子高齢化が進む中では、若者の人口全
体に占める割合の低下が見込まれます。し
かし、真に豊かな暮らしの実現に向けて、
若者の存在が非常に重要です。
　現在、IoT（Internet of things）、ビック
データ、人工知能（AI）、ロボット等、第
４次産業革命と呼ばれるような、IT技術
を使った技術革新が期待されています。
IoTにより全てのものがインターネットで
つながる、それを通じて収集・蓄積される、
いわゆるビッグデータが人工知能により分
析される、その結果とロボットや情報端末
等を活用することで今まで想像できなかっ
た商品やサービスが次々と世の中に登場す
る、といったことも予想されます。
　こうした新しい技術を活用した製品や
サービスについては、現在スマートフォン
が特に普及していることから、新しいもの
が好きな若者によって活用され、幅広い世
代に広まることが期待されます。また、こ
れにより、これまでの生活における課題の
解決や新たな魅力的なサービスの開発やそ
の普及が期待されます。
　現在の消費の傾向については、「モノ消
費」から「コト消費」に移行しているとい
うことがいわれます。モノを所有すること
から、得られる体験（コト）を求めるよう
に、消費者の価値観が変化していると考え
られます。「コト消費」については、「社会
経験」を積んだ年齢層の高い世代で、若者
以上に好まれる傾向もみられますが、例え

真に豊かな暮らしの実現に向けて

第
１
部

第
３
章　

第
４
節　

真
に
豊
か
な
暮
ら
し
の
実
現
と
若
者

183



ば、SNSへ投稿する写真や動画を撮影する
ために外食や友達と集まるといったコトを
行うといった、情報化と結び付いた「コト
消費」を行うのは、若者が主流です。前述
のIoTや人工知能といった情報化と関連し
ながら、若者ならではの視点から新たな「コ
ト消費」が始まることが期待されます。
2017年２月からは、「プレミアムフライ
デー」が始まったことも踏まえ、「コト消費」
を楽しみやすい時間を持つ環境を整えるこ
とも、若者も含め幅広い世代の潜在的な消
費ニーズの喚起につながると考えられます。
　また、これまでみてきたように、若者の
消費行動は、時代の変化を先取りしている
と考えられますが、この行動を的確に把握
することが必要です。総務省「速報性のあ
る包括的な消費関連指標の在り方に関する
研究会」報告では、ビッグデータ等の活用
やオンライン家計簿の導入等による家計調
査の改善、単身モニター調査の実施等、消

費関連統計の改善・高度化が提言されてい
ます。消費関連の統計の充実により、若者
の行動、消費行動をより的確に把握できる
ことが期待されます。

【参考文献】
経 済産業省（2017）「消費者理解に基づく

消費経済市場の活性化」研究会（消費イ
ンテリジェンス研究会）報告書

下 田裕介（2016）「環境とトレンドからみ
る若年層の消費低迷―消費の世代交代を
図るべく、若年層の将来不安払しょくを」
日本総研　リサーチ・フォーカス　№
2016-019

久 我尚子（2014）『若者は本当にお金がな
いのか？～統計データが語る意外な真
実～』光文社新書

原 田曜平（2013）『さとり世代―盗んだバ
イクで走り出さない若者たち』角川one
テーマ21新書
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　消費者基本計画工程表（2015年３月24日
消費者政策会議1決定）は、消費者基本計
画（2015年３月24日閣議決定。以下「第３
期消費者基本計画」といいます。）に基づ
いて関係府省庁等が講ずべき具体的施策に
ついて、本計画の対象期間中（2015年度か

ら2019年度までの５年間）の取組予定を示
したものです。工程表では、５年間で取り
組むべき施策について、体系化・構造化を
図り、大きく６つの項目に整理しています
（図表Ⅱ-1-1-1）。
　計画を実効性のあるものとするために
は、施策の実施状況について、十分な検証・
評価・監視を行うことが重要です。そのた
め、第３期消費者基本計画では、消費者政
策会議において、検証・評価・監視を行い、
消費者委員会の意見を聴取した上で、１年
に１回は工程表を改定し、必要な施策の追

消費者庁における主な消費者政策第1章
消費者の安全・安心暮らし戦略第 １節

（ １）消費者基本計画工程表の改定のポイント

消費者基本計画工程表について

第 ２ 部　消費者政策の実施の状況

401_Ⅱ-1-1-1 ５年間で取り組むべき施策の主な内容（項目）.pptx

図表Ⅱ-1-1-1 5 年間で取り組むべき施策の主な内容（項目）

① 消費者の安全の確保 ② 表示の充実と信頼の確保 ③ 適正な取引の実現

（1）事故の未然防止
（2）事故等の情報収集と発生・拡大防止
（3）原因究明調査と再発防止
（4）食品の安全性の確保

（1）景品表示法の普及啓発・厳正な運用
（2） 商品・サービスに応じた表示の普及・

改善
（3） 食品表示による適正な情報提供・関

係法令の厳正な運用

（1）横断的な法令の厳正な執行、見直し
（2） 商品・サービスに応じた取引の適正化
（3） 情報通信技術の進展に対応した取引

の適正化
（4）犯罪の未然防止・取締り
（5）規格・計量の適正化

④ 消費者が主役となって
選択・行動できる社会の形成

⑤ 消費者の被害救済、
利益保護の枠組みの整備

⑥ 国や地方の
消費者行政の体制整備

（1） 政策の透明性確保と消費者意見の反映
（2）消費者教育の推進
（3） 消費者団体、事業者・事業者団体等の

取組の支援・促進
（4） 公正自由な競争の促進と公共料金の 

適正性の確保
（5）環境に配慮した消費行動等の推進

（1） 被害救済、苦情処理、紛争解決の促進
（2）高度情報通信社会の進展への対応
（3）グローバル化の進展への対応

（1）国の組織体制の充実・強化
（2）地方における体制整備

１�）会長は内閣総理大臣、委員は全府省庁の大臣と公正取引委員会委員長で構成。
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加、拡充、整理や実施時期の見直し等に応
じて計画の改定を行うこととしています。

　工程表策定後初めての改定は、2016年７
月19日に行われました。具体的には、改定
に当たって、全体として2015年度の実績を
追記するとともに、施策の進捗状況や消費
者を取り巻く最近の社会状況の変化、2016
年２月に出された消費者委員会の意見も踏
まえて工程表の改定素案を作成しました。
工程表の改定素案は、2016年４月から５月
まで、意見募集手続（パブリックコメント
手続）という形で広く一般から意見を募集
し、消費者委員会の意見も聴取した上で、
2016年７月19日に消費者政策会議で工程表
の改定を決定しました。
　この改定では、第３期消費者基本計画を
閣議決定して以降の消費者を取り巻く状況
を踏まえ、最近の事案への対応として、軽
井沢スキーバス事故、基礎ぐい工事問題、
廃棄食品の不正流通事案への対応について

新たに項目を設けました。また、食品関係
の取組として、食品表示の充実、食品ロス
削減の取組を、消費者の属性に着目した取
組として、子供、高齢者、障害者の消費者
被害の防止に関する取組を、特定の事業分
野として、美容医療に関する消費者問題、
電力小売全面自由化への対応を、分野横断
的な枠組み等の取組として、倫理的消費の
普及啓発、消費者志向経営の推進などにつ
いて、より具体的な記載としました（図表Ⅱ
-1-1-2）。
　次回の工程表改定に向けては、2016年12
月末時点の施策の実施状況について、関係
府省庁等から確認するとともに、前年度同
様に、施策の進捗状況や消費者を取り巻く
最近の社会状況の変化、2017年１月に出さ
れた消費者委員会の意見を踏まえ、工程表
の改定素案を作成しました。工程表の改定
素案は2017年４月から５月まで、意見募集
手続（パブリックコメント手続）という形
で広く一般から意見を募集し、消費者委員
会の意見も聴取した上で、消費者政策会議
で工程表の改定を決定する予定です。
　今後とも、政府は第３期消費者基本計画

消費者基本計画工程表改定とその
ポイント

402_Ⅱ-1-1-2 消費者基本計画工程表改定のポイント.pptx

図表Ⅱ-1-1-2 消費者基本計画工程表改定のポイント

項目
【主な担当省庁】

最近の事案への対応
軽井沢スキーバス事故、基礎ぐい工事問題を受けた
対応
【国土交通省】
食品の安全・安心の確保
【環境省、農林水産省、厚生労働省】

食品関係の取組
食品表示の充実
【消費庁】
食品ロス削減の推進
【農林水産省、環境省】

消費者の属性に着目した取組
子供の事故防止
【消費庁、関係府省庁等】
高齢者の消費者被害の防止策の強化
【消費庁、厚生労働省、国土交通省】
障害者の消費者被害の防止策の強化
【消費庁】

項目
【主な担当省庁】

特定事業分野の取組
美容医療に関する消費者問題への対応
【厚生労働省】
電力小売全面自由化への対応
【経済産業省】

横断的な枠組み等の取組
消費者教育の充実
【消費庁】
倫理的消費の普及啓発
【消費庁】
消費者志向経営の推進
【消費庁】
消費者の被害救済・利益保護の枠組み強化
【消費庁】
一億総活躍社会、女性が活躍できる社会、2020年東
京オリンピック・パラリンピック競技大会等への貢
献
【消費庁】
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と改定した工程表に基づいて消費者政策を
推進していきます。

　「経済財政運営と改革の基本方針2016」
（平成28年６月２日閣議決定）に掲げられ
た、個人消費の喚起（消費者マインドの喚
起）に向けては、消費者被害の防止・救済
の取組を進め、消費者の安全・安心の確保
を図ることが重要です。そのため、消費者
庁は2016年８月に「消費者の安全・安心暮
らし戦略2016」を取りまとめました（図表
Ⅱ-1-1-3）。本戦略では、消費者基本計画
工程表を踏まえ、消費者行政の新たな未来
の創造に取り組むとともに、地方と連携し
た体制整備、制度の実効性の確保・向上、

多様な消費への対応等に取り組むこととし
ています。
　消費者行政の新たな未来の創造について
は、多様な消費行動に対応する「新たな調
査・研究機能の整備」、倫理的消費の普及
等の「全国展開を見据えた地方モデルプロ
ジェクトの始動」、徳島県での消費者行政
新未来創造オフィスの設置等による「消費
者庁・国民生活センターのイノベーション」
を図ります。また、どこに住んでいても質
の高い相談・救済を受けられる地域体制の
整備・充実等のための「地方と連携した体
制整備」を図るほか、改正特定商取引法及
び改正消費者契約法の施行・周知等による
「制度の実効性の確保・向上」、消費のグロー
バル化への対応や食品表示の充実等の「多
様な消費への対応等」にも取り組みます。

（ ２）消費者の安全・安心暮らし戦略２0１6

403_Ⅱ-1-1-3 消費者の安全・安心暮らし戦略2016.pptx

図表Ⅱ-1-1-3 消費者の安全・安心暮らし戦略2016

Ⅰ．消費者行政の新たな未来の創造

Ⅱ．地方と連携した体制整備 Ⅲ．制度の実効性の確保・向上 Ⅳ．多様な消費への対応等

個人消費の喚起（消費者マインドの喚起）
消費者被害の防止・救済の取組を進め、
消費者の安全・安心の確保を図る。
（経済財政運営と改革の基本方針2016）

１．新たな調査・研究機能の整備 ２．全国展開を見据えた地方モデル
プロジェクトの始動

３．消費者庁・国民生活センターの
イノベーション

①相談者の世代別ライフスタイル分析
②障がい者等消費者の特性を踏まえた
被害実態等の分析

③インターネット通販被害の背景分析
④行動経済学等を活用した消費行動等
の分析・研究

①食品ロス削減の普及啓発
②子供の事故防止に向けた地域の関係
者等との協働

③地方でのエシカルラボ開催等を通じ
た倫理的消費の普及

④栄養成分表示等の活用に向けた消費
者教育

⑤若年者への消費者教育推進
⑥健康食品等のリスコミ推進体制構築
⑦中小企業を含めた消費者志向経営の
推進

①徳島県での消費者行政新未来創造オ
フィス（仮称）の整備
②ＩＣＴ等の活用を通じた働き方改革
③研修の充実等を通じた職員の育成・
能力強化

　・地方公共団体での研修の強化
　・生命・身体分野に係る海外の事故調

査機関における研修への職員派遣
④服務規律対応の強化
⑤情報セキュリティ対策の向上

①どこに住んでいても質の高い相談・
救済を受けられる地域体制の整備・
充実

②高齢者等の見守りネットワークの構
築・推進

③消費者ホットライン（188）の周
知・活用促進

④消費生活相談員への研修の充実

①改正特定商取引法・改正消費者契約
法の施行・周知

②特定適格消費者団体による被害回復
の促進

③公益通報者保護制度の実効性の向上
④健康食品のインターネット広告等の
信頼性確保に向けた監視強化

①越境取引増加に伴うトラブルへの対
応
②訪日・在日外国人の消費の安全の確
保
③食品表示の充実による多様な選択機
会の確保
④機能性表示食品制度等の適切な運用
体制強化
⑤物価モニター調査の充実

消費者基本計画工程表（2016年７月19日改定）を踏まえ、消費
者行政の新たな未来の創造に取り組むとともに、地方と連携
した体制整備、制度の実効性の確保・向上、多様な消費への
対応等に取り組む。
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　消費者庁が設置されたことにより、消費
者事故等の情報を、消費者庁が一元的に集
約する体制が整備されました。消費者庁で
は、収集した情報を分析した上で、関係行
政機関等への情報提供及び国民への注意喚
起等を行っています。収集した事故情報の
具体的な内容や消費者への情報提供事例に
ついては、第１部第１章に記載しています。
　消費者庁では、2016年６月には「子供の
事故防止に関する関係府省庁連絡会議」を
設置し、子供の事故防止のための取組を推
進しています。加えて、消費者庁では、事
故原因の調査や再発防止に向けた提言の発
信を行っており、消費者安全調査委員会が
それを担っています。
　また、食品の安全性を確保するため、消費
者庁は、関係府省庁と連携して、リスクコミュ
ニケーションの推進を図っています。

　日本では、窒息や溺水、転落等の不慮の
事故によって、14歳以下の子供が毎年300
人以上亡くなっています2。子供たちの明
るい未来のためにも、防ぐことのできる事
故を可能な限り防止することが必要です。
　子供の事故を防止するためには、保護者
の事故防止意識を高めるための啓発活動を
効果的に実施することが重要ですが、それ

だけではなく、教育・保育施設等の関係者
による取組、子供の事故防止に配慮された
安全な製品の普及等に総合的に取り組む必
要があります。
　こうした子供の事故防止に向けて、関係府
省庁が緊密に連携して取組を推進するため、
2016年６月に関係府省庁の担当課長により構
成される「子供の事故防止に関する関係府省
庁連絡会議」を設置しました。本連絡会議は、
子供の事故防止に関連する関係府省庁の連
携を図り、子供の事故の実態及び子供の事
故防止に向けた各種取組等について情報交
換し、併せて、効果的な啓発活動の実施、
関係者の取組推進のための方策等について
検討することを目的としています。９府省庁
からなる構成員で組織され、消費者庁が事
務局となり、2016年度は３回の会議を開催し
ました（図表Ⅱ-1-2-1）。
　第１回会議（2016年６月）では、問題意
識を共有し、第２回会議（2016年11月）で
は、会議を構成する関係府省庁から取組事
例等の報告、消費者庁から「人口動態調査」
の分析結果の報告を実施しました。
　第３回会議（2017年３月）では、「子ど
もを事故から守る！プロジェクト」として
各府省庁の子供の事故防止の取組を推進
し、「子供の事故防止に関する周知・啓発
方針」に沿って、関係府省庁が連携して周
知・啓発を実施していくことを確認しまし
た。2017年度には、「子供の事故防止週間」
や、子供の事故防止専用Twitterを新たに
始めるなど、広報面で連携していくことと
しました（図表Ⅱ-1-2-2、 Ⅱ-1-2-3）。

消費者の安全の確保第 ２節

（ １）事故情報等の収集・発信、原因究明

（ ２）子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議

２）厚生労働省「人口動態調査」
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図表Ⅱ-1-2-1 子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議構成員

404_Ⅱ-1-2-1 子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議構成員.pptx

省庁名 構成員

消 費 者 庁 消費者安全課長（議長）

消 費 者 庁 消費者教育・地方協力課長

内 閣 府 子ども・子育て本部参事官
（子ども・子育て支援担当）

警 察 庁 刑事局捜査第一課長

総務省消防庁 総務課長

省庁名 構成員

文部科学省 初等中等教育局健康教育・食育課長

厚生労働省 政策統括官付社会保障担当参事官

厚生労働省 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母
子保健課長

農林水産省 大臣官房参事官（消費・安全局消費
者行政・食育課）

経済産業省 商務情報政策局製品安全課長

国土交通省 総合政策局安心生活政策課長

405_Ⅱ-1-2-2 関係府省庁間の連携の推進.pptx

図表Ⅱ-1-2-2 包括的なアプローチの推進

〈保護者への周知・啓発、事故防止に関する指針等の周知、製品の改善〉

保護者

PSCマーク、キッズデザイン賞　等
（経済産業省）　　

製品の改善

自治体
・
事業者
・

関係団体

保護者と子供に向けた
周知・啓発

施設等での事故防止に
関する指針等

①ウェブサイト、メール、SNSで
保護者等に発信

　・子供の事故防止専用Twitter
　　（消費者庁）
　・健やか親子21
　　（厚生労働省）
　・こちら製品安全情報局
　　（経済産業省）　　　　　　　　等
②事故防止に向けた啓発資料の作

成・周知
　　消費者庁、消防庁、経済産業省
　　　　　　　　　　　　　　　　  等
③授業等
　・「子供向けの製品安全教育」
　　（経済産業省）
　・「海上安全教室」（海上保安庁）

・「教育・保育施設等における事
故防止及び事故発生時の対応の
ためのガイドライン」

　（内閣府、厚生労働省、文部科学省）
・「学校事故対応に関する指針」
　（文部科学省）
・「都市公園における遊具の安全

確保に関する指針」
　（国土交通省）
・「商業施設内の遊戯施設の安全

に関するガイドライン」
　（経済産業省）
・「プールの安全標準指針」
　（国土交通省・文部科学省）

406_Ⅱ-1-2-3 2017年度の関係府省庁の広報計画.pptx

図表Ⅱ-1-2-3 広報面の連携

関連を持たせる広報（同日公表　等）

各府省庁のウェブサイト、SNS、メルマガ等で周知

自治体担当部局、関係団体への周知

広報の内容の充実

より多くの国民へ

「子供の事故防止週間」
　（５月４週、関係府省庁）
「キッズデザイン賞発表」
　（９月、経済産業省・キッズデザイン協議会）
「乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間」
　（11月、厚生労働省）
「製品安全総点検月間」
　（11月、経済産業省）　　　　　　　　　　　     等

具体的な事故情報に基づく、
注意喚起
（通年、消費者庁、国民生活センター）
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　消費者庁には、店舗・商業施設での事故情報が845件寄せられており（2009年９月
から2016年10月末まで）、このうち７割以上が床滑り・つまずきなどによる転倒事故
です。転倒事故の３割以上で骨折などの重傷を負っており、高齢になるにつれて重症
化する割合が高い傾向にあります。転倒事故は濡れた床、段差や凹凸で多く発生して
おり、また台車や床に置かれた商品箱につまずいて転倒することもあります（上図参
照。）。買い物中は足下や周囲に注意を払いましょう。危ないと感じたら、お店の方に
伝え、安全策をとってもらいましょう。
　また、国民生活センターが、医療機関ネットワーク1に寄せられた店舗での事故情
報295件（2011年４月から2016年10月末まで）を分析したところ、約４割が店舗用ショッ
ピングカート（以下「ショッピングカート」といいます。）に関する事故でした。ショッ
ピングカートに関する事故の約７割が１歳以上３歳以下の幼児についてのもので、６
歳以下の事故についてみると、８割以上で頭部や顔面にけがを負っています。国民生
活センターは事業者にアンケートを実施し、ショッピングカートの大きさを調べまし
たが、座面の高さは最大で80cm、籠の上端の高さは最大で89cmでした。国立研究

子供もお年寄りも　買い物中の事故に御注意
C O L U M N 13

１ ）「医療機関ネットワーク事業」は、参画する医療機関（2016年３月時点で30機関）から事故情報を
収集し、再発防止にいかすことを目的とした、消費者庁と国民生活センターとの共同事業。
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開発法人産業技術総合研究所の分析（３歳児が床面と水平な状態で転落したと想定し
てシミュレーション）によれば、硬いコンクリートの床面に約73cm以上の高さから
落ちると頭部損傷（頭蓋骨骨折等）のリスクが高く、ショッピングカートから子供が
転落すると大変危険であることが分かります。ショッピングカートの注意表示を確認
して、決められた幼児用座席に座らせましょう。

消費者庁ウェブサイト
　「店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しましょう～師走・クリスマス・お
正月の買い物は注意して～」
　http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/
caution_161207_01.html

国民生活センターウェブサイト
　「医療機関ネットワークにみる店舗用ショッピングカートでの子どもの事故－転落
時の頭部損傷のリスクが高く、危険です！－」
　http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161207_1.html

国民生活センターの「見守り新鮮情報」リーフレット
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　消費者安全調査委員会（以下「消費者事
故調」といいます。）は、消費者事故から
の教訓を得て、事故の予防・再発防止のた
めの知見を得ることを目的に、2012年10月、
消費者庁に設立されました。
　消費者事故調は、責任追及（「誰が悪い」）
ではなく、事故の予防・再発防止（「なぜ
事故が起きたのか」、「どうすれば同じよう
な事故が防げるのか」）を考える組織です。
事故原因について、機械の不具合の有無、

法令違反といった点だけでなく、消費者に
よって実際に使われる環境や人間の行動特
性にも目を向け、幅広い視点から、科学的
かつ客観的な調査を行っています。
　消費者事故調による調査の対象となり得
る事故等は、幅広い分野の生命身体事故等
に及ぶため、「公共性」、「被害の程度」、「単
一事故の規模」、「多発性」、「消費者による
回避可能性」及び「要配慮者への集中」の
要素を総合的に勘案して、対象を選定して
調査等を実施しています。
　消費者事故調がこれまでに選定した事案
は、（図表Ⅱ-1-2-4）のとおりです。消費

（ ３）消費者安全調査委員会の取組

407_Ⅱ-1-2-4 (170321事故調修正)(図表１)消費者安全調査委員会 案件一覧.pptx

図表Ⅱ-1-2-4 消費者安全調査委員会案件一覧

1 ）　 2005年11月、東京都港区の共同住宅で、当時大学生の男性が、ガス瞬間湯沸器から発生した一酸化炭素による中毒で死亡した事故。
2）　 2009年 4 月、東京都港区の商業施設で、下りエスカレーターの手すりから男性会社員が階下に転落して死亡した事故。
3）　 2006年 6 月、東京都港区の共同住宅で、当時高校生の男子生徒が、エレベーターから降りようとしたところ、扉が開いたままの状態でエ

レベーターが上昇し、乗降口の上枠とかごの床部分の間に挟まれて死亡した事故。
4）　 事案を絞らず当該事案をテーマとして広く調査する手法。

案件 経過

調
査
を
終
了
し
た
事
案

ガス湯沸器事故（東京都内）1 2014年 1 月評価書公表とともに経済産業省に意見

幼稚園で発生したプール事故（神奈川
県内）

2014年 6 月報告書公表とともに内閣府、文部科学省及び厚生労
働省に意見

機械式立体駐車場事故 2014年 7 月報告書公表とともに消費者庁及び国土交通省に意見
2015年 1 月解説書公表

家庭用ヒートポンプ給湯機の事案 2014年12月報告書公表とともに消費者庁、公害等調整委員会、
経済産業省及び環境省に意見

エスカレーター事故（東京都内）2 2015年 6 月報告書公表とともに消費者庁及び国土交通省に意見

毛染めによる皮膚障害 2015年10月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労働省に意見

子供による医薬品誤飲事故 2014年12月経過報告公表とともに消費者庁及び厚生労働省に意見
2015年12月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労働省に意見

ハンドル形電動車椅子を使用中の事故 2016年 7 月報告書公表とともに消費者庁、厚生労働省、経済産
業省及び国土交通省に意見

2006年 6 月 3 日に東京都内で発生した
エレベーター事故3 2016年 8 月報告書公表とともに国土交通省に意見

調
査
中
の
事
案

体育館の床板の剝離による負傷事故 2015年 9 月テーマ選定4

2016年 9 月経過報告公表

家庭用コージェネレーションシステム
の事案

2015年11月テーマ選定
2016年11月経過報告公表

住宅用太陽光発電システムから発生し
た火災等事故 2016年10月テーマ選定

玩具による子供の気道閉塞事故 2016年11月テーマ選定

408_Ⅱ-1-2-5 本件事故の状況（イメージ図）.pptx

図表Ⅱ-1-2-5 本件事故の状況（イメージ図）

三方枠

事故発生箇所

かごの床面

昇降路

かご

エレベーターのかご及
び乗降口の戸が開いた
状態でかごが上昇
（戸開走行）
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者事故調発足以来、13件の調査等を開始し、
うち９件の事案について最終報告を行うと
ともに、関係行政機関の長に対して意見を
述べています。
　また、意見を述べた後に再発防止策がい
かされることが重要であるため、事故の発
生状況や意見に対する取組状況について、
関係行政機関の協力を得て、フォローアッ
プを行っています。
　さらに、消費者安全の考え方や継続的な
安全管理の取組の重要性が広く社会で共有
され、実践されるよう、事故等原因調査に
よって得られた知見を適切に社会に提供す
るよう努めていきます。

　2016年度には、2006年６月３日に東京都
内で発生したエレベーター事故（図表Ⅱ- 
1-2-5）の報告書を公表しました（図表Ⅱ- 
1-2-6）。
　報告書では、まず、本件事故の原因につ
いて、被災者が意図した階で、かご戸及び

当該階の戸が開き、かごが止まるはずで
あったにもかかわらず、ブレーキの保持力
が失われた状態となり、おもりとかごの重
さのバランスによってかごが上昇した結果
発生したものと推定されました。
　本件事故が発生した原因の一つに、点検
や修理などの保守管理に必要な情報がエレ
ベーター製造業者から保守管理業者に伝達
されていなかったことが挙げられます。消
費者事故調は、エレベーターのように、一
たび設置されれば、容易には取替えがきか
ず、保守管理によって安全性を確保する必
要がある設備においては、保守管理業者が
適切な保守管理業務を遂行すること、それ
に必要な人材育成を行うこと、製造業者が
エレベーターの利用者の安全が確保される
ように、所有者・管理者及び保守管理業者
に協力することが重要であるとしました。
このような製造業者や保守業者それぞれに
求められた役割が適切に果たされるよう、
関係行政機関の取組がなされた上で、所有
者・管理者は、エレベーターの安全対策に
ついての理解を深め、エレベーターの維持
管理に主体的に関わる必要があることなど

エレベーター事故報告書の公表
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を再発防止策として示し、全てのエレベー
ターの安全性確保のため、社会全体が関与
する必要があるとしました。

409Ⅱ-1-2-6 （エレベーター事故報告書.pptx）.pptx

図表Ⅱ-1-2-6 2006年 6 月 3 日に東京都内で発生したエレベーター事故の報告書3（概要）

事故の概要

　2006年６月３日19時20日頃、被災者が東京都内の特定公共賃貸住宅のエレベーターで１階から12階まで移動し、12階に
到着して降りようとしたところ、かご及び乗降口の戸が開いたままの状態でかごが上昇し、被災者が乗降口の枠（三方枠）の
上部とかごの床面の間に挟まれた。被災者は20時10分頃に救出され、病院に搬送されたが、21時33分に死亡が確認された。

消費者安全調査委員会から国土交通省への意見の要旨

１．保全性を確保した設計の徹底
　製造業者の責任において、エレベーターの設計が、保守管理に関する
技術情報及び一定の技術力を持つ検査員であれば、適切な保守管理が行
うことができるものとなるよう、製造業者の対応を促すなど必要な措置
を講ずること。

２．適切な保守管理の実現
①保守管理に関する情報の伝達についての措置の実施
　　所有者・管理者及び保守管理業者が確実に最新の保守点検マニュア
ルを入手できるよう、製造業者を促すなど、必要な措置を講ずるこ
と。

②情報に基づく保守管理の遂行のための措置の実施
・製造業者の責任において、保守点検マニュアルへの必要情報の記載が
徹底されるよう、必要な措置を講ずること。

・保守点検が保守点検マニュアルに沿って行われるよう、国土交通省の
指針を周知・普及するとともに、内容がより具体的かつ実務的なもの
となるよう必要な措置を講ずること。

・チェックすべきポイントについては写真や実測データ等をもって行わ
れるよう指針を周知・普及すること。

・指針の周知・普及とともに、保守管理業者による、作業報告書等に関
する以下の事項が保守管理業者によって実施徹底されるよう、必要な
措置を講ずること。

　（ａ）写真や実測データ等不具合の状態が分かる記録の添付
　（ｂ）保守点検員が修理等の作業を行った際の、処置の判断理由及び

処置内容等の記録
　（ｃ）所有者・管理者への確実な提出
③保守点検員の技術力を担保する（教育制度の整備、継続的な知識の習
得）ため、必要な措置を講ずること。

④国土交通省の指針の周知・普及を図り、一定期間経過後の調査・改善
等の実施に努めること。

３．既設のエレベーターに対する戸開走行
保護装置の設置の促進

①2009年以降の戸開走行保護装置の設置状況
の把握・分析。
②①の結果を踏まえた対策及び設置の普及促進
のための対策の検討・実施。
③所有者・管理者が製造業者、保守管理業者の
協力を得て検討を行うよう、３者を促すこ
と。

４．所有者・管理者への働き掛け
　所有者・管理者に対して、エレベーターの維
持保全義務が課されていることを周知するとと
もに、エレベーターの維持管理に主体的に関わ
ること（戸開走行保護装置の設置に関する意思
決定、情報の取得・保存等）の重要性について
啓発すること。

５．緊急時の初動体制・救助体制確保に向
けた取組の促進

①救助装置に関する情報伝達がなされるよう、
製造業者を促すこと。
②通報受信時の確認項目、初動体制等を定めた
社内マニュアルの整備及び通報訓練等の実施
を保守管理業者に促すこと。
③通報受信時の確認項目を定めたマニュアル等
の整備及び通報訓練等の実施を所有者・管理
者に対して促すこと。

３）消費者事故調のウェブサイト（http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_004/）参照。
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　食品は、これに含まれる有害な微生物や
化学物質などの危害要因を摂取することに
よって人の健康に悪影響を及ぼす可能性が
あります。2003年には、その発生を防止し、
又はそのリスクを適切なレベルに低減する
ための枠組み（リスクアナリシス）が日本
の食品安全行政に導入されました（食品安
全基本法（平成15年法律第48号））。
　この枠組みは、食べても安全かどうかを
科学的に調べて決める「リスク評価」、食
べても安全なようにルールを決めて監視す
る「リスク管理」及び消費者、事業者、行
政機関など関係者間で相互に情報や意見を
交換する「リスクコミュニケーション」の
三つの要素からなっています。この枠組み
に基づき、リスク評価機関である食品安全
委員会と、リスク管理機関である厚生労働
省、農林水産省、環境省、消費者庁等が連
携・協力して、食品安全行政を展開してい
ます。
　このうち、「リスクコミュニケーション」
については、食品の安全性の確保に関する

施策の策定に当たっては、消費者・生産者・
事業者・行政などの関係者間での意見交換
を行うこととされています。また、消費者
政策においては、消費者に対し必要な情報
が提供され、消費者の意見が消費者政策に
反映されることが重要です。このため、消
費者庁は「食品安全基本法第21条第１項に
規定する基本的事項」（平成24年６月29日
閣議決定）に基づいて、食品に関するリス
クコミュニケーション全体に係る総合的マ
ネージメントに取り組んでいます（図表Ⅱ-1-
2-7）。

　消費者庁は、2016年度に、これまで実施
したリスクコミュニケーションの取組を検
証し、課題を整理した上で、消費者庁が今
後行うべき食品に関するリスクコミュニ
ケーションの取組方向を検討するために、
食品に関するリスクコミュニケーション研
究会（座長：関崎勉　東京大学食の安全研
究センター長）を設置し、全５回の議論を
行い、2017年２月に報告書4を取りまとめ

（ ４）食品安全に関するリスクコミュニケーション（意見交換会）

食品に関するリスクコミュニケー
ション研究会
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消費者安全調査委員会から国土交通省への意見の要旨

１．保全性を確保した設計の徹底
　製造業者の責任において、エレベーターの設計が、保守管理に関する
技術情報及び一定の技術力を持つ検査員であれば、適切な保守管理が行
うことができるものとなるよう、製造業者の対応を促すなど必要な措置
を講ずること。

２．適切な保守管理の実現
①保守管理に関する情報の伝達についての措置の実施
　　所有者・管理者及び保守管理業者が確実に最新の保守点検マニュア
ルを入手できるよう、製造業者を促すなど、必要な措置を講ずるこ
と。
②情報に基づく保守管理の遂行のための措置の実施
・製造業者の責任において、保守点検マニュアルへの必要情報の記載が
徹底されるよう、必要な措置を講ずること。
・保守点検が保守点検マニュアルに沿って行われるよう、国土交通省の
指針を周知・普及するとともに、内容がより具体的かつ実務的なもの
となるよう必要な措置を講ずること。
・チェックすべきポイントについては写真や実測データ等をもって行わ
れるよう指針を周知・普及すること。
・指針の周知・普及とともに、保守管理業者による、作業報告書等に関
する以下の事項が保守管理業者によって実施徹底されるよう、必要な
措置を講ずること。
　（ａ）写真や実測データ等不具合の状態が分かる記録の添付
　（ｂ）保守点検員が修理等の作業を行った際の、処置の判断理由及び

処置内容等の記録
　（ｃ）所有者・管理者への確実な提出
③保守点検員の技術力を担保する（教育制度の整備、継続的な知識の習
得）ため、必要な措置を講ずること。
④国土交通省の指針の周知・普及を図り、一定期間経過後の調査・改善
等の実施に努めること。

３．既設のエレベーターに対する戸開走行
保護装置の設置の促進

①2009年以降の戸開走行保護装置の設置状況
の把握・分析。

②①の結果を踏まえた対策及び設置の普及促進
のための対策の検討・実施。

③所有者・管理者が製造業者、保守管理業者の
協力を得て検討を行うよう、３者を促すこ
と。

４．所有者・管理者への働き掛け
　所有者・管理者に対して、エレベーターの維
持保全義務が課されていることを周知するとと
もに、エレベーターの維持管理に主体的に関わ
ること（戸開走行保護装置の設置に関する意思
決定、情報の取得・保存等）の重要性について
啓発すること。

５．緊急時の初動体制・救助体制確保に向
けた取組の促進

①救助装置に関する情報伝達がなされるよう、
製造業者を促すこと。

②通報受信時の確認項目、初動体制等を定めた
社内マニュアルの整備及び通報訓練等の実施
を保守管理業者に促すこと。

③通報受信時の確認項目を定めたマニュアル等
の整備及び通報訓練等の実施を所有者・管理
者に対して促すこと。

410_Ⅱ-1-2-7 食品の安全を守る仕組み（リスクアナリシス）.pptx

図表Ⅱ-1-2-7 食品の安全を守る仕組み（リスクアナリシス）

リスク評価 リスク管理

リスクコミュニケーション
消費者、事業者など関係者間の幅広い情報や意見の交換

食品安全委員会

機能的に分担
食べても安全なように
ルールを決めて、監視する

食べても安全かどうか
調べて、決める

厚生労働省、農林水産省
消費者庁、環境省　等

食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省、環境省　等
消費者庁（総合調整）

４�）食品に関するリスクコミュニケーション研究会報告書（2017年２月21日）
　http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/risk_commu_workshop.html
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ました。
　本報告書では、①リスクコミュニケー
ション全体に係る事務の調整、②リスクコ
ミュニケーションの実施、③リスクコミュ
ニケーションの促進の３点について、今後
の消費者庁の取組方向を示しています。消
費者庁は、今回取りまとめられた報告書を
基に、食品に関するリスクコミュニケー
ションの取組を推進します。

【食品に関するリスクコミュニケーショ
ン研究会で示された取組方向】
①�リスクコミュニケーション全体に係る事
務の調整

　・�今後も継続して、定期的に消費者庁、
食品安全委員会、厚生労働省、農林水
産省及び環境省でリスクコミュニケー
ション担当者会議を開催する。

　・�リスクコミュニケーション担当者会議
では、関係府省等が実施した意見交換
会等の実績を把握し、共有する。

　・�「食品と放射能Ｑ＆Ａ」を、最新の知
見に基づき改訂する。

　・�「食品と放射能Ｑ＆Ａ」を教育関係者
等へ幅広く周知を図る。

　・�食品中の放射性物質以外の分野につい
ても、基本的な内容を網羅した、分か
りやすいＱ＆Ａを作成する。

②リスクコミュニケーションの実施
　・�消費者庁が関わる食品に関するリスク

コミュニケーションのテーマを以下の
点から選定するのが適当である。なお、
消費者庁が関わる全ての食品に関する
リスクコミュニケーションにおいて、
主要テーマに加えて、リスクを評価し、

適切な範囲で管理するという基本的な
考え方を消費者と共有することを目標
とする。

　　ⅰ．�食品の安全性の確保に関する施策
の策定や変更等

　　ⅱ．�食品や食品に含まれる物質等によ
り健康被害が生じる可能性がある
もの（健康食品等）

　　ⅲ．�その他、消費者の関心が高いもの
（残留農薬や食品添加物、遺伝子
組換え食品等、リスクが適切に管
理され、明確な健康被害は生じて
いないが消費者の関心が高いもの）

　・�食品中の放射性物質に関する意見交換
会等は今後も継続して実施する。

　・�ただし、風評被害の意識調査結果にお
いて、消費地ではより消費者の関心の
低下や有する知識や理解の度合いが固
定化している傾向がみられるため、今
後は意見交換会等の開催地について、
重心を福島県外の消費地へと移す。

　・�また、消費地で意見交換会等を実施す
る際には、食品には様々なハザード（危
害要因）があり、そのうちの一つとし
て放射性物質があるということも消費
者に伝えるよう配慮する。

③リスクコミュニケーションの促進
　地方公共団体が積極的にリスクコミュニ
ケーションに取り組むことを支援するた
め、これまで行ってきた、消費者庁職員の
派遣、会場賃借料等の協力支援に加え、消
費者庁がこれまでに実施・支援した意見交
換会のテーマ一覧、運営マニュアル等を提
供する。

　これまでの意見交換会等では子供や子育て世代の方々の参加は多くはありませんで
した。消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省は共に、夏休みの期間に
行われた「夏休み2016 宿題・自由研究大作戦！」（東京３日間、仙台２日間、大阪３
日間）及び「朝小サマースクール in 昭和女子大学2016」（東京２日間）において、
身近なテーマである「食と暮らしの安全」について改めて考えていただく取組を実施
したところ、多くの小学生とその保護者に参加いただきました1。
（概要：
http://www.caa.go.jp/jisin/r_commu/pdf/summer_2016_open_161111_0001.pdf）

　具体的には、「何ができるか考えよう！ 親子で学ぶ、食と暮らしの安全」をテーマ
として両イベントにブースを出展し、食品中の放射性物質を始め、生活に直結する食
品安全や暮らしの安全に関する６つのテーマについて、ミニセミナー、ポスターパネ
ル展示、タブロイド版新聞の作成を内容とするワークショップを行いました。

　ミニセミナーは各府省庁の担当者が講師となり、子供たちにクイズや実習に参加し
てもらいました。
　ワークショップでは、子供たちは「食と暮らしの安全を守る12のもんだい」から気
になる２問を選び、その答えと理由を調べて書きながら、自分だけのオリジナル新聞
を作成しました。

子供と保護者への食品安全に関する情報提供の取組について
―親子参加型イベント「夏休み2016 宿題・自由研究大作戦！」、
「朝小サマースクール in 昭和女子大学2016」に出展―
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１）「夏休み2016 宿題・自由研究大作戦！」出展概要
　　http://www.caa.go.jp/jisin/r_commu/summer_2016_open.html
　　「朝小サマースクール in 昭和女子大学2016」出展概要
　　http://www.caa.go.jp/jisin/r_commu/summer_2016_open_swu.html
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した。消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省は共に、夏休みの期間に
行われた「夏休み2016 宿題・自由研究大作戦！」（東京３日間、仙台２日間、大阪３
日間）及び「朝小サマースクール in 昭和女子大学2016」（東京２日間）において、
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（概要：
http://www.caa.go.jp/jisin/r_commu/pdf/summer_2016_open_161111_0001.pdf）

　具体的には、「何ができるか考えよう！ 親子で学ぶ、食と暮らしの安全」をテーマ
として両イベントにブースを出展し、食品中の放射性物質を始め、生活に直結する食
品安全や暮らしの安全に関する６つのテーマについて、ミニセミナー、ポスターパネ
ル展示、タブロイド版新聞の作成を内容とするワークショップを行いました。

　ミニセミナーは各府省庁の担当者が講師となり、子供たちにクイズや実習に参加し
てもらいました。
　ワークショップでは、子供たちは「食と暮らしの安全を守る12のもんだい」から気
になる２問を選び、その答えと理由を調べて書きながら、自分だけのオリジナル新聞
を作成しました。

子供と保護者への食品安全に関する情報提供の取組について
―親子参加型イベント「夏休み2016 宿題・自由研究大作戦！」、
「朝小サマースクール in 昭和女子大学2016」に出展―
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　また、各会場で、食品に関するリスクコミュニケーション「知ろう！ 考えよう！ 
親子で学ぶ、食品中の放射性物質」を開催し、東京大学の小豆川勝見助教が、放射線
測定機を使って、隠された放射性物質を探しながら、放射線の特徴や、食品中の放射
性物質の測定方法や注意点を分かりやすく説明しました。消費者庁の担当者からも、
食品中の放射性物質については全ての方が安心して食べられるように基準値が定めら
れており、検査の実施により、この基準値を下回る食品のみが流通するようになって
いることを説明しました。
（投影スライド：
http://www.caa.go.jp/jisin/r_commu/pdf/summer_2016_open_161111_0013.pdf）
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　2013年度に、ホテル・レストラン等で、
メニュー表示とは異なる食材を使用した料
理を提供していた問題が相次いで発覚しま
した。これは、いわゆる「食品偽装」や「食
品表示等問題」等として、食に対する消費
者の信頼を根底から揺るがす社会問題とな
りました。
　このような一連の表示問題を受けて、食
品表示等の適正化に向けた体制の強化や違
反行為の抑止を目的として、2014年６月と
11月に景品表示法の改正が行われました。
不当表示を行った事業者に対して経済的不
利益を課す課徴金制度は、2014年11月改正
法により導入され、この改正法は、2016年
４月１日に施行されました（図表Ⅱ-1-3-1）。

　課徴金制度は、国が違反事業者に金銭的
な不利益を課すものであり、この制度の導
入により、事業者に不当表示を行う動機を
失わせ、不当表示という違反行為が事前に
抑止されることが期待されます。また、
2014年11月改正法は、所定の手続に沿った
返金措置（自主返金）を実施した事業者に
ついての課徴金の減額等を定めています。
このため、不当表示を行った事業者が返金
措置を実施することにより、一般消費者の
被害回復が促進されることも期待されます。
　消費者庁は、2017年１月27日、本改正法
が施行された後、最初の課徴金納付命令を
行うとともに、事業者から提出された実施予
定返金措置計画を認定しました。また、消
費者庁は、一般消費者の被害回復を支援す
る観点から、認定した実施予定返金措置計
画を消費者庁ウェブサイトに掲載しました。

表示の充実と信頼の確保第 ３節

（ １）課徴金制度の導入

411_Ⅱ-1-3-1 課徴金制度の導入.pptx

図表Ⅱ-1-3-1 課徴金制度の導入（景品表示法の改正）（2016年 4 月施行）

目
的

課徴金納付命令（第８条）

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

・対 象 行 為：実際より著しく優良であると示
す表示をする行為、実際より著
しく有利であると誤認される表
示をする行為が対象

・賦課金額の算定：対象商品・役務の売上額の３％

・対 象 期 間：３年間を上限

・主 観 的 要 素：違反事業者が相当の注意を怠っ
た者でないと認められるとき
は、課徴金を賦課しない。

・規 模 基 準：課徴金額が150万円未満となる
場合は、課徴金を賦課しない。

課徴金額の減額（第９条）
　違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額
の２分の１を減額。

被害回復（第10条・第11条）

事業者が所定の手続に沿って自主返金を行った
場合（返金措置を実施した場合）は、課徴金を命
じない又は減額する。

自主返金により課徴金の減額を受けようとする事業
者は、実施予定返金措置計画を作成し、消費者庁長官
の認定を受ける。

　事業者は、実施予定返金措置計画に沿って適正に返
金を実施する。

１：実施予定返金措置計画の作成・認定

２：返金措置（返金）の実施

３：報告期限までに報告

課徴金額の減額 課徴金の納付を命じない

返金合計額が
課徴金額未満の場合

返金合計額が
課徴金額以上の場合
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　家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品
質表示規程が改正され、2016年12月１日か
ら、衣類等の繊維製品の洗濯表示（取扱い
表示）が新しい日本工業規格（JIS）Ｌ 
0001に規定する記号に変更されました。
　新しい洗濯表示では、ドラム式洗濯乾燥
機等による「タンブル乾燥」、色柄物の衣料
品等の漂白に適している「酸素系漂白剤」
など新しい洗濯記号が追加されたり、適用
温度がこれまでよりも細かく設定されたりす
ることなどにより、洗濯記号の種類が22種
類から41種類に増えました。これにより、繊

維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情
報が提供されるようになり、洗濯によって衣
類等が縮む又は色落ちするなどの洗濯トラ
ブルの減少が期待できます。また、国内外
で洗濯表示が統一されることにより、海外
で購入した衣類等の繊維製品の取扱いなど
を円滑に行えるようになると考えられます。
　このように、新しい洗濯表示に変わるこ
とによって、一般消費者の利便性の向上が
期待できます。
　新しい洗濯表示について、消費者庁では、
リーフレットやQRコード付のポスター、
すごろく等を作成したほか、政府広報も活
用し、幅広い世代に向けた周知活動を行っ
ています。

（ ２）衣類等の「洗濯表示」の変更

新しい「洗濯表示」のポイント
C O L U M N 15

　●　付加記号と数字　文字ではなく、記号と数字で強さや温度、禁止を表します。

「基本記号」と、「付加記号」や「数字」の組合せで構成されます。
　●　５つの基本記号　＊下記の順に表示されます。
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新しい「洗濯表示」の記号と意味
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　食品の表示は、消費者基本法において消
費者の権利として位置付けられている消費
者の安全の確保や消費者の自主的かつ合理
的な選択の機会の確保などを図る上で、重
要な役割を果たすものです。
　2015年４月１日から食品表示法が施行さ
れ、これまで食品の表示について一般的な
ルールを定めていた食品衛生法、JAS法、
健康増進法の３法の食品の表示に関する規
定が統合されたことにより、食品の表示に
関する包括的かつ一元的な制度が創設され
ました（図表Ⅱ-1-3-2）。
　新たな食品表示制度では上記３法を統合
するだけでなく従来の食品表示制度の改善
といった、必要な見直しを行いました。主
な制度の変更点として、①加工食品への栄
養成分表示の義務化、②アレルギー表示に

関するルールの改善、③機能性表示食品制
度の創設などがあります。
　消費者庁では、新たな食品表示制度につ
いて、消費者、事業者への普及啓発を行い、
理解促進を図っているところです。なお、
加工食品と添加物は５年の間、以前の制度
に基づく表示を認めるという猶予期間を設
けています（生鮮食品については、2016年
９月30日をもって猶予期間は終了していま
す。）。

　食品表示に関する制度の内容について、
消費者の理解増進を図っていくことは、消
費者の自主的かつ合理的な食品の選択を確
保する上で重要なことであると考えていま
す。消費者庁では、消費者や事業者等を対
象として、新たな食品表示制度に関する全
国説明会の開催や普及啓発用資料の作成等
を行っています。
　また、第３期消費者基本計画において、

（ ３）食品表示の適正化の推進

食品表示制度の一元化について

新たな食品表示制度の適切な運用
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図表Ⅱ-1-3-2 食品表示制度

食品衛生法 JAS法 健康増進法

食品安全の確保
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内容量

原産地

品質
名称

賞味・消費期限

保存方法

遺伝子組換え

製造者名等

健康増進法
（栄養表示）

　等

添加物

アレルギー
　等

　等

一元化

食品表示法（平成25年法律第70号）

【目的】
○食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自
主的かつ合理的な食品選択の機会の確保

〈新たな食品表示基準のポイント〉
①加工食品と生鮮食品の区分の統一
②製造所固有記号の使用に係るルールの改善
③アレルギー表示に係るルールの改善
④栄養成分表示の義務化
⑤栄養強調表示に係るルールの改善
⑥原材料名表示等に係るルールの変更
⑦販売の用に供する添加物の表示に係るルールの
改善

⑧通知等に記載されている表示ルールの一部を規
定

⑨表示レイアウトの改善
⑩新たな機能性表示制度の創設

※「食品表示法」及び食品表示法に基づく「食品
表示基準」は2015年４月から施行。

【目的】
○農林物資の品質の
改善

○品質に関する適正
な表示により消費
者の選択に資する

【目的】
○栄養の改善その他
の国民の健康の増
進を図る

【目的】
○飲食に起因する衛
生上の危害発生を
防止
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インターネット販売等における食品表示、
加工食品の原料原産地表示、食品添加物表
示、遺伝子組換え表示の在り方などの個別
課題については、順次実態を踏まえた検討
を行うこととされています。
　これを受け、インターネット販売におけ
る食品表示については、2015年12月から「食
品のインターネット販売における情報提供
の在り方懇談会」を開催し、2016年12月に
報告書を公表しました。本報告書では、事
業者は、消費者が購入時に食品の義務表示
事項と同等の情報の内容を確認できるよう
な環境を整備することを目標としつつ、段
階的に情報提供の取組を推進・拡大するこ
とが望ましいとされました。引き続き、イ
ンターネットで食品を販売する事業者やそ
の関連事業者などの関係者へ本報告書の周
知を行っていきます。
　加工食品の原料原産地表示については、

2016年１月から、消費者庁と農林水産省が
共催で「加工食品の原料原産地表示制度に
関する検討会」を開催し、2016年11月に報
告書を公表しました（図表Ⅱ-1-3-3）。本
報告書では、全ての加工食品について、義
務表示の方法として国別重量順を原則とし
つつ、消費者の誤認を防止する方法を明確
にした上で、実行可能な表示方法を整備す
ることとされました。今後、本報告書を踏
まえた新しい表示制度の具体化のため、食
品表示基準の改正等を進めていきます。
　遺伝子組換え表示の検討については、
2016年４月以降、①最新の分析技術を用い
て組み換えられたDNA等が検出できるか
検証する表示対象品目の検証、②遺伝子組
換え農産物（トウモロコシ及び大豆）の主
な輸入国である米国及びカナダの分別生産
流通管理の状況調査、③遺伝子組換え食品
やその表示に関する意識についての消費者

413_Ⅱ-1-3-3 (【原原】報告書概要（横版）.pptx).pptx

図表Ⅱ-1-3-3 加工食品の原料原産地表示の拡大（2016年11月）

表示方法：

例：（A国、B国)
　　（A国、B国、その他)

現行同様、国別重量順に表示

例：（A国又はB国)
　　（A国又は国産)
　　（A国又はB国又はその他)
　　と表示しても可

例：（Ａ国製造）（国内製造）

対象原材料が中間加工原材料である場合

可能性表示

中間加工原材料の製造地表示

例：（輸入又は国産）
　　と表示しても可

大括り表示

その他：
○義務表示は、食品の容器包装に表示する。
○可能性表示や大括り表示等をした場合は、
インターネットなどにより、自主的に補足
的な情報開示に努める。

○実施までに一定の経過措置期間をおく。
○制度内容や用語の意味等について、消費者
啓発を推進する。

表示対象原材料：
製品に占める重量割合上位１位の原
材料

表示対象加工食品：
国内で製造した全ての加工食品
（ただし、現行同様、外食、いわゆるインス
トア加工等を除く。）

実行可能性を踏まえ、認められる条件、誤認防止への対応を定めた上で、以
下の規定を導入

国別重量順表示を行った場合に、産地切替えなどのたび
に容器包装の変更を生じると見込まれる場合

例：（輸入）
　　（輸入、国産）
　　と表示しても可

国別重量順表示を
行った場合に、３
以上の外国の産地
表示に関して、産
地切替えなどのた
びに容器包装の変
更が生じると見込
まれる場合

過去実績又は計画に基づく
表示である旨を付記

大括り表示＋
可能性表示

「大括り表示」を用
いても産地切替えな
どのたびに容器包装
の変更が生じると見
込まれる場合

過去実績又は計画に基づく表示である
旨を付記

※生鮮原材料まで遡って表示できる事業者は、表示しても可
※製造地表示においても、国別重量順表示を原則としつつ、可能性表示など上記の考
え方を準用
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意向調査を行う等、制度の見直しに向けた
必要な調査を実施しました。これらの調査
は全て2016年度末までに終了しており、
2017年４月からは、有識者等を構成員とす
る検討の場を設け、検討を進めていきます。
　また、「規制改革実施計画」（平成27年６
月30日閣議決定）に基づき、特定保健用食
品及び特別用途食品については制度の見直
しを行うこととされています。特別用途食品

に関する検討事項のうち、えん下困難者用食
品の区分に応じた許可表示の見直し、とろみ
調整用食品の規格及び新たな食品区分を追
加する仕組みの検討については、2016年２月
から「特別用途食品に関する検討会」を開
催し、2016年11月に報告書を公表しました。
消費者庁では、本報告書を踏まえ、「特別用
途食品の表示許可等について」（平成29年３
月31日消食表第188号）の発出等を行いました。
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　「規制改革実施計画」（平成25年６月14日
閣議決定）と「日本再興戦略」（平成25年
６月14日閣議決定）に基づき、科学的根拠
に基づいて、事業者の責任において食品に
機能性を表示できる制度として新たに機能
性表示食品制度が創設されました（図表
Ⅱ-1-3-4）。制度の主な特徴として、生鮮
食品を含め、原則全ての食品が対象となっ
ていること、届け出られた内容は消費者庁
のウェブサイトで公開されていることが挙
げられます。
　2015年４月に本制度が施行されて以来、
2017年３月末の時点で815件の届出情報を

公表しています。また、2016年４月からは
機能性表示食品制度届出データベースが創
設され、事業者がオンラインで届出を行う
ことが可能となるとともに、消費者が簡単
に届出情報を検索できるようになりました。

　機能性表示食品制度の検討過程において
今後更なる検討が必要とされた検討課題で
ある「食事摂取基準に摂取基準が策定され
ている栄養成分（ビタミン・ミネラルなど）」
や、「機能性関与成分が明確でない食品」の
取扱い等については、第３期消費者基本計
画においても検討することとされています。
これを踏まえ、2016年１月から「機能性表
示食品制度における機能性関与成分の取扱
い等に関する検討会」を開催し、2016年12

（ ４）機能性表示食品制度について

機能性表示食品とは

機能性表示食品における残された
課題の検討

414_Ⅱ-1-3-4 機能性表示食品とは.pptx

図表Ⅱ-1-3-4 機能性表示食品とは

一般食品

保健機能食品

※機能性の表示ができない

医薬品

医薬部外品

特定保健用食品

栄養機能食品

機能性表示食品

※機能性の表示ができる

・・・・

・・・

食品

栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品
といった表示で販売されている食品は一般食
品です。

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づい
て認められ、「コレステロールの吸収を抑える」な
どの表示が許可されている食品です。表示されてい
る効果や安全性については国が審査を行い、食品ご
とに消費者庁長官が許可しています。

一日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）
が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用
できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄
養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出
などをしなくても、国が定めた表現によって機能性
を表示することができます。

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性
を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根
拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたも
のです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者
庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
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月に報告書を公表しました。本報告書では、
栄養成分については、糖質・糖類は主なエ
ネルギー源となるでんぷんやぶどう糖等を
除き本制度の対象とし、ビタミン・ミネラル
は現時点において本制度の対象としないこ
ととするとともに、機能性関与成分が明確
でない食品については、機能性の科学的根

拠の一部を説明できる特定の成分が判明し
ているものの、当該特定の成分のみでは機
能性の全てを説明することができない植物
エキス等を本制度の対象とすることとされ
ました。今後、消費者庁において、本報告
書の内容に基づき、ガイドラインの改正等
を進めていきます。
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　特定保健用食品とは、体の生理学的機能
などに影響を与える保健機能成分（関与成
分）を含む食品で、健康増進法第26条第１
項の規定に基づく許可を受け、その摂取に
より、血圧、血中のコレステロールなどを正
常に保つことを助けたり、おなかの調子を
整えたりするのに役立つ等の特定の保健の
用途に資する旨を表示するものをいいます。
　特定保健用食品として販売するために
は、製品ごとに食品の有効性や安全性につ
いて審査を受け、表示について国の許可を
受ける必要があります。特定保健用食品に
は、許可マークが付されています（図表
Ⅱ-1-3-5）。

　2016年９月、消費者庁長官の許可を受け
た特定保健用食品に、許可時の関与成分が
規定量含まれていない、関与成分がそもそ
も含まれていないといった重大な違反事案

が発生し、一部の製品の許可を取り消しま
した。消費者庁では、この事案を受け、特
定保健用食品中の関与成分量が許可等申請
書の記載どおり適切に含まれているかにつ
いての調査を実施しました。
　消費者庁では、許可の取消し事案により
損なわれた特定保健用食品に対する消費者
の信頼を取り戻すべく、迅速に再発防止策
に取り組んでいくこととしています。具体
的には、申請者が当該食品の安全性や効果
について新たな知見を入手した場合は、消
費者庁に対して報告する義務があること
を、「健康増進法に規定する特別用途表示
の許可等に関する内閣府令」（平成21年内
閣府令第57号）において明確化する改正を
2017年３月に行いました。なお、事業者が
収集・報告するべき知見の定義については、
「特定保健用食品の表示許可等について」

（平成26年10月30日消食表第259号）及び「特
定保健用食品に関する質疑応答集につい
て」（平成28年１月８日消食表第５号）に
おいて規定し、許可条件どおりの製品が販
売されているか把握するために申請者に対
し定期的に第三者機関による検査の報告を
求めること等については「特定保健用食品
の表示許可等について」において規定しま
した。
　また、当初2017年度から実施することと
していた特定保健用食品の買上調査を2016
年度に前倒しして実施しました。加えて、
許可後も販売の状況を正確に判断するた
め、現時点で販売実績がなく今後も販売の
予定がない製品については、速やかに失効
届を提出するように業界団体へ通知を発出
しました。
　これらの再発防止策に基づく取組を順次
実行し、監視指導を適切に行っていきます。

（ ５）特定保健用食品制度について

特定保健用食品とは

許可取消し事案を受けた再発防止
の取組

415_Ⅱ-1-3-5 特定保健用食品許可マーク.pptx

図表Ⅱ-1-3-5 特定保健用食品許可マーク

特定保健用食品
（疾病リスク低減
表示・規格基準型
を含む）
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　食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをとることが大切です。主食、
主菜、副菜がそろっていると、色々な栄養素をバランス良く摂取することにつながり
ます。しかし、食品を見ただけでは、どのような栄養成分が、どのくらい含まれてい
るのか分かりません。それを一目で分かるようにしたのが、栄養成分表示です。
　消費者の日々の栄養及び食生活の管理による健康の増進に寄与することを目的に、
2015年４月から施行された食品表示法に基づく新たな食品表示制度では、容器包装に
入れられた加工食品及び添加物について、これまで事業者の任意で表示されていた栄
養成分表示が義務化されました。これにより、全ての消費者向けの加工食品及び添加
物には、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの５項目が表示されること
となります。また、ナトリウムの量は、「食塩相当量」で表示されることとなりました。
　消費者庁では、栄養成分表示を食生活の参考に活用する人を増やしていくために、
事業者への栄養成分表示制度の普及啓発とともに、消費者への活用を促す取組を進め
ており、パンフレット「栄養成分表示を活用しよう」を作成・公表しました（2016年
10月）。このパンフレットには、「自分に必要なエネルギー及び栄養素の目標量を計算
してみましょう！」というワークシートを掲載しています（図表１）。ワークシート
に自分の性別・年齢等に応じた値を記入することで、必要な１日当たりのエネルギー
や栄養素量を計算することができます。自分に必要な栄養素量と食品の栄養成分表示
の値を比較することで、適切な食品を選択することに活用でき、食生活の改善にもつ
ながります。
　一方で、2016年11月に消費者庁が実施した「消費者意識基本調査」によると、食品
の容器包装に表示されている栄養成分表示を「見たことがある」と回答した人は
90.6％と高いものの、見たことがある人のうち、栄養成分表示を「食生活の参考にする」
と回答した人は54.9％にとどまっています（図表２）。消費者の日々の健康づくりに
関わるため、消費者庁では制度の普及啓発とともに消費者への活用を促す取組を、引
き続き進めていきます。
　また、食品の機能性を表示できる保健機能食品には、特定保健用食品、栄養機能食
品及び機能性表示食品の３つがあります。これらの食品の容器包装には、栄養成分表
示とともに、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文
言が表示されています。まずは御自身の食生活を見直してみましょう。食品の容器包
装には情報がたくさん詰まっていますので、手に取った際には、機能性の表示だけで
はなく表示をすみずみまで確認して、自分に必要な食品を選択してください。

食品表示を活用して食生活の改善を
C O L U M N 16

208



【図表１】栄養成分表示を活用しよう

総数
（6,009人） 54.9 35.7 6.6 2.8

見たことがある　（計）90.6

見たことがあり、食生活の参考にする 見たことはあるが、食生活の参考にはしない
見たことがない 無回答

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2．「あなたは、食品の包装容器にある栄養成分表示を見たことがありますか」との問に対する回答。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

【図表２】　栄養成分表示を見た経験の有無
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　特定商取引法は、消費者トラブルが生じ
やすい取引類型（訪問販売、電話勧誘販売、
通信販売、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）
を対象に、消費者トラブル防止のための
ルールを定め、事業者による不当な勧誘行
為等を規制することにより、消費者の利益
を保護し、商品の流通や役務の提供を適正
で円滑なものとすることを目的としている
法律です。
　事業者への行為規制としては、消費者へ
の適正な情報提供等の観点から、氏名や勧
誘目的等の明示義務、不当な勧誘行為の禁
止、契約に関する取引条件等を記載した書
面の交付義務、広告表示規制等が定められ
ています。また、民事ルールとしては、申
込みの撤回又は契約の解除（いわゆるクー
リング・オフ）、中途解約、契約の解除時
の損害賠償額の制限、不当な勧誘によって
誤認した場合の意思表示の取消し等が定め
られています。なお、行為規制に違反した
場合には、業務停止命令や指示といった行
政処分や罰則の対象となります。
　特定商取引法の執行は、消費者庁と各経
済産業局、都道府県が行っており、複数の
都道府県域に被害がまたがる事案について
は消費者庁と各経済産業局が、都道府県域
内で被害が認められる事案については各都
道府県が対処しています。

　特定商取引法は、新たな手口の悪質商法
の発生など消費者トラブルの状況の変化に
対応して、累次の改正を行ってきました。
　近年、高齢化社会が進展していることや
悪質事業者の手口が益々巧妙化しているこ
と等に加え、2008年改正法が施行されてか
ら５年が経過したことから、特定商取引法
の見直しを行うこととなりました。
　見直しに当たり、内閣総理大臣から消費
者委員会に対し、特定商取引法の施行状況
を踏まえた購入者等の利益の保護及び特定
商取引法の適正化を図るための規律の在り
方について諮問が行われました。その後、
消費者委員会に設置された特定商取引法専
門調査会における審議を経て、2016年１月
に、諮問に対する答申がなされました。

　消費者庁及び経済産業省では、同答申の
内容も踏まえて検討を進め、2016年３月に、
業務停止命令を受けた事業者の役員等がそ
の停止の範囲内の業務を新たに開始するこ
と、いわゆる潜脱行為を禁止する規定等を
盛り込んだ一部改正法案を国会に提出し、
「特定商取引に関する法律の一部を改正す
る法律」（平成28年法律第60号）が同年５
月に成立し、同年６月に公布されました（図
表Ⅱ-1-4-1）。現在、2017年12月２日まで
の施行に向け、関連する政省令の策定など
の準備が進められています。

適正な取引の実現第 ４節

（ １）特定商取引法の改正

特定商取引法とは

20１6年改正の背景及び経緯

特定商取引法の改正
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416_Ⅱ-1-4-1 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律.pptx

図表Ⅱ-1-4-1 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律

１．悪質事業者への対応 ３．消費者利益の保護
○次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処
・業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認
められるもの等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して
継続すること等を禁止する。［違反した場合、個人は３年以下の懲役又は
300万円以下の罰金、法人は３億円以下の罰金〈新設〉］

○業務停止命令の期間の伸長（最長１年→２年）
○行政調査に関する権限の強化
・「質問」に関する権限の追加等。［違反した場合、個人は６月以下の懲役
又は100万円以下の罰金、法人は100万円以下の罰金〈新設。なお、報告
徴収・立入検査等の他の検査忌避についても同様に懲役刑を追加。〉］

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

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

○消費者利益の保護のための行政処分規定の整備
・処分事業者（業務停止命令を受けた悪質事業者を想定）に対して、消費
者利益を保護するために必要な措置を指示できることを明示することと
する。［違反した場合、業務停止命令及び刑事罰（個人は６月以下の懲役
又は100万円以下の罰金、法人は100万円以下の罰金〈指示違反行為に懲
役刑を追加〉）］

【対応イメージ】
　不実告知を行っていた事業者に、不実告知により行政処分があった
旨の既存顧客への通知や返金を求める消費者への適切な対応（計画的
な返金の実施等）等を指示する。　　　　　　　　　　　　　　　等

４．過量販売への対応
○電話勧誘販売における過量販売規制の導入（訪問販売ルー

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

【過量のイメージ】
　◇寝具（４か月で６回購入）
　◇化粧品（72本の化粧水と乳液、2,160袋のパウダーを購入）　　等

５．その他
○訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における規制対象の

拡大（指定権利制の見直し）
○通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入（電子

メール広告における規制の拡充）
・ファクシミリ広告を請求等していない消費者に対するファクシミリ広告
の提供を禁止する（オプトイン規制）。

○指示の公表規定の整備
○取消権の行使期間の伸長
・現在の６月から１年に伸長する。
○施行期日は公布日から１年６月以内  
　　※公布日は平成28年６月３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

訪問販売等消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象とした、事業者による不公正な勧誘行為等の取締り等。

※A社への業務停止命令後等に新たに会社を設立し、人やノウハウ等を移転

【対応イメージ】

消費者庁等による処分

違反
事業者

［原則］処分書を書面で交付

違反事業者（所在不明）

【対応イメージ】

※ウェブサイトのみによって広告や注文の受付を行い、消費者との連
絡手段としてもメールアドレスだけが表示されているケース等

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

B社（実質はA社と同じ）
A社の元取締役Xを代表取締役として設立
※健康食品αの電話勧誘販売（新規勧誘等）

A社（健康食品αの電話勧誘販売）
※特商法違反によりA社に対して業務停止命令（新規勧誘等の禁止）

C社（実質はA社と同じ）
A社の元営業部長Yが取締役に就任

※健康食品αの電話勧誘販売（新規勧誘等）
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　高度情報通信社会の進展により、イン
ターネットを活用した取引は増加傾向にあ
ります。インターネットを経由して、国内
外の事業者と気軽に取引を行うことが可能
となるなど、消費者にとっても利便性が向
上している一方で、消費者がトラブルに遭
遇するリスクも増大しています。実際に、
インターネットを活用した取引に関連する
消費者トラブルも数多く発生しており、か
つその内容は多様化・複雑化しています。
　インターネットを活用した取引は、関連
する技術やサービスの変化が激しく、関係
者が多岐にわたるという特性があるため、
行政庁による法規制に加え、事業者等によ
る自主的な対応、更にはトラブルの未然防
止に向けた消費者自身の対応が相互に補完
し合うような形で、多面的に取組を進めて
いくことが必要です。
　その一環として、消費者庁では、インター
ネット上で新たに発生しつつある課題を関

係者間で共有し、事業者等による柔軟かつ
機動的な取組を促していくため、「インター
ネット消費者取引連絡会」を定期的に（2016
年度までに24回）開催しています（図表Ⅱ-1-
4-2）。
　本会合では、毎回、インターネット消費
者トラブル等の動向を踏まえたテーマを設
定しています。2016年度は、６月に「オン
ライン決済/スマホ決済」をテーマとした
第21回会合を、９月に「オンライン旅行取
引」をテーマとした第22回会合を、12月に
「SNS」をテーマとした第23回会合を、さ
らに３月に「オンラインレッスン」をテー
マとした第24回会合を開催し、関連業界団
体、事業者、有識者等からの発表や、出席
者間での意見交換等を行いました。また消
費者庁では、各会合のテーマに挙げた個別
のインターネット技術・サービスについて、
その概要や最近の市場動向、消費者の認識
度合いや利用状況等に関する調査研究を実
施しており、その調査報告書を各会合で発
表するとともに、消費者庁ウェブサイトで
公表しました。

（ 2）インターネット上の消費者トラブルへの対応

417_Ⅱ-1-4-2 インターネット消費者取引連絡会の開催実績.pptx

図表Ⅱ-1-4-2 インターネット消費者取引連絡会の開催実績

 開催
回数 テーマ 開催時期

第 1回 各種取組の情報共有 2011年 7 月

第 2回 出会い系サイト等 2011年 9 月

第 3回 広告表示等 2011年12月

第 4回 ソーシャルゲーム 2012年 2 月

第 5回 ソーシャルゲーム等 2012年 5 月

第 6回 消費者啓発等 2012年 8 月

第 7回 ソーシャルゲーム・口コミサイト 2012年12月

第 8回 口コミサイト・スマホアプリ 2013年 3 月

第 9回 アプリ型ゲーム 2013年 6 月

第10回 SNS 2013年 9 月

第11回 ネットワーク系ゲーム 2013年12月

第12回 詐欺的なネット通販サイト 2014年 3 月

 開催
回数 テーマ 開催時期

第13回 ネット取引の課題と今後 2014年 6 月

第14回 オンライン決済 2014年 9 月

第15回 インターネット広告 2014年12月

第16回 オークション・フリマアプリ 2015年 3 月

第17回 なりすまし 2015年 6 月

第18回 越境EC 2015年 9 月

第19回 シェアリングサービス 2015年12月

第20回 オンラインゲーム 2016年 3 月

第21回 オンライン決済／スマホ決済 2016年 6 月

第22回 オンライン旅行取引 2016年 9 月

第23回 SNS 2016年12月

第24回 オンラインレッスン 2017年 3 月
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　第３期消費者基本計画では、消費者一人
一人が、個々の消費者の特性や消費生活の
多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費行
動が将来の社会経済情勢や地球環境に影響
を及ぼすことを自覚し、公正で持続可能な
社会の形成に積極的に参画する社会を目指
すことが求められています。
　このような社会において消費者は、自ら
も消費生活に関する知識の取得・情報収集
等に努め、自身で合理的な意思決定を行い、
被害を認識し、危害を回避し、被害に遭っ
た場合には適切に対処する能力を身に付け
ることが重要であり、更には、社会の発展
と改善に積極的に参加することが期待され
ています。
　消費者教育推進法は、消費者教育につい
て、「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
活動をいう。」と定義するとともに、基本
理念や国、地方公共団体の責務、基本方針
の策定、各種施策、消費者教育推進会議の
設置等について定めています。
　消費者教育推進法の規定に基づき、2013
年６月には、「消費者教育の推進に関する
基本的な方針」（以下「基本方針」といい
ます。）が閣議決定されました。基本方針

に基づき、国、地方公共団体は消費者教育
の施策を推進しています。消費者団体や事
業者団体においても、消費者教育について
自主的な活動を行っています。

　消費者教育推進法の規定に基づき、2013
年３月に消費者教育推進会議（以下「推進
会議」といいます。）が設置されました。
推進会議は、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、意見を述べることが役割とされて
います。
　第１期推進会議では、2013年３月から基
本方針に関する議論を行い、基本方針が同
年６月に閣議決定された後は、基本方針に
掲げられた「今後検討すべき課題」を推進
会議に置かれた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）で検討し、2015年
３月に取りまとめを公表しました。
　2015年７月から始動した第２期推進会議
では、基本方針の見直しに向けた論点整理
に当たって、国における消費者教育及び消
費生活に関連する教育の施策の実施状況の
把握のため、関係省庁からヒアリングを行
うとともに、消費者行政と教育行政（学校
教育・社会教育）との連携に関して、先進
的な取組を行っている地方公共団体、消費
者団体及び事業者団体からのヒアリングを
実施しました。また、都道府県等における
消費者教育施策の状況を把握するため、都

消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成第 ５節

（ １）消費者教育

消費者教育推進法と消費者教育の
推進に関する基本的な方針

消費者教育推進会議での議論
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道府県等の消費者教育推進計画等の調査を
行いました（消費者教育推進計画は44都道
府県14政令市が策定済み、消費者教育推進
地域協議会は45都道府県17政令市が設置済
み。）。
　また、社会情勢等の変化に対応した課題
として、学校における消費者教育の充実方
策や若年者への消費者教育の充実、消費者
市民社会の形成への参画の重要性の理解促
進等について具体的には次のように議論を
深めました。
　第一に、学校における消費教育の一層の
充実を図っていくことが必要であることか
ら、推進会議で検討を重ね、2016年４月に
「学校における消費者教育の充実に向けて」
という提案がされました（図表Ⅱ-1-5-
1）。提案のポイントは３つあります。１つ
目は消費者教育の機会（時間）の確保です。

実践的な内容を扱う時間の確保のため、家
庭科や社会科のみでなく、様々な教科・科
目を活用したり、教科横断的に関連付けた
りして実施すること、また、校内で情報共
有して学校全体として取り組んだり、消費
生活センターや教育委員会が授業展開方法
を収集・提供したりすることなどが提案さ
れました。２つ目は教員の教育・研修の重
要性です。教科横断的な取組や実践的な指
導には教員の指導力の向上が不可欠です。
大学の教養課程や教職課程を活用したり、
教員研修に消費者教育の内容を取り入れた
りすることで、教員自身も学校教育におけ
る消費者教育の重要性を認識することにな
ります。３つ目は外部人材の活用です。変
化する消費者問題等へ対応するためには、
教員の指導力の向上のみでは限界があり、
消費生活相談員等の外部人材の活用が有効

418_Ⅱ-1-5-1 学校における消費者教育の充実に向けて.pptx

図表Ⅱ-1-5-1 学校における消費者教育の充実に向けて

※消費者庁から文部科学省に対し周知依頼の通知を発出（2016年6月23日）

• 高齢化、高度情報通信社会、グローバル化の進展
• 社会的課題に配慮した商品・サービスの選択への関心の
高まり
•消費者市民社会の形成への参画に消費者教育の視野が拡大

次期学習指導要領に関する議論の開始も契機としつつ
学校における消費者教育の一層の充実を図る必要

消費者教育に割かれている時間は不十分
・学習指導要領における内容は着実に充実
・一方、実践的な観点からは不十分

・教科横断的な取組
　➡家庭科や社会科などにとどまらず様々な教科・
科目を通じ、教科横断的に関連付けて実施

・学校全体としての取組
　➡各学年、各科目の取組を集約し校内で情報共有
・授業展開方法の収集・提供
　➡消費生活センターや教育委員会が事例収集、提供

機会（時間）
の確保

・教員の養成・研修のあらゆる機会を利用
　➡大学の教養課程及び教職課程、教員研修で実施
・実践的な能力を身に付ける
　➡消費生活センター等での業務体験も有効

教員の指導力の向上が不可欠
・様々な教科・科目における、消費者教育
の効果的・効率的な実践

・そのためには、教員の指導力向上が不可欠

教員の
教育・研修

・他の外部講師へ手法を伝達する仕組みの構築
　➡国民生活センター等での研修を地域で伝達
・情報交換や先進的な事例の共有
　➡近隣の消費者行政担当部局、消費生活センター
・学校のニーズに応じた授業
　➡教育委員会、消費者行政担当部局、消費生活
センターとの連携・調整

変化する消費者問題等への対応
・社会情勢の変化に応じて刻々と変化する
消費者問題

・対応には教員の指導力向上だけでは限界

外部人材
の活用

（2016年 4 月　消費者教育推進会議　提案）
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です。さらに、外部人材を活用して学校の
ニーズに応じた授業を展開するためには、
学校・教員との調整、消費者行政担当部局、
教育委員会との連携・調整の必要性が提案
されました。消費者庁としては、この提案
を踏まえ、文部科学省を始めとした関係機
関等に積極的に働き掛け、学校における消
費者教育の一層の充実を図っていきます。
　第二に、若年者への消費者教育（成年年
齢引下げに向けた環境整備）の充実のため、
「若年者の消費者教育に関するワーキング
チーム」、「消費者市民社会普及ワーキング
チーム」をそれぞれ立ち上げ、活動を開始
しました。
　特に、2016年６月に公職選挙法の一部改
正により選挙権年齢が18歳に引き下げられ
たこと、民法の成年年齢引下げの議論もさ
れていることを踏まえ、契約に関する基本

的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民
社会の形成に参画することの重要性等につ
いて18歳までに理解できるようにするた
め、2017年３月に高校生若年者向けの消費
者教育用教材を、「若年者の消費者教育に
関するワーキングチーム」及び関係府省と
も連携しつつ作成しました（図表Ⅱ-1-5-
2）。また、「消費者市民社会普及ワーキン
グチーム」では、消費者教育推進法が施行
されてから４年が経つ現況を踏まえ、消費
者市民社会の概念や用語を一層普及させる
ための啓発資料の作成について検討をしま
した。

　消費者庁では、2017年３月に、15歳から

若者を対象にした消費者教育・啓
発に関する調査の結果

912_Ⅱ-1-5-2 高校生（若年者）向け消費者教育教材「社会への扉」.pdf

図表Ⅱ-1-5-2 高校生（若年者）向け消費者教育教材「社会への扉」

社会への扉
高校生（若年者）向け消費者教育教材

―12のクイズで学ぶ自立した消費者―

契約について理解しよう！
消費者が主役の社会へ

お金について理解しよう！

暮らしの安全について理解しよう！

消費生活センターについて知ろう！

あなたの行動が社会を変える！消費生活に関する12のクイズを掲載

（生徒用教材と教師用解説の２冊組）

P.1～2
導入

P.3～11

キャッチセールスのイメージ

【目的】成年年齢の引下げが議論されていることも踏まえ、高等学校段階までに、契約に関する基本的
な考え方や契約に伴う責任を理解するとともに、身近な契約等を通じて、社会において消費者として主
体的に判断し責任を持って行動できるような能力を育む。

高校生にも身
近なインター
ネットショッ
ピングの注意
事項を具体的
に掲載

グループ学
習にも活用で
きるワークを
掲載

ワーク３　なぜ、法律では上のような
取引に関してクーリング・オフ制度を
定めているのだろうか。

●生徒用教材各ページの解
説
●教師として知っておきた
い若年者を取り巻く消費
生活に関する情報
●生徒用教材の「ワーク」
「発展」、「プラスα問題」
の考え方

消費者教育を実践している教師、弁護
士、消費生活相談員から、消費者教育
の必要性についてのメッセージ

生徒用教材に関わる学習指導要
領の項目等を示す表

公民科、家庭科の指導案例とワークシート例
（ワークシート実物大はウェブサイト掲載）

「給料＝好きなように使えるお金」ではないことや、クレ
ジットカードの仕組み、多重債務、将来の詐欺的投資被害
を防ぐための注意について掲載。

暮らしに潜む危険の例を紹介。安全に配慮した行動、再発
防止のための行動がとれる消費者になることを促す。

消費生活センターの案内に加え、相談した後の解決までの
流れについて、「高校生が消費生活センターに相談した
ら」という設定のマンガで紹介。

消費者トラブルにあった際に行動することが、消費者市民
社会の実現につながることについて、フローチャートを
使って紹介。

高校生が普段暮らす街の風景を配して、
契約や消費者トラブル等が身近な暮らし
の中に存在することに気付かせる。

生
徒
用
教
材

教
師
用
解
説
書
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25歳までの3,000人を対象に、消費者教育等
に関する調査を実施しました。消費者教育・
啓発の経験の有無を聞いたところ、学校・
地域、職場等の様々な場での消費者教育・
啓発を受けたことが「ある」との回答が
36.0％、年齢別にみると、15歳から20歳ま
では、「ある」との回答率が全体平均を上
回っており、低い年齢のほうが「消費者教
育・啓発」を受けた経験のある割合がより

高いといえます（図表Ⅱ-1-5-3）。また、消
費者教育・啓発を受けたことが「ある」と
回答した人に、どのような機会に受けたか
を聞いたところ、「小中学校、高等学校の
授業」との回答が79.2％、「小中学校、高等
学校の課外授業・特別授業・見学等」との
回答が37.0％となっており、小中学校、高
等学校段階に行われる消費者教育における
認識度が高いといえます（図表Ⅱ-1-5-4）。

906_Ⅱ-1-5-4「消費者教育・啓発」を受けた機会.xlsx

図表Ⅱ-1-5-4 「消費者教育・啓発」を受けた機会

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「『消費者教育・啓発』を受けたことがあると答えた方にお聞きします。それは、どのような機会でしたか。」との問に対する回答（複

数回答可。）から抜粋。

0 1008060403020
（％）

37.0

79.2小中学校、高等学校の授業
(家庭科・社会科等)

小中学校、高等学校の課外授業・
特別授業・見学等

905Ⅱ-1-5-3消費者教育を受けた経験の有無.xlsx

図表Ⅱ-1-5-3 「消費者教育・啓発」を受けたことが「ある」人の割合

（備考）　 1． 消費者庁「消費生活に関する意識調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「消費生活に関する学習の機会が学校、地域、職場等の様々な場で提供されています。あなたは、こうした『消費者教育・啓発』

を受けたことがありますか。」との問に対する回答。

36.0

47.2 45.4
50.2

43.4
40.1

36.4
32.6

28.1

21.7

27.8

22.8

0

60

50

40

30

20

10

（％）

全体 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳
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　消費者庁では、消費者教育の推進及び消費者市民社会の概念の普及に関する活動を
担う地方公共団体公認のマスコットキャラクターに対して、消費者庁長官から「消費
者教育推進大使」を委嘱する制度を、2014年度から始めました。
　消費者教育を推進していくためには、より多くの方々にとって、消費者市民社会の
概念やその構築に向けた取組をより身近なものとすることが重要であり、各地方で親
しまれているマスコットキャラクターにも一役買ってもらっています。
　以下に、2016年度に新たに委嘱された大使を紹介します。

マスコットキャラクターへの消費者教育推進大
使への委嘱

C O L U M N 17

こまどりのPiPi（愛媛県） しろうくま（札幌市）

テルミちゃん（青森県） みとちゃん（水戸市）
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　より良い社会に向けて、地域の活性化や
雇用等を含む人や社会・環境に配慮した消
費行動である「倫理的消費」への関心が高
まっています。また、消費者の意識として
も、環境や被災地の復興、開発途上国の労
働者の生活改善等に配慮した商品・サービ
スを選択して消費することへの関心が高
まっていることから、第３期消費者基本計
画でも、このような環境等に配慮した商品・
サービスの選択を可能とする環境の整備
や、食品やエネルギーのロスの削減などの
社会的課題に配慮した消費、持続可能なラ
イフスタイルへの理解の促進が求められて
います。
　こうした消費行動の変化は、消費者市民
社会の形成に向けたものとして位置付けら
れるものであり、日本の経済社会を物心両
面からより豊かにする大きな可能性を秘め
ています。しかしながら、こうした動きは
緒に就いたばかりであり、社会的な仕組み
も整備されていません。消費行動の進化と
事業者サイドの取組とが相乗的に加速して
いくことが重要です。
　以上を踏まえ、消費者庁では倫理的消費
の内容やその必要性等について検討し、国
民の理解を広め、日常生活での浸透を深め
るためにどのような取組が必要なのかにつ
いて調査研究を行う、「倫理的消費」調査
研究会を2015年５月から2017年３月までの
約２年間実施しました。

　2015年５月に始まったこの研究会は、
2015年度には６回、2016年度には４回開催
され、様々な分野の専門家が一堂に会し、
倫理的消費に関する国内外の動向について
委員からプレゼンテーションが行われたほ
か、専門家からのヒアリング等を行い、そ
れまでの議論を踏まえ、2016年６月には中
間取りまとめを発表しました。中間取りま
とめでは、倫理的消費について消費者・事
業者・行政それぞれの視点から現状と積極
的意義を考察した上で、推進方策の方向性
等を取りまとめました。
　２年目となる2016年度には、人間が動物
に対して与える痛みやストレスといった苦
痛を最小限に抑えるための「アニマル・ウェ
ルフェア（動物の福祉）」や、動物由来の
素材を使用しないだけではなく、農薬や工
場排水などによる環境汚染や児童労働等の
問題を排除し、オーガニックコットンやリ
サイクル素材等を用いる「エシカル・ファッ
ション」などについて議論が交わされまし
た。これらの内容やエシカル消費の推進が
より重要となっている地球環境の状況、今
後の普及方策について等を盛り込み、2017
年３月に最終報告書を取りまとめました
（図表Ⅱ-1-5-5）。
　研究会の関連事業として、2015年11月に
は倫理的消費に関して先進的な英国とノル
ウェーの現状調査を実施しました。また、
広く倫理的消費についての理解を深めるた
めの関連事業として、倫理的消費に関する
シンポジウム「エシカル・ラボ」を2015年
12月に東京で、2016年７月に徳島で開催し
ました。
　その他、「倫理的消費（エシカル消費）」
という言葉が分かりにくいという声も多い

（ ２）「倫理的消費」調査研究会

消費者行動・意識の変化と「倫理
的消費」

「倫理的消費」調査研究会の活動
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ことから、その趣旨が伝わる日本語表記案
を2016年７月に募集しました。
　また、倫理的消費に関する消費者意識の
把握を目的に、2016年12月、全国の15歳か
ら65歳までの2,500人を調査対象としたウェ
ブアンケートによる調査を行いました。調

査結果の概要としては、「倫理的消費」や「エ
シカル」といった用語の認知度は１割未満
と低いことを示したものや、若年者の関心
は比較的高いものの、実際の行動に結び付
いておらず、若年層に向けた取組の重要性
が示唆されるものがみられました。

図表ＩＤ420.pdf

図表Ⅱ-1-5-5 あなたの消費が世界の未来を変える

2017年４月「倫理的消費」調査研究会　取りまとめ
（座長：東京大学名誉教授　山本良一）

倫理的消費（エシカル消費）
とは

消費者それぞれが各自にとっ
ての社会的課題の解決を考慮
したり、そうした課題に取り
組む事業者を応援しながら消
費活動を行うこと

「地域の活性化や雇用なども
含む、人や社会、環境に配慮
した消費行動」

（消費者基本計画）

配慮の対象とその具体例

人

社会

環境

地域

障がい者支援につな
がる商品

フェアトレード商品
寄付付きの商品

エコ商品
リサイクル製品
資源保護等に関する
認証がある商品

地産地消
被災地産品

動物福祉
エシカルファッション

消費者の視点

倫理的消費（エシカル消費）に取り組む必要性と意義

推進方策の方向性

持続可能な社会の形成

・持続可能性の観点から喫緊の社会的課題を多く含有
・課題の解決には、消費者一人一人の行動が不可欠かつ有効
・「安さ」や「便利さ」に隠れた社会的費用の意識が必要

「倫理的消費（エシカル消
費）」という言葉の認知度
は低いが、基本的な概念は
理解

①消費という日常活動を通じ社
会的課題の解決に貢献
②商品・サービス選択に第四の
尺度の提供（安全・安心、品
質、価格＋倫理的消費）
③消費者市民社会の形成に寄与
（消費者教育の実践）

事業者の視点
「企業市民」、「企業の社会
的責任」の重要性を認識

①供給工程（サプライチェー
ン）の透明性向上

②差別化による新たな競争力の
創出

③利害関係者からの信頼感、イ
メージの向上（資本市場での
事業者の評価向上）

行政の視点
人権や環境に配慮したまち
づくり、地産地消、消費者
教育などの取組

①消費者と事業者の協働による
Win―Winの関係の構築が国
民的財産

②持続可能な社会の実現、地域
の活性化などの社会的課題の
解決

事業者・行政に加え
消費者の認識と行動
も不可欠

倫理的消費はあなた
の消費が世界の未来
を変える可能性を秘
めている

広く国民間での理解
とその先の行動を期
待

様々な主体、分野の協
働によるムーブメント
づくり
・民間団体との連携によ
るキャンペーン・表彰
の実施

・地域におけるプラット
フォーム（推進組織）
の試行（徳島県）

・ポータルサイト等を通
じた情報提供（認証ラ
ベル等の情報の集約・
提供）

国民全体による幅広い
議論の喚起

・第四の尺度としての意
義等の共有
・議論の場の提供（エシ
カル・ラボ、SNS）

学校教育などを通じた
消費者の意識の向上

・教材作成、教員向け研
修
・ESD（持続可能な開
発のための教育）との
連携
・消費者教育基本方針等
への反映
・全国展開を見据えたモ
デルプロジェクトの実
施・展開

事業者による消費者との
コミュニケーションの促
進、推進体制の整備
・消費者への情報提供
・消費者の声の商品・
サービスへの反映

・事業者間の連携強化

持続可能な開発目標
（SDGs）

目標12：
つくる責任
つかう責任

（持続可能な生産消費形
態を確保する）
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　地球は今危機的な状況下に置かれている
といえます。地球温暖化や貧困、大規模災
害の発生、地域経済の活性化等の社会的課
題について、消費者である国民全体が果た
し得る役割を考え、理解を深め、それに対
するアクションを進めていくことが必要で
す。そのためには、社会や環境に対する負
担や影響といった社会的費用や世代内・世
代間の公正の確保、持続可能性を意識しつ
つ、社会や環境に配慮した工程・流通で製
造された商品・サービスを積極的に選択し、
消費後の廃棄についても配慮する消費活動
である「倫理的消費」への関心を高めるこ
とが重要となります。それには、消費者の

自覚や自発的な行動によって取り組むこと
が重要であることから、官民共同による倫
理的消費の普及促進を継続していく必要が
あります。
　今後は、様々な主体・分野の協働による、
具体的な行動を伴う運動としていくための
ネットワークやプラットフォームづくり、
学校での教育などを通じた消費者の意識の
向上、表示、認証ラベル、広報などを通じ、
消費者が必要とする情報が事業者により適
切に提供される環境づくり等により、「倫
理的消費」の取組や意識向上を推進してい
くことになります。公正かつ持続可能な社
会を形成していくために、地域の活性化や
地球環境保全につながる倫理的消費の普及
に取り組んでいくことが必要です。

「倫理的消費」に関する今後の取組
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　2015年12月に最先端の環境配慮製品、環境関連技術の普及を通じて、地球温暖化の
緩和と適応を始めとする環境問題の解決と、持続可能な社会の実現を目的とする「エ
コプロダクツ2015」が東京ビッグサイトで開催されました。エコプロダクツ2015への
参加者を始め、広く倫理的消費についての理解を深めるため、同会場において「倫理
的消費」調査研究会の関連事業として、消費者庁主催のシンポジウム「エシカル・ラ
ボ」を開催しました。

　2016年７月には、徳島を本会場とし、東京会場を中継で結び、「エシカル・ラボ in 
徳島」を開催しました。

　この「エシカル・ラボ in 徳島」では、衣・食・住・移動交通・情報通信の５つのテー
マに沿って世界のエシカルに関する新聞記事を解説したり、地元徳島での「街角コン
シューマー・カフェ」や「あこうバンブーミクス宝のやまプロジェクト」といったエ
シカルな取組を紹介したりする「エシカル・ニュース」のコーナーが、キャスターと
解説者の組合せで展開されました。また、「日本全国にエシカルの輪を広げよう！」
というテーマで事業者や行政がそれぞれの立場からエシカルについてのディスカッ
ションを行う「エシカル・トーク」や、若者の代表として学生グループ４組がエシカ
ル消費に関するメッセージを発信する「エシカル・メッセージ」には、徳島会場・東
京サテライト会場どちらの来場者も強い関心を示していました。

　当日は、徳島のメイン会場、東京のサテライト会場で合計約260名が来場し、特に
徳島会場には定員の200名を上回る来場があり、急遽席を増やす盛況ぶりでした。参
加者からは「学生たちの発表が素晴らしかった」、「倫理的消費についてよく分かって
いなかったが、話を聞いて少し理解ができた」などの感想がありました。

倫理的消費に関するシンポジウム「エシカル・
ラボ in 徳島」を開催
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　持続可能なより良い社会の実現に向けて
は、行政のみならず、消費者、事業者と共
に連携・協働していくことが必要です。第
３期消費者基本計画では、事業者が消費者
を重視した事業活動、すなわち消費者志向
経営を行うことが健全な市場の実現につな
がるという意味で、事業者・事業者団体が、
消費者政策を推進する上での重要な主体と
位置付けられたことを踏まえ、消費者庁は、
事業者団体や消費者団体と連携して、事業
者の消費者志向経営を推進しています。（図
表Ⅱ-1-5-6）。

　消費者庁は、消費者志向経営の幅広い普
及を図るため、2016年10月に、「消費者志
向経営推進キックオフシンポジウム」を開
催し（図表Ⅱ-1-5-7）、事業者団体や消費

者団体、そして消費者庁を始めとした行政
機関で構成される消費者志向経営推進組
織5（プラットフォーム。以下「推進組織」
といいます。）が発足しました（図表Ⅱ-1-
5-8）。現在、推進組織は、「消費者志向自
主宣言・フォローアップ活動」等の推進活
動を全国的に展開しています。

　「消費者志向自主宣言・フォローアップ
活動」とは、事業者が自主的に消費者志向
経営を行うことを自主宣言・公表し、宣言
内容に基づいて取組を実施し、その結果を

（ ３）消費者志向経営

消費者志向経営の推進に向けて

「消費者志向経営推進組織（プ
ラットフォーム）」の発足

「消費者志向自主宣言・フォロー
アップ活動」を推進

421_Ⅱ-1-5-4 消費者志向経営とは.pptx

図表Ⅱ-1-5-6 消費者志向経営とは

事業者が、

※消費者と直接取引をする事業者に限らない。 消費者とのコミュニケーションの深化

消費者全体の視点

健全な市場の担い手

社会的責任の自覚

・消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図ることを
経営の中心と位置付ける。

・健全な市場の担い手として、消費者の安全や取引の公正性の確保、消費者に
必要な情報の提供等を通じ、消費者の信頼を獲得する。

・持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚して事業
活動を行う。

422_Ⅱ-1-5-5 消費者志向経営推進キックオフシンポジウム.jpg

図表Ⅱ-1-5-7 消費者志向経営推進キッ
クオフシンポジウム

（2016年10月24日、経団連会館にて開催。）

5�）事務局は消費者庁
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フォローアップして、公表する活動です。
推進組織では、各事業者の自主宣言や取組
を推進組織のウェブページ（消費者庁ウェ
ブサイト内）に掲載し、消費者・社会へ広
く発信しています（図表Ⅱ-1-5-9）。
　2017年２月10日に開催した「2017消費者
志向経営トップセミナー」（消費者庁、日
本経済団体連合会、消費者関連専門家会議

が共催して開催。）では、消費者庁から、
自社の自主宣言を推進組織に届け出た41社
の事業者名の公表を行いました。自主宣言
した事業者名の一覧や各事業者の自主宣言
については、推進組織のウェブページに公
表しています6。消費者の声を社内で共有
する取組、高齢化・環境問題に対応した商
品・サービスの提供など、各社様々な取組
を宣言しています。

　推進組織では、引き続き、幅広い業種の
事業者に自主宣言していただき、その後、
宣言に基づき取組を実施し、フォローアッ
プとして結果を公表いただくように呼び掛
けています。
　また、今後、推進組織では、「消費者志
向自主宣言・フォローアップ活動」参加企
業を対象とした、優良事例の公表や表彰の
実施などを検討していく予定です。

今後の推進活動について

423_Ⅱ-1-5-6 消費者志向経営推進組織について.pptx

図表Ⅱ-1-5-8
消費者志向経営推進組織
（プラットフォーム）に
ついて

【オブザーバー】
独立行政法人国民生活センター

※今後、業界団体等のオブザーバー参加としての追加も検討。

消費者庁

事業者団体消費者団体

行政機関

日本経済団体連合会
経済同友会
消費者関連専門家会議
日本ヒーブ協議会

全国消費者団体連絡会
全国消費生活相談員協会
日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント･相談員協会

424_Ⅱ-1-5-7 消費者志向自主宣言・フォローアップ活動について.pptx

図表Ⅱ-1-5-9 消費者志向自主宣言・フォローアップ活動について

事業者 推進組織（プラットフォーム）

可視化（見える化）

結果

行動

宣言
・各事業者が取り組むことを自主的に宣言・公表（理
念・方針及び、可能であれば具体的な実績・計画等）

・宣言・公表した内容に基づき、取組を実施

・実施した取組の具体的内容・結果を公表

・公表された内容を消費者、社会へ広く
発信（推進組織のホームページ等）
・シンポジウム・セミナー等を通じた周
知活動
・優良事例の公表、表彰など

6�）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/propulsion_
organization/index.html#participant_company
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　食品偽装やリコール隠し等、消費者の安
全・安心を損なう企業不祥事が、事業者の
内部からの通報を契機として相次いで明ら
かになったことから、通報者の保護を図る
とともに、国民の生命、身体、財産の保護
に係る法令の遵守を図り、国民生活の安定
及び社会経済の健全な発展に資することを
目的として、公益通報者保護法が制定され
ました（2004年６月公布、2006年４月施行）
（図表Ⅱ-1-5-10）。
　その後、大企業等を中心に内部通報制度
の整備が進み、各事業者におけるコンプラ
イアンス経営等の取組が強化されるなど、
一定の成果は上がってきましたが、中小企
業等における制度の整備状況や労働者等に
おける法の認知度はいまだ不十分であるほ
か、近年においても、企業の内部通報制度
が機能せず、国民生活の安全・安心を損な
う不祥事に発展した事例や、通報を受けた

行政機関において不適切な対応が行われた
事例が発生するなど、公益通報者保護制度
の実効性の向上を図ることが重要な課題と
なっています。
　これらを背景として、消費者庁では2015
年６月から「公益通報者保護制度の実効性
の向上に関する検討会」（以下「公益通報
検討会」といいます。）を開催し、制度の
見直しを含む実効性の向上に必要な措置に
ついて、各界の有識者による検討を行って
きました。この結果、まず、2016年３月に
は公益通報検討会の第１次報告書が取りま
とめられ、民間事業者の更なる取組を促進
するためのガイドラインの改正やインセン
ティブ（認証制度、公共調達での評価）の
導入、国の行政機関向けガイドラインの改
正や地方公共団体向けガイドラインの策定
等が提言されるとともに、通報者の範囲、
通報対象事実の範囲など制度的な手当てが
必要な事項については、更に専門的観点か
らより精緻な検討を行うことが必要との指
摘がなされました。これを受け、公益通報
検討会の下に設置したワーキング・グルー
プにおいて法改正に係る各論点についての
検討が行われ、2016年11月に法改正の方向

（ ４）公益通報者保護

制度の実効性の向上のための取組

425_Ⅱ-1-5-8 公益通報者保護法の概要.pptx

図表Ⅱ-1-5-10 公益通報者保護法の概要

事業者

公益通報
（事業者への内部通報）

公益通報
（行政機関への通報）

公益通報
（報道機関等への通報）

公益通報者
（労働者）

（１）～（３）の各保護要件に該当する「公益通報」を行った通報者を、解雇その他の不利益取扱いから保護

（３）その他外部への通報の保護要件
ア 通報対象事実が生じ、又は生じるおそれが
あると思料すること

イ 通報内容に真実相当性があること
ウ 以下のいずれかの要件を満たすこと
　・内部通報では不利益な取扱いを受けると信
ずるに足りる相当の理由がある場合

　・内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合
　・生命・身体への危害が発生する場合等

処分等の権限を有
する行政機関

報道機関、消費者団体等
（被害の発生・防止等のた
めに必要と認められる者）

外部窓口
（例：事業者が予
め定めた民間専
門機関、法律事
務所）

内部窓口
（例：社内のコ
ンプライアンス
窓口、社内のヘ
ルプライン）

（１）内部通報の保護要件
ア 通報対象事実が生じ、又は生
じるおそれがあると思料する
こと

（２）行政機関への通報の保護要件
ア 通報対象事実が生じ、又は生じ
るおそれがあると思料すること

イ 通報内容に真実相当性があること
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性や課題を示したワーキング・グループ報
告書が取りまとめられました。第１次報告
書及びワーキング・グループ報告書を踏ま
えて、公益通報検討会において今後の取組
の方向性等について改めて審議を行った結
果、2016年12月に最終報告書が取りまとめ
られました（図表Ⅱ-1-5-11）。
　消費者庁は、最終報告書における提言を
踏まえ、各種ガイドラインの改正・策定や
その推進、民間事業者に対するインセン
ティブ（実効性の高い内部通報制度を整備・
運用する民間事業者を評価・認証する制度）
の導入等、制度の運用改善を図るための取
組を進めるとともに、法改正が必要な事項
については、最終報告書の提言内容を広く
周知して法改正に向けた議論を喚起して、
各関係団体や国民からの意見の集約を図
り、この結果等を十分に踏まえた上で、法

改正の内容を具体化するための検討を進め
ていくこととしています。

　事業者において適切な内部通報制度の整
備・運用が進むことは、組織の自浄作用の
向上やコンプライアンス経営の推進に寄与
するほか、消費者を始めとするステークホ
ルダーからの信頼獲得に資するなど、事業
者自身の利益や企業価値の向上につながる
ものです。また、これにより、安全・安心
な商品・サービスが提供され、国民生活の
向上にも資するなど、社会経済全体の利益
を図る上でも有用と考えられます。
　実際に、2016年度に消費者庁が行った調
査7によれば、事業者における不正発見の

内部通報制度の整備・運用に関する民間事
業者向けガイドライン等の改正について

426_Ⅱ-1-5-9 「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」最終報告書の概要.pptx

図表Ⅱ-1-5-11 「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」最終報告書の概要

１　民間事業者の取組の促進
　①事業者向けガイドライン改正
　②事業者に対するインセンティブの導入
　（認証制度、公共調達での評価）　等
２　行政機関の取組の促進
　①行政機関向けガイドライン改正
　②地方公共団体向けガイドライン策定
３　通報者保護の要件・効果
　　法改正に向けて検討すべき事項を整理

Ⅰ　第１次報告書（2016年３月）

Ⅲ　最終取りまとめ（2016年12月）

Ⅱ　ワーキング・グループ報告書（2016年11月）

＊Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを合わせて「最終報告書」として取りまとめた。

○法改正の方向性と課題
　検討会第１次報告書において示された法改正に係る
各論点（※）について検討を行い、制度の実効性を向
上させるための法改正の方向性や課題について、可能
な限り明確化
（※）①通報者の範囲、②通報対象事実の範囲、③外

部通報の要件、④不利益取扱いに対する行政措
置・刑事罰、⑤守秘義務　等

１　ＷＧ報告書の評価等
　　ＷＧ報告書に示された方向性に沿って、法改正に向けた具体的な検討を進めるべき。とりわけ、
　①不利益取扱いからの保護・救済、通報に係る秘密保持の強化につきより充実した検討をすべき
　②法の具体的内容が、国民にとってより理解しやすいものとなるよう所要の措置を講ずべき
　③通報者への不利益取扱い等に対する刑事罰についても、引き続き検討すべき
２　消費者庁が果たすべき役割等
　①行政措置等を設けるに当たっては、関係省庁との役割分担や協力関係構築等、必要な体制整備を行うべき
　②行政機関の適切な通報対応を促すため、消費者庁における一元窓口の設置、各行政機関の通報対応のモニタリ
ング及び必要な改善要請等を行うべき　等

３　公益通報者保護制度の実効性の向上に向けた今後の進め方
　①ガイドラインの改正・策定等、制度の運用改善により対応可能なものについては早期に実現を図るべき
　②法改正が必要なものについては、最終報告書の内容を広く周知して法改正に向けた議論を喚起するとともに、
各関係団体や国民からの意見の集約を図り、できる限り早急に法改正の内容をより具体化していくべき

7�）消費者庁「労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査」（2016年度）、「民間事業者
における内部通報制度の実態調査」（2016年度）。
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端緒として内部通報を挙げる割合は内部監
査等を上回って一番多くなっているほか、
内部通報制度導入の効果として、違法行為
の抑止や自浄作用による違法行為の是正等
を挙げる事業者の割合が高くなっています
（図表Ⅱ-1-5-12）。また、消費者・事業者・
労働者のいずれの主体も、自らと関係を有
する事業者の内部通報制度の実効性に高い
関心を有していることが明らかになってい
ます（図表Ⅱ-1-5-13）。
　他方、同調査からは、勤務先の不正を知っ
た場合の最初の通報先として、勤務先以外
（行政機関、報道機関等）を選択すると回
答した労働者の割合が半数近くに上ること
も明らかになっており、その理由としては、
「通報しても十分対応してくれない」、「不
利益を受けるおそれがある」等が多く挙げ
られています（図表Ⅱ-1-5-14）。これは、
勤務先の内部通報制度に対する従業員の信
頼度は必ずしも高いものとはなっておら
ず、制度の実効性の面に課題があることを

示唆しています。
　消費者庁では、これまでも事業者が内部
からの通報に適切に対応するための指針と
して「公益通報者保護法に関する民間事業
者向けガイドライン」の普及・促進に努め
てきましたが、以上の調査結果にも示され
るような状況を踏まえ、同ガイドラインの
改正案の作成を進め、パブリックコメント
手続等を経て、2016年12月に改正ガイドラ
イン（「公益通報者保護法を踏まえた内部
通報制度の整備・運用に関する民間事業者
向けガイドライン」）を公表しました。
　改正ガイドラインは、公益通報検討会の
第１次報告書における提言を踏まえ、「①
通報者の視点」、「②経営者の視点」、「③中
小事業者の視点」、「④国民・消費者の視点」
の４つの視点から従来のガイドラインの大
幅な見直し・拡充を行い、内部通報制度の
実効性の向上に向け、事業者が自主的に取
り組むことが推奨される事項を具体化・明
確化したものとなっています（図表Ⅱ-1-

427_Ⅱ-1-5-10 公益通報者保護制度に関する調査結果の概要.pptx

図表Ⅱ-1-5-12 公益通報者保護制度に関する調査結果の概要（内部通報制度導入の効果）

出典：消費者庁「民間事業者における内部通報制度の実態調査」（2016年度）
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7.2
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5.8

7.4

49.4

43.3

43.3

30.4

24.2株主や取引先等に対するアピール

内部規程に基づく
適切な通報対応の確保

従業員が安心して通報できる
環境整備

自浄作用による違法行為の
是正機会の拡充

違法行為への抑止力として機能

制度導入の効果として、違法行為の抑止や自浄作用
の向上を挙げる事業者が多い。

0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50

その他

行政機関による調査

偶然

外部監査

従業員に対するアンケート調査

取引先や一般ユーザーからの情報

上司による日常的なチェック

内部監査

内部通報

事業者内部における不正発見の端緒の第１位は、内
部通報。内部監査の約1.5倍に上る。

事業者内部における不正発覚の経緯
（複数回答、単位％）

内部通報制度を導入した効果
（複数回答、単位％）
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5-15）。
　消費者庁は、改正ガイドライン公表後、
民間事業者向け説明会を実施するなど、そ
の周知・広報に努めているところですが、
引き続き、各事業者において改正ガイドラ

インを踏まえた内部通報制度の整備・改善
を進めていただくよう、積極的に働き掛け
を行っていくこととしています。
　また、国の行政機関における通報対応の
実効性の向上を図るため、国の行政機関向

429_Ⅱ-1-5-12 公益通報者保護制度に関する調査結果の概要（従業員からの信頼性）.pptx

図表Ⅱ-1-5-14 公益通報者保護制度に関する調査結果の概要（従業員からの信頼性）

出典：消費者庁「労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査」（2016年度）

最初の通報先として勤務先以外を選択する理由

・勤務先の不正についての最初の通報先として、勤務先以外（行政機関や報道機関等）を選
択する割合は、約半数に上る。
・主な理由は「十分対応してくれない」「不利益を受けるおそれがある」。

804人
47.0%

（複数回答）

1,710人

勤務先の不正を知った場合の
最初の通報先として、“勤務
先以外（行政機関、報道機関
等）を選択する”
と回答した労働者の割合

37.0

33.4

30.8

24.9

20.9

0 10 20 30 40
（％）

行政機関に通報をした方がしっかり
対応してもらえる

職場で嫌がらせを受けるおそれがある

通報受付窓口がない

不利益な取扱いを受けるおそれがある

通報しても十分対応してくれない

428_Ⅱ-1-5-11 公益通報者保護制度に関する調査結果の概要（利害関係者の関心）.pptx

図表Ⅱ-1-5-13 公益通報者保護制度に関する調査結果の概要（利害関係者の関心）

出典：消費者庁「民間事業者における内部通報制度の実態調査」（2016年度）
　　　消費者庁「労働者における公益通報者保護制度に関する意識等のインターネット調査」（2016年度）
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商品・役務を購入したい

（2,568／3,000人）

多くの消費者・事業者・労働者が、自らと関係を有する事業者の内部通報制度の実効性に高い
関心を有している。

86%
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整備している企業と

と回答した事業者の割合

取引したい
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89%
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けガイドライン（「公益通報者保護法を踏
まえた国の行政機関の通報対応に関するガ
イドライン」（内部の職員等からの通報及
び外部の労働者等からの通報））を、関係
省庁の申合わせにより2017年３月に改正し
ました。これにより、通報対応状況に関す
る通報者への通知、通報者や通報受付範囲

の拡大、調査方法の改善、通報に係る秘密
保護、通報対応の仕組みについての職員へ
の周知・研修、通報対応の仕組みの評価・
改善等の面において、国の行政機関におけ
る更なる取組の推進を図ることとしていま
す（図表Ⅱ-1-5-16）。

430_Ⅱ-1-5-13 改正民間事業者向けガイドラインにおける４つの視点.pptx

図表Ⅱ-1-5-15 改正民間事業者向けガイドラインにおける 4つの視点

①通報者の視点 ②経営者の視点

③中小事業者の視点 ④国民・消費者の視点

〈安心して相談・通報ができる環境の整備〉
　○通報に係る秘密保持の徹底
　○通報者に対する不利益な取扱いの禁止の

徹底
　○法令違反等に関与していた者が自主的に

通報した場合における責任の減免

〈経営幹部の主導による実効性の高い通報制
度の整備・運用〉
　○経営幹部が果たすべき役割の明確化
　○経営幹部から独立性を有する通報ルート

の整備
　○内部通報制度の継続的な評価・改善

〈中小事業者の取組の促進〉
　○規模や業種等の実情に応じた適切な取組

の促進
　○関係事業者全体における実効性の向上

〈制度の適切な運用を通じた社会的責任の実
践の促進〉
　○社内調査・是正措置の実効性の向上
　○社内への制度趣旨等の周知徹底

431_Ⅱ-1-5-14 公益通報者保護制度に関する国の行政機関向けガイドライン.pptx

図表Ⅱ-1-5-16 国の行政機関向けガイドライン改正の概要

〈改善されるべき課題〉 〈改正ガイドラインによる措置〉

○通報の放置
　例．通報を公益通報に該当しないとし

て放置

○通報事案の不適切な調査
　例．通報者の氏名等を被通報者に漏洩

○通報に係る秘密等の漏洩
　例．通報事実について責任を問われる

立場にある者が、ずさんな調査を
実施

①通報対応状況に関する通報者への通知、説明等

②通報者や通報の受付範囲の拡大
　・退職者、役員、取引先事業者等からの通報
　・公益通報以外の所管法令違反の事実の通報についても適
切に対応

③通報事案に対する調査方法等の改善
　・責任を有する幹部等による管理、利益相反関係の排除等

④通報に係る秘密保持、個人情報の漏洩等の防止の徹底

※その他として、通報対応の仕組みについての職員への周知・研修
等の実施、通報対応の仕組みの評価・改善等
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　2016年４月に始まった電力の小売全面自
由化では、原則として各地域の電力会社（旧
一般電気事業者）だけが販売していた低圧
分野（家庭向け等）における電気の小売が
全面的に自由化されました。小売全面自由
化に伴い、電力会社（旧一般電気事業者）
以外に、ガス会社、石油会社、鉄道会社や
通信会社など、様々な分野の事業者が低圧
分野（家庭向け等）の電力市場へ参入し、
2017年３月31日時点で389事業者が小売電
気事業者として登録されています。
　電力・ガス取引監視等委員会の電力取引
報によると、2016年4月から12月までの新
電力への契約先の切替え実績（累積）は、
約225万件で、低圧需要家（一般家庭等）
の約3.6％が電力の供給先を切り替えてい
ます。
　料金プランも様々なタイプのものが新し
く出ています（図表Ⅱ-1-5-17）。既存の規
制料金（三段階料金制）と類似の料金体系

である二部料金制や最低料金制に加えて、
定額料金制や、基本料金がなく使用電力量
に応じて電気料金が請求される完全従量料
金制などがあります。また、割引には、ガ
スや通信等とセットで契約することで割引
になるものや、時間帯ごとに料金、単価が
異なるもの、節電すると割引になるものな
どがあります。他に、地元の発電所で発電
した電気を使用するメニューや地域のス
ポーツチームの応援メニューといった地域
に根ざしたもの、再生可能エネルギーの電
源割合が高いものなど、自分のライフスタ
イルや価値観に合わせたメニューを選択す
ることが可能となってきています。
　料金メニューなどと併せ、火力や水力、
太陽光など、どのような電源で発電してい
るかという電源構成や、二酸化炭素をどの
くらい排出しているかの目安となるCO2排
出係数などの情報開示も進んできています。

　電力の小売全面自由化に当たっての相談
は、事業者の小売営業が本格的に開始した
2016年１月以降急増しました。消費者庁で

（ ５）電力・ガスの小売全面自由化

電力の小売全面自由化で消費者の
選択肢が増加

電力の小売全面自由化に関連する
相談

432○0412_Ⅱ-1-5-15 電気料金メニューの例.pptx

図表Ⅱ-1-5-17 電気料金メニューの例

（kWh）
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従量料金
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定額料金制

（kWh）

（円）（円）（円）（円）
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料金

従量料金

第１段階 第２段階 第３段階

（円）

（kWh）

従量料金

セット割引節電割引時間帯別料金

完全従量料金制

定額料金

割安
料金

・昼間と夜間
・平日と休日
・夏と冬
などで料金単価を
変えるメニュー

節電実施

指定日時の節電
実績に応じて割引
を実施

電気
料金

携帯
電話
料金

ガス
料金

セット割引

ガスや通信等とセットで販売し、割引
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は、2016年２月及び３月に、消費者に向け
て、自由化に当たっての注意点やよくある
誤解などについての情報提供及び注意喚起
を実施しました。自由化が開始した2016年
４月以降は、1,222件の相談が寄せられて
います（図表Ⅱ-1-5-18）。
　相談内容としては、「電力自由化の制度に
ついて知りたい」、「スマートメーターへの
切替えが進まない」といった相談や、「契約
した内容が思っていたものと違う」、「解約
金があるとは聞いていない」といった契約
や解約に伴うもの、「電力自由化で機器の交
換が必要」などと言って来訪し、電気温水
器や太陽光発電システムなどの勧誘を行
う、電力自由化に便乗した勧誘などがあり
ました。また、東京電力パワーグリッド株
式会社のシステムトラブルにより、「電気料
金の請求が来ない」、「何か月分もまとめて
請求されるのは困る」といった契約切替え

に伴う相談などがありました（図表Ⅱ-1-5-
19）。
　また、「電気料金が安くなると勧誘があっ
たが信用できる話か」といった相談も寄せ
られています。小売電気事業者は登録制8

になっていますので、勧誘のあった事業者
が登録されているか、又はその代理店かを
確認しましょう。電力の小売全面自由化で
は、少なくとも2020年３月までは規制料金
メニューでの供給義務が各地域の旧一般電
気事業者の小売部門に課されており、2020
年４月以降は、各地域の電力会社（旧一般
電気事業者）の供給エリアごとに競争状態
を見極め、経過措置が解除されていくこと
となっています。電気の契約先の変更を検
討する場合は、慌てて契約する必要はあり
ませんので、家庭の電気の使用状況や、支
払い方法や契約内容をよく確認しましょう。

図表Ⅱ-1-5-18 電力の小売全面自由化に関する相談件数の推移

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。

433_Ⅱ-1-5-18 電力の小売全面自由化に関する相談件数の推移.xlsx
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8�）資源エネルギー庁ウェブサイト：登録小売電気事業者一覧
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
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　2016年４月の電力の小売全面自由化に続
き、2017年４月からは都市ガスの小売全面
自由化も始まりました。日本の家庭に供給
されるガスには、都市ガス、簡易ガス、
LPガス（プロパンガス）があり、LPガス

は既に自由化されています（図表Ⅱ-1-5-
20）。
　これまで、家庭向けの都市ガス及び簡易
ガスは原則、地域の都市ガス及び簡易ガス
事業者が独占的に供給し、料金も規制され
ていましたが、自由化によって、自由にガ
スの供給元を選べるようになりました。例
えば、都市ガス間で契約先を切り替える場

都市ガスの自由化も開始

434_Ⅱ-1-5-17 電力の小売全面自由化に関する相談内容.pptx

図表Ⅱ-1-5-19 電力の小売全面自由化に関する相談内容

電力小売全面自由化の制度に関する相談
・電力自由化の目的や趣旨を知りたい
・どの事業者を選んだら良いのか、どんなサービスが提供されているのかなど、情報がなくて分からな
い
・スマートメーターへの取替えが遅れていて電気の契約先を変更できない

電力小売全面自由化に便乗した勧誘に関する相談
・自由化に伴いメーターの交換が必要とのことで業者が来訪してきたが、メーターの話は少しするだけ
で、電気温水器の販売の営業を受けた
・「自由化で電気料金が上がる」と勧誘され太陽光発電システムの契約をしたが、やっぱりやめたい

勧誘や契約、解約、請求などに関する相談
【勧誘に関する相談】
・大手電力を名乗る者から「電気代が安くなる」と電話があり、年齢や電気使用量等を聞かれて答えた
が、不審
・電話での勧誘で、「変更に伴いスイッチング手数料がかかる」と言われた。契約中の電力会社に問い
合わせると「そのような手数料はかからない」と言われた

【契約に関する相談】
・契約先切替えの仮申込みをキャンセルをしたにも関わらず、事業者の手違いで契約先を切り替えられ
た
・大手電力を名乗るものから電話勧誘を受け、よくわからないまま了承した。電気の契約をしたつもり
はなかったが、翌月、大手電力とは別の会社が電気の契約書を持って自宅に来た

【解約に関する相談】
・「そんなに高くなるわけではない」と言われ契約先を切り替えたところ、今までの２～３倍の電気料
金になった。納得できず解約しようとしたら解約料１万5000円が必要だと言われた
・解約料についての事前説明はなかったのに、解約を申し出たら「解約料がかかる」と言われた
【請求遅延に関する相談】
・契約先を変更したが、電力会社のシステムトラブルとのことで電気料金の請求が来ない。後で一括で
請求されても困る

435○0412_Ⅱ-1-5-18 家庭に供給されるガスの種類と自由化対象.pptx

図表Ⅱ-1-5-20 家庭に供給されるガスの種類と自由化対象

2017年４月から小売全面自由化 既に小売全面自由化

都市ガス 簡易ガス LPガス（プロパンガス）

・LNG（液化天然ガス）か
ら導管でガスを供給
・大手３社（東京ガス、東邦
ガス、大阪ガス）を含め、
自由化前の事業者は203社

・団地など、70戸以上の集
合住宅で簡易なガス発生設
備から導管でLPガスを供
給

住宅などに設置したガスボン
ベなどでガスを供給。
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合は、工事などは必要なく、ガスコンロや
ガス給湯器などの機器も変える必要はな
く、ガスの品質も変わりません（ただし、
オール電化やLPガスから都市ガスへの切
替えの場合は、都市ガス用の配管やガス器
具（ガスコンロ、ガス給湯器等の消費機器）
の調整、取替えなどが必要になる場合があ
ります。）。
　2017年４月までに契約先を切り替えない
場合には、今まで契約していたガス事業者
から引き続きガスが供給されます。
　ガスメーターは今までどおり一般ガス事
業者（小売全面自由化後は一般ガス導管事
業者）が検針に来ます。契約先の切替えに
当たっては、電力の小売全面自由化の時の
ようにメーターの交換は必要ありません（た
だし、LPガス販売事業者・簡易ガス事業者
からLPガスの供給を受けている場合やオー
ル電化の場合、都市ガスに切り替えるため
には、ガスメーターの設置が必要となりま
す。）。
　また、電気の場合は自由化前の事業者に
経過措置として規制料金が残されていまし

たが、ガスでは規制料金が残されるのは、
指定の12事業者（旧簡易ガス事業者につい
ては、432事業者）のみとなります（図表 
Ⅱ-1-5-21）。
　消費者庁では、都市ガスの小売全面自由
化に向け、2017年３月に、注意喚起を実施
しました（図表Ⅱ-1-5-22）。ガスの小売全
面自由化に伴い消費者が注意すべきことと
して、設備費や消費機器のリースなどが挙
げられます。ガス機器の点検などは小売事
業者が実施することになります。商品など
を勧められた際には、必要性や御自身のラ
イフスタイルに合っているかなど、冷静に
検討してください。小売契約の締結等に関
するトラブルがありましたら、最寄りの消
費生活センター等（消費者ホットライン：
188（いやや！））に電話で御相談ください。
消費者庁では、消費者が安心して電気やガ
スの事業者や料金メニューを選択できるよ
う、国民生活センターや経済産業省とも連
携し、消費者トラブルの状況を注視すると
ともに、情報提供を実施していきます。

436_Ⅱ-1-5-19 電力の小売全面自由化とガスの小売全面自由化の違い.pptx

図表Ⅱ-1-5-21 電力の小売全面自由化とガスの小売全面自由化の違い

電気 ガス

メーター ・ 切替え時、スマートメーターへ変更 ・原則メーターの変更はなし

料金 ・ 旧来の事業者には経過措置として規制料金が残る
（少なくとも2020年 3 月まで）

・経過措置料金規制は指定の12事業者
　 東京ガス（東京地区等）、大阪ガス、東邦ガス、
仙南ガス、京葉ガス、京和ガス、日本ガス

　 （南平台・初山地区）、熱海ガス、河内長野ガス、
浜田ガス、エコア（100MJ地区）、南海ガス

　※旧簡易ガス事業者は432事業者

自由化
対象

・全ての家庭の電気が対象 ・ LPガスは既に自由化済みのため、都
市ガス・簡易ガスの家庭が対象

・ 一般ガス導管事業者の供給地区が対
象
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437_Ⅱ-1-5-20 ガス小売全面自由化に関する注意喚起.pptx

図表Ⅱ-1-5-22 ガス小売全面自由化に関する注意喚起

注意喚起の内容

・自由化に伴うガス機器取替えの必要はない（都市ガス⇔都市ガスの場合）
・切替えの手続きをしない場合は、契約中のガス会社から４月以降もガスが供給される
・都市ガスの場合、４月以降料金規制が残る事業者と、料金規制がなくなる事業者がある
・自由化に便乗した個人情報の聞き出しに注意
・慌てる必要はなく、家庭のエネルギーの使い方を考えて検討を
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　消費者被害については、消費者と事業者
との間の情報の質・量や交渉力の格差のた
め、消費者が自ら被害回復を図ることが難
しく、多くの消費者が「泣き寝入り」をし
てしまっている状況にあります。特に、訴
訟制度を利用するには相応の費用や労力を
要する上に、少額の請求となる場合が多い
ことから、個々の消費者が訴訟を提起する
ことは困難です。
　消費者裁判手続特例法は、このように「泣
き寝入り」となりやすい消費者被害の回復
を図るため、内閣総理大臣の認定を受けた
特定適格消費者団体が、消費者に代わり、
消費者被害の集団的な回復を図るための裁
判手続を行うことができる制度を創設した
ものです。この法律は、2013年12月11日に
公布され、2016年10月１日に施行されまし
た。2016年12月27日には、特定非営利活動
法人消費者機構日本が、第一号の特定適格
消費者団体として認定されました。

　この制度では、二段階の手続により消費
者被害の回復が図られます。①一段階目の
手続（共通義務確認訴訟）では、特定適格
消費者団体が原告となり、相当多数の消費
者に生じた財産的被害について、事業者が

金銭の支払義務を負うか否かを裁判所が判
断します。②一段階目の手続で事業者の義
務が認められた場合、二段階目の手続（対
象債権の確定手続）が申し立てられ、個々
の消費者が特定適格消費者団体に授権する
形で加入して、簡易な手続でそれぞれの債
権の有無や金額が迅速に決定されます。こ
の決定に対して異議が申し立てられた場合
には、通常の訴訟により債権の有無、額が
判断されます（図表Ⅱ-1-6-1）。
　この制度では、消費者団体の専門的知識
や交渉力を活用することができ、消費者は
事業者に金銭の支払義務があることが確定
してから手続に参加することができるの
で、消費者の負担は軽減されます。また、
多数の消費者の被害回復を一つの手続で行
うため、費用も低減されます。事業者にとっ
ても、紛争を迅速にまとめて解決できると
いうメリットがあると考えられます。

　消費者団体訴訟制度には、上記の特定適
格消費者団体による被害回復制度に加え、
適格消費者団体による差止請求制度があり
ます。これは、事業者の不当な勧誘行為や
不当な契約条項を含む契約の締結などにつ
いて適格消費者団体が差止請求をすること
ができるとする制度で、2007年に施行された
消費者契約法の改正により導入されました。
　このような消費者団体訴訟制度のより実
効的な運用を実現するため、消費者庁では、
2015年10月から2016年６月にかけて、「消
費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する

消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備第 ６節

（ １）消費者裁判手続特例法の施行

消費者裁判手続特例法の概要

消費者裁判手続特例法における訴
訟制度の概要

適格消費者団体・特定適格消費者
団体に対する支援
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支援の在り方に関する検討会」を開催し、
情報面の支援、財政面の支援及び仮差押え
の担保に係る措置を講ずる内容の取りまと
めを行いました（図表Ⅱ-1-6-2）。現在、
その取りまとめに従い、特定適格消費者団
体による仮差押えを国民生活センターが
バックアップする仕組みを整備するため第
193回国会において「独立行政法人国民生
活センター法等の一部を改正する法律案」

を提出するなど所要の取組を行っています。
　また、消費者庁では、消費者裁判手続特
例法に関して、消費者庁ウェブサイトで制
度を分かりやすく解説する動画を配信して
いるほか、政府広報によるテレビ番組やラ
ジオ番組の放送、パンフレットの配布等、
様々な周知活動を行っています。消費者裁
判手続特例法施行後間もない2016年11月に
実施された「消費者意識基本調査」では、

【適格消費者団体・特定適格消費者団体とは】
　適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために、消費者契約法の規
定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体とし
て、内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます。2017年４月末時点で、全国に15団体
が認定されており、今後も各地に設立されていくことが期待されます。
　特定適格消費者団体とは、適格消費者団体の中から、消費者裁判手続特例法の被害
回復裁判手続を行うのに必要な適格性を有する法人であるとして、内閣総理大臣の認
定を受けた者をいいます。特定適格消費者団体として認定されるためには、適格消費
者団体であることに加え、被害回復関係業務を適正に遂行できる体制や経理的基礎を
有していることなど新たな要件を満たす必要があります。

図表Ⅱ-1-6-1 二段階型の訴訟制度

438_Ⅱ-1-6-1 二段階型の訴訟制度.pptx

一段階目の手続
（共通義務確認訴訟）

事業者の共通義務を確認

二段階目の手続
（対象債権の確定手続）

誰に、いくら支払うかを確定

団体…特定適格消費者団体
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13.3％の人が、特定適格消費者団体や消費
者団体訴訟制度について知っていると回答
しました。
　今後、消費者団体訴訟制度が消費者に活

用され、消費者被害が適切に防止、回復さ
れるよう、引き続き制度の実効的な運用及
び周知活動に積極的に取り組む予定です。

439_Ⅱ-1-6-2 支援の検討会の概要.ppt

図表Ⅱ-1-6-2 「消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討
会」報告書概要（2016年 6 月公表）

１　情報面の支援
（１）PIO-NET情報の活用
①電磁的方法による情報提供申請

〈現行〉

（２）そのほか

２　財政面の支援
（１）先駆的プログラム（地方消費者行政推進交付金）の活用→取組事例の一層の周知。
（２）寄附増進の方策

３　仮差押えの担保に係る措置

裁判所

供託所

立担保
実施機関

特定適格
消費者団体

⑤仮差押命令

①申立て ②立担保要請
③立担保するか検討

④立担保損失時は求償
求償免除について
引き続き検討事業者

の財産

（１）提出すべき書類の簡素化
　①活動実績関係書類の簡素化。　②認定申請の添付書類としての議事録について、縦覧手続での非公開化。
　③役員住所等の変更届免除。
（２）認定の有効期間（現行３年）の伸長
（３）会計
　①活動計算書（NPO法人）・正味財産増減計算書（公益法人）を収支計算書の代替として取り扱う。
　②区分経理の統一的な考え方（業務ごとの費用按分の方法）について、整理。

背景 消費者団体訴訟制度

③民間基金

その他

・平成19年から、適格消費者団体
による差止請求制度がスター
ト。

・平成28年から、特定適格消費者
団体による被害回復制度がス
タート。

・現状、適格消費者団体の運営は、ボランティアに依存。
・一方、適格消費者団体・特定適格消費者団体の消費者被害の
予防救済活動には公益性あり。
　→行政の支援により、一層実効的に機能させることが必要。

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

消費者団体訴訟制度の実効的な
運用に資する観点から、団体の
活動への支援の在り方が課題→
検討会を開催
・消費者団体、事業者団体、有識者で
構成。

・８回開催（平成27年10月～平成28
年６月）。

団体から国民生活センター
に書面申請。

PIO-NET端末を団体に配
備するよう要望あり。

〈現行〉
事業者名、相談概要等。

差止請求後に事業者が差止
請求対象行為を継続してい
ないか調べたい。

③提供される情報の範囲

②情報提供を申請できる場合

④PIO-NET端末の配備

①急増指標※を団体に提供→差止請求・被害回復に活
用。

　※消費生活相談が急増している事業者、商品・役務等を整理
　したもの。
②地方公共団体と団体との連携事例（覚書の締結）を周
知。
③悪質事業者に関する情報収集等は、関係機関と調整し
た上で、引き続き検討。

電磁的方法での申請を可
能とする。

提供できる情報に当該情
報が含まれると明記。

処理結果や必要な範囲の
情報の提供を検討。

条件を整えた上で、団体
に配備する方向で引き続
き検討。

①制度の周知・広報
　国民からの支援が促進されるよう制度等
を周知。
②税制、クラウド・ファンディング
　認定NPO法人制度・クラウド・ファン
ディングの活用が望ましい。

差止請求・被害回
復に活用できる民
間基金創設が検討
されている。

・消費者庁は積極的に周知すべ
き。

　→基金創設を後押し。
・基金運営への消費者庁の関与
の適否・その内容は、引き続
き検討。

・悪質事業者に対しては財産の仮差押えをす
る必要あり。
・仮差押えの申立てをする際の担保は高額に
なりやすい。

・第三者が立担保できる措置を設ける。
・立担保実施機関は高い公益性と消費者
問題に関する専門的知見が必要。
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　近年の高齢化の進展を始めとした社会経
済情勢の変化等により、例えば、認知症の
高齢者に対し、多量の着物などの必要のな
い商品を老後の生活に充てるべき資産をほ
とんど使ってしまうほど購入させるといっ
た高齢者の消費者被害が増加しており、中
には、改正前の消費者契約法では十分に被
害救済を図ることが難しい事案もありま
す。また、2001年に消費者契約法が施行さ
れてから、裁判例や消費生活相談事例が蓄
積しており、その傾向9等も踏まえ、適切
な措置を講ずる必要があります。
　こうした状況を踏まえ、内閣総理大臣から
消費者委員会に対し、消費者契約法の規律
等の在り方についての諮問が行われました。
その後、消費者委員会に設置された消費者契
約法専門調査会における審議を経て、2016年
１月に、諮問に対する答申がなされました10。
　そして、消費者庁及び法務省では、同答
申の内容も踏まえ検討を進め、2016年３月
に消費者契約法の一部改正法案を国会に提
出し、「消費者契約法の一部を改正する法
律」（平成28年法律第61号。以下「改正消
費者契約法」といいます。）が同年５月に
成立し、同年６月に公布されました。改正
消費者契約法は、一部の規定を除き、2017

年６月３日から施行されました。

　主な改正内容としては、①過量な内容の
契約の取消権の新設、②不実告知における
重要事項の範囲の拡大、③取消権の行使期
間の伸長、④無効とする消費者契約の条項
として事業者の債務不履行等の場合でも消
費者の解除権を放棄させる条項の新設、⑤
消費者契約法第10条に例示を追加すること
などがあります（図表Ⅱ-1-6-3）。

　「消費者意識基本調査」（2016年度）にお
いて、消費者契約に関する制度の認知につ
いて調査したところ、「未成年者が契約を
するには、原則として、保護者11の同意が
必要で、保護者の同意なく結ばれた契約は、
取り消すことができること」12を知ってい
た割合は68.8％、「訪問販売や訪問購入、
電話勧誘販売などによって結んだ契約に対
しては、契約から一定の期間内であれば契
約を解除できる『クーリング・オフ』とい
う制度があること」13を知っていた割合は
90.4％となっています。
　これに対し、消費者契約に関して、「事
業者が事実と異なることを告げるなどの不
適切な勧誘を行い、それによって消費者が

（ ２）消費者契約法の見直し

２0１６年改正の背景及び経緯
改正内容の概要

消費者契約に関する制度の認知度
は比較的低い

9�）法施行後の裁判例や消費生活相談事例等については、2014年10月に消費者庁が取りまとめた「消費者契約法の運
用状況に関する検討会報告書」に整理されています。
10�）答申において引き続き検討を行うべきとされた論点については、2016年９月７日から再開された消費者契約法専
門調査会において審議がされています。
11）ここでは親権を行う者又は未成年後見人を意味します。
12）民法（明治29年法律第89号）第５条第２項。
13）特定商取引法第９条等。
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誤認・困惑して契約した場合には、契約を
取り消すことができること」14を知ってい
た割合は54.3％、「事業者の損害賠償責任
をどのような場合でも一切免除するなどの
消費者の利益を害する不当な契約条項は、
無効となること」15を知っていた割合は
20.6％となっており、比較的認知度が低い
といえます（図表Ⅱ-1-6-4）。

　そのため、消費者庁では、改正消費者契
約法の内容について紹介した「消費者契約
法の一部を改正する法律に関する一問一
答」の公表のみならず、従来の内容につい
ても併せて記述した消費者契約法の逐条解
説の改訂やリーフレット（図表Ⅱ-1-6-5）
の作成を通じて周知し、制度の更なる理解
増進を図っています16。

14�）消費者契約法第４条。なお、事業者が不適切な勧誘を行い、それによって消費者が誤認して契約した場合には、
契約を取り消すことができるという制度は、特定商取引法上も存在しています（特定商取引法第９条の３等）。
15）消費者契約法第８条から第10条。
16�）各内容の詳細については、消費者庁ウェブサイトを御参照ください。
　http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

441○0406_Ⅱ-1-6-4 消費者契約の認知状況.xlsx

図表Ⅱ-1-6-4 消費者契約の認知状況

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者契約について、以下のようなことを知っていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0.4

0.3

0.6

0.8

30.8

9.3

45.1

78.6

68.8

90.4

54.3

20.6

0 100
（％）

80604020

消費者の利益を害する
不当な契約条項は無効となる

不適切な勧誘により
契約した場合は取り消せる

クーリング・オフ制度がある

未成年者の契約は保護者の
同意がなければ取り消せる

知っていた 知らなかった 無回答

440_Ⅱ-1-6-3 消費者契約法の一部を改正する法律.pptx

図表Ⅱ-1-6-3 消費者契約法の一部を改正する法律（平成28年法律第61号）

○このほか、取消しの効果についても規定

１．契約の取消し ２．契約条項の無効
消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差に鑑み、契約の取消しと契約条項の無効等を規定

〈現行規定〉
　事業者の以下の行為により契約を締結した場合、消費者は
取消しが可能
　①不実告知（重要事項［＝契約の目的物に関する事項］が対象）
　②断定的判断の提供
　③不利益事実の不告知
　④不退去／退去妨害
〈課題〉 〈改正内容〉

過量な内容の
契約の取消し
（新たな取消事由）

重要事項の
範囲の拡大

行使期間の伸長
（短期を６か月→
１年に伸長）

高齢者の判断能力の低下等につけ
込んで、大量に商品を購入させる
被害事案

契約の目的物に関しない事項につ
いての不実告知による被害事案
（例：床下にシロアリがおり、家
が倒壊）

取消権の行使期間を経過した被害
事案

○このほか、消費者団体訴訟制度（差止請求）に関する規定が置かれている

○このほか、「民法の規定による」という文言を削除

〈現行規定〉
　　消費者の利益を不当に害する条項は、無効
　①事業者の損害賠償責任を免除する条項
　②消費者の支払う損害賠償額の予定条項
　③消費者の利益を一方的に害する条項（「一般条項」）
　⇒

〈課題〉 〈改正内容〉
事業者の債務不履行等の
場合でも、消費者の解除権
を放棄させる条項

（無効とする条項の追加）

法10条に
例示を追加
（※）

消費者の解除権を一切、認めない
条項の存在（→欠陥製品であって
も残金を支払い続ける）（例：「い
かなる場合でも解除できません」）

【10条】❶民法、商法等の任意規定の適用による場合と比べ消
費者の権利を制限する条項であって、❷信義則に反して消費者
の利益を害するものは無効

法10条の❶は明文の規定だけで
はなく、一般的な法理等も含むと
する最高裁の判決

○施行期日は、公布日から起算して１年を経過した日（2017年６月３日）

（※）消費者の不作為をもって意思
表示をしたものとみなす条項
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442_Ⅱ-1-6-5 知っていますか？消費者契約法_P1.pdf
442_Ⅱ-1-6-5 知っていますか？消費者契約法_P2.pdf
442_Ⅱ-1-6-5 知っていますか？消費者契約法_P3.pdf
442_Ⅱ-1-6-5 知っていますか？消費者契約法_P4.pdf

図表Ⅱ-1-6-5 知っていますか？消費者契約法
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　持続可能な開発目標（SDGs）は2015年
９月に国連の「持続可能な開発サミット」
で採択された、2030年までの国際目標です。
SDGsでは、17個の持続可能な開発目標を
達成することにより「誰一人取り残されな
い」社会の実現に向けて、途上国のみなら
ず先進国も実施に取り組むものになってい
ます。日本では内外の取組を府省横断的に
総括し、優先課題を特定した上で「SDGs
実施指針」を策定するとともに、内閣総理
大臣を本部長とする推進本部を設置しまし
た。消費者庁は、SDGsの達成に貢献しう
る施策として、①倫理的消費等に関する調
査研究、②倫理的消費の普及啓発の推進
（「エシカル・ラボ」の地方での開催等）、

③食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSS�
PROJECT」の展開、④「子どもを事故か
ら守る！プロジェクト」の展開に取り組ん
でいます（図表Ⅱ-1-6-6）。

　消費生活における国際化の進展に伴い、
消費者の安全と安心の確保、消費者と事業
者との間の適正な取引の確保、苦情処理や
紛争解決の促進等の様々な消費者政策を進
める上で、国際的な連携を確保していくこ
とが一層重要となっています。
　1969年11月、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、経済協力開発機構
（OECD）に「消費者政策委員会」（CCP）
が設置されました。
　日本はCCPの副議長国の一国を務め、ま
た、CCPの下部作業部会である製品安全作

（ ３）消費者政策の国際連携やグローバル化への対応

持続可能な開発目標（SDGs）の
推進

経済協力開発機構（OECD）にお
ける連携

902_Ⅱ-1-6-6 ＳＤＧｓのゴール（目標）.pptx

図表Ⅱ-1-6-6 SDGsのゴール（目標）（出典：国連広報センター）
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業部会では議長国を務めており、通常年２
回開催される本会合に継続的に出席すると
ともに、各種プロジェクトに積極的に参加
しています。
　CCPでは、これまで、国際的な消費者取
引に係る諸問題等について幅広く検討して
いますが、最近では、特にデジタル経済化
に伴う消費者問題や製品安全分野に重点的
に取り組んでいます。
　デジタル分野では、2014年２月に「モバ
イル・オンライン決済に関する消費者政策
ガイダンス」、同年９月に「デジタル・コ
ンテンツ製品に関する消費者政策ガイダン
ス」がそれぞれ策定され、これらのガイダ
ンス等を踏まえ、1999年に採択された「電
子商取引の文脈での消費者保護のための行
動指針（理事会勧告）」の改定作業が進めら
れました。そして、2016年３月に同行動指
針を全面改正した「電子商取引における消
費者保護に関する理事会勧告」17がOECD理
事会で採択され、現在、同勧告の実施等に
関し検討が行われています。

１ �．経済協力開発機構（OECD）製品
安全プロジェクトと製品安全作業部
会の設置

　製品サプライチェーンのグローバル化等
により国内外での製品安全に関する消費者
被害が頻発する状況を背景に、2007年、製
品に関する消費者問題についての国際連
携・情報共有に焦点を当てたOECD製品安
全プロジェクトが開始しました。2010年に
は「消費者製品安全に関する情報共有の強

化に関する報告書」が取りまとめられ、そ
の提言を実施するため、OECD消費者政策
委員会（CCP）の下に製品安全作業部会が
設置されました。
　日本も、製品安全作業部会（年２回：
2016年度は４月、11月）に継続的に出席し
現在進められている各プロジェクト（消費
者教育・啓発、グローバル・リコール・ポー
タル・サイトの機能向上や活用等）の作業・
今後の検討スケジュール等についての議論
に参加しました（図表Ⅱ-1-6-7）。日本は
2016年１月１日に議長に就任し、2016年11
月の第13回本会合では、再任され、引き続
き議長を務めています。2016年６月にメキ
シコで開催されたOECDデジタル経済に関
する閣僚級会合では、日本政府代表は、製
品安全作業部会議長として、グローバル・
リコール・ポータル・サイトを各国のハイ
レベルの出席者に紹介し、グローバル経済
の下、各国がリコール情報を共有すること
の重要性を説明しました。このような取組
により、これまで参加していなかったメキ
シコが同サイトへの参加の意向を表明する
ことになりました。
　OECDデジタル経済に関する閣僚級会合OECD製品安全プロジェクトにつ

いて

17）「電子商取引における消費者保護に関する理事会勧告」全文（OECDウェブサイト）
（英語）http://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
（日本語仮訳）http://www.oecd.org/sti/consumer/Japanese%20Translation%20Final%20.pdf

443_Ⅱ-1-6-6 OECD消費者政策委員会製品安全作業部会第１２回本会合（2016年４月）.pptx

図表Ⅱ-1-6-7
OECD消費者政策委員会
製品安全作業部会第12回
本会合（2016年 4 月）
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のカンクン宣言第６項では、製品安全の強
化が、オンライン取引における消費者の信
頼を強化する分野として挙げられました
（図表Ⅱ-1-6-8）。

２ �．OECDグローバル・リコール・ポー
タル・サイト

　OECD消費者政策委員会製品安全作業部
会では、製品がグローバルに取引される現
状に対応し、国際的な製品安全の情報共有
のためにグローバル・リコール・ポータル・
サイトを構築し、2012年10月から、米国、
オーストラリア、カナダ、EU（28か国）の
参加を得て、英語とフランス語で運用を開
始しました（図表Ⅱ-1-6-9）。日本も、
2015年１月から参加し、日本におけるリ
コール情報を提供しています。2016年度に
は、127件のリコール情報を提供し、国際
的なリコール情報の共有に努めました。グ
ローバル・リコール・ポータル・サイトで
は機能向上に向けて、製造事業者のウェブ
サイト情報の追加やリコール情報の検索利
便性向上等の改善が進められました。今後
も更なる機能面・デザイン面等の改善が図

られる予定です。（URL：http://globalre�
calls.oecd.org/）

３ ．消費者教育・啓発
　OECD消費者政策委員会製品安全作業部
会では、多くの国で直面する製品安全問題
や課題について認識を高め、グローバルに
対処するため、関係各国と協働で啓発活動
を行っています。2014年はボタン電池につ
いて、2015年は洗濯用パック型液体洗剤に
ついてグローバルな啓発活動を行いました。
　2016年のOECD国際啓発キャンペーンで
は、2016年６月23日から30日までが「ブラ
インド等窓カバーのひもの安全性に関する

444_Ⅱ-1-6-8 OECDデジタル経済に関する閣僚級会合のカンクン宣言第６項.pptx

図表Ⅱ-1-6-8
OECDデジタル経済に関
する閣僚級会合のカンク
ン宣言表紙

445_Ⅱ-1-6-8 ＯＥＣＤグローバル・リコール・ポータル・サイト.pptx

図表Ⅱ-1-6-9
OECDグローバル・リコー
ル・ポータル・サイト　
ウェブページ

446_Ⅱ-1-6-9 ブラインド等のひもに関するOECD国際啓発キャンペーンポスター.pdf

図表Ⅱ-1-6-10
ブラインド等のひもに関
するOECD国際啓発キャ
ンペーンポスター
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国際啓発週間」とされ、日本、米国、
EU、オーストラリア等の25の国と地域が
参加し、啓発に取り組みました。キャンペー
ンでは、家庭におけるブラインド類やスク
リーン類のひも部分やカーテン留め等のひ
も状部分が、子供の首に絡まり、窒息して
死に至る危険性があること、世界15か国で
250件以上の死亡事故が把握されているこ
と、子供が過ごす部屋のブラインド等には、
ひも部分がない等の安全性の高い商品を選
ぶこと、また、既にひものあるブラインド
等を設置済みの場合は、クリップを取り付
けて、子供の手の届かない位置にひもをま
とめること等を周知しました。
　このOECD国際啓発キャンペーンの一環
として、日本でも、注意喚起「ブラインド
等のひもの事故に気を付けて！」を行いま
した（図表Ⅱ-1-6-10）。

　第１部第１章第３節に記載したとおり、
消費者庁では、2011年11月から2015年３月
まで、実証調査の一環として「消費者庁越
境消費者センター」を開設・運営し、日本
の消費者と海外の事業者、海外の消費者と
日本の事業者との間の取引において発生し
た紛争解決の支援を行いました。2015年４
月には、恒常的な業務として、同センター
の運営を国民生活センターに移管し、「国
民生活センター越境消費者センター（CCJ：
Cross-Border�Consumer�center�Japan）」
として業務を実施しています。
　国民生活センターに運営を移管した効果
として、CCJは、実証調査中に積み上げた
トラブル解決支援の実績と併せて、国民生

活センターの有する消費生活相談への対応
に関する豊富なノウハウや知見等を活用す
ることが容易になりました。これにより、
国内外いずれにおいて発生した消費者トラ
ブルについても、より円滑な解決を図るこ
とが可能となっています。
　消費者からCCJに寄せられた相談に対し
ては、CCJが相談・トラブル内容、事業者
との連絡可否、相談者の希望等を確認し、
責任の所在を検討した上で、事業者が所在
する国の消費者相談機関へ相談内容を翻訳
して伝達し、対応を依頼します。依頼を受
けた消費者相談機関は、同国の事業者に相
談内容を伝達する等して事業者の対応を促
し、事業者からの回答結果をCCJへ伝達し
ます。CCJはその回答を翻訳した上で、消
費者に対して回答内容の伝達及びアドバイ
スを行います。また、必要に応じて、関連
機関、専門家等の紹介も行っています。な
お、海外の消費者からの相談に対しても、
日本の消費者からの相談と同様に、海外の
消費者相談機関とCCJが連携し、CCJが日
本の事業者に相談内容を伝達する等して解
決に当たります（図表Ⅱ-1-6-11）。
　CCJが支援対象とする取引は、BtoC取
引（事業者と消費者間の取引）で、インター
ネット取引だけでなく対面取引（店頭取引）
も含んでいます。また、対象とする事業者
は海外に所在する事業者であることを条件
としています。したがって、消費者による
取引の相手方が外資系企業の国内法人や、
海外から商品を輸入、販売している国内事
業者等である場合は対象外とし、全国各地
の消費生活センター等を案内することとし
ています。なお、CCJ開設以来、2,893件（全
体の約15％18が相談者の望む結果で解決に
至っています。

国民生活センター越境消費者セン
ター（CCJ）の取組と海外連携

18�）解決率はCCJからの有効なアドバイスができない、又はその必要がない相談を含む全相談件数を母集団として算出。
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　また、海外の消費者相談機関に対して何
らかの形で対応依頼を行い、トラブル解決
に至った件数は135件（調査依頼を行った
うちの約41％19となっています。全体の解
決率に対してCCJの海外消費者相談機関へ
の依頼分における解決率が大きくなってお
り、越境消費者トラブルの場合、海外消費
者相談機関との連携がトラブル解決に効果
的であったと言えます。
　なお、海外の消費者から、日本の事業者
との取引に関する相談も、件数は少ないも
のの一定数寄せられています。
　消費者庁及び国民生活センターでは、
CCJの連携する海外消費者相談機関の拡充
及び連携強化のための取組を行っていま
す。これまでCCJは、米国・カナダの
CBBBを始め、18の国・地域を担当する８
機関と連携してきたところですが、2016年
５月にはタイの消費者保護委員会事務局

と、同年７月にはフィリピンの貿易産業省
と、2017年２月には英国のCTSIと、同年
３月にはマレーシアのNCCCと新たに連携
関係を構築しました。この結果、CCJと連
携する海外消費者相談機関は計12機関、こ
れらの機関が担当する国・地域は22に拡大
しました（図表Ⅱ-1-6-12）。
　今後、情報化やグローバル化がますます
進展する中、我が国における越境取引は一
層増加し、それに伴い更なる越境消費者ト
ラブルの増加も見込まれます。こうした状
況に対応するため、引き続き海外消費者相
談機関への働き掛け、交渉を行い、CCJの
国際的な連携体制の拡充・強化を図ってい
きます。

19）18と同様。

447_Ⅱ-1-6-10 国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）での相談への対応の仕組み.pptx

図表Ⅱ-1-6-11 国民生活センター越境消費者センター（CCJ）での相談への対応の仕組み

海外の消費者相談機関

国民生活センター越境消費者センター
（CCJ：Cross-border Consumer center Japan）

日本の事業者

海外の事業者

日本の消費者

トラブル トラブル

①相談③相談内容の伝達、
　解決策の提示

⑤回答内容の伝達、
　アドバイス

②相談内容の翻訳・伝達、
解決策の提示　　　　

④回答内容の翻訳・伝達

①相談
③相談内容の伝達、

解決策の提示　
⑤回答内容の伝達、
　アドバイス

海外の消費者

①’相談

サポート

⑤’
アドバイス

全
国
の

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

244



　2016年７月、第７回日中韓消費者政策協
議会が韓国・インチョンで開催されました
（図表Ⅱ-1-6-13）。
　本協議会は、日本、中国及び韓国の消費
者政策担当者が一堂に会し、各国の消費者
政策や消費者問題等について、情報共有や
意見交換することを目的として発足した局

長級会合です。2004年にソウルで第１回会
合が開催されたのを皮切りに、２年ごとに
各国持ち回りで開催されています。
　今回の会合では、日本から消費者庁及び
国民生活センター、中国から国家工商行政
管理総局及び中国消費者協会、韓国から公
正取引委員会及び消費者院が参加し、各国
の消費者法制の改正や、国境を越える取引
における消費者の救済に関する協力などの
最近の消費者政策の進展について、情報共
有や意見交換が行われました。また、会合
２日目には公開フォーラムが開催され、研
究機関等様々な分野からの参加者も含め、
活発な議論が交わされました。
　次回会合は、2018年に中国で開催される
予定です。

日中韓消費者政策協議会

449_Ⅱ-1-6-12 第７回日中韓消費者政策協議会.JPG

図表Ⅱ-1-6-13 第 7 回日中韓消費者政策
協議会

図表Ⅱ-1-6-12 国民生活センター越境消費者センター（CCJ）が連携する海外機関

448_Ⅱ-1-6-11 国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）が連携する海外機関.pptx

（注）　 アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ペルー、パラグアイ、メキシコ、チリ、ドミニカ

国・地域 機　関　名

米国、カナダ CBBB（The Council of Better Business Bureaus）

韓国 韓国消費者院（Korea ConsumerAgency）

台湾 SOSA（Secure Online Shopping Association）

シンガポール シンガポール消費者協会（Consumer Association of Singapore）

ベトナム EcomViet（Vietnam E-commerce Development Center）

タイ 消費者保護委員会事務局（Offi  ce of the Consumer Protection Board）

フィリピン 貿易産業省（Department of Trade and Industry）

マレーシア NCCC（NationalConsumerComplaintsCenter）

スペイン IusMediare（Instituto Internacional de Derecho y Mediación, SL）

ロシア Center for Mediation and Law
（Scientifi c and Methodological Center for Mediation and Law）

英国 CTSI（Chartered Trading Standards Institute）

南米10ヵ国（注） eInstituto（InstitutoLatinoamericano deComercioElectronico）
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　日本に在住する外国人や外国人観光客の
数は増加傾向にあります。国民生活セン
ターでは、2016年２月に、全国の消費生活
センターを対象に、外国人住民や外国人観
光客を対象とした消費生活相談や啓発事業
の実施状況について調査する「消費生活相
談における外国人対応の現況調査」を実施
しました20。
　外国人住民からの相談に対応するために
何か行っていることがあるか尋ねたとこ

ろ、「行っていることがある」という割合
は51.9％、「特にない」は47.1％でした。行っ
ている内容（複数回答）は、「相談者に、
日本語が話せる人と一緒に相談するよう依
頼」（30.7％）が最も多く、次いで、「自治
体内の外国人対応部局（多文化共生担当、
外国人相談窓口等）との協力・連携」
（19.0％）、「センターや自治体内の外国語
が話せる職員・相談員が対応」（15.1％）
などとなっています（図表Ⅱ-1-6-14）。
　一方、外国人観光客の消費者トラブルへ
の対応として行っていることがあるか尋ね
たところ、「行っていることはない」と回

在留外国人の国内における消費生
活に係る相談体制の強化

20�）調査対象は、全国の消費生活センター786か所（消費者庁「平成27年度地方消費者行政の現況調査」（2015年11月）
による2015年４月１日現在の設置数）。調査方法は、調査対象の消費生活センターに調査票を郵送し、FAXにて回
収する方法。有効回収数：688、有効回収率：87.5％、調査時期：2016年２月。

450_Ⅱ-1-6-14 消費生活センターでの外国人住民からの消費生活相談じへの対応.xlsx

図表Ⅱ-1-6-14 消費生活センターでの外国人住民からの消費生活相談への対応

（備考）　 1． 国民生活センター「消費生活相談における外国人対応の現況調査」（2015年度）により作成。
　　　　 2． 「貴消費生活センターでは、外国人住民からの消費生活相談に対応するために行っていることはありますか。（〇はいくつでも）」
　　　　　　との問に対する回答。

9.3

3.2

4.4

1.9

0.6

0.1

15.1

30.7

19.0

6.3

2.0

1.0

47.1

―

0 80
（％）

40

外部にいる通訳を交えて３者間通話やテレビ電話等
を利用して対応

センターや自治体内の外国語が話せる職員・相談員
が対応

（N＝688　複数回答）

無回答

外国語版ホームページでの消費生活相談窓口の周知

外国語の広報紙等での消費生活相談窓口の周知

相談日を決めて「外国人消費生活相談」を実施

通訳の手配・配置

自動翻訳機や翻訳ソフトを利用して対応

自治体に設置されている公衆無線LANの利活用

相談者に、日本語が話せる人と一緒に相談するよう依頼

自治体内の外国人対応部局との協力・連携

地域の国際交流協会やNPO等の団体との協力・連携

その他

特にない

行っていること
がある（計）
51.9％
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答したセンターの割合は92.7％、「行って
いることがある」という割合は4.4％でし
た。行っている内容（複数回答）は、「外
国語版ホームページでの情報提供・注意喚
起」が1.6％、「滞在中の消費に関する相談
対応」が1.2％などとなっています。
　訪日外国人旅行客を含めた在留外国人に

ついては、2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会に向けて更に増加が見
込まれるところ、消費者庁としても、在留
外国人の消費者被害への対応を含む消費生
活相談体制の充実・強化に向けて、「地方
消費者行政推進交付金」等を活用し、地方
公共団体の取組を支援しています。
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　消費生活相談体制の更なる充実・強化を
図るとともに、地域社会において高齢者等
の消費者被害に遭いやすい消費者を消費者
被害から守るための見守りネットワークの
整備を図ることを内容とする消費者安全法
の改正法（以下「改正消費者安全法」とい
います。）が2014年６月に成立し、一部の
規定を除いて2016年４月１日に施行されま
した。
　消費生活相談体制の充実・強化のための
施策として、市区町村支援のための都道府
県の役割の明確化や、広域連携等の活用に
よる消費生活相談体制の整備について規定
するとともに、消費生活相談等の事務を民
間委託する際には要件を満たす者に委託す
ることや、消費生活センターを設置する地
方公共団体が消費生活センターの組織及び
運営についての条例を整備すること等を定
め、消費者が「どこに住んでいても、質の
高い相談・救済が受けられる体制」を構築
するために必要な改正を行ったものです。
　また、消費者行政担当部局のみならず、
福祉部局等の他部局や地域で活動する団体
等との連携をより一層強化し、地域のネッ
トワークによる消費者被害防止のための見
守り体制の構築を図るべく、改正消費者安
全法では、地方公共団体が「消費者安全確
保地域協議会」を設置できることや、消費
者安全の確保のための活動等を行っていた

だくために、地域で活動する民間の団体・
個人の方を、「消費生活協力団体」又は「消
費生活協力員」として委嘱できること等を
定めています。

　消費生活相談員は、地方消費者行政にお
いて大きな役割を果たしていながらも、
2014年改正前の消費者安全法においては、
その法的位置付けが明確ではありませんで
した。
　改正消費者安全法では、地方公共団体に
おける消費生活相談員の人材確保や質の向
上のため、消費生活相談員の職を法律に位
置付けました。さらに、内閣総理大臣の登
録を受けた機関により実施される消費生活
相談員に関する資格試験制度を創設し、新
しい資格試験に合格すること（改正消費者
安全法の施行の際、現に地方公共団体にお
ける消費生活相談の事務等に１年以上従事
した経験を有する者が、新たな資格試験に
合格した者とみなされる場合等を含む。）
や、これと同等以上の専門的な知識及び技
術を有すると都道府県知事又は市町村長に
認められることを、消費生活相談員の要件
としています。
　2016年４月26日には、国民生活センター
及び一般財団法人日本産業協会が登録試験
機関として登録され、河野内閣府特命担当
大臣（消費者及び食品安全）（当時）から
両機関に対し、登録通知書が交付されまし
た。そして、同年10月以降、両機関により
第１回目の消費生活相談員資格試験が実施

国や地方の消費者行政の体制整備第 ７節

（ １）地方消費者行政の現況

改正消費者安全法が20１6年 ４ 月 １
日から施行

第 １回目の消費生活相談員資格試
験を実施
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され、併せて約1,200名が試験に合格しま
した。
　なお、従来、両機関が独自の資格試験と
して行っていた「消費生活専門相談員資格
認定試験」（国民生活センター）や「消費
生活アドバイザー資格試験」（日本産業協
会）については、それぞれ消費生活相談員
資格試験と兼ねる形で実施されるため、消
費生活相談員資格試験の合格者は、各機関
の与える上記資格と国家資格である消費生
活相談員資格の２つの資格を同時に付与さ
れることになります（図表Ⅱ-1-7-1）。

　近年、とりわけ高齢者の消費者被害が深

刻化しているところですが、高齢者の消費
者被害の背景には、生活困窮や社会的孤立、
認知力の低下などが潜んでいることが多
く、また、高齢者本人からの相談が少なく、
対応が遅れることで被害が拡大していると
いう面があります。このため、高齢者本人
が消費生活センター等に相談することを待
つだけでなく、周囲の人達が、高齢者の消
費生活上の安全に常に気を配り、何らかの
異変を察知した場合には、消費生活セン
ター等の機関と連携する等、地域で見守る
体制を構築することが高齢者の消費者被害
の拡大防止や未然防止に極めて有効です。
　改正消費者安全法では、地方公共団体が、
関係機関を始めとする地域で活動する様々
な団体や個人を構成員とした消費者安全確
保地域協議会を設置し、消費生活上、特に

消費者安全確保地域協議会の設置
を促進

451_Ⅱ-1-7-1 改正消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験制度.pptx

図表Ⅱ-1-7-1 改正消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験制度

目　的

試験科目

『登録試験機関の行う試験（2016年度実施試験から）』

（国民生活センター） （合格すると）

○都道府県・市町村に置く職として、「消費生活相談員」を法定化
　→　消費者・事業者にとって分かりやすい存在に
○「消費生活相談員」に任用されるための要件を法定化
　※要件：消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の知識及び技術を有する者
　→　消費生活相談員に求められる水準を担保
○「消費生活相談員資格試験」の実施について登録試験機関制度を導入
　→　消費生活相談の担い手の質と量の確保

①商品等及び役務の消費安全性に関する科目
②消費者行政に関する法令に関する科目
③消費生活相談の実務に関する科目
④消費生活一般に関する科目
⑤消費者のための経済知識に関する科目

出題数

　登録試験機関の試験業務に関するガイドラインにお
いて、出題数の下限を設定
（各科目20問、自由選択50問の計150問）

独自の資格試験 消費生活専門相談員資格認定試験

登録試験機関としての試験 消費生活相談員資格試験

消費生活専門相談員資格

消費生活相談員資格

（日本産業協会） ２つの資格が付与される１つの試験

独自の資格試験 消費生活アドバイザー資格試験

登録試験機関としての試験 消費生活相談員資格試験

消費生活アドバイザー資格

消費生活相談員資格

第
２
部

第
１
章
　
第
７
節
　
国
や
地
方
の
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備

249



配慮を要する消費者の見守り等必要な取組
を行うことができることを定めるととも
に、地域で活動する「消費生活協力団体」、
「消費生活協力員」を育成確保すること等
も規定し、地域の見守りネットワークの構
築を図っています（図表Ⅱ-1-7-2）。
　改正消費者安全法の施行後、各地方公共
団体において、消費者安全確保地域協議会
の設置に向けた取組が進められ、2017年１
月１日現在で、消費者安全確保地域協議会
を設置していると回答した地方公共団体
は、４道県、27市区町となっています（図
表Ⅱ-1-7-3）。
　消費者庁では、消費者安全確保地域協議
会の設置促進に資するよう、消費者安全確
保地域協議会を設置した地方公共団体の先
進事例を収集し、取りまとめ、2017年４月
に公表しました。

　消費者が、消費者事故やトラブルに巻き
込まれた際には、各地方公共団体に置かれ
ている消費生活センター等を利用すること
ができます。消費者事故・トラブルを未然
に防ぎ、また、被害回復を図る上では、地
方公共団体の消費生活センター等、消費者
行政の「現場」である地域で消費者に接す
る地方消費者行政の充実・強化が必要です。
　地方消費者行政の充実・強化に関しては、
これまで地方消費者行政推進交付金等
（2008年度から2016年度までで約493億円）
を活用し、消費生活センター・相談窓口の
設置、消費生活相談員の配置・養成、消費
者教育・啓発など地方公共団体の様々な取
組を支援してきました。
　さらに、2014年１月に「地方消費者行政

地方消費者行政の現況

452_Ⅱ-1-7-2 地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置推進.pptx

図表Ⅱ-1-7-2 消費者安全確保地域協議会について

・高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方公共団体
及び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を構築

【背景】
・認知症の方を含め、高齢者等を中心に消費者トラブルが

増加、悪質化・深刻化
・相談体制の整備に加え、消費生活上特に配慮を要する消

費者に対する更なる取組が必要
⇒消費者安全法の改正（2016年４月１日施行）により、

地域で高齢者等を見守るための消費者安全確保地域協
議会を組織することが可能に

【制度の概要】
・協議会の役割：構成員間での必要な情報交換、協議
・構成員の役割： 消費生活上特に配慮を要する消費者と適

当な接触を保ち、その状況を見守ること
その他の必要な取組を実施

・構成員：・地方公共団体の機関（消費生活センター等）
・医療・福祉関係（病院、地域包括支援セン

ター、介護サービス事業者、保健所、民生委
員・児童委員等）

・警察・司法関係（法テラス、弁護士、司法書
士等）

・教育関係（教育委員会等）
・事業者関係（商店街、コンビニ、生協、農

協、宅配事業者、金融機関等）
・消費者団体、町内会等の地縁団体、ボラン

ティア
・他分野のネットワークとの連携（福祉、防災等）

【今後の取組】
・地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進（人口５万人以上の全市町）（「地方消費者行政強化作戦」
（2015月３月24日））（2017年１月１日現在　31地方公共団体（うち、人口５万人以上の市町は10市））

・消費者安全確保地域協議会設置済み地方公共団体の先進事例集の作成
・徳島におけるモデル事業（全県的に地域協議会を構築）

「見守りネットワーク」における地域の連携イメージ

相談窓口

地方公共団体
（消費者行政担当課） 消費生活センター

消費生活相談員

庁内連携

情報共有

情報共有情報共有

地域協議会

病院

地域包括
支援センター

構成員間での情報共有
（個人情報保護法の例外）

※秘密保持義務を課す

※事業者、
　消費者団体等

※民生委員等

高齢者等
３つの不安

「お金」「健康」「孤独」

保健所
警察

教育機関

消費生活
協力員

消費生活
協力団体
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強化作戦」を定め、相談窓口のない地方公
共団体（市町村）の解消や、消費生活セン
ターの設立を促進する等の目標を掲げ、ど
こに住んでいても質の高い相談・救済を受
けられる地域体制を全国的に整備すること
を目指してきました。また、2015年３月に
は「地方消費者行政強化作戦」を改定し、
新たに消費者教育の推進、改正消費者安全
法の規定に基づく消費者安全確保地域協議
会の設置に関する目標を定めました（図表
Ⅱ-1-7-4）。
　これらの取組の結果、消費生活相談窓口
が未設置の地方公共団体数は、2015年度に
は０となり、政策目標の一つである、相談
体制の空白地域の解消を達成しました。ま
た、消費者庁が設置された2009年から比較
すると、消費生活センターは、501か所（2009
年４月１日時点）から799か所（2016年４
月１日時点）へ298か所増加しています（図
表Ⅱ-1-7-5）。さらに、消費生活相談員数

は2,800名（2009年４月１日時点）から3,393
名（2016年４月１日時点）へ593名増加し、
消費者行政担当職員数は5,190名（2009年
４月１日時点）から5,230名（2016年４月
１日時点）へ40名増加しています。しかし、
いまだ、特に小規模市町村を中心に、消費
生活センターの設置や消費生活相談員の配
置が進んでいない状況もあります（図表
Ⅱ-1-7-6及び図表Ⅱ-1-7-7）。
　「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況
をみると（図表Ⅱ-1-7-8）、消費生活セン
ターの設立促進について、人口５万人以上
の地方公共団体（全市町村に消費生活セン
ターを設置する目標）については24府県、
人口５万人未満の小規模市町村（半数以上
の市町村に消費生活センターを設置する目
標）については15道府県が目標を達成して
いるのにとどまっています（図表Ⅱ-1-7-
9）。このほか、市町村の50％以上に消費生
活相談員を配置すること、消費生活相談員

170403各省協議【2部１章（コラム含む）】.docx

図表Ⅱ-1-7-3 消費者安全確保地域協議会の設置

【北海道】北海道、
江別市、豊浦町

北海道北海道

青森青森

岩手岩手秋田秋田

宮城宮城

山形山形

新潟新潟 福島福島

茨城茨城栃木栃木
群馬群馬富山富山

石川石川

福井福井 埼玉埼玉
東京東京

千葉千葉
神奈川神奈川

長野長野

山梨山梨

静岡静岡愛知愛知
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三重三重

和歌山和歌山

奈良奈良大阪大阪

京都京都

兵庫兵庫
香川香川

滋賀滋賀

鳥取鳥取
島根島根

岡山岡山

徳島徳島

高知高知

愛媛愛媛

広島広島
山口山口福岡福岡佐賀佐賀

長崎長崎 大分大分
熊本熊本

宮崎宮崎

鹿児島鹿児島沖縄沖縄

【山口県】下松市

【島根県】
島根県、松江市

【岡山県】
岡山市

【石川県】
能美市

【新潟県】佐渡市

【岐阜県】
岐阜市

【福井県】
福井県

【福岡県】
苅田町

【熊本県】菊池市

【徳島県】板野町
【大阪府】
八尾市、和泉市、交野市

【滋賀県】
野洲市

【愛知県】
愛知県 【千葉県】船橋市、

富里市

【東京都】千代田区、板橋区、
多摩市

【山梨県】甲府市

【埼玉県】行田市、日高市、吉川市、
志木市、小鹿野町

【宮城県】仙台市

2017年１月１日現在　　４道県
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454_Ⅱ-1-7-4 地方消費者行政強化作戦.pptx

図表Ⅱ-1-7-4 地方消費者行政強化作戦

趣旨

消費者基本計画（2015年３月24日閣議決定）を踏まえ、
　どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備
地方消費者行政のための交付金を通じ、地方における計画的・安定的な取組を支援
地方の自主性・独自性を確保しつつ、交付金を通じた当面の政策目標を設定

当面の政策目標

●都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援
　〈政策目標１〉相談体制の空白地域の解消
　　１－１　相談窓口未設置の自治体（市町村）を解消
　〈政策目標２〉相談体制の質の向上
　　２－１　消費生活センターの設立促進
　　　（人口５万人以上の全市町及び人口５万人未満の市町村の50％以上）
　　【消費生活相談員】
　　２－２　管内自治体（市区町村）の50％以上に配置
　　２－３　資格保有率を75％以上に引き上げ
　　２－４　研修参加率を100％に引き上げ（各年度）
　〈政策目標３〉適格消費者団体の空白地域の解消
　　３－１　適格消費者団体が存在しない３ブロック（東北、北陸、四国）における適格消費者団体の設

立支援　
　〈政策目標４〉消費者教育の推進
　　４－１　消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）
　〈政策目標５〉「見守りネットワーク」の構築
　　５－１　消費者安全確保地域協議会の設置（人口５万人以上の全市町）

455_Ⅱ-1-7-5 消費生活センター数の推移.xlsx

図表Ⅱ-1-7-5 消費生活センター数の推移

（備考）　 1． 消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2． 各年度とも 4月 1日時点。
　　　　 3． 消費生活センターの定義については、1990年と2010年に変更したため、単純比較できない（2009年度以前は週 4日以上開所して

いるものであったが、2010年度以降は消費者安全法で規定する、①一週間に 4日以上相談の窓口を開所していること、②消費生
活相談について専門的な知識及び経験を有する者（消費生活相談員）を配置していること、③PIO-NETなどの電子情報処理組
織その他の設備を備えていること、に改めている。
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の資格保有率や研修参加率を向上させるこ
と、適格消費者団体の空白地域を解消する
こと、消費者教育推進計画の策定や消費者
教育推進地域協議会の設置、消費者安全確
保地域協議会の設置といった「地方消費者
行政強化作戦」に掲げられた目標の達成に

向けて、引き続き地方公共団体の取組を促
進する必要があります。
　なお、地方消費者行政の予算規模は2008
年度の約101億円（最終予算額）から、
2016年度は約147億円（当初予算額）となっ
ています。

456_Ⅱ-1-7-6 人口規模別消費生活センター設置状況.xlsx

図表Ⅱ-1-7-6 人口規模別消費生活センター設置状況

（備考）　 1． 消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0 100
（％）

908070605040302010
30万人以上

20万人以上30万人未満
15万人以上20万人未満
10万人以上15万人未満

７万５千人以上10万人未満
５万人以上７万５千人未満

３万人以上５万人未満
２万人以上３万人未満
１万人以上２万人未満

１万人未満

64（100.0%） 0（0.0%）

48（100.0%） 0（0.0%）

1（2.0%）49（98.0%）

94（89.5%） 11（10.5%）

13（13.7%）82（86.3%）

46（26.4%）128（73.6%）

103（42.7%）138（57.3%）

82（51.3%）78（48.8%）

179（62.4%）108（37.6%）

354（71.2%）143（28.8%）

市区町村全体 789（45.8%）932（54.2%）

2016年度設置数 2016年度未設置数

457_Ⅱ-1-7-7 2016年度市区町村における相談員配置率の人口規模別状況.xlsx

図表Ⅱ-1-7-7 2016年度　市区町村（政令市を除く。）における消費生活相談員配置率の
人口規模別状況

（備考）　 1． 消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2． 広域連合及び一部事務組合を除く。
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458_Ⅱ-1-7-8 「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況.pptx

図表Ⅱ-1-7-8 「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況

〈政策目標 1〉相談体制の空白地域解消

　 1－ 1　　相談窓口未設置の自治体を解消

【2015年 3 月末 → 2016年 4 月 1 日】

〈未設置地方公共団体〉

　 0市町村　→　 0市町村

〈政策目標 2〉相談体制の質の向上

　 2－ 1　　消費生活センター設立促進
　　　　　①人口 5万人以上の全市町
　　　　　②人口 5万人未満の市町村50％以上
【消費生活相談員】
　 2－ 2　　管内自治体の50％以上に配置
　 2－ 3　　資格保有率を75％以上に引き上げ
　 2－ 4　　研修参加率を100％に引き上げ（各年度）

【2015年 4 月 1 日 → 2016年 4 月 1 日】

〈達成都道府県（設置・配置市町村数、資格保有者数等）〉

　20府県　 → 24府県 （469市区町 → 485市区町）
　12道府県 → 15道府県 （413市町村 → 467市町村）

　38都道府県 → 39都道府県
 （1,288市区町村 → 1,327市区町村）
　24都府県　 → 22都府県 （2,659人 → 2,701人）
　 5県　　　 → 9 県 （平均参加率：89.9％ → 91.8％）

〈政策目標 3〉適格消費者団体の空白地域解消

　 3－ 1　　適格消費者団体が存在しない 3ブロック
　　　　　　 （東北、北陸、四国）に適格消費者団体の設

立促進

【2015年 4 月 1 日 → 2017年 4 月 1 日】

〈適格消費者団体数〉

　12団体　→　14団体
　「NPO法人消費者ネットおかやま」（2015年12月 8日認定）
　「NPO法人佐賀消費者フォーラム」（2016年 2月23日認定）

〈政策目標 4〉消費者教育の推進

　 4－ 1　　 消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進
　　　　　　地域協議会の設置（全都道府県・政令市）

【2015年10月末 → 2016年10月末】

〈推進計画の策定〉

　30都道府県・ 6政令市 → 41都道府県・12政令市

〈推進地域協議会の設置〉

　39都道府県・11政令市 → 45都道府県・14政令市

〈政策目標 5〉「見守りネットワーク」の構築

　 5－ 1　　消費者安全確保地域協議会の設置
 （人口 5万人以上の全市町）

【2017年1月時点】

〈設置自治体数〉　21市町

459_Ⅱ-1-7-9 消費生活センター設立促進（人口５万人未満の市町村50％以上）.pptx

図表Ⅱ-1-7-9 消費生活センター設立促進（人口 5万人未満の市町村50%以上）

※対象自治体：人口 5万人未満の管内市町村

：設置率20％未満　　　　 （17県→17県）　　　　↓宮城、富山、愛媛

：設置率20％以上50％未満 （18都府県→15都府県）↑秋田、山形、愛知

：設置率50％以上100％未満（12道府県→15道府県）↑静岡、山口、長崎

2016年４月１日現在2015年４月１日現在

平均設置率：34.7％
未達成：35都府県

平均設置率：39.4％
未達成：32都府県
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　消費生活センター等の消費生活相談窓口
の存在や連絡先を御存じでない消費者の方
に、お近くの消費生活相談窓口を御案内す
ることにより、消費生活相談の最初の一歩
をお手伝いするものとして、「消費者ホッ
トライン」の運用を2010年１月12日から全
国で開始し、誰もがアクセスしやすい一元
的な相談窓口体制を整備しています（図表
Ⅱ-1-7-10）。
　消費者ホットラインは共通の電話番号か
ら、全国どこからでも身近な消費生活相談
窓口につながります。当初、「0570-064-370
（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよみん
なを）」の10桁の電話番号で案内をしてい

ましたが、より覚えやすくすることで、消
費生活で困ったときにすぐ利用いただける
よう、2015年７月１日から、局番なしの３
桁の電話番号「188番（いやや！）」での案
内を開始しました。その結果、消費者ホッ
ト ラ イ ン の 入 電 件 数 は、2014年 度 の
344,000件から2015年度には688,437件へと
約２倍に増加しました。
　一方で、消費者ホットラインの認知度に
ついては、「名前」、「番号」、「内容」の全
てを知っている人は3.3％だったという調
査結果21もあり、活用の拡大に向けた周知
が課題です。同調査では、「名前」、「番号」、
「内容」の全てを知っていると回答した人
の割合は、70歳以上が最も多く6.0％となっ
ていますが、10歳代では、2.0％に留まっ
ています。

消費者ホットラインの運用・周知

21）消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）
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　これまで、消費者庁では、政府広報によ
る高齢者詐欺・トラブル予防についての
キャンペーンやラジオ番組等でのPRや各
種会議、イベント等におけるチラシの配布
などを行うとともに、地方公共団体の協力
も得て、テレビや映画館でのCM上映、広
報誌への掲載や啓発グッズの配布等を通
じ、啓発を行ってきたところですが、今後
も上記のような手段と併せて、消費者月間
ポスター等での呼び掛けや懸垂幕でのPR

など、あらゆる機会を捉えて更なる啓発に
努めていきます。また、10歳代の回答者か
らは、消費者ホットラインの周知に効果的
と思われる取組として、「学校等の教材」
を挙げる割合が相対的に高かったことから
（図表Ⅱ-1-7-11）、2017年３月に作成した
高校生向けの消費者教育のための教材に消
費者ホットラインの紹介を盛り込むなどの
取組を行うことで、若年層への周知も進め
ていきます。

903_Ⅱ-1-7-11 「消費者ホットライン」188（いやや！）周知に効果的と思われる取組.xlsx

図表Ⅱ-1-7-11 「消費者ホットライン」188（いやや！）周知に効果的と思われる取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、「消費者ホットライン」188（いやや！）をより多くの人に知ってもらうために、どのような取組が効果的だと思い

ますか。」との問に対する回答（ 3つまで回答）。
　　　　 3． 「特にない」「わからない」「無回答」を除く。
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　消費者庁、消費者委員会、国民生活セン
ターは、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
（平成26年12月27日閣議決定）に基づく、
政府関係機関の地方移転の一環として、徳
島県から移転の提案を受けていました。
　この提案に対して、2016年３月に約１週
間、同年７月には約１か月間、消費者庁の
職員が実際に徳島県に滞在して試行的に業
務を行うなど、様々な試行をしながら、徳
島県に移転することにより期待される役割
を果たすことができるかどうかといった観
点から、検討を行ってきました。
　徳島県での試行では、消費者教育、倫理
的消費に関する先進的かつ熱心な取組や、
消費者庁の取組に協力する強い意欲が確認
されました。徳島県から移転の意義として
説明されていた、県との連携により先駆的
な施策推進を図るための「実証フィールド」
を確保することについては、行政、事業者、
学術機関等の継続的な協力を得ることによ
り、実証に基づいた政策の分析・研究機能
の強化に寄与する可能性がみられました。
　一方、現時点では、政府内の各府省共通
のテレビ会議システムが整備されておら
ず、徳島県から東京や全国へのアクセス面
の課題もある中で、消費者庁が行ってきた
国会対応、危機管理、法執行、消費者行政
の司令塔機能、制度整備等の業務について
は、迅速性、効率性、関係者との日常的な
関係の構築等で課題もみられました。また、
テレビ会議システム等を活用したやり取り
においては、多人数での意見調整に課題が
みられました。

　これらの試行等を踏まえ、「政府関係機
関の地方移転にかかる今後の取組につい
て」（平成28年９月１日まち・ひと・しご
と創生本部決定）において、2017年度に、
徳島県に、消費者行政の新たな未来の創造
を担うオフィスとして、「消費者行政新未
来創造オフィス」を置き、実証に基づいた
政策の分析・研究機能をベースとした消費
者行政の発展・創造の拠点とすることとさ
れました。
　このオフィスでは、徳島県の協力を得た
上で、消費者庁において、これまで取組が
十分ではなかった①理論的・先進的な調査・
研究、②全国展開を見据えたモデルプロ
ジェクト等を集中的に実施することとして
います。また、国民生活センターにおいて
は、①主として関西、中国・四国地域の対
象者を中心とした研修・徳島県独自の研修、
②相模原施設では実施できなかった先駆的
な商品テストのプロジェクトを実施するこ
ととしています。
　なお、現時点では、徳島県で業務を行う
に当たって、アクセス面やテレビ会議シス
テム等の課題などがみられることから、ま
ずは、「消費者行政新未来創造オフィス」
の構想を進めつつ、３年後をめどに、業務
環境やオフィスの実績を踏まえて、検証・
見直しを行うこととされました。この検証・
見直しに当たっては、徳島県での取組につ
いて、消費者行政の進化等の観点から成果
を検証する消費者委員会からの意見も踏ま
えて行うこととしています。
　徳島県では、県庁の消費者行政以外も含
めた各部局、事業者、消費者等から幅広い
協力が得られることや、少子高齢化など、
徳島県が自ら「課題解決先進県」と述べて
いるとおり、日本の将来の課題を見据えた
検証が可能であることから、地域の協力を
得て、自ら課題を発見し、地域に根ざした

（ 2）消費者行政の新たな未来の創造に向けて

消費者行政新未来創造オフィスの
開設
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図表Ⅱ-1-7-11 「消費者ホットライン」188（いやや！）周知に効果的と思われる取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2016年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、「消費者ホットライン」188（いやや！）をより多くの人に知ってもらうために、どのような取組が効果的だと思い

ますか。」との問に対する回答（ 3つまで回答）。
　　　　 3． 「特にない」「わからない」「無回答」を除く。

1.41.4

14.8

35.5

4.5
7.3 12.0

2.6

14.7

25.4

31.5

40.5

46.3

52.1
46.8

33.1

7.5

23.0
27.2

33.2

26.4

19.0

50.2

21.3

27.8

35.8 40.6

52.9

66.5 65.8

4.3

13.0
16.616.6 21.2

88.6
85.0

87.1 88.8 90.5
92.7

90.2

83.7

70歳以上60～69歳50～59歳40～49歳30～39歳20～29歳15～19歳全　　体
0

100
（％）

90

80

70

60

50

40

30

20

10

テレビCMテレビCM ラジオCM 映画館CM

キャラクターによる宣伝キャラクターによる宣伝 学校等の教材 その他

新聞・雑誌広告

イベント開催 啓発チラシの配布 クリアフォルダ等啓発グッズの配布
公共交通機関、公共施設の掲示物など インターネット上の広告

第
２
部

第
１
章
　
第
７
節
　
国
や
地
方
の
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備

257



より実効的な施策を生み出すことを通じ
て、全国各地に住む消費者の「真に豊かな
暮らし」を創るためのチャレンジを存分に

できるものと考えています（図表Ⅱ-1-7-
12）。

461_Ⅱ-1-7-11 消費者行政新未来創造オフィス.pptx

図表Ⅱ-1-7-12 消費者行政新未来創造オフィス

消費者行政新未来創造オフィス（徳島）

消費者庁

１．理論的・先進的な調査・研究

実証成果

成果を共有し、有機的に連携

出張、滞在

試行の結果 実証に基づいた政策の分析・研究機能をベースと
した新たな未来に向けた消費者行政の発展・創造
の拠点

・相談者の世代別ライフスタイル分析
・インターネット使用上の問題に関する調査
・障がい者等消費者の特性を踏まえた被害実態等の分
析
・行動経済学等を活用した消費行動等の分析・研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
２．全国展開を見据えたモデルプロジェクト
・見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）
の構築
・若年者向け消費者教育教材の活用
・食品ロスの削減
・子供の事故防止
・栄養成分表示等の活用に向けた消費者教育
・倫理的消費の普及
・消費者志向経営の推進
・公益通報者保護制度の推進　等
３．消費者庁の働き方改革の拠点
・テレワーク、ペーパーレス等の促進

・分析・研究、実証実験等のプロジェクトを集中
的に実施

（独）国民生活センター
・主として関西、中国・四国地域の対象者を中心
とした研修

・先駆的な商品テストを試行的に県の協力のもと
実施

（例）・地震による転倒の防止策

・消費者教育、倫理的消費、
人材育成の面で、熱心な取
組みがみられた

・徳島県から、先駆的な施策
推進を図るための「実証
フィールド」確保の提案

・徳島県知事の強力なリー
ダーシップの下、消費者行
政部局のほか県庁各部局か
ら幅広い協力が得られた。

・落ち着いて業務ができる環
境

⇒調査研究や徳島の現場に密
着して行うタイプの業務
は、現地との連携により、
実効性のある施策の立案に
つながることを期待 ３年後を目途に検証・見直し

①今後の
・徳島県を中心とする交通・通信網
・消費者行政を支える人的資源とそ
のネットワーク
・政府内の各府省共通のテレビ会議
システム
などの整備状況のほか、

②同オフィスの設置が、
・消費者行政の進化
・地方創生
にどの程度貢献したかの実績を踏ま
えて行う。

（※）消費者委員会は、消費者行政の
進化等の観点から意見を述べ
る。

外部機関との
ネットワーク

・行政、事業者、学術・
教育機関等とのネット
ワークを整備

（徳島県周辺（関西、中国・
四国地域）も含む）

消費者庁（東京）
・分野に応じて、消費者庁各課と
の連携、共同研究の実施
・調査・研究の成果に基づく、施
策の企画・立案
　　→　成果を全国に普及

（独）国民生活センター
・相模原：研修、商品テスト
・東京：相談、広報、ADR等

学術的・人的連携
実証実験の実施
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１ ．事故の未然防止のための取組
（ １）�身近な化学製品等に関する理解促

進
　環境省では、化学物質やその環境リスク
に対する国民の不安に適切に対応するた
め、リスクコミュニケーションを推進して
います。
　化学物質のリスクに関する情報の整備の
ため、2014年度及び2015年度のPRTRデー
タの集計結果22を基に、「PRTRデータを読
み解くための市民ガイドブック」を作成し、
2016年９月に発行しました。
　また、身近な化学物質に関する疑問に対応
する「化学物質アドバイザー」の派遣を実施
しており、2016年度は17回実施しています。

（ ２）�家庭用化学製品の安全対策のため
の「安全確保マニュアル作成の手
引き」作成

　厚生労働省では、家庭用品に使用される
化学物質による健康被害を防止するため、
家庭用品規制法に基づいて規制基準を定め
ており、2017年３月末時点で、21物質群に
ついて、物質群ごとに対象製品（繊維製品、
洗浄剤等）の基準を設定しています。

　また、1995年７月のPL法の施行に伴い、
事業者自らによる製品の安全確保レベルの
より一層の向上を支援するため、家庭用品
メーカー等が危害防止対策を推進する際の
ガイドラインとなっている「家庭用化学製
品に関する総合リスク管理の考え方」を踏
まえ、各種製品群につき、メーカー等が製
品の安全対策を講ずるために利用しやすい
「安全確保マニュアル作成の手引き」を作
成しています。1998年に防水スプレーにつ
いて手引を作成したのを皮切りに、2011年
の家庭用洗浄剤・漂白剤まで５種類（10製
品群）の手引を作成しました。なお、直近
では、2015年３月に、家庭用防水スプレー
製品等安全確保マニュアル作成の手引（第
３版）の改定が行われました。今後、有識
者及び専門家等の意見を踏まえて、製品群
ごとに手引を作成又は改定する予定です。

（ ３）�軽井沢スキーバス事故を受けた対
応

　国土交通省では、2016年１月に長野県軽
井沢町で発生したスキーバス事故を踏ま
え、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員
会」を開催し、同年６月に「安全・安心な

消費者政策の実施の状況の詳細第2章
消費者の安全の確保第 １節

22�）「化学物質排出移動量届出制度（PRTR制度）」により、人の健康や動植物に有害な影響を及ぼすおそれのある化
学物質について、対象事業者には、毎年度、対象化学物質の環境に排出される量（排出量）及び廃棄物等に含まれ
て事業所の外に移動する量（移動量）についての届出が義務付けられており、国は届出の集計結果及び推計を行っ
た届出対象外の排出量の集計結果を併せて公表することとされている。これらの集計したデータのこと。
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貸切バスの運行を実現するための総合的な
対策」（以下「総合的な対策」といいます。）
を取りまとめました。
　総合的な対策では、安全対策の根幹にあ
る基本的な考え方を明確にした上で、それ
に沿った形で、対策の具体的な項目等つい
て整理しています。2017年３月末までに、
85項目中80項目について実施済みとなって
います。
　加えて、総合的な対策に基づき、2016年
10月に、旅行業者の企画募集のパンフレッ
ト等に貸切バスの事業者名の掲載を義務付
けるよう、通達の改正を行いました。同年
12月には、貸切バス事業者の安全情報を国
土交通省ウェブサイトに公表しています。
　このほか、国土交通省及び警察庁では、
乗客へのシートベルトの着用の注意喚起、
発車前の乗客のシートベルトの着用状況の
目視による確認等の徹底を全ての貸切バス
事業者に要請するとともに、シートベルト
着用励行リーフレットを作成し、ウェブサ
イト等を活用し周知しました。
　消費者庁では、2016年４月に、貸切バス
ツアーに関する消費者意識調査を実施し、
その結果を公表しました。

（ ４）�住宅・宅地における事故の防止
　建築行政の分野において、建築物の耐震
改修の促進に関する法律の一部を改正する
法律（平成25年法律第20号）や、建築基準
法の一部を改正する法律（平成26年法律第
54号）、建築士法の一部を改正する法律（平
成26年法律第92号）が成立するなど、社会
情勢の変化等に対応できるよう制度の見直
しが進められています。
　国土交通省では、2015年６月に各特定行
政庁23に対して、改定した「建築行政マネ

ジメント計画策定指針」に係る通知を発出
し、「建築行政マネジメント計画」の見直
しの積極的な取組と適切な業務の推進のた
めの支援を行いました。
　また、2015年５月に「大規模盛土造成地
の変動予測調査ガイドライン」及び「宅地
耐震工法選定ガイドライン」を改定し、「大
規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイド
ライン及び同解説」として取りまとめまし
た。

（ ５）�基礎ぐい工事の適正な施工を確保
するための取組

　国土交通省では、基礎ぐい工事問題の発
生を受けて、建築物の安全性確保や国民の
不安払拭を図る観点から、2015年10月に「基
礎ぐい工事問題に関する対策委員会」を開
催し、同年12月に中間取りまとめがなされ
ました。これを受け、基礎ぐい工事の適正
な施工を確保するための告示を2016年３月
に策定しました。告示やこれを受けた業界
団体ルールを自社の施工に取り入れている
企業数は133社中133社全てとなっています
（2017年３月末時点）。
　また、あわせて工事監理者が基礎ぐい工
事における工事監理を行うに当たっての留
意点を示したガイドラインを策定するとと
もに、建築基準法（昭和25年法律第201号）
上の中間検査等における留意点を取りまと
め、建築設計関係団体や特定行政庁等へ周
知しました。
　さらに、一級建築士定期講習等実施機関
に対して、地盤・基礎に関する講習内容の
追加・充実を依頼しており、2016年度にお
ける地盤・基礎に関する講習内容が反映さ
れた一級建築士定期講習の受講者数は、
４万2696名となっています。

23）建築行政事務を行う建築主事を置く市町村の長又は都道府県知事のこと。
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（ ６）�まつ毛エクステンションによる危
害の防止

　2013年６月に厚生労働省「生活衛生関係
営業等衛生問題検討会」で取りまとめた「ま
つ毛エクステンション教育プログラム」に
沿った教科書を公益社団法人日本理容美容
教育センターにおいて作成し、2014年度か
らこれを使用し、美容師養成施設通学者へ
の教育の充実が図られているところです。
　また、2013年度から、生活衛生関係営業
対策事業費補助金により、美容師を対象と
するまつ毛エクステンション指導者養成講習
会を実施する事業者団体を支援しています。
　国民生活センターでは、まつ毛エクステ
ンションによる危害を減らすため、事故情
報の分析や利用者の意識調査、接着剤の調
査等を行い、2015年６月に「後を絶たない、
まつ毛エクステンションの危害」24を公表
しました。
　なお、事故情報データバンクに登録され
ている、2016年度に発生したまつ毛エクス
テンションに関する事故の登録件数は、84
件となっています。
　このほか、厚生労働省では、2015年度に
各地方公共団体の衛生主管部局で把握した
消費者からの相談内容等について調査を実
施し、集計したところ、健康被害等の件数
は175件でした。

（ ７）�子供の不慮の事故を防止するため
の取組

　長年にわたり、１～14歳の子供の死因の
上位が不慮の事故となっており25、この傾
向は変わっていません。

　消費者庁では、子供の不慮の事故を防止
するための取組として、2009年12月から、
「子どもを事故から守る！プロジェクト」
を実施しています。具体的には、同プロジェ
クトのウェブサイトにて、全国の先進的な
取組事例等を紹介しているほか、０歳～小
学校入学前の子供の安全情報や事故予防の
豆知識、消費者庁に集約される事故情報を
基にした注意喚起を記したメールマガジン
「子ども安全メールfrom消費者庁」を、
2010年から配信しています。2016年度は51
回配信し、登録者数は約３万人となってい
ます。
　さらに、啓発活動として、同プロジェク
トのシンボルキャラクター26が、佐賀県、
大阪府茨木市、群馬県大泉町及び長崎県大
村市のイベントに参加し、子供の事故予防
を呼び掛けています。
　また、2016年６月に、９府省庁が参加す
る「子供の事故防止に関する関係府省庁連
絡会議」を設置し、2016年６月、同年11月
及び2017年３月の３回、会議を開催しまし
た。
　このほか、厚生労働省が実施した「人口
動態調査」の詳細データを入手・分析し、
同データを基に子供の事故防止に関する注
意喚起を２件公表するとともに、分析内容
をまとめ公表27しました。
　経済産業省では、2016年７月に開催され
た「子ども霞が関見学デー」の中で、製品
安全について親子で考える機会を設けまし
た。また、小学校高学年を対象とした製品
安全教育を試験的に実施しています。

24）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150604_1.html
25）厚生労働省「平成26年人口動態統計」
26�）一般公募を経てシンボルキャラクターとして「アブナイカモ」を採用し、消費者庁職員がテーマソング「おしえ
てね　アブナイカモ」を制作した（2013年１月23日公表）。
27�）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/pdf/children_accident_prevention_161102_0002.
pdf
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（ ８）�危険ドラッグ対策の推進
　薬物乱用対策の実施に当たり、関係行政
機関相互間の緊密な連携を確保するととも
に、総合的かつ積極的な施策を推進するこ
とを目的として、「薬物乱用対策推進会議」
（2008年12月閣議口頭了解）を設置してい
ます。現在は、薬物乱用の根絶を図るため、
「第四次薬物乱用防止五か年戦略」（2013
年８月薬物乱用対策推進会議決定）及び「危
険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対
策」（2014年７月18日薬物乱用対策推進会
議決定。2014年８月７日一部改正。）に基
づく取組を進めています。
　内閣府では、同戦略及び同緊急対策のフォ
ローアップを2016年６月に取りまとめまし
た。同年９月には薬物乱用対策推進地方本
部全国会議を開催し、同フォローアップに
ついて報告するとともに、関係府省庁及び
都道府県間の連携の促進を図っています。
　経済産業省では、新たに指定された指定
薬物について、産業分野での利用状況も踏
まえ、産業界への情報提供等を適切に行う
ことにより、同施策に対する産業界の理解と
協力の促進に努めています。また、同戦略
に基づき、国連の麻薬新条約上、国際的な
流通管理を実施すべきと定められている原
料物質について、外国為替及び外国貿易法
（昭和24年法律第228号）等に基づき、国際
会議等を通じた情報や関係国の規制等も踏
まえながら、輸出審査を厳格に実施しまし
た。さらに、講演会の開催を通じ、輸出事
業者等に対し、我が国における麻薬等原材
料輸出規制制度等の周知を行うとともに、
事業者における自主管理の徹底等を要請し
ました。
　法務省では、同戦略に基づき、必要とす

る者を対象に、刑事施設における薬物依存
離脱指導、少年院における薬物非行防止指
導を実施しており、同指導の担当職員を対
象にした研修を実施し、指導の充実を図っ
ています。
　警察では、医療品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律
（昭和35年法律第145号）を始めとする各
種法令を駆使して危険ドラッグ事犯の取締
りを徹底するとともに、関係機関との情報
共有を強化しています。
　なお、2016年中の危険ドラッグ事犯の検
挙事件数は、864事件、検挙人員は920人と
なっています。
　消費者庁では、関係機関と連携しつつ、
特定商取引法に違反しているおそれのある
危険ドラッグの通信販売サイトに対し、適
切な措置を講ずるとともに、関係機関に対
する情報提供を行い、消費者保護を十分に
確保するよう努めています。2016年度は10
の通信販売サイトに対し、表示の是正要請
を行いました。
　外務省では、2016年４月に開催された国
連麻薬特別総会において、覚醒剤や危険ド
ラッグ等の合成薬物問題が世界規模で拡散
していること、麻薬取引を含む国際組織犯
罪の不正収益がテロの資金源となるリスク
の高まり等を指摘し、国際的な対策が急務
であることなどを主張しました。また、国
連薬物・犯罪事務所（UNODC）28と連携し
て実施している、様々な国際協力や危険ド
ラッグ対策における日本の先駆的な取組に
ついても紹介しました。
　国土交通省では、自動車運送事業者を対
象として、危険ドラッグ等薬物に関する正
しい知識や使用禁止について、運転者等に

28�）United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crimeの略。持続可能な開発と人間の安全保障を確保する観点から、不正薬
物、犯罪、国際テロリズムの問題に包括的に取り組むことを目的に設立。
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対する日常的な指導・監督を徹底するよう、
運行管理者等に対して２年に一度受講が義
務付けられている一般講習等を通じて指導
を行っています。また、運行中の危険ドラッ
グ等薬物の使用が疑われる場合には、事業
者に対して監査を行い、点呼等の運行管理
や運転者に対する指導・監督が適切に行わ
れているか等、法令違反の有無をチェック
し、違反内容等に応じて行政処分を実施す
ることとしています。
　海上保安庁では、緊急通報用電話番号
「118番」29を積極的に広報し、薬物事犯等
の情報提供を国民に対して広く呼び掛けた
ほか、海事・漁業関係者に対して、薬物事
犯に係る情報の提供依頼等を行っています。
　厚生労働省では、指定薬物の指定につい
て、基本骨格が同じ物質を一括して指定す
る包括指定を行う等して、危険ドラッグに
含まれる物質を迅速に指定薬物に指定しま
した。2016年度までに新たに指定した指定
薬物は2,362物質となっています。
　また、危険ドラッグ販売店への継続的な
立入検査を行い、2014年３月時点で215店
舗存在した危険ドラッグ販売店舗を2015年
７月に全滅させました。さらに、地方厚生
局麻薬取締部において、危険ドラッグの製
造業者、販売業者等を中心に積極的な検挙
を行っています。
　取締り体制の強化にも努めており、地方
厚生局麻薬取締部において、2015年２月に
危険ドラッグ対策のため増員された29名を
活用し、取締り体制を強化しました。また、
財務省（税関）との協力体制も強化し、輸
入通関前での検査命令を行い、我が国への
危険ドラッグ（原料を含む。）の流入を阻
止しています。関係省庁と連携し、危険ド
ラッグ販売店及びインターネット上の販売

サイト等の情報共有を行っています。
　さらに、インターネット上で危険ドラッ
グを販売しているウェブサイトを調査し、
法令違反を発見した場合には当該サイトの
プロバイダ等に対して削除要請を行い、
ウェブサイト等を閉鎖又は販売停止に追い
込むよう取り組んでいます。2016年３月ま
でに、合計303サイトに削除要請を行い、
247サイトを閉鎖に追い込みました。
　また、内閣府、警察庁、消費者庁、文部
科学省、国土交通省、厚生労働省、法務省、
財務省がそれぞれ消費者への情報提供・啓
発活動を行っています。
　内閣府では、青少年に対して危険ドラッ
グの危険性等を周知するため、ウェブサイ
トにおいて啓発用短編マンガを用いた青少
年向けコンテンツを配信するなどの広報・
啓発活動を推進しています。
　警察では、各都道府県警察において「薬
物乱用防止教室」等を開催するほか、警察
庁において薬物乱用防止広報強化期間
（2016年６月から７月まで）を設定するな
ど、関係機関、関係団体等の連携を強化し、
危険ドラッグを含めた薬物の乱用防止のた
めの広報・啓発活動を推進しています。ま
た、インターネット上で危険ドラッグに関
する違法・有害情報を確認した場合に、的
確な対応がなされるよう、インターネット・
ホットラインセンターの役割の周知を図っ
ています。
　消費者庁では、薬物乱用に関する各種運
動・月間等の時期に合わせ、薬物乱用防止
に関する通知を、関係府省庁と連名で各都
道府県の関係部局に発出し、消費生活セン
ター等に広報・啓発の強化等について依頼
することで、薬物の危険性・有害性の周知
徹底、訴求対象に応じた広報・啓発活動の

29）http://www.kaiho.mlit.go.jp/doc/tel118.html
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推進、関係機関の相談窓口等の周知徹底等
を図っています。
　また、消費者庁ウェブサイトにおいて、
上記通知や、関係府省庁の薬物乱用対策の
ページへのリンクを掲載し、消費者に対す
る危険ドラッグの正しい知識の情報提供・
普及啓発を実施しています。
　文部科学省では、全ての中学校と高等学
校で、警察職員、麻薬取締官OB、学校薬
剤師等を講師とした薬物乱用防止教室を年
１回は開催するよう促すとともに、薬物乱
用防止啓発のための啓発教材等を作成し、
小学５年生、中学１年生、高校１年生等に
配布するなど、学校での薬物乱用防止教育
の充実強化を図っています。
　また、学校における薬物乱用防止教育等
の充実を図るため、薬物乱用防止教室の指
導者になる者を対象とした講習会、教職員
等を対象としたシンポジウムを開催すると
ともに、大学生等向け啓発用リーフレット
を作成・配布しました。
　国土交通省では、運行管理者の受講が義
務付けられている講習や地方運輸局が開催
する自動車事故防止セミナー等において、
危険ドラッグ等薬物の使用禁止に係る啓発
活動を推進しています。
　厚生労働省では、「『ダメ。ゼッタイ。』
普及運動」�（2016年６月20日～７月19日）
及び「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」（同年
10月１日～11月30日）等において啓発資材
の配布やキャンペーンの実施等、危険ド
ラッグ等の危険性・有害性の周知徹底、訴
求対象に応じた広報啓発活動の推進を図っ
ています。また、近年、若年層の大麻や危
険ドラッグの乱用が問題となっていること
から、大麻や危険ドラッグ等の怖さについ

て解説した薬物乱用防止啓発のための資材
を作成し、全ての高等学校卒業予定者、小
学校６年生の保護者、青少年に配布してい
ます。
　法務省では、「“社会を明るくする運動”
～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える
地域のチカラ～」30の一環として、危険ド
ラッグを含めた薬物乱用問題等をテーマと
した非行防止教室等を開催しています。
2016年には、1,875回の非行防止教室等を
開催しました。
　財務省では、税関ウェブサイトや税関ツ
イッター等を活用し、危険ドラッグについ
て注意喚起を行うとともに、学校等へ税関
職員を派遣して行う薬物乱用防止教室等に
おいて、違法薬物と併せて危険ドラッグの
人体への悪影響や危険性について注意喚起
を行っています。

２ ．�消費者事故等の情報収集及び
発生・拡大防止

（ １）�事故情報の収集、公表及び注意喚
起等

　消費者庁及び国民生活センターでは、関
係機関の協力を得て、生命・身体に関する
事故情報を広く収集し、事故防止に役立て
るためのデータ収集・提供システムである
「事故情報データバンク」31を2010年４月
１日から運用しています。
　また、消費者庁では、消費者安全法の規
定に基づき通知された生命・身体被害に関
する消費者事故等について、（原則として）
週１回定期的に公表しており、2016年度に
おいては、重大事故等1,286件の事故の概
要等の公表を行いました。
　また、消費生活用製品安全法の規定に基

30�）全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を
合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動。
31）http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
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づき報告のあった重大製品事故について
は、原則として週２回定期的に公表してお
り、2016年度においては、802件の事故の
概要等の公表を行いました。
　さらに、特に消費者が注意すべき事案に
ついては、被害の未然防止・再発防止を図
るために、消費者への注意喚起を実施して
います。
　内閣府、文部科学省、厚生労働省では、
教育・保育施設等（認定こども園、幼稚園、
保育所、小規模保育、認可外保育施設等）
における重大事故の再発防止の取組につい
て、専門家による「教育・保育施設等にお
ける重大事故の再発防止策に関する検討
会」32を開催し、2015年12月に最終取りま
とめ33を行いました。これを受け、2016年
３月に「教育・保育施設等における事故防
止及び事故発生時の対応のためのガイドラ
イン」を作成し、重大事故の再発の防止の
ため、地方公共団体による事後的な検証の
実施について通知するとともに、教育・保
育施設等に対する指導監査等は、目的に照
らし、必要に応じて、事前通告せずに実施
することについて通知しました。
　さらに、2016年度からは「教育・保育施
設等における重大事故防止策を考える有識
者会議」を開催し、教育・保育施設等にお
ける事故の発生及び再発の防止に向け、検
討をしています。
　また、2015年度からは「特定教育・保育
施設等における事故情報データベース」34

を公表しており、2016年度分の事故情報に
ついて、2017年３月に公表しました。この
ほか、地方公共団体において、教育・保育
施設等における死亡事例等重大事故につい
て、検証を開始しています。

　2015年８月に公表された消費者委員会
「商業施設内の遊戯施設における消費者安
全に関する建議」に基づき、商業施設内の
遊戯施設の安全に関するガイドラインの策
定に向けた検討会を2016年４月から２回開
催し、同年６月、「商業施設内の遊戯施設
の安全に関するガイドライン」を取りまと
め、公表しました。
　また、2016年７月には、流通業界に対し、
商業施設内の遊戯施設における事故情報の
収集、情報提供に関する周知文を発出しま
した。

（ ２）�緊急時における消費者の安全確保
　緊急事態等においては、「消費者安全の
確保に関する関係府省緊急時対応基本要
綱」（2012年９月28日関係閣僚申合せ）で定
める手順に基づき、関係府省が相互に十分
な連絡及び連携を図り、政府一体となって
迅速かつ適切に対応し、消費者被害の発生・
拡大の防止に努めるとともに、関係行政機
関や事業者、医療機関等から寄せられる事
故情報については迅速かつ的確に収集・分
析を行い、消費者への情報提供等を通じて、
生命・身体に係る消費者事故等の発生・拡
大を防止することとしています。なお、同
要綱及び「冷凍食品への農薬混入事案を受
けた今後の対応パッケージ」（2014年３月17
日関係府省庁局長申合せ）を踏まえ、消費
者庁では、関係府省と連携し、毎年度１回
緊急時対応訓練を実施することとしており、
2016年度は、2017年１月に食品安全委員会、
警察庁、厚生労働省、農林水産省と連携し、
訓練の詳細を当日まで明かさないブライン
ド方式で行う等、実践的な方法での緊急時
対応訓練を実施しました。

32）http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html#kyouiku_hoiku
33）http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/27_torimatome.pdf
34）http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html
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（ ３）�リコール情報の周知強化
　これまで関係府省等が主管する法令など
に基づき個々に公表していた「リコール情
報」について、消費者庁がこれらの情報を
一元的に収集した上で、消費者が分野横断
的にリコール情報を確認できる「消費者庁
リコール情報サイト」35の運用を2012年４
月１日から開始しました。2013年後半から
は地方公共団体や事業者が独自に公表して
いる情報などの収集にも努め、2016年度ま
でに4,846件のリコール情報が登録されて
おり、メールマガジンの登録数は7,948件
となっています。また、リコールが多発し
ている製品群に着目し、当該製品群に係る
事故事例、製品規格、正しい使い方などと
いった製品安全情報を中心とした関連情報
の提供にも取り組んでいます。

（ ４）�製品安全に関する情報の周知
　消費者庁に報告が行われる重大製品事故
の情報や経済産業省に届出が行われるリ
コールの情報等については、経済産業省の
ウェブサイト等で随時公表36を行い、消費
者等への注意喚起を行っています。
　また、政府広報や、独立行政法人製品評
価技術基盤機構（以下「NITE」といいま
す。）のプレスリリースにおいても、最近
事故が増加している製品や季節に応じて事
故が増加する製品等の注意喚起を行ってい
ます。
　2016年度は、長期使用製品安全点検制度
の所有者情報の登録率向上のため、取引事
業者、関連事業者等との連携を進めるとと
もに、政府広報等の各種媒体を通じた消費
者への働き掛けを行っています。
　また、国民生活センターでは、人の生命・

身体等に重大な影響を及ぼす商品や品質・
表示等に問題のある商品について、消費者
被害の救済や未然防止・拡大防止のために、
消費者の使用実態を考慮しつつ科学的に信
頼性の高い商品テストを実施しています。
テスト結果において、商品の問題や使用に
当たって注意を要すること等が確認された
場合には、消費者へ注意喚起をするととも
に、関係行政機関・団体に要望・情報提供
を行っています。

（ ５）�道路運送車両法に基づく自動車の
リコールの迅速かつ着実な実施

　国土交通省では、自動車のリコールの迅
速かつ着実な実施のため、2015年６月に道
路運送車両法（昭和26年法律第185号）を
改正し、装置メーカーへの対策を強化しま
した。また、自動車メーカー等及びユーザー
からの情報収集に努め、自動車メーカー等
のリコール業務について監査等の際に確
認・指導するとともに、安全・環境性に疑
義のある自動車については独立行政法人自
動車技術総合機構において現車確認等によ
る技術的検証を行っています。2016年度は、
リコール届出件数が364件、リコール対象
台数が1585万台となっています。また、ユー
ザーからの不具合情報の収集を強化するた
め、「自動車不具合情報ホットライン」37に
ついて周知活動を積極的に行いました。

（ ６）�高齢者向け住まいにおける安全の
確保

　厚生労働省では、2015年３月30日付けで
厚生労働省が改正した「有料老人ホームの
設置運営標準指導指針」を同年７月１日か
ら適用し、都道府県等の指導指針に反映す

35）http://www.recall.go.jp/
36）http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/
37）http://www.mlit.go.jp/RJ/
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るよう周知・徹底を図りました。また、
2016年４月には、有料老人ホームを対象と
した指導状況等のフォローアップ調査や全
国会議を通じて、都道府県等において指導
指針を的確に運用し、行政指導を徹底する
ように要請しました。

３ ．�的確かつ迅速な事故の原因究
明調査と再発防止

（ １）�消費者安全調査委員会による事故
等原因調査等の実施

　2012年10月に消費者庁に設置された消費
者安全調査委員会（以下「消費者事故調」
といいます。）は、生命・身体の被害に関
する消費者事故等の中から、事故等の発生・
拡大の防止及び被害の軽減を図るために原
因を究明する必要性が高い事故を選定し、
調査を行うこととしており、調査権限を行
使するなどして自ら調査を行うほか、他の
行政機関等により調査が行われている場合
には、その調査を評価（活用）して原因を
究明します。また、必要に応じて、被害の
発生・拡大防止のため講ずべき施策・措置
について、内閣総理大臣や関係行政機関の
長に勧告や意見具申を行うこともできます。
　消費者事故調は、これまでに13件の事案
を調査等の対象として選定し、2016年度は以
下の２件について報告書を決定・公表し、各
府省へ意見を述べて調査等を終了しました。
・�ハンドル形電動車椅子を使用中の事故
（2016年７月に調査結果を取りまとめた
報告書を決定・公表し、消費者事故調か
ら消費者庁長官、厚生労働大臣、経済産
業大臣及び国土交通大臣に対して消費者
安全法第33条の規定に基づき意見）
・�2006年６月３日に東京都内で発生したエ
レベーター事故（2016年８月に調査結果
を取りまとめた報告書を決定・公表し、
消費者事故調から国土交通大臣に対して

消費者安全法第33条の規定に基づき意見）
　さらに、体育館の床板の剝離による負傷
事故について、2016年９月に経過報告を決
定・公表しました。
　そのほか、同委員会の発足から2016年度
にかけて、事故等原因調査等の申出制度に
よる申出を239件受け付け、2016年度は40
件の申出を受け付けました。

（ ２）�昇降機、遊戯施設における事故の
原因究明、再発防止

　国土交通省では、昇降機（エレベーター、
エスカレーター）や遊戯施設に係る事故情
報・不具合情報の分析、再発防止の観点か
らの事故発生原因解明に係る調査、再発防
止対策等に係る調査等を実施し、調査結果
を報告書として2016年度に６件公表しまし
た。また、2016年11月には昇降機の、2017
年２月には遊戯施設の点検項目の基準改正
を行い、同年３月には遊戯施設の客席部分
の拘束装置の技術基準の改正を行いました
（それぞれ2017年４月、2017年10月、2018
年４月から施行）。
　このほか、建築基準法の一部を改正する
法律（平成26年法律第54号）により創設さ
れた国の調査権限の活用等による迅速な原
因究明等を図りました。

（ ３）�国民生活センターにおける商品テ
ストの実施

　国民生活センターでは、全国の消費生活
センター等で受け付けた商品に関する苦情
相談の解決のために商品テストを行うとと
もに、商品群として問題があると考えられ
る場合は、被害の未然防止・拡大防止のた
めに商品テストを実施し、広く情報提供し
ています。2016年度に各地の消費生活セン
ターから依頼のあった商品テスト373件に
ついて内容を検討し、168件については過
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去の同種事例や知見による技術相談等を行
い、205件をテストとして受け付け、全件
に対応しました。また、注意喚起のための
商品テストを10件実施し、公表するととも
に、関係行政機関・団体に要望・情報提供
を行っています。
　さらに、NITEとの実務者会議を毎月１
回定期的に開催し、情報を共有するととも
に、専門性が高いテストの実施や評価に当
たっては、有識者や研究機関等の技術・知
見の活用を図りました。

（ ４）�消費生活用製品安全法に基づく事
故情報の分析と原因の調査・究明
等

　経済産業省では、2016年度に消費生活用
製品安全法第35条第１項の規定に基づき政
府に報告された重大製品事故538件につい
て、製品事故の原因究明を行うとともに、
その結果について公表し、事故情報の提供
と注意喚起を行っています。
　また、NITEによる重大製品事故等の原
因究明調査の結果等に基づき、製造事業者
や輸入事業者等に対する再発防止等に向け
た対応は逐次実施しており、また、消費者
に対しても迅速に誤使用・不注意等に関す
る注意喚起も行っています。
　さらに、電気用品安全法（昭和36年法律
第234号）やガス事業法（昭和29年法律第
51号）等の技術基準についても、相次いで
発生している事故の再発防止、新技術及び
新製品への対応等の観点から、随時見直し
を行っています。

（ ５）�製品等の利用により生じた事故等
の捜査等

　エレベーターによる死亡事故を始め、製

品等の利用による死傷事故等、消費者被害
に関する事故が発生した場合には、事故発
生の原因や責任の所在捜査はもちろんのこ
と、事故の再発防止、被害の拡大防止が求
められています。
　これらを背景として、都道府県警察では、
製品等の利用により生じたと疑われる事故
等を認知した際には、迅速に捜査を推進し、
責任の所在を明らかにするよう努めるとと
もに、関係行政機関と共に事故現場等にお
いて情報交換を積極的に行うなど、相互に
協力しながら再発防止を図っています。ま
た、警察庁では、都道府県警察に対して、
製品等の利用により生じた事故等の情報収
集や関係行政機関との協力の必要性につい
て指示しているほか、こうした事故等を認
知した際には、関係行政機関への通知など
をしています。なお、製品等の利用により
生じた事故について、2016年度中に警察庁
が関係行政機関に対して通知した件数は73
件となっています。

（ ６）�製品火災対策の推進及び火災原因
調査の連絡調整

　近年の火災の出火原因は極めて多様化し
ており、その中で自動車、電気用品やストー
ブなど、国民の日常生活に身近な製品が発
火源となる火災が発生しています。
　消防庁では、国民への注意喚起を迅速か
つ効率的に行うため各消防本部からの報告
を基に製品火災情報を集約し、製品の不具
合により発生したと判断された火災の製造
事業者名や製品名などを「製品火災に関す
る調査結果」38として四半期ごとに公表し
ています。2016年に製品の不具合により発
生したと判断され、公表した火災は113件
となっています。

38）https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/11/281108_houdou_3.pdf
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　経済産業省では、NITEによる重大製品
事故等の原因究明調査において、消防機関
との合同調査を行っています。また、
NITEでは、製品燃焼実験室での再現実験
等を踏まえて、毎月１回以上のプレスリ
リース等によって消費者への注意喚起を
行っています。これらの取組によって迅速
かつ的確な同種事故の再発防止、未然防止
に努めています。

４ ．食品の安全性の確保
（ １）�食品安全に関する関係府省の連携

の推進
　2012年６月に、食品安全基本法第21条第
１項に規定する基本的事項（2004年１月閣
議決定）の変更が閣議決定され、消費者庁
が、食品安全に関わる行政機関として明確
に位置付けられました。それ以降、食品安
全行政を行う関係行政機関においては、相
互の密接な連携を図る取組として、消費者
庁の調整の下、関係府省連絡会議等を定期
的に開催し、食品の安全性の確保に関する
施策を総合的に推進していくこととしてい
ます。
　関係府省間の連携強化を図るための会議
としては、「食品安全行政に関する関係府
省連絡会議」（年数回）のほか、「食品安全
行政に関する関係府省連絡会議幹事会」（毎
週）、「リスクコミュニケーション担当者会
議」（隔週）、「リスク情報関係府省担当者
会議」（毎月）等を定期的に開催しています。

（ ２）�リスク評価機関としての機能強化
　食品安全基本法では、食品のリスクが存

在することを前提として、これをコント
ロールしていくという考え方の下、「リス
クアナリシス」39という考え方が導入され
ています。
　また、同法の規定に基づき、食品の安全
性について、科学的知見に基づいて中立公
正に「リスク評価」を行う機関として、
2003年７月、内閣府に食品安全委員会が設
けられ、人の健康に悪影響を及ぼすおそれ
のあるものを含む食品を摂取することに
よって、どのくらいの確率で、どの程度人
の健康に悪影響が生じるかを科学的に評価
しています。
　2015年度には、より迅速かつ信頼性の高
いリスク評価のための新しい評価方法とし
て、動物実験に加えて、コンピュータ等を
用いた手法の導入・活用や、食物アレルギー
の評価等の企画・立案機能を強化するため、
食品安全委員会事務局評価第一課に評価技
術企画室を設置しました。さらに、食品安
全委員会に「評価技術企画ワーキンググ
ループ」を設置し、2016年度から調査審議
等を開始しています。
　このほか、海外のリスク評価機関等との
連携強化も進めており、2015年度は、連携
を具体化し、更なる連携強化を目指すため、
フランス食品環境労働衛生安全庁（ANS-
ES）及びポルトガル経済食品安全庁
（ASAE）との協力覚書を締結40するとと
もに、欧州食品安全機関（EFSA）との協
力覚書を改定しました。2016年度は、新た
にドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）と
の協力覚書を締結41しました。
　今後、これらの協力覚書に基づき、食品

39�）リスクアナリシスとは、①食品中に含まれる特定の物質等が人の健康に及ぼす影響を科学的に評価する「リスク
評価」と、②リスク評価の結果に基づいて国民の食生活等の状況を考慮して基準の設定や規制等の対応を行う「リ
スク管理」、③これらの情報を共有して、消費者、事業者、行政機関等が情報・意見交換する「リスクコミュニケー
ション」の３要素からなる考え方のこと。
40）https://www.fsc.go.jp/iinkai/co_anses.html
　　https://www.fsc.go.jp/iinkai/co_portugal.html
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のリスク評価に関する情報交換、意見交換
等が行われる予定です。

（ ３）�食品安全に関するリスク管理
　食品の安全性を向上させ、健康への悪影
響を未然に防止するためには、生産から消
費にわたってリスク管理に取り組むことが
不可欠です。
　厚生労働省では、飲食に起因する衛生上
の危害の発生に関するリスク管理機関とし
て、食品衛生法の規定に基づき、食品に残
留する農薬、汚染物質や食品に使用する添
加物など、食品や添加物等の規格基準の設
定を行っており、2015年度及び2016年度に
おいては、食品中の農薬等の残留基準の設
定件数が75件、食品添加物の新規指定件数
が８件となっています。
　また、都道府県等関係行政機関と連携し
た規格基準の遵守等に関する監視指導を実
施しています。
　農林水産省では、食品が安全であるかど
うか、安全性を向上させる措置をとる必要
があるかどうかを知るために、食品安全に
関する情報を収集・分析し、優先的にリス
ク管理の対象とする有害化学物質・有害微
生物を決定した上で、農畜水産物・食品中
の含有実態調査を行っています。その上で、
これらの実態調査の結果を解析し、必要が
ある場合には、低減対策を検討することと
しています。これらの各過程において、生
産者、事業者、消費者、地方公共団体等と
情報・意見の交換を行い、必要に応じそれ
らの情報・意見をリスク管理措置に反映さ
せています。
　2016年度は、有害化学物質・有害微生物
リスク管理基礎調査事業等にて、30件の実
態調査を実施しました。

　低減対策に関しては、2016年６月に「養
殖ヒラメに寄生したクドア・セプテンプン
クタータによる食中毒の防止対策」を改定
し、飼育水の殺菌等の効果的な感染防除策
等の情報を追加したほか、これまでにまと
めた指針等の普及を図りました。
　また、野菜や山菜と誤って有毒な植物を
摂取したことによる食中毒が数多く報告さ
れたことを受けて、同年５月に野菜等を出
荷する生産者や消費者に向け、野菜等と有
毒な植物の特徴を紹介したリーフレット
「野菜・山菜とそれに似た有毒植物」を公
表しました。
　そのほか、ウェブサイトやメールマガジ
ン等を活用し、消費者への的確な情報の伝
達・提供等にも取り組んでいます。例えば、
2016年６月には、動画「楽しい食生活のた
めに―食中毒を防ごう―」（調理編・食事編・
買い物編）を公開し、食中毒を防止するた
めに家庭でできる取組の普及を進めました。
また、コーヒー、マテ茶及び非常に熱い飲
料の発がん性評価に関する情報など、社会
的に関心の高いテーマについてタイムリー
に正確な情報発信や注意喚起をしました。

（ ４）�食品の安全性に関するリスクコ
ミュニケーションの推進

　2012年６月に消費者庁が、食品安全に関
わる行政機関として明確に位置付けられた
ところ、そのうち、リスクコミュニケーショ
ンに関しては、消費者庁が関係府省等の事
務の調整を担うこととされ、消費者庁、食
品安全委員会、厚生労働省及び農林水産省
（以下「４府省」といいます。）等が連携
して、食品安全に関するリスクコミュニ
ケーションの取組を推進しています。
　４府省で連携した食品の安全性に関する

41）https://www.fsc.go.jp/iinkai/co_bfr.html
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リスクコミュニケーションの取組として、
2016年度は、「食品中の放射性物質の検査
のあり方を考える意見交換会」を５回、「牛
海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の見直しに関す
る意見交換会」を２回、「食品の安全を守
る取組に関する意見交換会」を２回開催し
ました。
　また、消費者庁、厚生労働省及び農林水
産省が連携し、「健康食品との付き合い方
を考える意見交換会」を１回開催しました。
　このほか、2016年度は新たな取組として、
全国４会場（東京都２会場、宮城県、大阪
府）で実施された親子参加型イベントに出
展し、小学生とその保護者に食品安全に関
する情報提供（ミニセミナー、ワークショッ
プ）を実施しました。加えて、同会場にて
食品中の放射性物質に関するステージプロ
グラムを行いました。
　なお、上記以外で、関係府省ごとに行っ
た食品の安全性に関するリスクコミュニ
ケーションの取組は、以下のとおりです。
　消費者庁では、2016年度に地方公共団体
等と連携し、健康食品、食品添加物等のテー
マについてリスクコミュニケーションを実
施しました。食品中の放射性物質に関する
リスクコミュニケーションについては、引
き続き重点的に取り組んでおり、福島県を
始めとした地方公共団体や消費者団体等と
連携し、全国各地で意見交換会等を100回
開催しました。
　また、2013年度以降、食品・水道水の検
査結果や、出荷制限等の範囲など、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」（2011年５月30日から適宜改訂、2017
年３月14日に第11版を発行。）及び特に重

要な点を抜粋した「食品と放射能Ｑ＆Ａ�
ミニ」（2015年３月25日に初版発行、2017
年３月14日に第３版を発行。）も作成し、
ウェブサイトで公表するとともに、意見交
換会の会場等で配付しています（食品中の
放射性物質に関する取組については、第２
部第２章第１節４．⑹を参照。）。
　このほか、食品に関するリスクコミュニ
ケーション研究会を開催し、消費者庁の今
後のリスクコミュニケーションの取組方向
について報告書を取りまとめました。
　食品の安全に関する注意喚起や回収情報
等についても、報道発表や地方公共団体へ
の情報提供、リコール情報サイトや消費者
庁ツイッター、Facebook等を通じて、消
費者へ情報提供を行っています。
　食品安全委員会では、リスク評価結果等
への国民の理解の促進等のため、食品の安
全性や食中毒等をテーマとして取り上げ、
地方公共団体と連携した意見交換会や、マ
スコミや消費者団体との意見交換会を開催
しました。また、海外の専門家を招へいし、
食品安全に関する最新の知見を紹介する国
際セミナーや、食品安全に関する科学的知
識の普及・啓発のための地方における「リ
スクアナリシス講座」や東京での「精講：
食品健康影響評価」を開催しました。
　さらに、ウェブサイトやメールマガジン、
Facebook、オフィシャルブログ、季刊誌
等による情報発信を行うとともに、「食の
安全ダイヤル」42を設けて、電話やメール
による一般消費者等からの相談や意見を受
け付けています。
　厚生労働省では、食品中の放射性物質に
関して、摂取量調査の結果や出荷制限等に
ついてウェブサイトで情報提供するととも
に、都道府県等が策定した検査計画や実施

42）http://www.fsc.go.jp/dial/
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した検査結果を取りまとめ、ウェブサイト
を通じて国内外へ情報提供を行っています。
　そのほか、政府広報や厚生労働省ツイッ
ターを活用し、有毒植物、毒キノコ、ノロ
ウイルスといった食中毒予防のポイントな
ど、時宜に応じた情報発信を行うとともに、
食肉等による食中毒予防に関するリーフ
レットやクリアファイル、輸入食品の安全
確保に関するリーフレットなど、食中毒予
防や食品安全確保の取組に関する啓発資材
を作成し、意見交換会等で配布するなど、
積極的な情報提供に努めています。
　農林水産省では、本省及び地方農政局等
において、消費者や事業者との意見交換会・
説明会等の開催や講師の派遣を通じて、食
品安全に関するテーマや動植物の防疫等に
ついて積極的な情報提供に努めています。
　具体的には、農林水産省のウェブサイト
「安全で健やかな食生活を送るために」43

において一般消費者向けに、2006年度から
食品安全や望ましい食生活に関する情報提
供を行っています。
　農林水産省メールマガジン「食品安全エ
クスプレス」44において、同省を始め食品
安全関係府省による報道発表資料等の最新
情報を月曜日から金曜日までの平日に毎日
発信しています。
　さらに、2017年３月に農林水産省「消費
者の部屋」45において、食品中の放射性物
質に対する取組について特別展示を開催し
ました。

（ ５）�輸入食品の安全性の確保
　輸入食品の安全性に対する国内の高い関
心を受け、政府は、主要食料輸入国や食の

安全に関わりの深い国際機関を所管する在
外公館を中心に設置している「食の安全担
当官」などを活用し、個別事例への対応や
各国政府・国際機関との連絡体制の強化、
更には、国内関係府省・機関における連絡
体制の強化に取り組んできています。
　食品流通のグローバル化の進展、消費者
ニーズの多様化などを背景に、輸入食品の
届出件数は年々増加しています。増加する
輸入食品の安全性を確保するため、厚生労
働省は、輸入時の検査や輸入者の監視指導
等を効果的かつ効率的に実施し、輸入食品
等の一層の安全性確保を図るため、「輸入
食品監視指導計画」を年度ごとに策定して
おり、厚生労働省及び外務省では、「輸入
食品監視指導計画」46に基づき、輸出国、
輸入時（水際）、国内流通時の３段階の監
視指導を実施しています。
　輸出国での安全対策として、日本への輸
出食品について食品衛生法違反が確認され
た場合は、輸出国政府等に対して原因の究
明及び再発防止対策の確立を要請するとと
もに、二国間協議を通じて生産等の段階で
の安全管理の実施、監視体制の強化、輸出
前検査の実施等の推進を図っています。
　外務省では、駐在国における関係政府機
関との連絡体制の構築や、在留邦人等への
情報伝達のための連絡体制の構築をしてい
ます。
　さらに、輸入食品に関する個別の問題が
発生した場合は、関係政府機関からの情報
収集及び関係政府機関への働き掛けをして
います。
　また、関係国際機関（WTO（世界貿易
機関）､ WHO（世界保健機関）､ OIE（国際

43）http://www.maff.go.jp/j/fs
44）http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/mail_magagine.html
45）http://www.maff.go.jp/j/heya/
46）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/kanshi/index.html
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獣疫事務局）､ FAO（国際連合食糧農業機
関）及びコーデックス委員会（国際食品規
格委員会））における国際基準を含む ｢食
の安全｣ についての議論の情報収集及び蓄
積に努めています。
　輸入時の対策としては、多種多様な輸入
食品を幅広く監視するため、輸入港や空港
に設置された検疫所が年間計画に基づくモ
ニタリング検査を実施しており、検査の結
果、違反の可能性が高いと見込まれる輸入
食品については、輸入の都度、輸入者に対
して検査命令を実施しています。また、検
疫所の検査機器の整備等、輸入食品の安全
性確保体制の強化を図っています。
　国内流通時の対策としては、厚生労働省
本省、検疫所等と連携を取りつつ、都道府
県等が国内流通品としての輸入食品に対す
る監視指導を行っており、違反食品が確認
された際には、速やかに厚生労働省に報告
を行い、輸入時監視の強化（モニタリング
検査や検査命令等）を図っています。

（ ６）�食品中の放射性物質に関する消費
者理解の増進

　2013年１月７日に消費者庁内に設置した
「食品と放射能に関する消費者理解増進
チーム」において、関係府省や地方公共団
体との連携の下、意見交換会等の開催や消
費者庁ウェブサイトでの情報提供など、リ
スクコミュニケーションの強化を始めとす
る消費者理解増進のための施策を効果的に
行うことにより、風評被害の払拭を図って
います（2016年度に講じた食品中の放射性
物質に関するリスクコミュニケーションに
ついては、第２部第２章第１節４．⑷を参
照。）。
　また、2013年２月から半年に１度、被災
地域及び被災地産品の主要仕向け先となる
都市圏の消費者約5,000人を対象として、

インターネットを通じた消費者意識の実態
調査を行っています。2017年３月に公表し
た「風評被害に関する消費者意識の実態調
査（第９回）」の結果からは、食品中の放
射性物質について、検査等の仕組みにより
安全が確保されているということが十分に
知られておらず、他県産に比べ、福島県産
の食品の購入をためらう人が多いという状
況が伺えました。この要因として、これま
での調査結果を分析すると、福島県産の食
品の購入をためらう人の割合は、福島県内
では減少しているものの、全国の大消費地
では減少していないこともわかりました。
これらの調査結果を受けて取組を進めるに
当たっては、2017年２月に取りまとめた「食
品に関するリスクコミュニケーション研究
会」の報告書も踏まえ、関係府省等との連
携の下、これまでの福島県を中心とした取
組から、消費地での取組に重心を移すとと
もに、効果的なリスクコミュニケーション
の手法を検討し、全国の消費者が自主的か
つ合理的な選択を実行するために必要な正
確な情報提供を行い、消費者理解の増進を
図っていく予定です。
　さらに、消費者庁では、食品と放射能問
題の全国的な広がりを踏まえ、消費者の安
全・安心を一層確保するため、生産・出荷
サイドだけではなく、消費サイドでも食品
の安全を確保する取組を進めており、国民
生活センターとの共同で、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
で食品の放射性物質を検査する体制の整備
を支援しています。2016年度において、
206の地方公共団体に対し、266台の検査機
器を貸与しています。

（ ７）�農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普
及推進

　農業生産工程管理（以下「GAP」47とい
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います。）とは、農業生産活動を行う上で
必要な点検項目を関係法令等に則して定
め、これに沿って、各工程の正確な実施、
記録、点検及び評価による持続的な改善を
行う活動のことです。
　農林水産省では2010年４月に、我が国の
農業生産活動において、実践を奨励すべき
取組を明確化し、一定水準以上のGAPの
導入が進むよう、「農業生産工程管理
（GAP）の共通基盤に関するガイドライ
ン」48を策定しました。
　また、2015年の「食料・農業・農村基本
計画」（2015年３月閣議決定）では、「農林
水産省のガイドラインに則した一定水準以
上のGAPの普及、拡大を推進する」ことが
施策として位置付けられたところです。こ
れを受けて、2016年度は、同ガイドライン
に準拠したGAPの更なる普及及び国際的
な取引に通用するGAPの認証取得を促進
するため、GAP戦略協議会の議論を経て策
定した「アクションプラン」により、GAP
の取組を推進するとともに、生産者向け研
修会の開催や認証取得を支援しました。

（ ８）�中小規模層の食品製造事業者の
HACCP導入の促進

　食品の安全と消費者の信頼の確保を図る
ため、生産から消費に至るフードチェーン
全体において安全管理の取組強化が求めら
れている中、厚生労働省及び農林水産省で
は食品の安全性の向上と品質管理の徹底等
を目的に、問題のある製品の出荷を未然に
防止することができるHACCP49の普及・
導入促進のための施策を実施しています。

　厚生労働省では、2016年３月から、「食
品衛生管理の国際標準化に関する検討会」
を開催し、食品衛生法等におけるHACCP
による衛生管理の制度化に向けた検討を行
い、同年12月に最終取りまとめを公表しま
した。さらに、消費者を含めたHACCP関
係者による情報・意見交換を行う「HACCP
普及推進連絡協議会」を、地方７ブロック
で開催したほか、中小規模の事業者へ
HACCPを普及するため、①「HACCP普及
推進連絡協議会」（国及び地方公共団体や、
食品関係団体、消費者団体等が情報交換及
び意見交換を実施）、②「HACCPチャレン
ジ事業」（HACCPに取り組む事業者をウェ
ブサイトで公表）、③「地域連携HACCP導
入実証事業」（HACCP導入の成功事例を全
国的に普及するためのモデル事業）、④飲
食店事業者を対象としたHACCPの考え方
に基づく衛生管理の講習会を行いました。
　農林水産省では、HACCPの導入を促進
するため、食品の製造過程の管理の高度化
に関する臨時措置法（平成25年法律第103
号）に基づく施設や体制整備についての長
期低利融資のほか、高度化基盤整備の普及・
定着のための研修、HACCP導入に向けた
基礎研修、指導者・責任者を養成するため
の研修の開催を支援しており、2016年度は
51回開催しました。
　また、消費者の理解促進のためのセミ
ナーの開催も支援しており、2016年度は13
回開催しました。

（ ９）�食品のトレーサビリティの推進
　食品のトレーサビリティとは、食品の移

47）Good�Agricultural�Practiceの略。
48）http://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/guideline/index.html
49�）食品衛生管理システムの一つ。Hazard�Analysis�and�Critical�Control�Pointの略。危害要因分析・重要管理点と
訳される。原料受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの危害を分析（危害要
因の分析）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点）を継続的に監視・記録する工程管理の
システム。
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動を把握できることを意味し、日頃から食
品を取り扱った記録を残すことにより、万
が一、健康に影響を与える事件・事故が起
きたときの迅速な製品回収や原因究明のた
めの、経路の追跡と遡及、表示が正しいこ
との確認等に役立ちます。
　米トレーサビリティ法では、米穀等（米
穀及びだんごや米菓、清酒等の米を使った
加工品）に問題が発生した際に流通ルート
を速やかに特定するため、生産から販売・
提供までの各段階を通じ、取引等の記録を
作成・保存し、米穀等の産地情報を取引先
や消費者に伝達することが米穀事業者へ義
務付けられています。
　米トレーサビリティ法に基づく取組とし
て、農林水産省及び国税庁では、米穀等の
取引等に係る記録の作成・保存に関する状
況を確認するため、米穀事業者に対して立
入検査等を行い、不適正な事業者に対して
は改善指導等を実施しています。
　また、農林水産省では、米トレーサビリ
ティ法違反に係る指導件数等を取りまと
め、公表しています。取引記録の作成に係
る指導件数は、2016年度上半期においては
指導13件となっています。
　食品トレーサビリティについては、農林
水産省及び地方農政局等による普及活動と
して、各種セミナー・シンポジウムでの周
知、マニュアルの配布・説明及びウェブサ
イトを活用した周知を実施しました。
　消費者庁では、米トレーサビリティ法に
違反する被疑情報に基づき、農林水産省、
地方公共団体と連携した調査が実施できる
体制を整え、違反に対しては厳正に対処す
ることとしています。

（１0）�食品関係事業者のコンプライアン
スの徹底促進

　食品の偽装表示等の消費者の信頼を揺る
がす不祥事等、食品事業者を取り巻く昨今
の状況を踏まえ、農林水産省では、食品業
界のコンプライアンス徹底を図る観点か
ら、食品業界が「道しるべ」として利用す
るための「『食品業界の信頼性向上自主行
動計画』策定の手引き～５つの基本原
則～」50（2008年３月農林水産省食品の信
頼確保・向上対策推進本部決定）を策定し
ました。これを受け、食品業界団体に対し、
「信頼性向上自主行動計画」の策定とそれ
に基づく取組の実施を要請しました。
　2015年度は、６月から６回にわたり、食
品業界団体、消費者団体、マスコミ、有識
者で構成する意見交換会を開催し、2016年
１月に同手引きを改訂するとともに、食品
業界団体に対し周知を図りました。

（１１）�食品衛生関係事犯及び食品の産地
等偽装表示事犯の取締りの推進

　警察庁では、消費者庁、国税庁及び農林
水産省を構成員とする「食品表示連絡会議」
に2008年の第１回開催から参加するなど
し、関係機関との情報交換による情報収集
に努めています。また、都道府県警察に対
しては、関係機関と連携した情報収集及び
食品表示に対する国民の信頼を揺るがす事
犯や国民の健康を脅かす可能性の高い事犯
を認知した際の早期の事件着手等を指示し
ています。
　なお、2016年中の取締り状況は、食品衛
生関係事犯が21事件42人、食品の産地等偽
装表示事犯が11事件20人を検挙しています。

50）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/sinrai/pdf/gaoyou.pdf

第
２
部

第
２
章　

第
第
第　

消
費
者
の
安
全
の
確
保

275



（１２）�流通食品への毒物混入事件への対
処

　警察庁では、流通食品への毒物混入事件
について、被害の拡大防止のために、関係
行政機関との連携を図っています。また、
都道府県警察に対して、流通食品への毒物
混入事件に関する情報収集、関係行政機関
との連携の必要性等について指示するとと
もに、こうした事件等を認知した際には、
必要に応じて、関係行政機関に通報するな
どしています。
　これを受け、都道府県警察では、流通食
品への毒物混入の疑いがある事案を認知し
た際には、迅速に捜査を推進し、責任の所
在を明らかにするよう努めるとともに、関
係行政機関との情報交換を積極的に行うな
ど相互に協力しながら被害の未然防止、拡
大防止に努めています。
　なお、2016年度中の流通食品への毒物混
入事件の発生はありません。

（１３）�廃棄食品の不正流通事案
　産業廃棄物処理業者によって、食品関連
事業者等から処分委託を受けた食品廃棄物
が不正に転売され、その後、消費者に食品
として販売されていたことが、2016年１月
に判明しました。これを受けて、「食品安
全行政に関する関係府省連絡会議」におい
て、「廃棄食品の不正流通に関する今後の
対策」（2016年２月26日食品安全行政に関

する関係府省連絡会議申合せ）51が取りま
とめられました。
　環境省では、今後の再発防止策として、
「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防
止のための対応について（廃棄物・リサイ
クル関係）」52を取りまとめ、2016年３月に
公表しました。
　これに基づき、「食品廃棄物の不正転売
防止に関する産業廃棄物処理業者等への立
入検査マニュアル」を、2016年６月に策定
し、産業廃棄物処理業者等に対する立入検
査を効果的かつ確実に実施するよう、都道
府県等へ通知しました。
　また、「排出事業者責任に基づく措置の
実施に関するチェックリスト（仮称）」を
作成し、排出事業者に対する指導等に活用
するよう2017年度中に都道府県等へ通知す
る予定です。
　このほか、電子マニフェストシステムへ
の不適正な登録・報告内容の疑いの検知、
関係業者への警告及び自治体による監視業
務の強化に資するようシステム改修を行っ
ているところです。
　農林水産省では、環境省と合同の審議会
における議論を経て、2017年１月に、食品
循環資源の再生利用等の促進に関する法律
（平成12年法律第116号）における食品関連
事業者が取り組むべき措置の指針（判断基
準省令）の改正を行うとともに、食品関連
事業者向けのガイドラインを策定しました。

51）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_160115_01.html
52）http://www.env.go.jp/press/102227.html

276



１ ．�不当な表示を一般的に制限・
禁止する景品表示法の普及啓
発、厳正な運用

（ １）�景品表示法の厳正な運用及び執行
体制の拡充

　正しい表示は、取引を行う上での基本と
なるものです。消費者は、商品を購入した
りサービスを利用したりする場合、その表
示を基に選択しているため、その表示に嘘
や偽りがあると、自主的かつ合理的な選択
ができなくなってしまいます。
　景品表示法は、消費者にその商品・サー
ビスについて実際のもの又は競争事業者の
ものよりも著しく優良又は有利であると誤
認される表示を禁止しています。景品表示
法に違反する行為があれば、事業者に対し
て、その行為の取りやめ、再発防止策の実
施等を命令する行政処分（措置命令）等を
行っており、消費者庁では、景品表示法に
基づく措置命令を2016年度に27件行いまし
た。
　また、景品表示法に課徴金制度を導入す
ることを内容とする不当景品類及び不当表
示防止法の一部を改正する法律（平成26年
法律第118号）が、2016年４月１日に施行され、
消費者庁において、景品表示法に基づく課
徴金納付命令を2016年度に１件行いました。
　このほか、�課徴金制度における返金制度
に関し、一般消費者の被害回復を支援する
観点等から、認定された返金措置を消費者
庁ウェブサイトに掲載しました。

（ ２）�景品表示法の普及啓発
　消費者庁では、景品表示法の普及・啓発
及び同法違反行為の未然防止等のために消

費者団体、地方公共団体、事業者団体や広
告関係の団体が主催する景品表示法に関す
る講習会、研修会等（美容医療業界が主催
する勉強会含む。）に講師を派遣していま
す。2016年度は景品表示法に係る説明会等
に153回講師派遣を行い、受講者は計１万
360人集まっています。
　さらに、2016年度において、パンフレッ
ト「事例でわかる　景品表示法」を課徴金
制度の内容を盛り込んだ内容に改訂し、消
費者団体、地方公共団体、事業者団体等に
約92,650部配布しました。

（ ３）�公正競争規約の積極的な活用、円
滑な運用のための支援

　不当な表示や過大な景品類は、短期間の
うちに、その内容がエスカレートし、際限
なく広がっていくおそれがあります。この
ような不当な表示等を効果的に規制するた
めには、規制当局の限られたリソースだけ
では困難です。
　そのため、業界自らが自主的かつ積極的
に守るべきルールとして定めた「公正競争
規約」が積極的に活用され、適切な運用が
行われるように関連団体等を支援すること
は、景品表示法違反行為の未然防止等の観
点からも必要不可欠です。
　公正取引委員会及び消費者庁では、公正
競争規約の所要の変更について公正取引協
議会から相談を受け認定を行うとともに、
各公正取引協議会と緊密に連絡を取り合い、
規約の適正な運用等について必要な助言等
を行うことなどにより、公正競争規約の積
極的な活用、適切な運用を促進しています。
　2016年度は、マーガリン類の表示に関す
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る公正競争規約等、47件の公正競争規約の
変更について認定を行いました。また、公
正取引協議会等関連団体が主催する研修会
等へ33回講師を派遣し、公正取引協議会等
関連団体の会員が約3,270名参加しています。

２ ．�商品・サービスに応じた表示
の普及・改善

（ １）�家庭用品の品質表示の見直し
　家庭用品の品質表示については、家庭用
品品質表示法に基づき、対象商品や表示を
行う事項が定められています。
　消費者庁では、2016年12月に施行された
繊維製品品質表示規程に基づく新しい洗濯
表示について、ポスター、リーフレット、
パンフレット、すごろく、かるた及び
DVDといった普及啓発のための広報資料
を作成し、国民生活センター、消費生活セ
ンター、消費者団体、地方公共団体等に対
し配布するとともに、2016年度においては、
20件の講師派遣を行いました。
　2017年３月には、家庭用品品質表示法施
行規則、繊維製品品質表示規程、合成樹脂
加工品品質表示規程、電気機械器具品質表
示規程及び雑貨工業品品質表示規程を改正
し、指定品目の見直しや品目の追加を行い
ました（2017年３月30日公布、2017年４月
１日施行。ただし、新たに追加された品目
についての改正は2018年４月１日施行。）。

（ ２）�住宅性能表示制度の普及推進及び
評価方法の充実

　2000年４月に施行された住宅品確法の規
定に基づき、住宅の性能を客観的に評価し
表示する住宅性能表示制度が同年10月から
開始されました。
　具体的には、耐震性、劣化対策、省エネ

ルギー対策等、外見や簡単な間取り図から
では分かりにくい住宅の基本的な性能につ
いて共通ルールを定め、住宅の性能を等級
や数値等で表示し、比較しやすくするもの
です。
　消費者庁及び国土交通省では、住宅品確
法に基づき定められている住宅性能表示制
度の告示について、2016年１月に既存住宅
に関する評価基準の充実等を目的とした改
正を行いました。同年４月の施行までに改
正告示に関する講習会を計23回実施しまし
た。
　また、2015年８月から2017年３月までに、
登録講習機関による評価員講習会を計13回
実施しました。

（ ３）�省エネ性能表示の普及促進
　建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律（平成27年法律第53号）が2015年
７月に公布され、新たに表示制度が位置付
けられました。2016年４月に施行された同
法第36条の規定に基づく省エネ基準適合認
定マークや、同法第７条の規定に基づく省
エネ性能表示のガイドラインに従った「建
築物省エネルギー性能表示制度（BELS：
Building� -�Housing� �Energy� -� efficiency��
Labeling��System）」、さらに、建築物の環
境性能で評価し格付けする手法である「建
築環境総合性能評価システム（CASBEE）」53

等の普及促進を図るため、省エネ関連の講
習会等で2016年度に191回説明を実施してい
ます。

（ ４）�特殊開錠用具の所持の禁止等に関
する法律に基づく指定建物錠の性
能表示の適正な運用

　ピッキング等の特殊開錠用具を使用した

53）http://www.ibec.or.jp/CASBEE/
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住宅侵入犯罪が多発していたことを受け、
住宅侵入犯罪に使用されるおそれの高い用
具の所持等を禁止するとともに、建物に侵
入して行われる犯罪の防止を図る目的で、
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
（平成15年法律第65号）が2003年６月に成
立しました。同法第７条の規定に基づく国
家公安委員会告示では、建物錠の製造業者
や輸入業者に対し、建物錠のうち、防犯性
能の向上を図ることが特に必要な指定建物
錠（シリンダー錠、シリンダー、サムター
ン）について、その防犯性能等を表示すべ
き事項として定めており、警察庁では、
2016年度に指定建物錠の性能表示について
の検証を実施しました。
　また、警察庁、国土交通省、経済産業省
及び建物部品関連の民間団体から構成され
る「防犯性能の高い建物部品の開発・普及
に関する官民合同会議」では、防犯性能の
高い建物部品（錠、ドア、ガラス、サッシ
など）の開発を促進すると同時に、同部品
の目録を作成の上、公表しており、消費者
が防犯性能により建物部品を選択できるよ
うになっています（目録掲載数：17種類
3,332品目（2017年３月末時点））。
　なお、指定建物錠や防犯性能の高い建物
部品に関する情報は、警察庁の侵入犯罪防
止対策ウェブサイト「住まいる防犯110番」�
や関係団体のウェブサイトに掲載するなど
して消費者に提供しています。

（ ５）�医療機関のホームページによる情
報提供

　医療に関する広告は、国民・患者保護の
観点から、医療法により限定的に認められ
た事項以外は、広告が禁止されてきました
が、医療機関のウェブサイトについては原

則、広告として取り扱っていませんでした。
　一方で、美容医療サービス等の自由診療
を行う医療機関のウェブサイトに掲載され
ている治療内容や費用と、受診時における
医療機関からの説明・対応とが異なるなど、
ウェブサイトに掲載されている情報の閲覧
を契機としてトラブルが発生していました。
　厚生労働省では、美容医療を始めとした
医療機関のホームページの表示適正化のた
め、地方公共団体に対し「医療機関ホーム
ページガイドライン」などの周知徹底依頼
や、指導事例の情報共有等を行い、関係団
体等による自主的な取組や指導の徹底を
図っています。
　2015年度に寄せられた、地方公共団体に
おける医療広告又は医療機関ホームページ
に関する相談・苦情件数は411件54となっ
ており、そのうち149件については、違反
のおそれがあるものとして行政指導を実施
しています。
　なお、美容医療等に関する広告規制等の
在り方については、2016年３月から検討を
開始し、同年９月に、医療機関のウェブサ
イト等についても、虚偽・誇大等の不適切
な表示に対する規制を設けるべきとの取り
まとめがなされました。これを踏まえ、
2017年３月に「医療法等の一部を改正する
法律案」を提出しました。
　このほか、美容医療サービスを受けるに
当たって注意すべき事項等について周知す
るため、消費者向けの注意喚起資料を作成
し、2016年９月に都道府県等に周知すると
ともにツイッター等を活用した広報活動を
行っています。

54）法令に基づかない調査に対する任意の回答に基づく数値
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（ ６）�電気通信サービスにおける広告表
示等の適正化

　総務省では、スマートフォン等の急速な
普及が進む中、最大通信速度と実効速度の
乖離が大きいといった通信速度等のサービ
ス品質に関する苦情の増加を受け、利用者
が適切な情報に基づきインターネット接続
サービスの契約を行うことができる環境を
整備するため、通信速度の計測・表示に関
して、2013年11月から「インターネットの
サービス品質計測等の在り方に関する研究
会」を開催し、2015年７月に報告書を取り
まとめました。
　さらに、これらの成果を踏まえ、同月、
総務省は、「移動系通信事業者が提供する
インターネット接続サービスの実効速度計
測手法及び利用者への情報提供手法等に関
するガイドライン」を策定しました。

３ ．�食品表示による適正な情報提
供及び関係法令の厳正な運用

（ １）�新たな食品表示制度（食品の機能
性等を表示する制度を含む。）の
円滑な施行等

　食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食
品の表示に関する規定を統合した食品表示
法及び同法に基づき策定した「食品表示基
準」（平成27年内閣府令第10号）等が2015
年４月に施行され、新たな食品表示制度の
運用を開始しました。また、新たな食品表
示制度の下、事業者の責任において、科学
的根拠に基づき機能性を表示する機能性表
示食品制度の運用を開始しました。機能性
表示食品の届出情報は消費者庁ウェブサイ
トで公表しており、2016年度までに公表し
た届出情報は815件となっています。
　また、消費者庁では、消費者基本計画等
で示されている個別課題について、実態を
踏まえた検討を行うため、それぞれ検討会

を開催し、報告書を取りまとめています。
「食品のインターネット販売における情報
提供の在り方懇談会」においては、2015年
12月から検討を行い、2016年12月に報告書
を公表しました。「機能性表示食品制度に
おける機能性関与成分の取扱い等に関する
検討会」においては、2016年１月から検討
を行い、同年12月に報告書を公表しました。
「加工食品の原料原産地表示制度に関する
検討会」においては、2016年１月から消費
者庁と農林水産省の共同で開催し検討を行
い、同年11月に報告書を公表しました。「特
別用途食品制度に関する検討会」において
は、2016年２月から検討を行い、同年11月
に報告書を公表しました。このほか、遺伝
子組換え表示の在り方について、制度の見
直しに向けた必要な調査を2016年度に実施
し、2017年４月からは、有識者等を構成員
とする検討の場を設け、検討を進めていき
ます。

（ ２）�健康食品も含めた食品の表示・広
告の適正化

　消費者庁では、健康食品の広告その他の
表示について、どのようなものが景品表示
法上の不当表示や健康増進法上の虚偽誇大
表示として問題となるおそれがあるかを明
らかにするため、景品表示法及び健康増進
法の基本的な考え方を示すとともに、具体
的な表示例や、これまでに景品表示法及び
健康増進法において問題となった違反事例
等を用いて、「健康食品に関する景品表示
法及び健康増進法上の留意事項について」
を取りまとめ、2016年６月に公表しました。
　また、インターネット等における健康食
品等の虚偽・誇大表示に対する監視を通じ
て、健康増進法に違反するおそれのある表
示に対し、改善要請を行いました。
　そのほか、機能性表示食品の広告の適正
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化の観点から、広告等における留意事項を
示すリーフレットを作成するとともに、講
習会への講師の派遣や、保健機能食品の正
しい利用方法を周知・啓発するなど、表示
の適正化のための周知活動を行いました。
　また、食品表示法違反に対し、国及び都
道府県等において指示又は命令を行った場
合は公表しており、2016年度では指示26件、
命令１件を行いました。

（ ３）�関係機関の連携による食品表示の
監視・取締り

　食品表示に関する取締りに関しては、「生
活安心プロジェクト�緊急に講ずる具体的
な施策」（「生活安心プロジェクト」に関す
る関係閣僚会合了承（2007年12月17日））
において、不適切な食品表示に関する監視
を強化するため、関係省庁の間で「食品表
示連絡会議」を設置するよう決定されまし
た。同会議は、関係機関の連携の促進とし
て、不適正な食品表示に関する情報が寄せ
られた場合に、必要に応じて関係機関で情
報共有、意見交換を行い、迅速に問題のあ
る事業者への処分等の必要な対応を講ずる
とともに、こうした対応が円滑に実施され
るよう関連情報の共有を進めることを目的
とし、2008年２月から、これまで９回開催
されました。
　2016年８月に開催した同連絡会議におい
て、関係府省間の情報共有及び連携強化や、
都道府県と国の出先機関との連携促進及び
情報共有の支援に努めました。
　さらに、各都道府県の消費者行政担当部
局等や、都道府県警察、各地方農政局等が
出席するブロックレベルの監視協議会に、
消費者庁や国税局等も参画し、関係機関と
の情報共有を図りました。
　農林水産省では、食品表示110番等を通じ
た情報収集を行うとともに、食品表示法の

規定に基づいて、地方農政局等の職員が食
品事業者に対する巡回調査を実施しました。
　また、独立行政法人農林水産消費安全技
術センター及び民間分析機関において、品
種判別や産地判別等に係る科学的分析を実
施し、その結果を食品表示の監視・取締り
に活用しています。
　また、警察庁では、都道府県警察に対し
て、関係機関と連携した情報収集及び食品
表示に対する国民の信頼を揺るがす事犯を
認知した際の早期の事件着手を指示し、
2016年中は食品の産地等偽装表示事犯を11
事件20人検挙しています。

（ ４）�米穀等の産地情報の伝達の適正化
　米穀等については、米トレーサビリティ
法の規定に基づき、それらを一般消費者や
取引先に販売する米穀事業者に対して、米
穀及び原材料米穀の産地情報を伝達するこ
とが義務付けられています。
　こうした中、農林水産省や国税庁及び都
道府県等の関係行政機関が連携して、米穀
事業者に対する立入検査等を実施し、その
結果に基づいて厳正に措置を行うことによ
り、米穀等の産地情報の伝達の適正化を
図っています。
　また、農林水産省では、米トレーサビリ
ティ法違反に係る指導件数等を取りまと
め、公表しています（産地情報伝達に係る
指導件数等は、2016年度上半期においては
命令０件、勧告０件、指導885件。）。
　消費者庁においても、農林水産省、地方
公共団体とも連携した調査が実施できる体
制を整え、米トレーサビリティ法違反に対
しては厳正に対処することとしています。
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１ ．�商品・サービス横断的な法令
の厳正な執行、見直し

（ １）�特定商取引法の執行強化
　消費者が商品を購入する際、通常は、店
舗に出掛けて行って商品を見比べ、自分の
必要とする品質・性能を持つかどうかや価
格等を十分考慮します。一方、事業者から
の電話で勧誘を受ける場合や、事業者が自
宅に突然訪れて勧誘を受ける場合もありま
す。このような場合、消費者にとってみれ
ば、いわば「不意打ち」のような形となり、
商品について冷静かつ十分に吟味する時間
もなく、適切な判断ができないおそれがあ
ります。
　そこで、特定商取引法では、事業者と消
費者との間でトラブルを生じやすい取引類
型（①訪問販売、②通信販売、③電話勧誘
販売、④連鎖販売取引、⑤特定継続的役務
提供、⑥業務提供誘引販売取引、⑦訪問購
入）について、購入者等（消費者）の利益
を保護し、商品の流通や役務の提供を適正
で円滑なものとするため、事業者が守るべ
きルール（行為規制）と、クーリング・オ
フ等の消費者を守る民事ルールを定めてい
ます。事業者に同法の規制に違反する行為
が確認され消費者の利益が著しく害される
おそれがあるときには、業務停止命令等の
行政処分が行われています。
　消費者庁では、特定商取引法について、
権限委任を行い、かつ指揮監督下にある経
済産業局と密な連携の下、執行を一元的に
実施しており、2016年度は業務停止命令を
14件、指示を14件実施しました。

（ ２）�特定商取引法の見直し
　2008年に公布された特定商取引に関する
法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
（平成20年法律第74号）は、附則第８条に
おいて、施行５年後の見直しが規定されま
した。同改正法が完全施行された後、2014
年12月で５年が経過したことから、2015年
１月に、内閣総理大臣から消費者委員会に
対して、特定商取引法の施行状況を踏まえ
た購入者等の利益の保護及び特定商取引の
適正化を図るための規律の在り方につい
て、諮問を行いました。
　これを受けて、2015年３月から内閣府消
費者委員会に設置された特定商取引法専門
調査会において、計18回の調査審議を経て、
同年12月に同専門調査会の報告書が取りま
とめられるとともに、2016年１月に消費者
委員会から内閣総理大臣に対して答申がな
されました。
　消費者庁及び経済産業省において、同答
申の内容を踏まえて、所要の検討を行い、
2016年３月に「特定商取引に関する法律の
一部を改正する法律案」を国会に提出、同
年５月に可決・成立し、同年６月に公布さ
れました。
　さらに、同答申のうち、法改正による対
応が必要な事項ではなく、政省令の改正を
行うなど必要な取組を進めることとされた
事項については、改正法に基づく政省令の
策定に当たり、検討を進めているところです。

（ ３）�特定商取引法の適用除外とされて
いる消費者保護関連法の必要な執
行体制強化及び制度改正

　特定商取引法の適用除外とされている分

適正な取引の実現第 ３節
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野は、それぞれの分野に関する法律によっ
て消費者の利益を保護することができると
認められるために適用除外とされていると
いう趣旨に鑑み、当該法律の執行状況を踏
まえ、それぞれの分野における消費者取引
の適正化を図る観点から、必要に応じて制
度改正等を検討・実施することとしています。
　消費者庁では、関係省庁の協力を得て特
定商取引法の適用除外とされている法律等
の消費者保護関連法の執行状況を取りまと
め、その内容を2016年７月に改定した消費者
基本計画工程表の一部として公表しました。

（ ４）�消費者契約法の見直し
　民法は、私人間の対等な当事者関係を前
提として、取引に関するルールを定めてい
ますが、そもそも消費者と事業者の間には
情報量や交渉力に格差があることから、そ
の格差を前提とした上で消費者の利益の擁
護を図るためのルールを定めた消費者契約
法が、2001年４月に施行されました。
　消費者契約法は、あらゆる取引分野の消
費者契約（消費者と事業者の間で締結され
る契約（労働契約を除く。））に幅広く適用
され、不当な勧誘行為があればその契約を
取り消すことができることとするととも
に、不当な契約条項については無効とする
こと等を定めています。
　消費者庁では、消費者契約に関する裁判
例等の収集・分析等を通じ、消費者契約に
おける契約締結過程及び契約条項の内容に
関する規律等の在り方についての検討を
行ってきました。そして、消費者委員会消
費者契約法専門調査会での調査審議及び報
告書の取りまとめに基づく同委員会からの
答申を踏まえ、過量な内容の契約の取消権

の新設や事業者の債務不履行等の場合でも
消費者の解除権を放棄させる条項を無効と
することなどを内容とする「消費者契約法
の一部を改正する法律案」を、2016年３月
に国会に提出し、同年５月に可決・成立し、
同年６月に公布されました。
　2017年６月には消費者契約法の一部を改
正する法律（平成28年法律第61号）が施行
されました。消費者庁では、施行に向けた
周知・啓発活動の一環として、説明会等へ
の講師派遣をし、また、同法の一問一答を
作成し、2016年10月に消費者庁ウェブサイ
トにて公表55しました。さらに、2017年２
月に、本改正の内容も含めた消費者契約法
の内容について逐条解説を改訂し、同年３
月にはリーフレットを作成し、それぞれ公
表しています。
　なお、上述の消費者委員会の答申におい
て引き続き検討を行うべきとされた論点に
ついては、2016年９月から再開された消費
者契約法専門調査会において審議されてい
ます。

（ ５）�消費者の財産被害に対する消費者
安全法の厳正な執行等

　消費者庁では、消費者の財産被害の発生
又は拡大の防止のため、消費者安全法第12
条第２項の規定に基づく通知が的確に実施
されるよう、消費者行政担当職員に対し各
種会議等の機会を捉えて2015年３月に改定
した「消費者事故等の通知の運用マニュア
ル」の周知徹底を行っており、2016年度に
おける同通知件数は7,281件となっていま
す。また、消費者安全法第38条第１項の規
定に基づき、消費者等に対し、2016年度に
おいて10件の注意喚起を実施しました。

55�）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/consumer_contract_amend.
html
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　また、関係機関等において消費者被害の
発生又は拡大の防止のための措置が適切に
講じられるよう、消費者安全法第38条第２
項の規定に基づき、これに資する情報を関
係機関の長等に提供しています。

（ ６）�高齢者、障害者等の権利擁護の推
進

　厚生労働省では、高齢者、障害者等の権
利擁護の推進を図るため、市町村による成
年後見制度の申立て等の助成を行う「成年
後見制度利用支援事業」、介護保険サービ
スの利用援助や日常生活上の金銭管理な
ど、成年後見制度の利用に至る前の支援か
らその利用に至るまでの支援までを切れ目
なく一体的に確保する「権利擁護人材育成
事業」及び都道府県による市町村の市民後
見の取組のバックアップや相談体制の整備
を行う「高齢者権利擁護等推進事業」の実
施を進めています。
　また、各都道府県において、介護支援専
門員については成年後見制度や高齢者の権
利擁護等の内容を含む介護支援専門員専門
研修等を実施するとともに、介護職員につ
いては尊厳の保持等の内容を含む介護職員
初任者研修を実施しています。
　消費者庁では、消費生活センター等にお
いて、認知症、障害などの理由で判断能力
が不十分な方々に関する消費生活相談が
あった場合、状況に応じて福祉担当部局等
と連携しつつ、成年後見制度の活用を図る
よう、2016年９月から11月にかけて、消費
者行政ブロック会議（全６ブロック）にお
いて、改めて都道府県等に要請しました。

２ ．�商品・サービスに応じた取引
の適正化

（ １）�電気通信サービスに係る消費者保
護の推進

　高度情報通信社会の進展により、イン
ターネットを活用した取引が増加して利便
性が向上する一方、それに関連する様々な
消費者問題も数多く発生しています。
　2015年５月に電気通信事業法等の一部を
改正する法律（平成27年法律第26号）が成立・
公布され、書面交付義務、初期契約解除制度、
勧誘継続行為の禁止、不実告知・事実不告
知の禁止等の規定が設けられました。
　総務省では、公布後１年以内の施行に向
けた省令・告示等の整備を行うため、主要
事項について「ICTサービス安心・安全研
究会『消費者保護ルールの見直し・充実に
関するWG』」における議論を実施し、
2015年11月に「議論の取りまとめ」を公表
しました。これを踏まえ、2016年３月に、
当該省令・告示等を公布するとともに、改
正後の法令の内容を解説する新しい「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。さら
に、2016年10月から開催した「モバイルサー
ビスの提供条件・端末に関するフォロー
アップ会合」の取りまとめを踏まえ、利用
者が利用実態等に対応した料金プランを選
択できるよう、電気通信事業者等が適切な
説明を行うこと等を明記するため、2017年
１月に同ガイドラインを改定しました。
　これらの制度の実効性の確保のため、
2016年５月には「電気通信事業の利用者保
護規律に関する監督の基本方針」を策定、
公表しています。さらに、2016年９月には、
消費者保護ルールの実施状況について総務
省及び関係者の間で共有・検討・評価する
「ICTサービス安心・安全研究会『消費者
保護ルールのモニタリング定期会合』」を
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開催し、同月第１回会合を実施し、2017年
２月に第２回会合を実施しました。
　また、事業者の乗換えや海外渡航時の一
時的な事業者の変更の妨げになっている
SIMロックについて、円滑な解除の実施を
確保することとしており、2014年12月に改
正した「SIMロック解除に関するガイドラ
イン」により、事業者は、2015年５月以降
に新たに発売される端末について、原則無
料でSIMロック解除に応じることとなりま
した。さらに、「モバイルサービスの提供
条件・端末に関するフォローアップ会合」
の取りまとめを踏まえ、2017年１月に同ガ
イドラインを改正し、SIMロック解除が可
能となるまでの期間の短縮等を図りました。

（ ２）�有料放送サービスに係る消費者保
護制度の適切な運用

　総務省では、有料放送サービスについて、
説明義務、契約関係からの離脱のルール、
販売勧誘活動の在り方等、所要の制度整備
を行い、整備された制度に基づき適切に運
用することとしています。
　2015年５月に電気通信事業法等の一部を
改正する法律が公布され、放送法（昭和25
年５月２日法律第132号）において、有料
放送サービスに係る書面交付義務、初期契
約解除制度、勧誘継続行為の禁止、不実告
知・事実不告知の禁止等の規定が設けられ
ました。これを受けて、公布後１年以内の
施行に向け、省令・告示等の整備のための
検討を行い、パブリックコメント等の手続
を経て、2016年４月に当該省令・告示を公
布しました。

（ ３）�詐欺的な事案に対する対応
　金融庁では、2016年度に、金融商品取引
法違反行為等が認められた適格機関投資家
等特例業務届出者のうち、顧客資産の流用

等が認められた届出者14者に対して行政処
分を行った（うち13者に対する行政処分の
端緒は証券取引等監視委員会の検査）ほか、
無登録で金融商品取引業を行っていた者60
者及び虚偽告知や顧客資産の流用等の法令
違反等が認められた適格機関投資家等特例
業務届出者13者に対して、警告書を発出し、
これらの業者等について、社名等を公表し
ました。
　また、証券取引等監視委員会では、2016
年度には、無登録業者及び悪質なファンド
業者による金融商品取引法（昭和23年法律
第25号）違反行為に係る裁判所への禁止命
令等の申立てを１件実施しました。

（ ４）�投資型クラウドファンディングを
取り扱う金融商品取引業者等に係
る制度の整備

　金融庁では、投資型クラウドファンディ
ングの利用促進及び投資者保護のための
ルール等を盛り込んだ金融商品取引法等の
一部を改正する法律（平成26年法律第44号）
を、2015年５月に施行しました。法施行後
においても、投資者保護の観点から、必要
に応じ、監督上の対応を行うなど、適切に
対応を行うこととしています。
　なお、2016年度までに登録された投資型
クラウドファンディング事業者数は17社と
なっています。

（ ５）�金融商品取引法に基づく適格機関
投資家等特例業務（プロ向けファ
ンド）に関する制度の見直し

　適格機関投資家等特例業務（プロ向け
ファンド）の制度見直しに係る金融商品取
引法の一部を改正する法律（平成27年法律
第32号）が2015年６月に公布されました。
その後、関係政令・内閣府令等整備を経て、
2016年３月から施行されています。
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　2016年度までに金融庁が実施した、プロ
向けファンド業者に対する業務廃止命令等
の行政処分は513件となっています。

（ ６）�サーバ型電子マネーの利用に係る
環境整備

　2015年７月から12月にかけて開催され
た、金融審議会「決済業務等の高度化に関
するワーキング・グループ」において、サー
バ型電子マネーの利用に係る環境整備等に
ついて検討を行い、同年12月に報告書が取
りまとめられました。
　これを踏まえ、利用者からの苦情処理に
関する態勢整備を発行者に求めること等を
内容とする「情報通信技術の進展等の環境
変化に対応するための銀行法等の一部を改
正する法律」（平成28年法律第62号）が
2016年５月に可決・成立し、同年６月に公
布、2017年４月に施行されました。
　また、電子マネーに関する消費者被害の
項目を追加したガイドブック等を活用し、
被害の未然防止に向けた注意喚起を行いま
した。さらに、サーバ型電子マネーの発行
者におけるIDの詐取被害の防止及び回復に
向けた態勢整備等に関し、2016年８月に事
務ガイドラインの改正を行いました。

（ ７）�仮想通貨と法定通貨の交換業者に
対する規制の整備

　金融審議会「決済業務等の高度化に関す
るワーキング・グループ」において、仮想
通貨と法定通貨の交換業者について、マ
ネー・ローンダリング及びテロ資金供与対
策や利用者保護を図るための制度整備につ
いて検討を行い、2015年12月に報告書が取
りまとめられました。これを踏まえ、金融
庁では、仮想通貨と法定通貨の交換業者に
対し登録制を導入し、マネー・ローンダリ
ング及びテロ資金供与規制や利用者保護の

ための制度の導入を盛り込んだ「情報通信
技術の進展等の環境変化に対応するための
銀行法等の一部を改正する法律案」を2016
年３月に国会に提出し、同年５月に可決・
成立し、同年６月に公布されました。これ
を受けて政令等の策定のための検討を行
い、パブリックコメント等の手続を経て、
2017年３月に当該政令等を公布しました
（2017年４月１日から施行）。

（ ８）�安全・安心なクレジットカード利
用環境の整備

　経済産業省では、割賦販売法を適切に運
用し、また関係事業者に法令の遵守を徹底
させることにより、クレジット取引等の適
切な対応を進めるため、関係事業者への立
入検査や、報告徴収等の執行等を適切に
行っています。
　また、2015年７月、2016年６月に取りま
とめた産業構造審議会商務流通情報分科会
割賦販売小委員会報告書及び報告書追補版
を踏まえ、2016年10月に「割賦販売法の一
部を改正する法律案」を国会に提出し、同
年12月に可決・成立し、公布されました。
　さらに、クレジットカード取引に関係す
る事業者等で構成されている「クレジット
取引セキュリティ対策協議会」において、
2016年２月に策定された「クレジットカー
ド取引におけるセキュリティ対策の強化に
向けた実行計画」について、着実な実施を
図るとともに、関係事業者等の取組を更に
推進するため、2017年３月に改訂を行い、
「クレジットカード取引におけるセキュリ
ティ対策の強化に向けた実行計画-2017-」
を策定しました。

（ ９）�商品先物取引法の迅速かつ適正な
執行

　経済産業省及び農林水産省では、委託者
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の保護及び取引の適正化を図るため、商品
先物取引法（昭和25年法律第239号）に基
づく立入検査及び監督を実施しています。
2016年度は、業務改善命令を１件実施しま
した。
　また、商品先物取引の勧誘規制の見直し
に係る改正省令の施行（2015年６月）を踏
まえ、2016年度は、同省令に基づく勧誘に
関し、全外務員に対する研修を2017年１月
及び３月に実施しました。
　このほか、商品先物取引法施行規則第
102条の２第２号又は第３号の規定に基づ
く勧誘を希望する事業者について、同規則
第103条第１項第28号に規定する体制が整
備されているかを確認し、体制整備が確認
できた事業者について、2016年度は４社公
表しています。

（１0）�民間賃貸住宅の賃貸借における消
費者保護

　昨今、賃貸住宅への入居に当たり、従来
の連帯保証人に代わるものとして、家賃債
務保証業者による機関保証の役割・必要性
が増しています。そのため、国土交通省で
は、家賃債務保証をめぐる消費生活相談等
の状況を踏まえ、家賃債務保証会社を利用
する賃借人及び賃貸人の基本的属性、家賃
債務保証会社の利用状況、家賃債務保証業
に関する消費生活相談内容等について、賃
借人、賃貸人に加え、家賃債務保証会社に
対してアンケートによる調査を行うなど、
家賃債務保証の実態を把握し、家賃債務保
証業者の適正な運営の確保や賃借人の居住
の安定を図るための必要な諸施策の検討を
行っています。
　また、2016年６月に家賃債務保証の業界
団体のセミナーにおいて、家賃債務保証業
務の適正な実施に当たっての注意喚起を行
いました。

　このほか、家賃債務保証に関する適切な
情報提供を行うための具体的な方策、要件
等について有識者による検討会において議
論し、2016年12月に家賃債務保証の情報提
供等に関する方向性を取りまとめました。
　さらに、民間賃貸住宅をめぐるトラブル
の未然防止のための「原状回復をめぐるト
ラブルとガイドライン」及び「賃貸住宅標
準契約書」のウェブサイト掲載等を行い、
周知を図るとともに、賃貸住宅の入退去に
係る留意点について、2014年３月から政府
インターネットテレビにより注意喚起を
行っています。

（１１）�住宅リフォーム等における消費者
保護

　国土交通省では、既存住宅流通やリ
フォーム工事に係る悪質事案の被害防止の
観点から、「住まいるダイヤル」（公益財団
法人住宅リフォーム・紛争処理支援セン
ター）において、リフォーム工事の内容や
価格、事業者に確認すべき点等に関する相
談を含めた住宅に関する電話相談業務、リ
フォーム工事の見積書についての相談を行
う「リフォーム見積チェックサービス」を
実施しています。さらに、住まいるダイヤ
ルのウェブサイトにおいて、住まいるダイ
ヤルや専門家相談で受け付けた住宅に関す
る悪質事案を含む代表的な相談内容と相談
結果を公表しています。
　また、「住宅瑕疵担保履行制度の新たな
展開に向けた研究委員会」を開催し、「住
宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討
委員会」において示された課題について
フォローアップを行うとともに、制度の見
直しについて検討をしています。
　さらに、住宅リフォーム事業の健全な発
達及び消費者が安心してリフォームを行う
ことができる環境の整備を図るために国土
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交通省が創設した「住宅リフォーム事業者
団体登録制度」について、これまでで登録
住宅リフォーム事業者団体数は８団体とな
りました。
　このほか、「中央建設業審議会・社会資
本整備審議会産業分科会建設部会基本問題
小委員会」中間とりまとめ（2016年６月）
における施工に関する情報についての提言
を受け、マンションの管理の適正化の推進
に関する法律（平成12年法律第149号）等
に基づき、宅地建物取引業者がマンション
を分譲した場合に管理組合の管理者等に引
き渡す書類の詳細について、関係団体に通
知しました。

（１２）�高齢者向け住まいにおける消費者
保護

　入居一時金の償却についての透明性を高
める観点から、厚生労働省では、事業者団
体や消費者関係団体、地方公共団体、国土
交通省と連携して、有料老人ホーム等の高
齢者向け住まいへの入居を考えている消費
者向けに「－高齢者向け住まいを選ぶ前に
－消費者向けガイドブック」を2012年度に
作成し、入居者が支払う金額や契約が終了
した場合に返還される金額について、消費
者向けに分かりやすい説明を行うことを念
頭に、モデルケースを設定し、グラフや表
を用いて説明を行っています。
　また、2016年４月に、都道府県等に対し
て届出促進・指導等の徹底を要請するとと
もに、「2016年度有料老人ホームを対象と
した指導状況等のフォローアップ調査」を
実施し、調査結果を公表しました。
　このほか、社会保障審議会介護保険部会
において介護保険制度の見直しに向けた議
論がなされ、2016年12月に公表された取り
まとめにおいて、有料老人ホームについて
は、事業者の法令遵守や入居者保護の強化

のための施策の充実を図ること等が意見書
に盛り込まれたところです。
　国土交通省及び厚生労働省では、2016年
７月に、都道府県等に対し、サービス付き
高齢者向け住宅の事業廃止時に、入居者の
居住の安定が確保されるよう、必要な援助
を行うなど、法の的確な運用の徹底を要請
しました。

（１３）�美容医療サービス等の消費者被害
防止

　美容医療、歯科インプラント等の自由診
療について、施術の前に患者に丁寧に説明
し、同意を得ることが望ましい内容等につ
き関係者に周知徹底するとともに、指導事
例の共有等により、円滑な指導のための連
携を行い、また、地方公共団体における相
談・指導件数を把握し、指針等の効果の検
証を行うこととしています。
　厚生労働省では、地方公共団体における
インフォームド・コンセントに関する相談・
苦情件数等の状況を調査し、2015年度にお
ける相談・苦情件数は6,115件、うち違反
のおそれがあるものとして行政指導を要し
た件数は153件であることを把握しました。
　また、「美容医療サービス等の自由診療
におけるインフォームド・コンセントの取
扱い等について」（2013年９月27日）の
Q&Aを作成し、解釈を明確化するととも
に、医療広告に関する都道府県等担当者会
議（2016年９月～10月）において、都道府
県等に対して周知を行いました。
　このほか、美容医療サービスを受けるに
当たって注意すべき事項等について周知す
るため、消費者向けの注意喚起資料を作成
し、2016年９月に都道府県等に周知すると
ともに消費者庁や厚生労働省などの行政の
ツイッター等を活用した広報活動を行いま
した。加えて、2017年２月から３月にかけ

288



ては、女性向け雑誌において、美容医療を
受ける前にチェックすべきリスト等につい
ての注意喚起を実施しました。
　消費者庁では、2016年１月に消費者委員
会から内閣総理大臣へなされた特定商取引
法の規律の在り方についての答申の内容等
を踏まえ、特定継続的役務として規制対象
となる美容医療契約の期間や具体的な施術
の範囲等、政令で定めるべき事項について、
関係事業者等の意見も聞きつつ、検討を
行っているところです。

（１４）�警備業務に関する消費者取引にお
ける情報提供の適正化及び苦情解
決の円滑化

　警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘
導警備、現金輸送警備、ボディーガード等
の種々の形態を有しており、ホームセキュ
リティ等の需要も拡大するなど、国民生活
に幅広くサービスを提供しています。また、
空港や原子力発電所のようなテロの標的と
されやすい施設での警備も担っています。
こうした警備業が果たす役割を踏まえ、警
察では、警備業法（昭和47年法律第117号）
の規定に基づき、警備業者に対する指導監
督を行い、警備業務の実施の適正と警備業
の健全な育成を図っています。
　警備業に対する社会的な需要が拡大する
中で、警備業務の内容や契約の対価、解除
等の条件に関する説明がなかったなど、契
約時における警備業者の説明が不十分であ
ることに起因する苦情が数多く発生したた
め、2004年の警備業法の改正で書面の交付
に関する規定（第19条）が新設されました。
これにより、警備業者は依頼者に対し、契
約の成立前に書面を交付して重要事項を説
明しなければならず、また、後日の紛争を
防ぐため、契約締結後に契約内容を記載し
た書面を交付しなければならないこととさ

れ、警備業務の依頼者の保護が図られました。
　各都道府県警察は、警備業法第19条の規
定に基づく契約内容の書面交付が確実に実
施され、警備業務の依頼者の保護が図られ
るよう、各種講習会や定期立入検査など、
様々な機会を捉えて警備業者に対する指導
を行い、更には、違反業者に対して行政処
分を実施するなど、警備業者に対する指導
監督を継続的に実施しています。

（１５）�探偵業法の運用の適正化
　探偵業は、個人情報に密接に関わる業務
でありながら、何らの法的規制もなされず、
調査の対象者の秘密を利用した恐喝事件、
違法な手段による調査、料金トラブル等の
問題が指摘されていました。
　このような状況に鑑み、2006年６月、探
偵業の業務の運営の適正を図り、もって個
人の権利利益の保護に資することを目的と
し、探偵業を営もうとする者の都道府県公
安委員会への届出制、探偵業者の遵守事項、
探偵業者に対する監督等について定めるこ
とを内容する探偵業の業務の適正化に関す
る法律（平成18年法律第60号。以下「探偵
業法」といいます。）が公布され、2007年
６月に施行されました。これにより、探偵
業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締
結しようとするときは、依頼者に対し、重
要事項について書面を交付して説明しなけ
ればならず、また、依頼者と探偵業務を行
う契約を締結したときは、遅滞なく、重要
事項について契約の内容を明らかにする書
面を依頼者に交付しなければならないこと
とされ、探偵業務の依頼者の保護が図られ
ました。
　各都道府県警察は、探偵業法第８条の規
定に基づく契約内容の書面交付が確実に実
施され、探偵業務の依頼者の保護が図られ
るよう、各種講習会や立入検査など、様々
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な機会を捉えて探偵業者に対する指導を行
い、さらには違反業者に対して行政処分を
実施するなど、探偵業者に対する指導監督
を継続的に実施しています。

（１６）�電気・ガスの小売供給に係る取引
の適正化

　2016年４月の電気事業法等の一部を改正
する法律（平成26年法律第72号）の施行に
伴い、電気の小売業への参入が全面自由化
され、一般家庭を含む全ての消費者が電力
会社や料金メニューを自由に選択できるこ
ととなりました。
　消費者庁では、電力小売全面自由化の開
始に向け、訪問販売又は電話勧誘販売で消
費者が電力供給契約を締結した場合等の
クーリング・オフの適用除外規定を整備す
るため、2016年２月に特定商取引法施行令
の改正を行いました。
　また、2016年２月及び３月に、消費者へ
の制度の周知や消費者トラブルの未然防止
のため、下記３点について、注意喚起を実
施しました。
・�慌てて契約する前に、まずはチェック事
項を確認すること

・�「停電が起きやすくなる」、「新たに電線
が必要」、「３月中に契約する必要がある」
「クーリング・オフはできない」、「スマー
トメーターは有料」の５つについては誤
解であり、正しく知る必要があること

・�電力小売全面自由化に当たっては、新た
な機器を購入する必要はないこと

　経済産業省では、取引の適正化等を図る
ため、2016年５月及び10月に「電力の小売
営業に関する指針」に関する取組状況調査
を行うなど、料金の標準メニューの公表及
び電源構成の開示等、同指針で「望ましい」
とされている取組を促しました。
　さらに、電力・ガス取引監視等委員会の

相談窓口等に寄せられた不適切な営業活動
等について、事実関係の確認や指導を行っ
ています。
　このほか、電力・ガス取引監視等委員会
が国民生活センターと共同で、消費者から
寄せられた電力小売全面自由化に関するト
ラブル事例や、それに対するアドバイスを
公表するなどの取組を実施しています。
　2017年４月からは都市ガスの小売供給に
ついても全面自由化されています。
　消費者庁では、都市ガスの小売全面自由
化の開始に向け、訪問販売又は電話勧誘販
売で消費者が都市ガス供給契約を締結した
場合等のクーリング・オフの適用除外規定
を整備するため、2017年３月に特定商取引
法施行令の改正を行いました。
　また、2016年２月及び３月に、消費者へ
の制度の周知や消費者トラブルの未然防止
のため、下記２点について、注意喚起を実
施しました。
・�慌てて契約する前に、まずはチェック事
項を確認すること

・�「便乗した機器の勧誘」、「個人情報を聞
かれた場合」、「３月中に契約する必要は
ないこと」などの注意点に関すること

　経済産業省では、都市ガスの小売全面自
由化の実施に当たって、全国各地での説明
会開催や、テレビ・新聞・雑誌などのメディ
アを通じた広報、パンフレット・ポスター
の配布、専用ポータルサイト・コールセン
ターの設置など、都市ガスの小売全面自由
化の周知・広報を積極的に実施しました。
　また、電力と同様に、電力・ガス取引監
視等委員会が国民生活センターと消費者保
護強化のための連携協定を2016年12月に締
結し、両者が共同で、消費者から寄せられ
た都市ガスの小売全面自由化に関するトラ
ブル事例やそれに対するアドバイスを公表
するなどの取組を実施しています。
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　このほか、液化石油ガス（LPガス）の
小売供給については、2016年５月に取りま
とめられた液化石油ガス流通ワーキンググ
ループ報告書で示された料金の透明化・取
引の適正化に向けた対応の基本的方向性を
具体的措置として実施するため、「液化石
油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関
する法律施行規則の一部を改正する省令」
及び「液化石油ガスの小売営業における取
引適正化指針」等を2017年２月に公布しま
した。さらに、同年２月から３月にかけて、
同省令等の内容について、事業者や消費者
等向けの説明会を全国各地（９か所）で計
20回開催しました。

（１７）�リスクの高い取引に関する注意喚
起

　仕組みが複雑である、内容が分かりにく
い、損失が生じた場合に高額になる、適正
な価格が判断しづらいなどのリスクの高い
取引（例えば商品などの先物取引）につい
ては、所管省庁の取組に加え、必要に応じ、
消費者庁においても、国民生活センターと
連携し、取引の際にはリスクについての十
分な理解が必要であることなど、被害の未
然防止の観点から注意喚起を行うこととし
ています。
　消費者庁では、2015年５月に、先物取引
のリスクの高さについて注意喚起を行い、
また、同月に国民生活センターから商品先
物取引法施行規則の改正の内容とそれに対
応した注意事項について、注意喚起を行い
ました。さらに、継続して消費生活相談の
状況を注視し、2017年３月に、消費者庁ウェ
ブサイトにおける注意喚起の更新を行いま
した。
　また、改正後の商品先物取引法施行規則

に基づく勧誘を希望する事業者で、同施行
規則に規定する体制が整備されている事業
者の状況を、所管府省から情報提供を受け、
更新の度に国民生活センター、全国の消費
者行政部局及び消費生活相談窓口に周知し
ました。

３ ．�情報通信技術の進展に対応し
た取引の適正化

（ １）�特定商取引法の通信販売での不法
行為への対応

　特定商取引法の通信販売については、通
信販売業者に対して不適切な広告の改善を
求めるとともに、執行を補完する取組とし
て、ISP56や金融庁等に対し、違法な電子
メール広告等に関する情報を提供すること
により、ウェブサイトの削除や口座凍結等
を促しています。
　消費者庁では、通信販売業者に対し、
2016年度は1,019件の改善指導を行ってい
ます。

（ ２）�特定電子メールの送信の適正化等
に関する法律に基づく行政処分等
の実施

　総務省及び消費者庁では、有識者による
検討の場である「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」において取りまとめられた「迷惑メー
ルへの対応の在り方に関する提言」を踏ま
え、2011年８月、簡便なオプトアウトの方
法の例を追加するなど、「特定電子メール
の送信等に関するガイドライン」を改正し
ました。
　総務省及び消費者庁では、特定電子メー
ルの送信の適正化等に関する法律の規定に
基づき、行政処分や行政指導の実施により、

56）ISPとは、インターネットサービスプロバイダ（Internet�Service�Provider）の略。
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同法に違反する特定電子メールに起因した
消費者被害を削減することとしています。
　2016年度は、同法の規定に基づき、法律
違反が疑われる送信者に対する警告メール
（行政指導）を約3,400件送信するなどの
取組を実施しました。

（ ３）�迷惑メール追放支援プロジェクト
の実施

　総務省では、2005年２月から、官民協力
の下で迷惑メールの追放を目的とした「迷
惑メール追放支援プロジェクト」を実施し
ており、調査端末で受信した迷惑メールの
違法性を確認し、当該メールに関する情報
を送信元プロバイダに通知することによ
り、送信元プロバイダにおける、迷惑メー
ル送信回線の利用停止措置等の自主的な取
組を促しています。
　2016年度は、調査端末で受信した迷惑
メールの違法性を確認し、違法性が確認さ
れたメール約１万3600件に関する情報を送
信元プロバイダに通知しました。

（ ４）�インターネット上の消費者トラブ
ルへの対応

　高度情報通信社会の進展により、イン
ターネットを活用した取引が増加して利便
性が向上する一方、それに関連する様々な
消費者問題も数多く発生しています。
　消費者庁では、インターネット消費者ト
ラブル等の動向を踏まえ、毎回個別のテー
マを設定している「インターネット消費者
取引連絡会」を開催しています。2015年度
までに20回開催しており、2016年度は、６
月に「オンライン決済／スマホ決済」をテー

マとした第21回会合を、９月に「オンライ
ン旅行取引」をテーマとした第22回会合を、
12月に「SNS」をテーマとした第23回会合
を、３月に「オンラインレッスン」をテー
マとした第24回会合を開催し、関連業界団
体等からの発表及び出席者間での意見交換
等を行いました。
　また、各会合の開催に当たって、それぞ
れのテーマに関する調査研究も実施してお
り、2016年度における消費者庁ウェブサイ
ト上の調査報告書へのアクセス件数は、約
４万件となっています。

（ ５）�電子商取引環境整備に資するルー
ル整備

　インターネットの普及に伴い、電子商取
引や情報財取引は幅広い消費者に活用さ
れ、重要な取引手段の一つとなっています。
　経済産業省の「電子商取引に関する市場
調査」57によれば、2015年の我が国の�BtoC58

電子商取引の市場規模は13.7兆円（前年比
7.6％増）にまで達しており、今後も一層
拡大していくことが予想されます。
　「電子商取引及び情報財取引等に関する
準則」（以下「準則」といいます。）は、こ
のような電子商取引、情報財取引等のIT
活用の普及に伴って発生する様々な法的問
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
的として、経済産業省が2002年３月に策定
したものです（策定時の名称は「電子商取
引等に関する準則」。）。
　経済産業省では、2016年６月３日に、準

57�）経済産業省「平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」
（2016年６月14日）
58�）商取引の形態の一つで、企業（business）と一般消費者（consumer）の取引のこと。企業間の取引はBtoB、一
般消費者同士の取引をCtoCという。
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則の改訂を実施しました。次回改訂に向け、
事業者との意見交換を行いながら検討作業
を実施中であり、引き続き事業者の意見を
踏まえつつ、関係省庁とも連携しながら、
2017年６月をめどに改訂案を取りまとめる
予定です（2017年３月末時点）。

４ ．�詐欺等の犯罪の未然防止、取
締り

（ １）�特殊詐欺の取締り、被害防止の推
進

　警察庁では、政府広報を活用した注意喚
起を始め、地方公共団体や関係機関、団体
などと連携して、あらゆる媒体や機会を活
用した複合的な防犯指導、広報啓発を行い、
犯行手口や予防対策を分かりやすく周知し
ています。
　また、被害を未然に防止するため、金融
機関に対し、窓口職員等による高齢者を中
心とした顧客への声掛けの徹底を要請する
とともに、「金融機関職員による声掛けは
警察からの要請に基づき実施している」旨
を記載した説明文書や、声掛け用のチェッ
クリストの金融機関への提供、金融機関職
員を対象とした声掛け訓練等を行っていま
す。同時に、警察への通報依頼を推進し、
金融機関から連絡を受けた場合の臨場体制
の構築を行うなど、声掛けによる被害の水
際阻止が行われるよう働き掛けています。
　さらに、架空請求や金融商品等取引名目
等の特殊詐欺の取締りを推進しており、携
帯電話や預貯金口座を売買するなどの特殊
詐欺を助長する行為について関係法令を駆
使して取締りに当たるとともに、犯行に利
用された携帯電話の携帯電話事業者に対す
る契約者確認の求め、金融機関に対する振
込先指定口座の凍結依頼等の犯行ツール対
策を推進しています。
　なお、2016年の特殊詐欺の取締り状況は、

特殊詐欺全体の検挙件数が4,449件（前年
比337件増）であり、このうち架空請求詐
欺の検挙件数が1,149件（前年比30件増）、
金融商品等取引名目の特殊詐欺の検挙件数
が396件（前年比33件減）となっています
（2017年３月末現在）。
　金融庁では、預金口座の不正利用に関す
る情報について、情報入手先から同意を得
ている場合には、明らかに信憑性を欠くと
認められる場合を除き、当該口座が開設さ
れている金融機関及び警察当局への情報提
供を速やかに実施することとしており、そ
の情報提供件数等については、四半期ごと
に金融庁ウェブサイトにおいて公表してい
ます。

（ ２）�被害の拡大防止を意識した悪質商
法事犯の取締りの推進

　警察庁では、悪質商法事犯（利殖勧誘事
犯及び特定商取引等事犯）は、高齢者等の
社会的弱者に多大な被害をもたらすもので
あることから、関係行政機関との連携強化
等による事犯の早期把握に努めるととも
に、政府の「消費者月間」に合わせて、
2015年５月を「生活経済事犯対策強化期間」
に指定し、取締りの重点対象事犯の一つと
して、「高齢者が被害に遭いやすい利殖勧
誘事犯及び特定商取引等事犯」等を掲げ、
都道府県警察に対して、その取締りの推進
等を指示しています。
　また、迅速かつ機敏な口座凍結の要請等
や広域事犯に対応するための合同・共同捜
査を推進しての早期事件化により、被害の
拡大防止を図ることとしています。
　なお、2016年中には、利殖勧誘事犯を24
事件87人、特定商取引等事犯131事件264人
を検挙しています。
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（ ３）�生活経済事犯に係る被害拡大防止
に向けた犯行助長サービス対策等
の推進

　生活経済事犯の多くで、預貯金口座のほ
か、携帯電話、バーチャルオフィス等に係
るサービスが悪用されていることから、犯
罪の予防及び被害拡大防止を図るため、口
座凍結のための金融機関への情報提供、携
帯電話契約者確認の求め、契約条項に基づ
くバーチャルオフィス契約の解約要請等の
犯行助長サービス対策を推進しています。
　警察庁では、2016年の生活安全警察の運
営重点として、「早期の口座凍結による犯
罪収益の散逸防止と剥奪の徹底」、「被害拡
大防止に向けた犯行助長サービス対策の一
層の推進」等を掲げ、都道府県警察に対し
て、その推進を指示しています。
　また、生活経済事犯に利用された口座を
凍結するため、金融機関に情報提供を行っ
ており、2016年中は２万4671件の情報提供
を行いました。

（ ４）�偽造キャッシュカード等による被
害の防止等への対応

　金融庁では、スキミング等により不正に
入手した情報から偽造キャッシュカードを
制作し、他人の預貯金を引き出す事件等が
跡を絶たない状況であることを踏まえ、偽
造キャッシュカード等による被害発生状況
や金融機関による補償状況を、金融庁ウェ
ブサイトにおいて、2016年度に４回公表し
ました。また、預金取扱金融機関を対象と
して、「偽造キャッシュカード問題等に対
する対応状況」に係るアンケート調査を実
施し、金融庁ウェブサイトにおいて2016年
８月に公表しました。
　このほか、預金取扱金融機関におけるセ

キュリティ対策（インターネットバンキン
グ対策も含む。）や顧客への対応について、
監督上の着眼点として明確化するため、「主
要行等向けの総合的な監督指針」等を、
2015年４月に改正しています。

（ ５）�ヤミ金融事犯の取締りの推進
　ヤミ金融事犯59については、健全な経済
生活を脅かす悪質な事犯であり、また、暴
力団の資金源となる場合もあることから、
警察庁では、2016年の生活安全警察の運営
重点として、「広域にわたるヤミ金融事犯
の取締りの推進」等を掲げ、都道府県警察
に対して、その推進を指示しています。
　また、当該事犯の徹底した取締りのほか、
金融機関に対する口座凍結の要請、携帯音
声通信事業者に対する契約者確認の求め、
プロバイダ等に対する違法な広告の削除要
請等により、被害の予防を図っています。
　なお、2016年中におけるヤミ金融事犯の取
締状況は、528事件662人を検挙しています。

（ ６）�フィッシングに係る不正アクセス
事犯への対策の推進

　金融機関（銀行やクレジットカード会社）
等を装った電子メールを送り、住所、氏名、
銀行口座番号、クレジットカード番号等の
個人情報を詐取するいわゆる「フィッシン
グ」行為や、それによる被害を防止するた
め、関係省庁において、不正アクセス事犯
への対策を推進しています。
　警察庁では、フィッシングに係る犯罪に
ついて、都道府県警察の実施する情報セ
キュリティに関する講習等を通じ、フィッ
シングに関する注意喚起を推進しています。
　また、2016年中の不正アクセス行為の禁
止等に関する法律（平成11年法律第128号）

59）出資法違反（高金利等）、貸金業法違反及び貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行等に係る事犯。
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を適用した「フィッシング」行為の検挙件
数は１件でした。
　経済産業省では、フィッシング対策協議
会や一般社団法人JPCERTコーディネー
ションセンター60を通じて、フィッシング
の疑いのある電子メール及びウェブサイト
等に関する情報収集・分析を行い、ウェブ
サイトやメーリングリスト等で、サイバー
セキュリティ関連団体や一般消費者等への
フィッシングに関する情報発信や注意喚起
等の情報提供を実施しています。
　総務省では、フィッシング対策にも有効
な技術的対策の一つとして、受信者が受け
取った電子メールについて、当該電子メー
ルの送信者の情報が詐称されている（送信
者になりすましている）か否かを確認可能
とする「送信ドメイン認証技術」の普及促
進に取り組んでおり、迷惑メール対策に関
わる関係者が幅広く参画し、関係者による
効果的な迷惑メール対策の推進に資するこ
とを目的として設立された「迷惑メール対
策推進協議会」と連携し、「送信ドメイン
認証技術導入マニュアル」を策定・公表し
ています。

（ ７）�ウイルス対策ソフト等を活用した
被害拡大防止対策

　警察庁では、各都道府県警察等から集約
した、海外の偽サイト等に関するURL情
報等を、ウイルス対策ソフト事業者等に提
供し、当該サイトを閲覧しようとする利用
者のコンピュータ画面に警告表示等を行う
対策を推進しています。2016年中は、ウイ
ルス対策ソフト事業者等に対して5,865件

の情報を提供しています。
　また、2016年７月から、海外の偽サイト等
に関するURL情報等を、ウェブブラウザ事
業者等が加盟する国際的な団体である
APWG（フィッシング対策ワーキンググ
ループ）に対して提供しており、ウェブブラ
ウザによる警告表示が可能となっています。

（ ８）�インターネットオークション詐欺
の取締り

　インターネットオークションを利用し、
商品を落札した後、代金を相手の指定口座
に振り込んだが、品物が届かず連絡も取れ
なくなったなど、インターネットオーク
ションを利用した詐欺事案や悪質商法等の
トラブルが発生しています。
　警察庁では、都道府県警察による情報セ
キュリティに関する講演等を通じ、イン
ターネット利用者に対する注意喚起を推進
しています。
　また、インターネットオークションに係
る犯罪の取締りを推進しており、2016年中
のインターネットオークション詐欺に関す
る検挙件数は208件となっています。

（ ９）�模倣品被害の防止
　模倣品・海賊版による被害は、近年、複
雑化・広範化しており、これらの被害は我
が国企業にとって潜在的市場の喪失、消費
者に対するブランド・イメージの低下、製
造物責任をめぐるトラブルの増加等の悪影
響を及ぼすため、その対策に積極的に取り
組む必要があります。
　経済産業省では、「政府模倣品・海賊版

60�）インターネットを介して発生する情報流出、Web改ざん、フィッシングサイト等のコンピュータセキュリティイ
ンシデントに関する報告の受付け、対応の支援、発生状況の把握、手口の分析、再発防止対策の検討や助言、早期
警戒情報の配信やソフトウエア等の脆弱性対応等を技術的な立場から行い、特定の組織からは独立した中立の組織
として、また、国際連携が必要なオペレーション等の窓口となるCSIRTとして、日本における情報セキュリティ対
策の向上に取り組んでいる組織。

第
２
部

第
２
章　

第
第
第　

適
正
な
取
引
の
実
現

295



対策総合窓口」に寄せられる消費者等から
の情報について、関係府省及び主要なEC
サイト運営者等に定期的に共有しています。
　警察庁では、2016年の生活安全警察の運
営重点として、「偽ブランド事犯等の取締
りの推進」等を掲げ、都道府県警察に対し
て、その推進を指示しています。また、例
年、関係する機関・団体が構成する不正商
品対策協議会が主催するキャンペーンを後
援しており、同協議会主催のシンポジウム
へ警察庁担当者を派遣するなど、関係者と
連携した広報啓発活動を行いました。
　なお、2016年中には、商標権侵害事犯
304事件381人、著作権侵害事犯238事件267
人を検挙しています。
　総務省では、ISPと権利者等によるコン
テンツ侵害対策に関する自主的な取組の実
施について、支援を継続しています。
　特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
著作権、著作隣接権、回路配置利用権、育
成者権を侵害する物品及び不正競争防止法
の規定に違反する物品（知的財産侵害物品）
は、関税法（昭和29年法律第61号）第69条
の２及び第69条の11において輸出又は輸入
してはならない貨物と定められており、税
関で取締りを行っています。2016年の全国
の税関における知的財産侵害物品の差止状
況は、輸入差止件数が２万6034件、輸入差
止点数が62万2665点となっています。
　農林水産省では、官民連携の農林水産知
的財産保護コンソーシアムを通じて、アジ
アの主要国において、我が国農林水産物・
食品の産地偽装・模倣品に係る現地調査等
を実施しました。

　消費者庁では、インターネット通販事業
者の特定商取引法違反に関する調査の一環
として、模倣品被害についての対策を行っ
ています。2016年度は、模倣品を扱ってい
る可能性のあるインターネット通販サイト
257件について、特定商取引法の遵守状況
を調査し、うち160件に改善指導を実施し
ました。
　また、海外著名ファッションブランドの
権利者等からの情報提供を受け、模倣品販
売が確認されたサイト等の悪質な海外ウェ
ブサイトに関する情報について、消費者庁
ウェブサイトにおいて公表しています。

５ ．規格・計量の適正化
（ １）�JIS規格等の国内・国際標準化施

策の実施
　経済産業省では、2016年度も消費者への
標準化61知識の普及啓発及び消費者の日本
工業規格（JIS）開発審議への効率的な参
加の促進のために、同省委託事業として、
「消費者のための標準化セミナー」を全国
で計34回開催しました（約2,000名参加）。
　また、消費生活技術専門委員会等、14種
類の委員会を合計90回開催しました。

（ ２）�新たなJAS規格等の検討
　農林水産省では、JAS62規格の制定等に
関する計画を作成・公表し、2016年度にお
いては９規格の見直しを行いました。
　また、消費者の信頼の確保を図りつつ、
市場の拡大に資する観点から、潜在的な
ニーズの高い介護食品について、利用者が
安心して選択できるようJAS規格の制定に

61�）標準化とは、様々な事象を統一化すること。例えば、乾電池や紙のサイズの標準化のように、標準化は日常生活
の利便性向上に寄与しているが、日頃から標準化を気にすることはないことから、日常生活と標準化との関わりに
ついて経済産業省は普及啓発を行っている。
62）Japanese�Agricultural�Standard（日本農林規格）の略
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向けた議論を2016年２月から開始し、同年
６月の農林物資規格調査会における審議を
経て、同年８月に「そしゃく配慮食品の日
本農林規格」を制定しました。
　このほか、2016年６月の「日本再興戦略
2016」や同年11月の「農林水産業・地域の
活力創造プラン」を受け、同年12月の農林
物資規格調査会において、我が国の強みの
アピールに繋がる多様な規格の制定や国際

的に通用する認証の枠組みの整備など、
JAS制度の見直し方向を報告しました。こ
れを踏まえ、JAS規格を定め得る対象の拡
大などを内容とした「農林物資の規格化等
に関する法律及び独立行政法人農林水産消
費安全技術センター法の一部を改正する法
律案」を、2017年２月に国会に提出しまし
た。

１ ．�消費者政策の透明性の確保と
消費者の意見の反映

（ １）�消費者政策の実施の状況の報告
　消費者庁では、2012年に改正された消費
者基本法第10条の２の規定に基づき、2013
年度から、政府が前年度に講じた消費者政
策の実施の状況を取りまとめ、国会へ報告
するとともに、法定白書（法律に基づいて
作成される白書）である「消費者白書」の
第２部として公表しています。2016年度は、
５月24日に2015年度の実施状況について国
会へ報告、公表を行いました。

（ ２）�消費者事故等に関する情報の集約
及び分析の取りまとめ結果の報告

　消費者庁では、消費者安全法第12条各項
の規定に基づき、各行政機関の長、都道府
県知事、市町村長及び国民生活センターの
長から消費者庁に対し消費者事故等の発生
に関する情報の通知があったもの等につい
て、同法第13条の規定に基づいて集約及び
分析を行い、「消費者事故等に関する情報

の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」
として、「消費者白書」の第１部において
公表しています。2015年度の通知について
は、2016年５月24日に国会へ報告、公表を
行いました。
　平成28年版「消費者白書」では「地方消
費者行政の充実・強化に向けて」を特集し、
冊子を作成したほか、消費者庁ウェブサイ
トにおいて全文及び概要（英語版を含みま
す。）をPDF形式、HTML形式で公表して
います63。

（ ３）�消費者政策の企画立案のための調
査の実施

　消費者庁では、消費者行政が消費者を取
り巻く環境の変化に対応し消費者政策を企
画立案していくために、消費生活や消費者
政策に関する一般消費者の意識、行動など
について包括的な調査項目を設定して、「消
費者意識基本調査」を2016年11月に実施し
ました。さらに、2017年２月及び３月に、
個別テーマについて「消費生活に関する意

消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成第 ４節

63）http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html
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識調査（インターネット調査）」を実施し
ました。
　また、消費者行政の検証・評価の数値指
標の一環として、「消費者意識基本調査」
結果や消費者事故情報、PIO-NET情報等
を活用した、2016年の「消費者被害・トラ
ブル額の推計」を実施しました。

（ ４）�審議会等への消費者の意見を代表
する委員の選任

　2015年９月に内閣府が実施した「消費者
行政の推進に関する世論調査」において消
費者の意見を代表する者の考え方を調査し
ました。消費者庁では、その結果も踏まえ、
関係府省の協力を得て、消費者問題に関連
する審議会等への選任状況について、その
内容を2016年７月に改定した消費者基本計
画工程表の一部として公表しました。
　また、2016年には、各地域で活躍する、
消費生活全般に関するあらゆる分野の消費
者団体の概要及び活動内容等を把握するた
めに2015年度に実施した「消費者団体基本
調査」の結果について取りまとめ、調査票
提出が遅れた団体分の追加の取りまとめを
行いました。取りまとめたものは、「消費
者団体名簿」として消費者庁のウェブサイ
トに掲載しています64。

２ ．消費者教育の推進
（ １）�消費者教育の総合的、体系的かつ

効果的な推進
　2012年12月に消費者教育推進法が施行さ
れ、この法律に基づき、消費者教育推進会
議（以下「推進会議」といいます。）が設

置されました（第19条）。推進会議の任務は、
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「消費者教育の推進
に関する基本的な方針」（以下「基本方針」
といいます。）に関し、意見を述べること
です。
　推進会議は、いわゆる「８条機関」の審
議会65であり、委員は消費者、事業者、教
育関係者、消費者団体、事業者団体及び学
識経験者などから20名を任命しており、任
期を２年としています。
　2013年３月、推進会議の第１回会議を開
催し、2013年６月まで、基本方針に関して
議論をしました。推進会議や消費者委員会
等の意見を踏まえ、基本方針は2013年６月
28日に閣議決定されました。
　基本方針は、消費者教育の意義及び基本
的な方向、内容等を記したものです。また、
推進会議を活用し、基本方針別紙の19の「今
後検討すべき課題」について検討すること
も明記されました。
　これを受け、2013年８月、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）を設
置して議論を重ねてきました。
2015年３月には、３つの小委員会の議論を
基に、今後の消費者教育の推進についての
考えや提案、消費者教育の担い手への期待
等を会議として取りまとめたほか、３つの
小委員会それぞれの取りまとめについても
公表しました。
　消費者庁では、2015年７月に始動した第
２期推進会議66がこれまで８回実施され、

64）http://www.caa.go.jp/region/index10.html
65�）審議会は、国家行政組織法第８条並びに内閣府設置法第37条及び第54条の「法律又は政令の定めるところにより、
重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつか
さどらせるための合議制の機関を置くことができる」との規定を根拠に行政機関に設置される。
66）第10回推進会議（2015年７月開催）から第２期。
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①「消費者教育の推進に関する基本的な方
針」（2013年６月閣議決定）の見直しに向
けた論点整理、②若年者に対する消費者教
育の機会の充実など社会情勢等の変化への
対応について議論を深めました。①につい
ては、「学校・社会教育における消費者教
育」、「食育」、「金融経済教育」、「法教育」
及び「環境教育」の実施状況について、文
部科学省、内閣府、金融庁、法務省及び環
境省からそれぞれヒアリングを実施すると
ともに、地方公共団体、消費者団体及び事
業者団体からもヒアリングを実施しまし
た。これらのヒアリングを基に、現行の基
本方針の実施状況を確認するとともに、中
間的な見直しの検討を行いました。
　②については、学校における消費者教育
の一層の充実を図っていくことが必要であ
ることから、2016年４月に推進会議におい
て「学校における消費者教育の充実に向け
て」を取りまとめ、公表しました。また、
消費者庁において推進会議の意見を聴きな
がら、関係省庁と連携しつつ、高等学校の
授業用教材を2017年３月までに作成し、４
月以降に配布を開始しました。
　また、2015年９月に実施した「消費者行
政の推進に関する世論調査」において「消
費者市民社会」67という言葉の認知度を調査
したところ、「知っていた」と回答した者は
21.5％でした。認知度を一層向上させるた
めに、「消費者市民社会ワーキングチーム」
を開催し、消費者市民社会普及のための啓
発に向けた資料の作成を検討しています。

　なお、消費者委員会からの「若年層を中
心とした消費者教育の効果的な推進に関す
る提言」（2016年６月）を踏まえ、若年層
を中心とした消費者教育の実態を把握する
ため、「LINE調査」を実施しました。

（ ２）�地域における消費者教育推進のた
めの体制の整備

　文部科学省では、2010年度、大学等にお
ける消費者教育の基本的な方向性をまとめ
た「大学等及び社会教育における消費者教
育の指針」を取りまとめました。また、地
域における消費者教育が連携・協働により
一層推進されるよう、2016年度は「消費者
教育アドバイザー」68の派遣を実施すると
ともに、「連携・協働による消費者教育推
進事業」における消費者教育推進のための
実証的共同研究において、地域の産業や課
題をテーマとして多様な主体との連携によ
る消費者教育の実践及びその成果について
検証を行いました。さらに、消費者教育フェ
スタを主催し、多様な関係者との交流を図
るとともに、学校や地域における消費者教
育の実践事例について報告を行いました。
　また、毎年度、全国（2016年度は12会場）
で社会教育主事講習69を実施し、消費者教
育の講義を行うなど、地域における消費者
教育の促進に取り組んでいます。
　都道府県及び市町村は、基本方針を踏ま
え、その区域における消費者教育の推進に
関する施策についての計画（消費者教育推
進計画）を定めるよう努めることとなって

67�）消費者一人一人が、自分だけでなく周りの人々や、将来生まれる人々の状況、内外の社会経済情勢や地球環境に
まで思いをはせて生活し、社会の発展と改善に積極的に参画する社会のこと。
68�）文部科学省では2013年度から地域における消費者教育が、連携・協働により一層推進されるよう、全国の社会教
育等における消費者教育の先駆的実践者を消費者教育アドバイザーに委嘱し、地方公共団体からの求めに応じて派
遣している。
69�）社会教育主事となり得る資格を付与することを目的として、全国の大学及び国立教育政策研究所社会教育実践研
究センターで実施される講習（約40日間）。社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれ
る専門的職員で、社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たる役割。
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います。また、その区域における消費者教
育を推進するため、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関係機関等をもって構
成する消費者教育推進地域協議会を組織す
るよう努めることにもなっています。
　消費者教育推進計画及び消費者教育推進
地域協議会は、地方消費者行政強化作戦に
位置付けられており、消費者行政ブロック
会議（全国を６つのブロックに分け、都道
府県・政令市の担当課長と意見交換や情報
共有を行う場）等において策定・設置を促
しています。消費者教育推進計画は42都道
府県で策定し、消費者教育推進地域協議会
は44都道府県で設置しています（2016年度
は、11県で計画策定、３県で協議会設置。）。
また、2016年度は国民生活センターにおい
て消費者教育推進のための研修を18コース
（受講者数610人）実施しました。
　消費者庁では、2016年度に多様な主体間
の連携・協働や体系立った消費者教育の展
開等を促進し、地方の消費者教育を推進す
るための先駆的プログラムを27事業実施し
ました。

（ ３）�「消費者教育の推進に関する基本
的な方針（基本方針）」の検討等

　基本方針とは、消費者教育の意義及び基
本的な方向、内容等を記したものです。
　消費者庁では、第２期推進会議をこれま
で2016年度に７回実施しており、基本方針
の見直しに向けた論点整理を当面の検討事
項としています。
　これまでに、「学校等における消費者教
育」、「食育」、「金融経済教育」、「法教育」
及び「環境教育」の実施状況について、文
部科学省、内閣府、金融庁、法務省及び環

境省からそれぞれヒアリングを実施しまし
た。また、地方公共団体、消費者団体及び
事業者団体からもヒアリングを実施しまし
た。これらのヒアリングを基に、現行の基
本方針の実施状況を確認するとともに、中
間的な見直しの検討を行いました。
　文部科学省では、基本方針の見直しに向
け、教育委員会及び大学等を対象に「消費
者教育に関する取組状況調査」を実施し、
消費者教育推進委員会による分析を行うと
ともに、消費者教育推進委員会に大学・専
門学校等における消費者教育推進部会を設
置し、検討を行いました。

（ ４）�消費者教育に使用される教材等の
整備

　消費者庁では、年齢、障害の有無、情報
の入手方法、読み解く能力の差異等の消費
者の特性に応じた適切なものとすることに
配慮した消費者教育教材の作成及び収集を
行っています。
　また、消費者庁では、特に学校・社会の
様々な場面で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おいて消費者教育
ポータルサイト70を運営しています。同
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。
　同ポータルサイトには、2017年３月末時
点で、教材が795件、各地域での実践事例
に関する情報が282件、講座等に関する情
報が532件、合計1,609件の情報が掲載され
ています。また、2017年３月末時点で、ポー
タルサイトのアクセス数は700万1798件と
なっています。

70）http://www.caa.go.jp/kportal/index.php
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　同ポータルサイトにおいて、最新教材等
の積極的な収集・掲載を行い、教材等の選
択に役立つ評価等を示すなど、消費者教育
の推進のための総合的な情報提供・発信を
行っています。また、消費者行政ブロック
会議等において、同ポータルサイトに関す
る説明を行い、掲載を促しています。
　さらに、2016年度は、前年度の評価をポー
タルサイトへ反映させるために、ポータルサ
イトの改修に向けて予算措置を講じました。

（ ５）�教育行政（学校教育・社会教育）
と消費者行政の連携・協働（基盤
的な情報の整備と体制作り）

　文部科学省では、消費者教育の一層の推
進を図るため、多様な関係者が情報を共有
し、相互に連携するための場として、「社
会的責任に関する円卓会議」の協力を得て、
2010年度から消費者教育フェスタを開催し
ています。2016年度に徳島で開催したフェ
スタにおいては、地元の教育委員会等の協
力の下、消費者教育に関する取組事例を紹
介したほか、実践交流会において教材・資
料の展示を実施しました。
　また、前年度に消費者教育推進委員会で
検討を行った調査の方針等を基に、「消費
者教育に関する取組状況調査」を実施しま
した。
　消費者庁では、第２期推進会議において、
国における消費者教育の実施状況把握の一
環として、学校・社会教育における消費者
教育について、文部科学省からのヒアリン
グを実施しました。
　また、2016年11月に金沢市で消費者庁主
催の地方消費者フォーラムと文部科学省主
催の消費者教育フェスタを共同開催しました。
　ほかにも、消費者行政ブロック会議等に

おいて、教育委員会と消費者行政部局が連
携している地方公共団体の取組を聴取して
います。

（ ６）�学校における消費者教育の推進
　推進会議の小委員会の一つである消費者
市民育成小委員会では、消費者教育の担い
手が消費者市民社会を目指すために参考と
なる消費者教育実践事例を「消費者教育の
担い手向けナビゲーション」（以下「ナビ
ゲーション」といいます。）として整理し
ました。ナビゲーションは、消費者教育の
担い手である教育関係者等が対象者に対し
てどのようなことを教えるかといった観点
から事例を示しています。学校関係につい
ては、学習指導要領との関連を示しました。
　なお、事例については、｢消費者市民育
成プログラム（実践事例集）｣ として、実
施内容、工夫、成果及び課題について別途
取りまとめています。
　総務省では、子供達のICTメディアをよ
り主体的・能動的に扱う能力（ICTメディ
アリテラシー）を育成するため、2009年度
から引き続き、小学校高学年を対象とした
教材「伸ばそうICTメディアリテラシーつ
ながる！わかる！これがネットだ」をウェ
ブサイト上に公開するとともに、2009年度
と2010年度に開発した中・高校生を対象と
した新たな教材についても2011年４月から
公開しています71。
　なお、2011年度から公開した新たな教材
については、指導資料中にインターネット
やメールなどを利用する際の留意点等を記
載し、学校や家庭等における話合いのきっ
かけ作りに使えるようにしました。
　ほかにも、通信関係団体等と連携しなが
ら、子供たちの安心・安全なインターネッ

71）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_literacy.html
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ト利用のための啓発講座であるe-ネット
キャラバンを、保護者、教職員及び児童生
徒を対象として全国で実施しています。
2016年度は、更なるフィルタリングの理解
の向上を図るため、保護者・教職員を対象
にスマートフォンのフィルタリングの内容
及び設定に特化した内容の講座を新設する
など、1,674件の講座を開催するとともに、
低年齢層への需要に対応するため、講座の
対象学年を小学３年生まで引き下げました。
　文部科学省では、学校教育においては、
児童生徒の「生きる力」を育むことを目指
し、生涯にわたり学習する基盤が培われる
よう、基礎的な知識及び技能を習得させる
とともに、これらを活用して課題を解決す
るために必要な思考力、判断力、表現力等
の能力を育み、主体的に学習に取り組む態
度を養うことを理念としています。
　また、2006年に改正された教育基本法（平
成18年法律第120号）において、教育の目
標として、自主及び自律の精神を養うとと
もに、職業及び生活との関連を重視するこ
とや、主体的に社会の形成に参画し、その
発展に寄与する態度を養うことが規定され
ました。
　これらを踏まえ、小・中・高等学校の現
行の学習指導要領においては、社会科、公
民科、家庭科及び技術・家庭科などを中心
に消費者教育に関する教育内容を充実して
います。
　また、2016年12月の中央教育審議会答申
を踏まえ、2017年３月に告示された小・中
学校の新しい学習指導要領では関連する教
科等において消費者教育に関する教育内容
の更なる充実が図られました。これらの新
しい学習指導要領は小学校では2020年度、
中学校では2021年度から全面実施される予
定です。
　加えて、小・中・高等学校等における教

職員の指導力の向上を図るため、消費者教
育等に関する各教科等横断的プログラムの
開発に係る実践研究を実施するとともに、
優れた取組の普及を図りました。
　2010年度、大学等における消費者教育の
在り方について検討を行い、その成果を「大
学等及び社会教育における消費者教育の指
針」としてまとめました。2016年度には消
費者教育フェスタを開催し、各地域におけ
る特色ある消費者教育の実践事例の発表
や、文部科学省の委託事業である実証的共
同研究の成果の発表等を実施しました。ま
た、消費者教育フェスタにおいて、前年度
に消費者教育推進委員会で作成した「消費
者教育の指導者用啓発資料」�を題材に、消
費者教育を通じて育むべき力と指導者の役
割、指導者が消費者教育を行う上でのヒン
トや関係者が相互に連携して取り組む手法
等について意見を交わしました。
　金融庁では、金融庁や関係団体から構成
される金融経済教育推進会議において、「最
低限身に付けるべき金融リテラシー」の内
容を項目別・年齢層別に具体化・体系化し
た「金融リテラシー・マップ」を2014年６
月に作成（2015年６月に改訂）しました。
　これらの関係団体と連携した取組とし
て、大学生に対し、「金融リテラシー・マッ
プ」に基づいた授業を2016年度に８大学で
実施しました。
　消費者庁では、第２期推進会議において、
学校における消費者教育の充実方策につい
て検討を重ね、2016年４月に「学校におけ
る消費者教育の充実に向けて」を取りまと
め、公表しました。また、「若年者の消費
者教育に関するワーキングチーム」におい
て、成年年齢の引下げに向けた環境整備の
充実のための教材等について検討し、これ
に関連した若年者向け教材の作成に取り組
みました。
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（ ７）�地域における消費者教育の推進
　総務省では、青少年のインターネットの
安心・安全な利用のため、地方公共団体と
連携して、児童生徒、保護者及び地域の指
導者等を対象とした啓発講座をe-ネット
キャラバンとして全国で実施するととも
に、実際に発生したインターネット上のト
ラブルの事例をインターネットトラブル事
例集として公開しています72。
　文部科学省では、地域における消費者教
育が連携・協働により一層推進されるよう、
2016年度は「消費者教育アドバイザー」の
派遣を実施するとともに「連携・協働によ
る消費者教育推進事業」における消費者教
育推進のための実証的共同研究において、
地域の産業や課題をテーマとして多様な主
体との連携による消費者教育の実践及びそ
の成果について検証を行いました。
　また、消費者教育フェスタを徳島、石川、
栃木の３か所で開催しました。
　徳島会場では、学校や大学における消費
者教育の実践事例の報告や、すごろくを用
いたグループ討議を実施しました。石川会
場では、学校や行政、消費者団体等の多様
な主体が協働して消費者教育に取り組んで
いくことをテーマに、地元における事例報
告や、分科会を実施しました。栃木会場で
は、文部科学省から委託を受けた、宇都宮
大学による「衣」生活に関する研究の発表
のほか、中学校の技術・家庭科の授業を公
開し、授業の振り返りや総括を行いました。
また、全会場において、消費者教育の資料・

教材等の展示企業・団体等と参加者との交
流が図れるよう実践交流会を実施しました。
　また、消費者教育フェスタにおいて、前
年度に消費者教育推進委員会で作成した
「消費者教育の指導者用啓発資料」73を題
材に、消費者教育を通じて育むべき力と指
導者の役割、指導者が消費者教育を行う上
でのヒントや関係者が相互に連携して取り
組む手法等について意見を交わしました。
　消費者教育推進計画及び消費者教育推進
地域協議会は、地方消費者行政強化作戦に
位置付けられており、消費者行政ブロック
会議等において策定・設置を促しています。
現在、消費者教育推進計画は42都道府県で
策定、消費者教育推進地域協議会は44都道
府県で設置しています（2016年度は、11県
で計画策定、３県で協議会設置）。
　金融庁では、地域で開催される講座等へ
の講師派遣を2016年度に744回実施しました。
　また、「基礎から学べる金融ガイド」や
「「未公開株」等被害にあわないためのガ
イドブック」等を、全国の地方公共団体に
配布しました。
　ほかにも、一般の方々が金融トラブルに
巻き込まれないよう注意を促すことを目的
として、「金融トラブルから身を守るため
のシンポジウム」を各財務局と共催しまし
た（2016年度は、全国６か所で開催。）。
　公正取引委員会では、2016年度には、「消
費者セミナー」74を77回、「独占禁止法教
室」75を196回、「一日公正取引委員会」76を
８回開催しました。また、消費者の暮らし

72）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
73）http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1368878.htm
74�）消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層の理解を深めてもらうため、公正取引委
員会事務総局の職員を消費者団体等の勉強会に派遣するもの。
75�）中・高・大学生に経済活動の基本ルールである独占禁止法の役割について学んでもらうため、公正取引委員会事
務総局の職員を学校の授業に講師として派遣するもの。
76�）公正取引委員会の本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において、「消費者セミナー」及び「独占禁止法教室」
を独占禁止法講演会などとともに１か所で同時に開催するもの。
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と私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律（昭和22年法律第54号。以下「独
占禁止法」といいます。）の関わりについ
て説明した資料を、「消費者セミナー」や「独
占禁止法教室」の出席者に配布しました。
これらの参加者からのアンケート結果で
は、「満足」、「おおむね満足」との回答が、
「消費者セミナー」については71％、「独
占禁止法教室」については87％と良好な結
果が得られており、地域における消費者教
育の推進に寄与しています。

（ ８）�家庭における消費者教育
　消費者庁では、消費者教育ポータルサイ
トにおいて、家庭でできる消費者教育教材
や地方における親子向けの講座の案内につ
いて消費者が積極的に情報収集できるよう
にするため、消費者行政ブロック会議等に
おいて同ポータルサイトに関する説明を行
い、掲載を促しています。
　同ポータルサイトには、2017年３月末時
点で、教材が795件、各地域での実践事例
に関する情報が282件、講座等に関する情
報が532件、合計1,609件の情報が掲載され
ています。また、2016年４月から2017年３
月末までのポータルサイトのアクセス数は
700万1798件となっています。

（ ９）�事業者・事業者団体による消費者
教育

　消費者庁では、事業者・事業者団体等に
よる取組事例を積極的に収集し、消費者教
育ポータルサイトに掲載するよう努めてい
ます。事業者によるポータルサイトの掲載
数は、2017年３月末時点で128件となって
います。

（１0）�倫理的消費の普及啓発
　より良い社会に向けて、地域の活性化や

雇用等を含む人や社会・環境に配慮した消
費行動である「倫理的消費」への関心が高
まっています。
　こうした消費行動の変化は、消費者市民
社会の形成に向けたものとして位置付けら
れるものであり、日本の経済社会の高品質
化をもたらす大きな可能性を秘めていま
す。しかしながら、こうした動きは緒に就
いたばかりであり、社会的な仕組みも整備
されていません。消費行動の進化と事業者
サイドの取組が相乗的に加速していくこと
が重要です。
　以上を踏まえ、消費者庁では倫理的消費
の内容やその必要性等について検討し、国
民の理解を広め、日常生活での浸透を深め
るためにどのような取組が必要なのかにつ
いて調査研究を行う、「倫理的消費」調査
研究会を実施しています。この研究会は、
2015年度に６回、2016年度に４回開催し、
2016年６月には研究会の中間取りまとめ、
2017年４月には取りまとめを公表しました。
　2016年５月には消費者月間シンポジウム
において、倫理的消費に関する分科会を開
催し、事業者の取組等を取り上げました。
また、同年７月には倫理的消費シンポジウ
ム「エシカル・ラボ」を、東京都と鳥取県
の会場を中継で結び、徳島県内で開催しま
した。

（１１）�金融経済教育の推進
　消費者庁では、推進会議において、金融
経済教育を含む消費者教育の推進について
議論しています。
　金融庁では、大学生に対し、「金融リテ
ラシー・マップ」に基づいた授業を関係団
体と連携して2016年度に８大学で実施しま
した。
　また、学校や地域等で開催される講座等
への講師派遣を2016年度に1,048回実施し
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ました。
　さらに、「基礎から学べる金融ガイド」
や「「未公開株」等被害にあわないための
ガイドブック」等を、全国の高校等や地方
公共団体に配布しました。
　ほかにも、一般の方々が金融トラブルに
巻き込まれないよう注意を促すことを目的
として、「金融トラブルから身を守るため
のシンポジウム」を各財務局と共催しまし
た（2016年度は、全国６か所で開催。）。
　また、金融サービス利用に伴うトラブル
の発生の未然防止などに向けた事前相談の
提供の充実を図るため、「事前相談（予防
的なガイド）」を2014年から開設し、相談
への対応を行っているほか、2016年度に各
財務局と共催する前記シンポジウムや総務
省東京総合行政相談所において相談会を開
催しました。

（１２）法教育の推進
　法務省では、法教育の更なる普及・推進
のため、法務省関係機関において、学校等
の法教育を受ける側の要望等を踏まえた法
教育授業を多数回実施するなど、広報活動
や法教育に関する支援活動・助言等を行い、
法教育の意義についての理解を広めています。
　また、法曹関係者、学者、教育関係者等
の有識者で構成する法教育推進協議会を開
催し（2016年度は８回開催。うち教材作成
部会を７回開催。）、検討・報告された法教
育に関する最新の情報、協議の状況等を情
報提供することにより、法教育の普及・推
進を図っています。

（１３）�各種リサイクル法の普及啓発
　環境省では、2013年４月に施行された使

用済小型電子機器等の再資源化の促進に関
する法律（平成24年法律第57号）を始めと
した各種リサイクル法の認知、理解から実
際に活動してもらうための普及啓発、そし
て活動の拠点形成のため、子供向けモデル
授業を実施しています。具体的には、リサ
イクルの重要性を教育現場から伝えるため
に、小学校の授業で活用できる「小型家電
リサイクル学習授業支援パッケージ」を作
成し、各校で実施を推奨するとともに、社
会や家庭科の各全国教育研究会長を委員と
した、リサイクルに関する教育検討会を開
催しました。
　また、インターネットを利用する若い世
代を中心に、ごみの減量・資源の有効活用
について恒常的に周知徹底を図るため、
ウェブサイト「Re-Style」（PC版、携帯版）
を運営し、循環型社会の形成に関する最新
データやレポート等の掲載、循環型社会形
成推進基本計画の周知及び循環型社会に向
けた多様な活動等の情報を更新し、国民、
民間団体及び事業者等による活動の促進を
図っています。
　経済産業省では、「資源循環ハンドブッ
ク2016」を4,500部作成し、関係機関に配
布したほか、３R77に関する環境教育に活
用するなどの一般の求めに応じて配布を
行っています。

（１４）�食品ロス削減国民運動（NO-
FOODLOSS�PROJECT） の
推進

　「食品ロス」とは、本来はまだ食べられ
るのに捨てられる食品のことを指します。
　日本における2014年度の食品ロスの発生
量は、年間621万トンと試算されており、

77�）環境問題への対応としては、廃棄物等の発生抑制、再利用、再生利用が重要となるが、これらの英語の頭文字を採っ
て、３R�（Reduce,�Re-use,�Recycle）と呼んでいる。
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これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向け
た世界の食糧援助量（2015年で年間約320
万トン）78の約２倍に相当します。また、
食品ロスを国民１人当たりに換算すると、 
“お茶碗約１杯分（約134g）の食べ物”が毎
日捨てられていることになります。
　食品ロスを削減するには、事業者・消費
者双方の意識改革等が必要です。このため、 
2012年７月に「食品ロス削減関係省庁等連
絡会議」を設置し、関係府省（内閣府、消
費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産
業省及び環境省）が連携して取り組んでお
り、2013年10月以降は「食品ロス削減国民
運動（NO-FOODLOSS�PROJECT）」とい
う名称で展開しています。2016年９月には、
「第５回食品ロス削減関係省庁等連絡会議」
を開催し、各府省の食品ロス削減に関する
取組状況及び今後の普及啓発方策の情報共
有を行いました。
　消費者庁では、消費者に食品ロスの現状
や課題などの情報を分かりやすく伝え、理
解を深めていただくため、2016年６月に開
催された「第11回食育推進全国大会inふく
しま」では、消費者庁のブースを活用し、
来場者へチラシの配布を行いました。
　また、2016年10月には政府広報の様々な
媒体を通じて、幅広い対象に向けた周知・
啓発活動を行ったほか、地方公共団体、食
品関連事業者及び消費者を対象とした、
「もったいないを見直そう～食品ロス削減
シンポジウム～」を東京都千代田区で開催
しました。
　さらに、同年12月には啓発パンフレット
を作成し、消費者庁ウェブサイトへの掲載
及び地方公共団体や消費者団体等への配布
を実施しました。こうした取組を始め、食
品ロス削減に関連するイベント及び講習会

等については、消費者庁のウェブサイトで
年間を通して紹介しています。
　農林水産省では、食品関連事業者を始め
とする関係者にロゴマーク「ろすのん」の
普及を実施しています（2017年３月末現在
の利用者数は275件）。また、食品関連事業
者による食品ロス削減のための商慣習見直
しに向けた取組について、その効果や要点
等を整理し、研修会（全国４か所）での普
及に向けた取組を支援しました。
　さらに、生産、流通、消費などの過程で
発生する未利用食品を、食品関連事業者や
生産現場などからの提供を受けて、必要と
している施設や人に提供する、「フードバ
ンク」と呼ばれる活動において、食品の取
扱いを促進するため、2016年11月に「フー
ドバンク活動における食品の取扱いに関す
る手引き」を作成・公表したほか、2016年
度は食品関連事業者とフードバンク活動団
体等を対象とした情報交換会を全国８か所
で開催しました。
　また、　「第３次食育推進基本計画」（2016
年３月食育推進会議決定）に基づき、「食
育月間」を６月に定め、「食育月間」実施
要綱において食の循環や環境への意識等を
重点事項として位置付けており、関係府省
庁、地方公共団体等様々な主体において全
国的に各種広報媒体や行事等を通じた広報
啓発活動を実施し、食育推進運動の一層の
充実と定着を図ることとしています。加え
て、「食育白書」において、各府省庁にお
ける食品リサイクルと食品ロスの削減に関
する取組を記載しています。
　環境省では、学校給食からの食品ロスの
削減及び食品リサイクルのモデルとなる取
組を行う市町村を支援するため、2015度か
ら「学校給食の実施に伴い発生する廃棄物

78）国連WFP支援実績を参照。
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の３R促進モデル事業」を実施しました。
加えて、2016年10月に、全国で食べ切り運
動等を推進する自治体間ネットワーク「全
国おいしい食べきり運動ネットワーク協議
会」の設立支援を行いました。
　また、消費者等が行う３R行動による環
境負荷の低減効果を便宜的に数値化する
「３R行動見える化ツール」79に、新たに食
品ロス削減に関する項目を追加し、2015年
11月に公表しました。

（１５）�食育の推進
　食育基本法（平成17年法律第63号）及び
「第３次食育推進基本計画」（2016年３月
食育推進会議決定）に基づき、関係府省等
が連携しつつ、家庭、学校、地域等におい
て国民運動として食育を推進しています。
同計画では、国民が健全な食生活を実践す
るために必要な食品の安全性や栄養等に関
する様々な情報について、国民が十分に理
解し活用できるよう考慮しつつ、国民に
とって分かりやすく入手しやすい形で情報
提供することとしています。
　厚生労働省では、関係団体等を通じた普
及啓発を行うとともに、ウェブサイト等で
の情報提供を行いました。
　第３次食育推進基本計画では、毎年６月
を「食育月間」と定め、関係府省庁、地方
公共団体等様々な主体において全国的に各
種広報媒体や行事等を通じた広報啓発活動
を重点的に実施し、食育推進運動の一層の
充実と定着を図ることとしています。また、
全国規模の中核的な行事として、「第11回
食育推進全国大会」を福島県と共催し（2016
年６月11日及び12日）、２日間で約３万人
の来場がありました。

　農林水産省では、地域の実情に応じた食
育活動や消費者のニーズに対応したモデル
的な食育活動に対する支援を通じて、「日
本型食生活」の実践を促す取組のほか、農
林漁業体験を通じて食や農林水産業への理
解を深める教育ファームの活動についての
情報提供等を行っています。
　文部科学省では、2016年度から使用する
ための小学生用食育教材「たのしい食事つ
ながる食育」を作成し、全国の小学校等へ
配布しました。

３ ．�消費者団体、事業者・事業者
団体等による自主的な取組の
支援・促進

（ １）�消費者団体等との連携及び支援等
　消費者行政の推進に当たっては、幅広い
関係者に消費者庁の「サポーター」や「提
案者」になってもらうことが重要です。特
に、消費者団体は、消費生活の実態に即し、
消費者の埋もれがちな声を集約し、具体的
な意見にまとめて表明する団体であり、そ
の継続的・持続的な活動は消費者行政の推
進に当たり極めて重要です。
　このため、消費者庁では、全国の消費者
団体等と定期的に意見交換の場を設けてお
り、2016年度は、在京12団体と５回の意見
交換会を開催しました。あわせて、電子メー
ルを用いた消費者団体等との意見交換シス
テムを運用し80、全国の消費者団体等との
情報・意見交換を行っています。さらに、
消費者団体等が開催するシンポジウム等に
消費者庁幹部等を派遣し講演等を行った
り、消費者団体の広報誌等への寄稿やイン
タビュー取材に対応したりするなど、消費
者団体等とコミュニケーションを図るとと

79）３Rを推進する行動の行動量を入力することで便宜的に環境負荷の削減効果を数字で表すことが出来る計算用ツール。
80）「だんたい通信」の名称でVol.�109まで配信済み。同通信では配信登録団体からの意見を随時受け付けている。
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もに、消費者団体等の活動を支援していま
す。あわせて、高齢者及び障害者の消費者
被害の防止を図るため、消費者団体に高齢
福祉関係団体、障害者団体、関係府省を加
えた構成員による、「高齢消費者・障害消
費者見守りネットワーク連絡協議会」を開
催し、消費者トラブルについての情報共有
をするとともに、見守り活動の積極的な取
組に向けた申合せを公表する等の取組を
行っています。
　また、地域における消費者問題解決力の
向上を図る上で、行政と消費者団体を含む
地域の多様な主体との連携が不可欠です。
このため、地域の消費者団体等が交流する
場として、全国８ブロックごとに「地方消
費者フォーラム」を開催し、地域における
消費者団体等の連携強化と活動の活性化を
支援しています。
　消費者庁の主催による2016年度消費者月
間シンポジウム（2016年５月）では、「み
んなの強みを活かせ～安全・安心な社会に
一億総活躍～」をテーマにパネルディス
カッションが行われ、消費者・事業者・行
政が連携を図ることの重要性について、実
践事例を踏まえた報告がありました。

（ ２）�消費者志向経営の推進に向けた方
策の検討・実施と情報提供、消費
者団体と事業者団体との連携促進
等

　消費者庁は、第３期消費者基本計画を踏
まえ、事業者団体や消費者団体と連携して、
事業者の消費者志向経営を推進しています。
　2015年度は、有識者による「消費者志向
経営の取組促進に関する検討会」を開催し、
消費者志向経営の意義や、推進方策等につ

いて、報告書を取りまとめました。
　また、2016年10月に開催した「消費者志
向経営推進キックオフシンポジウム」にお
いて、事業者団体、消費者団体、消費者庁
を始めとする行政機関で構成される消費者
志向経営推進組織（プラットフォーム）を
設けました。その後、同推進組織では、「消
費者志向自主宣言・フォローアップ活動」81

等の推進活動を進めています。2017年２月
に開催した「2017年消費者志向経営トップ
セミナー」（共催：日本経済団体連合会、
消費者関連専門家会議、消費者庁）では、
消費者志向自主宣言を届け出た企業名の公
表を行い、「消費者志向自主宣言・フォロー
アップ活動」を呼び掛ける等、消費者志向
経営の幅広い普及を図っています。
　経済産業省では、2016年度、学識経験者、
有識者、事業者、消費者団体、マスコミな
ど、幅広い関係者を構成員とし、2030年頃
の消費経済市場を見据えつつ、消費者意識
の変化、より一層の消費者理解やそれに伴
う企業経営の在り方、消費者起点のイノ
ベーション等について検討を行う「消費イ
ンテリジェンス研究会」を年度内に５回開
催し、2017年３月に報告書をとりまとめま
した。
　また、一般財団法人日本産業協会を中心
として、消費者目線に立った企業経営の推
進等に向けた検討が2016年度に行われ、経
済産業省においても、上記検討会等の、消
費者・事業者・行政が連携して健全な消費
市場を目指すための取組を支援しています。

（ ３）�公益通報者保護制度の推進
　消費者が安心して安全で豊かな消費生活
を営むことができる社会を実現していく上

81�）事業者が自主的に消費者志向経営を行うことを自主宣言･公表し、宣言内容に基づいて取組を実施し、その結果
をフォローアップして、公表する活動。推進組織では、各企業の自主宣言や取組を推進組織のウェブページ（消費
者庁ウェブサイト内）へ掲載し、消費者・社会へ広く発信している。
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で、これを損なうような企業の不祥事を防
止するという観点は重要です。企業の不祥
事は、企業内部の労働者からの通報をきっ
かけに明らかになることは少なくありませ
んが、労働者がこうした通報を行うことは、
正当な行為として解雇等の不利益な取扱い
から保護されるべきものです。
　こうしたことから、公益通報者保護法が
2004年に成立し、2006年に施行されており、
同法では、労働者が、どこへどのような内
容の通報を行えば保護されるのかという制
度的なルールや公益通報に関して事業者・
行政機関がとるべき措置等が定められてい
ます。
　なお、公益通報の対象は、国民生活の安
心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の
防止を図る観点から、「国民の生命、身体、
財産その他の利益の保護にかかわる法律」
に違反する一定の行為となっており、2016
年度末時点で、459の法律が対象法律とし
て定められています。
　消費者庁では、事業者のコンプライアン
ス経営を促進するため、民間事業者向け説
明会の開催等を通じて、公益通報者保護制
度の意義・重要性について周知を行ってい
るほか、行政機関職員向けの公益通報者保
護制度に関する研修会を全国各地で開催
（2016年度は９回開催。）しています。また、
公益通報者保護制度について分かりやすく
解説した動画DVD、ハンドブック等を、
労働者や民間事業者、行政機関等に広く配
布するなど、周知啓発に取り組むとともに、
制度の運用状況等を把握するための調査等
も行っています。
　さらに、各界の有識者からなる「公益通
報者保護制度の実効性の向上に関する検討
会」を2015年６月から開催し、2016年12月
に最終報告書が取りまとめられました。
　検討会報告書の提言等を踏まえ、消費者

庁は、制度の運用改善を図るため、民間事
業者向けガイドラインや国の行政機関向け
ガイドラインの改正を行い、その推進に努
めているほか、事業者に対するインセン
ティブの導入（認証制度の創設等）や地方
公共団体向けガイドラインの策定等を実施
する予定としています。また、法改正が必
要なものについては、検討会報告書の内容
を広く周知するとともに、パブリック・コ
メントの実施等を通じて各関係団体や国民
からの意見の集約を図り、法改正の内容を
具体化するための検討を進めることとして
います。

４ ．�公正自由な競争の促進と公共
料金の適正性の確保

（ １）�競争政策の強力な実施のための各
種対応

　公正取引委員会では、独占禁止法の違反
行為について、2016年度に延べ51名の事業
者等に対して11件の排除措置命令を行いま
した。また、延べ32名の事業者に課徴金納
付命令を行いました（2016年12月に行った、
独占禁止法第63条第１項及び同条第２項の
規定に基づく罰金調整後の数字）。
　また、319件の届出のあった企業結合計
画について、迅速かつ的確に審査を行いま
した。このうち、３件については、報告等
の要請を行いました。また、2015年度に報
告等の要請を行っていた２件について、
2016年12月に、当事会社が措置を講ずるこ
とを前提に、独占禁止法上の問題はないと
判断しました。届出会社に報告等を求める
必要がないと判断した案件については30日
の禁止期間（企業結合を実行してはならな
い期間。第１次審査）内に審査を終了する
とともに、届出会社から禁止期間の短縮の
申出のあった案件について当該期間を短縮
しました。
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　近年、公正取引委員会には、競争環境を
積極的に創造し、市場監視の機能・体制を
充実させるなど、競争政策を強力に実施す
ることが求められており、そのための体制
の整備・充実が進められてきています。
　具体的には、2016年度に、消費者教育の
ニーズの拡大等への対応のための体制整備
のほか、下請代金支払遅延等防止法（昭和
31年法律第120号）運用部門及び独占禁止
法審査部門を中心に体制の強化が図られま
した。また、即戦力となる職員を確保する
観点から、任期付職員を採用しました。こ
のほか、職員に対し、業務上必要とされる
知識・スキルを付与する各種研修を実施し
ました。

（ ２）�公共料金等の決定過程の透明性及
び料金の適正性の確保

　消費者庁では、電気料金値上げ後の東京
電力の小売電気料金について、フォロー
アップの一環として2016年４月に消費者委
員会へ付議し、消費者委員会意見を基に事
後評価を行い、2016年５月に経済産業省へ、
料金の適正化に向けて指導を行うよう要請
しました。
　また、電力取引監視等委員会（現在：電
力・ガス取引監視等委員会）の電気料金審
査専門会合（現在：料金審査専門会合）に
おける送配電事業を行う電力会社の託送供
給等約款の審査にオブザーバーとして参加
しました。
　電力の託送料金が認可された後に、消費
者利益の擁護・増進の観点から、問題の所
在及び改善方法について調査・審議を行う
ため、2016年５月に消費者委員会へ諮問し、
消費者委員会からの答申を基に、2016年７
月に経済産業省へ、消費者利益の擁護・増

進に向けて対応するよう要請しました。
　さらに、東京地区82におけるタクシーの
初乗り運賃組替えについて、国土交通省と
の協議を経て、2016年12月に物価問題に関
する関係閣僚会議を開催し、了承を得まし
た。その過程において、消費者委員会から
意見聴取を行い、消費者参画の機会確保の
ための取組を行いました。加えて、2013年
から2015年までの間に値上げを行った電力
５社（関西・九州・東北・四国・北海道）
の小売電気料金について、フォローアップ
の一環として2017年３月に消費者委員会へ
付議し、消費者委員会意見を基に事後評価
を行い、2017年４月に経済産業省へ、料金
の適正化に向けて指導を行うよう要請しま
した。
　消費者委員会において、2016年２月から
５月までに公共料金等専門調査会を計７回
開催しました。同専門調査会では、2012年
に電気料金の値上げを行った東京電力の原
価算定期間終了後のフォローアップを行
い、４月に「東京電力による電気料金値上
げ後のフォローアップに関する専門調査会
意見」を取りまとめるとともに、2016年４
月からの電力小売全面自由化に伴う消費者
への分かりやすい情報提供及び消費者トラ
ブルを防止する観点から、料金プランや比
較サイトの状況、消費者相談の状況等につ
いて、事業者、関係機関、有識者等からヒ
アリングを行い、５月に「電力小売自由化
について注視すべき論点」を取りまとめま
した。
　また、電力の託送料金に関し、内閣総理
大臣からの諮問を受け、消費者利益の擁護・
増進の観点から、問題の所在及び改善方法
について調査・審議を行うため、公共料金
等専門調査会の下に「電力託送料金に関す

82）東京23区、武蔵野市、三鷹市が対象。多摩地区については対象外。
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る調査会」を設置し、同調査会を2016年５
月から７月までに計６回開催した後、報告
書を取りまとめました。
　さらに、国土交通省による東京地区にお
けるタクシー運賃組替え案について、消費
者庁からの意見の求めを受け、2016年11月
に公共料金等専門調査会を計４回開催して
検討した後、消費者委員会からの意見表明
を行いました。加えて、2017年１月から３
月末までに同専門調査会を計７回開催し、
実施後約１年が経過した電力小売全面自由
化が消費者にもたらした影響のフォロー
アップ及び2017年４月からの都市ガス小売
全面自由化の課題に関する検討を行うとと
もに、2013年から2015年までの間に電気料
金の値上げを行った電力５社（関西・九州・
東北・四国・北海道）の原価算定期間終了
後のフォローアップを行いました。
　経済産業省では、電力及びガスの小売全
面自由化に当たり、意見募集手続を実施し
た上で、ガスの経過措置料金に関して指定
旧供給区域等の指定を行うとともに、小売
全面自由化に関する消費者向けのＱ＆Ａ集
の作成や、全国各地域における消費者向け
の説明会の実施等、小売全面自由化につい
ての周知・広報に取り組みました。
　2016年３月から４月には、電気料金値上
げ後の東京電力の小売電気料金について、
電力・ガス取引監視等委員会の電気料金審
査専門会合において、事後評価を行いまし
た。2017年２月から３月には、関西・九州・
東北・四国・北海道電力についても電力・
ガス取引監視等委員会の料金審査専門会合
において事後評価を行いました。
　また、電力・ガス取引監視等委員会にお
いて、電力託送料金に関して、一般送配電
事業者の収支状況（託送収支）、効率化の取

組状況について、平成28年度実績分から定
期的に事後評価を行うことを決定しました。

５ ．�環境の保全に配慮した消費行
動と事業活動の推進

（ １）�低炭素社会作りに向けた国民運動
の推進

　家庭部門や業務その他部門等における地
球温暖化の緩和策を推進するため、2015年
７月に“COOL�CHOICE”が開始されま
した。COOL�CHOICE（賢い選択）は、我
が国の温室効果ガスを2030年度に2013年度
比26％削減することに向け、産学官民が一
致団結して取り組んでいく国民運動です。
　COOL�CHOICEのロゴマークは、低炭
素型の製品やサービス、ライフスタイル等
を選びやすいよう、分かりやすい矢印マー
クとなっています。こうした手段により、
国民一人一人がすぐにでも自主的に、低炭
素型の製品やサービス、ライフスタイル等
を賢く選択（COOL�CHOICE）することで、
更なるCO2の削減や環境負荷の低減が期待
できます。

（ ２）�循環型社会形成に向けた情報提供
事業

　環境省では、インターネットを利用する
若い世代を中心に、ごみの減量・資源の有
効活用について恒常的に周知徹底を図るた
め、ウェブサイト「Re-Style」83を運営し、
循環型社会の形成に関する最新データやレ
ポート等の掲載、循環型社会形成推進基本
計画の周知及び循環型社会に向けた多様な
活動等の情報を定期的に更新し、適時に改
善を行っています（2016年度のユニーク
ユーザー数84は、１月あたり5,058人。）。ご
みを減らし、資源をできるだけ有効に活用

83）http://www.re-style.env.go.jp/
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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に係る普及啓発を図っています。

（ ３）�循環型社会に向けた普及啓発事業
の実施等

　経済産業省では、2016年10月の３R推進
月間において、ポスター展示、リサイクル
プラント見学会や関係機関の実施するイベ
ント等のPRを行うとともに、「資源循環技
術・システム表彰」（主催：産業環境管理
協会）に対する後援を通じ、新たな資源循
環ビジネスの創出を支援しました。
　環境省では、2016年10月に徳島県徳島市
で「３R推進全国大会」を開催しました。
また、「新・ゴミゼロ国際化行動計画」に
基づき、廃棄物の発生抑制に優先的に取り
組んでいます。
　また、2015年12月に「家庭から排出され
る水銀使用廃製品の分別回収ガイドライ
ン」を、2016年９月に「水銀使用製品の適
正分別・排出の確保のための表示等情報提
供に関するガイドライン」を経済産業省と
共に策定し、廃棄された水銀使用製品の適
正処理や、水銀使用製品に関する消費者へ
の情報提供を推進しています。
　このほか、経済産業省及び関連６省85で
は３Rに貢献している個人、グループ、学
校及び特に貢献の認められる事業所等を表
彰する「リデュース・リユース・リサイク
ル推進功労者等表彰」（主催：リデュース・
リユース・リサイクル推進協議会）を後援
し、優れた３Rの取組の普及を支援してい
ます。

（ ４）�経済社会における生物多様性の保
全と持続可能な利用の促進

　環境省では、2015年度に、経済社会にお
ける生物多様性86の保全と持続可能な利用
の主流化を図るために、生物多様性に関す
る民間参画にテーマを絞ったシンポジウム
を全国３か所（東京・大阪・札幌）で開催
し、全国の先駆的な取組や地方での取組事
例について情報提供を行うとともに、「生
物多様性民間参画ガイドライン」の普及啓
発を行いました。また、事業者団体の取組
を推進するため、必要な支援を行うモデル
事業を実施しました。2016年度からは、ガ
イドラインの改定に向けて検討を行ってい
ます。
　農林水産省では、「農林水産省生物多様
性戦略」（2012年２月改定）において、消
費者が日常の行為を通じて生物多様性につ
いて理解する機会を持つことが期待される
「生きものマーク」87の取組を推進してい
くこととしており、「生きものマークガイ
ドブック」を利用し、農林水産業と生物多
様性の関係について2016年度は５回のイベ
ント等の機会を活用して国民理解を図りま
した。

（ ５）�有機農産物を始めとする環境に配
慮した農産物の理解と関心の増進

　有機農業は、農業の自然循環機能を増進
し、農業生産活動に由来する環境への負荷
を大幅に低減するものであり、生物多様性
の保全に資するだけでなく、消費者の食料
に対する需要が高度化し、かつ、多様化す
る中で、安全かつ良質な農産物に対する消

84）特定の期間内にウェブサイトを訪れた人の数。同一人物が複数回訪れても、１人にしかカウントされない。
85）関連６省とは、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省のこと。
86�）生物多様性基本法（平成20年法律第58号）において「生物の多様性」とは、様々な生態系が存在すること並びに
生物の種間及び種内に様々な差異が存在することとされている。
87�）農林水産業の営みを通じて多くの生きものが暮らせる豊かな環境を取り戻す様々な取組を総称して、「生きもの
マーク（生物多様性に配慮した農林水産業の実施と、産物等を活用してのコミュニケーション）」と呼んでいる。
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費者の需要に対応した農産物の供給に資す
るものです。
　農林水産省では、有機農産物を始めとす
る環境に配慮した農産物の拡大に向けたビ
ジネス環境の整備を行うため、生産者、流
通・販売業者等の実需者、学術関係者及び
行政関係者の意見交換の場として、2016年
７月に「オーガニック・エコ農と食のネッ
トワーク」を設立しました。また、有機農
業や環境保全型農業に対する国民の理解を
深めるための環境保全型農業推進コンクー
ルを実施しました（表彰式：2016年３月２
日）。
　2016年度は、生産者と実需者のマッチン
グフェアを2015年９月から引き続き開催し、
2016年11月までに計４回開催しました。有
機農業の啓発を図るセミナーを2015年11月
から2016年12月までに計９回開催しました。

　また、有機農産物の拡大に向け、生産者
の取組を容易にするため、生産工程管理記
録作成のためのソフトウェアを作成し、
ウェブサイト、講習会等で普及を進めてい
ます。
　有機農産物のJAS規格に適合しない肥料
が流通した事案においては、不適合肥料を
使用した農産物の有機JASマークの除去を
徹底するとともに、再発防止のため、肥料
生産業者及び有機農産物の生産者に有機
JAS制度を改めて周知徹底したほか、JAS
流通品に対する信頼性の確保のため、農林
物資の規則化等に関する法律施行規則等を
改正しました。
　その他、ウェブサイト及びパンフレット
を利用し、有機JAS制度に関する表示の適
正化、消費者等への啓発を実施しています。

１ ．�被害救済、苦情処理及び紛争
解決の促進

（ １）�消費者裁判手続特例法の円滑な施
行

　多くの消費者被害事案では、消費者と事
業者の間の情報の質・量や交渉力の格差、
訴訟に関する費用や労力のため、消費者が
自ら被害回復を図ることが困難な場合が多
いものと考えられます。
　このような消費者被害の回復を図りやす
くするための消費者裁判手続特例法が2013
年12月11日に公布されました。この法律で
は、二段階型の訴訟手続を新設しました（被
害回復制度）。
　具体的には、①まず、一段階目の手続で、

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、消費者契約（消費者
と事業者の間で締結される契約（労働契約
を除く。））に関して多数の消費者に生じた
財産的被害について、事業者がこれらの消
費者に対し、共通する原因に基づき金銭を
支払う義務（共通義務）を負うべきことの
確認を求める訴えを提起し、②一段階目で
特定適格消費者団体が勝訴した場合、個々
の消費者が二段階目の手続に加入し、簡易
な手続によって、それぞれの請求権の有無
や金額を迅速に決定する、というものです。
　また、この法律では、消費者の債権の実
現を保全するため、特定適格消費者団体に
よる仮差押命令の申立ての仕組みが設けら

消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備第 ５節
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れています。
　消費者庁では、消費者裁判手続特例法の
施行に必要な施行令、施行規則、「特定適
格消費者団体の認定、監督等に関するガイ
ドライン」等を2015年11月11日に公布・公
表しました。
　さらに、消費者裁判手続特例法附則第４
条の趣旨を踏まえ、被害回復関係業務の適
正な遂行に必要な資金の確保等、特定適格
消費者団体に対する支援の在り方について
検討を行うため、「消費者団体訴訟制度の
実効的な運用に資する支援の在り方に関す
る検討会」を2015年10月から８回開催し、
2016年６月に検討会の報告書が取りまとめ
られました。同年９月には、報告書を踏ま
えて内閣府令の改正を行い、同年10月１日
に消費者裁判手続特例法と併せて施行され
ました。同年12月には、被害回復制度の担
い手となる、第１号の特定適格消費者団体
を認定しました。
　加えて、2017年３月に特定適格消費者団
体による事業者の財産の仮差押えを国民生
活センターがバックアップする仕組みを整
備するため、「独立行政法人国民生活セン
ター法等の一部を改正する法律案」を国会
に提出しました。
　また、制度について分かりやすく詳細に
解説した動画及びパンフレット等のコンテ
ンツを用いて、消費者団体訴訟制度の周知・
広報に取り組んでいるところです。

（ ２）�製造物責任法に関する裁判例の収
集・分析

　製造物責任法は、製品の欠陥によって生
命、身体又は財産に損害を被ったことを証
明した場合に、被害者は製品の製造業者等
に対して損害賠償を求めることができる、
円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。
　具体的には、製造業者等が、自ら製造、

加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡し
た製造物の欠陥により他人の生命、身体又
は財産を侵害したときは、製造業者等の過
失の有無にかかわらず、これによって生じ
た損害を賠償する責任があることを定めて
います。同法は、1994年７月１日に公布さ
れ、1995年７月１日から施行されました。
　消費者庁では、製造物責任法に関する裁
判例を収集・分析した上で、論点別に裁判
例を抽出・整理・公表するとともに、製造
物に起因する事故の被害救済に関する取組
を推進しています。

（ ３）�消費者に関する法的トラブルの解
決

　法務省では、消費者に関する法的トラブ
ルを取り扱う関係機関・団体との協議会を
開催するなど、より緊密な連携・協力関係
を構築しています。
　日本司法支援センター（法テラス）では、
多重債務問題その他の消費者に関する法的
トラブル等について、民事裁判等の手続に
おいて弁護士・司法書士の費用を支払う経
済的に余裕がない人々を対象に、無料法律
相談や、その費用を立て替える民事法律扶
助による援助を行っています。
　2016年度も引き続き、民事法律扶助業務
の周知徹底を図るとともに、法的トラブル
の紛争解決に向けた支援の提供に努めてお
り、民事法律扶助における多重債務問題等
に関し、無料法律相談、代理援助、書類作
成援助を実施しました。さらに、地方事務
所等の相談場所へアクセスすることが困難
な方を対象に、出張・巡回法律相談を実施
し、高齢者を始めとした消費者トラブルの
解決のための支援の提供に努めています。
　2016年度の実績として、コールセンター
への問合せ件数34万9599件のうち多重債務
問題を含む金銭の借り入れについては、
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４万5584件、民事法律扶助業務については、
多重債務問題援助開始決定件数５万6603
件、多重債務問題法律相談援助件数10万
1653件となりました。

（ ４）�消費者紛争に係る裁判外紛争解決
手続の実施

　2008年の国民生活センター法の改正によ
り、国民生活センターでは、2009年４月か
ら、独立して職権を行う紛争解決委員会を
設置し、消費者紛争のうち、その解決が全
国的に重要である紛争（重要消費者紛争）
について公正・中立に解決を図る裁判外紛
争解決手続（以下「ADR」88といいます。）
を実施しています。
　紛争解決委員会では、2016年度には181
件の和解の仲介手続が終了し、このうち
103件について和解が成立しました。さら
に、手続が終了した148件の結果概要を公
表しました。また、2016年度に新たに167
件の和解仲介手続の申請を受け付けました。
　このほか、国民生活センター法第34条の
規定に基づき、地方公共団体との適切な役
割分担及び連携の確保を図るため、都道府
県・政令市の苦情処理委員会等の実施状況
等に関する情報共有を行いました。
　国民生活センターでは、ADR制度の普
及啓発を図るため、各地の消費生活セン
ターの行政職員及び消費生活相談員向けに
ADR研修会を開催するとともに、地方公
共団体及び他のADR機関と意見交換を実
施しています。
�・�「生命保険協会とのADR情報交換会」
（2016年８月）
�・�「東京簡易裁判所等との意見交換会」（2016
年９月）

�・�「公益財団法人交通事故紛争処理センター
との意見交換会」（2016年10月）
��・�「第一東京弁護士会との意見交換会」（2016
年11月）
�・��「特定非営利活動法人証券・金融商品あっ
せん相談センター（FINMAC）との意見
交換会」（2016年12月）

（ ５）�金融ADR制度の円滑な運営
　金融分野における苦情・紛争解決につい
ては、金融分野における裁判外紛争解決制
度（以下「金融ADR制度」といいます。）
の下、現在、銀行・保険・証券等、業態別
に８つの指定紛争解決機関（以下「機関」
といいます。）が当該業務に従事しています。
　金融庁は、「指定紛争解決機関向けの総
合的な監督指針」（2013年８月）に基づき、
機関に対する利用者の信頼性向上や各機関
の特性を踏まえた運用の整合性確保を図る
など、同制度の適切な運営に取り組んでい
ます。
　2016年度には、金融トラブル連絡調整協
議会（機関に加え、消費者行政機関・業界
団体・弁護士等も参加。）を２回（６月、
２月）に開催し、各機関の業務実施状況や
利用者利便の向上に向けた取組状況等につ
いて継続的に議論を行いました。金融トラ
ブル連絡調整協議会に提示した機関の業務
実施状況等に関する資料を金融庁ウェブサ
イトに速やかに掲載するなど、金融ADR
制度の確実な浸透に向けて積極的な広報に
取り組んでいます。

（ ６）�商品先物ADR制度の円滑な運営
　経済産業省及び農林水産省では、2015年
度に商品先物取引法の規定に基づき紛争解

88�）Alternative�Dispute�Resolutionの略。消費者トラブルが生じた場合、紛争解決の方法として裁判があるが、一般
的には時間と費用が掛かる。このため、厳格な裁判によらずに当事者の合意に基づいて迅速かつ簡便に紛争解決す
る方法としてADRがある。
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決等業務を行っている日本商品先物取引協
会において、紛争仲介手続の標準処理期間
の短縮（６か月から４か月）が確実に実施
され、全ての新規顧客に対して当該制度の
周知が徹底されるよう、同協会への指導・
監督を行うとともに、紛争仲介を含めた苦
情・相談を同協会へ連絡するようパンフ
レットを作成し、各消費者センター等へ送
付するなどの周知を行いました。また、
2016年度においても引き続き、同協会にお
いて、パンフレットを作成し、当該制度の
周知を行っており、苦情相談手続６件、紛
争解決手続８件を実施しました。

（ ７）�住宅トラブルに関する紛争処理
　住宅品確法及び特定住宅瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律（平成19年法律
第66号）に基づき、建設住宅性能評価書が
交付された住宅及び住宅瑕疵担保責任保険
を付した新築住宅についての請負契約又は
売買契約に関する紛争については全国52の
住宅紛争審査会（弁護士会）において
ADRを実施しています。また、建設工事
の請負契約に関する紛争については、建設
業法（昭和24年法律第100号）に基づく全
国48の建設工事紛争審査会（国土交通省及
び各都道府県）においてADRを実施して
います。国土交通省では、既存住宅流通や
リフォーム工事に係る悪質事案の被害防止
の観点から、以下のような取組を行ってい
ます。
　「住まいるダイヤル」（公益財団法人住宅
リフォーム・紛争処理支援センター）にお
いて、リフォーム工事の内容や価格、事業
者に確認すべき点等に関する相談を含めた
住宅に関する電話相談業務、リフォーム工
事の見積書についての相談を行う「リ
フォーム見積チェックサービス」を実施し
ています。また、全国の弁護士会における

「専門家相談制度」等の取組を進めていま
す。さらに、住まいるダイヤルのウェブサ
イトにおいて、住まいるダイヤルや専門家
相談で受け付けた住宅に関する悪質事案を
含む代表的な相談内容と相談結果を公表し
ています。
　他方、消費者が安心して中古住宅を取得
し、リフォームができるよう、検査と欠陥
への保証がセットになった既存住宅売買瑕
疵保険やリフォーム瑕疵保険、大規模修繕
工事瑕疵保険等を引き続き実施していま
す。また、これらの保険を利用する事業者
を登録し、一般社団法人住宅瑕疵担保責任
保険協会のウェブサイトで公開しており、
消費者は事業者選びの参考とすることがで
きます。
　また、リフォーム支援制度を紹介したガ
イドブックや住まいるダイヤルが作成する
各種パンフレット等で、住まいるダイヤル
や、リフォーム瑕疵保険の有用性等につい
て消費者に周知しています。
　2017年１月から３月にかけて国土交通省
の補助事業「重層的住宅セーフティネット
構築支援事業」として、（株）社会空間研
究所が補助金を受けて、札幌市、仙台市、
東京都、名古屋市、大阪市、福岡市で計７
回（うち東京都では２回）研修会を開催し
ました。

（ ８）�振り込め詐欺救済法に基づく被害
者の救済支援等

　振り込め詐欺等の被害者に対する返金率
の向上については、「犯罪利用預金口座等
に係る資金による被害回復分配金の支払等
に関する法律」（平成19年法律第133号。以
下「振り込め詐欺救済法」といいます。）
に基づき、被害者への返金制度等の周知徹
底を図ることとされています。
　2016年度には、振り込め詐欺救済法の規
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定に基づく被害者への返金制度等について
引き続き金融庁ウェブサイトに掲載を行う
等、広く一般国民に向けて周知を行ったほか、
2016年９月には政府広報テレビ番組等を活
用するなど、更なる周知を図りました。また、
金融機関による「被害が疑われる者」に対
する積極的な連絡等の取組を促しました。

（ ９）�多重債務問題改善プログラムの実
施

　消費者金融市場が拡大する中で、社会問
題としての多重債務問題が深刻化したこと
を背景に、「貸し手」に対する所要の規制
強化を図るため、いわゆる「総量規制」と
「上限金利引下げ」をポイントとする改正
貸金業法が2006年12月に可決・成立し、公
布され、2010年６月18日に完全施行されま
した。同改正法の成立を機に、「借り手」
に対する総合的な対策を講ずるため、政府
は、関係大臣からなる「多重債務者対策本
部」を設置しました。同本部の下で、2007
年に「多重債務問題改善プログラム」89を
取りまとめ、関係府省が一体となって、多
重債務者向け相談体制の整備・強化を始め
とする関連施策に取り組んでいます。
　なお、改正貸金業法の施行状況について
は、金融庁、消費者庁及び法務省において、
施行後の状況をフォローするため、関係者
ヒアリング等を実施した結果、特定の制度
の見直しが必要となるような実態は把握さ
れないとの結論を得ました。
　近年では、貸金業者から５件以上の無担
保無保証借入れの残高がある債務者数が大
きく減少していることや、多重債務を理由
とする自殺者数も減少していること、金融

庁・財務局等・日本貸金業協会における貸
金に関する１日当たりの相談・苦情件数が
減少してきていること等を踏まえれば、改
正貸金業法が多重債務者対策の上で相応の
効果があったものと認識しています。
　2016年には、有識者と関係府省90から構
成される「多重債務問題及び消費者向け金
融等に関する懇談会」を２回開催（５月、
12月）しました。また、「多重債務者相談
強化キャンペーン2016」において、各都道
府県における消費者及び事業者向けの無料
相談会等の開催、ヤミ金融の利用防止等に
係る周知・広報を実施するとともに、潜在
的な多重債務者の掘り起こし等を図るた
め、相談窓口周知のためのリーフレット（82
万部）を作成し、関係先に配布しました。
　厚生労働省では、各都道府県社会福祉協
議会を実施主体として、低所得世帯などを
対象に必要な相談支援に合わせて資金の貸
付を行い、その経済的自立の促進を図るた
めのものとして、生活福祉資金貸付制度を
実施しています。また、2015年度には、生
活困窮者自立支援法の施行に伴い、自立相
談支援事業や家計相談支援事業との連携を
図るとともに、生活福祉資金貸付制度の必
要な見直しを図ったところであり、より効
果的な支援を推進しています。
　警察庁では、2016年の生活安全警察の運
営重点として、「広域にわたるヤミ金融91

事犯の取締りの推進」等を掲げ、都道府県
警察に対して、ヤミ金融事犯の徹底した取
締りのほか、金融機関に対する口座凍結の
要請、携帯音声通信事業者に対する契約者
確認の求め、プロバイダ等に対する違法な
広告の削除要請等の推進を指示しています。

89�）同プログラムでは、「相談窓口の整備・強化」、「セーフティネット貸付の提供」、「金融経済教育の強化」、「ヤミ
金の取締り強化」の４つの柱に沿って、取り組むべき施策等がまとめられている。
90）内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省。
91）出資法違反（高金利等）、貸金業法違反及び貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行等に係る事犯。
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・�2016年12月末時点の貸金業者から５件以
上の無担保無保証借入れの残高がある人
数：９万人（2015年12月末：12万人）

・�2016年12月末時点の多重債務に関する消
費生活相談の件数・内容：15,028件（2015
年度12月末：17,220件）

・�地方公共団体等の多重債務相談窓口の設
置状況：財務局、都道府県では全て設置
済み、市区町村では1,723市区町村（全
体の約99％）で設置済み。

・�2016年中の多重債務を理由とする自殺者
数：604人（全自殺者数２万1897人）

・�2016年12月の金融庁・財務局等・日本貸
金業協会における貸金に関する１日当た
りの相談・苦情件数：108件

・�2016年中におけるヤミ金融事犯の検挙事
件数及び検挙人員：528事件、662人（前
年比＋86事件、＋54人）

・�2016年中におけるヤミ金融事犯利用口座
凍結のための金融機関への情報提供件
数：２万3661件（前年比－4,784件、－
16.8％）

・�2016年中における携帯音声通信事業者へ
の契約者確認の求めを行う旨の報告を受
けた件数：6,932件（出資法又は貸金業
法に基づくもので、警察庁が都道府県警
察（生活経済担当課）から報告を受けた
件数）

・�2016年中のインターネット上のヤミ金融
事犯広告の削除要請件数：5,699件（前
年比＋1,256件）

（１0）�自殺対策基本法に基づく総合的な
自殺対策の強化

　政府は、自殺対策基本法（平成18年法律
第85号）及び同法の規定に基づく「自殺総
合対策大綱」（2012年８月28日閣議決定）
の下、自殺対策を総合的に推進しており、
同大綱に基づき、国、地方公共団体、関係

団体、民間団体で連携して、総合的な対策
の強化を図っています。
　内閣府では、2015年６月に自殺対策白書
を作成しました。また、９月には全国自殺
対策主管課長等会議及び自殺対策官民連携
協働会議を開催し、11月には自殺対策官民
連携協働ブロック会議を開催しました。自
殺予防週間（2015年９月10日から16日まで）
及び自殺対策強化月間（３月）においては、
各種の啓発活動を行うとともに、関係府省、
地方公共団体、関係団体及び民間団体等と
連携して、心の健康、多重債務及び法律に
関する相談などの支援策を重点的に行いま
した。
　さらに、地域における自殺対策の更なる
強化を図るため、若年層向け自殺対策や経
済情勢の変化に対応した自殺対策など、特
に必要性の高い自殺対策等に関し、地方公
共団体への支援を行いました。
　なお、2016年の自殺死亡率（人口10万人
当たりの自殺者数）は19.4人となり、2013
年の20.7人と比べて、減少の兆しがみられ
ています。

２ ．�高度情報通信社会の進展に対
応した消費者利益の擁護・増
進

（ １）�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

　内閣府では、青少年インターネット利用
環境整備に必要な対応を検討するため、「青
少年インターネット環境の整備等に関する
検討会」を開催するとともに、当検討会の
提言を受けて、子ども・若者育成支援推進
本部において「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３次）」
（2015年７月30日子ども・若者育成支援推
進本部決定）を決定しました。青少年が安

318



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、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（平成20年法律第79号）及び
同計画に基づき、関係府省が協力して、青
少年のインターネットの適切な利用に関す
る教育及び啓発活動、青少年有害情報フィ
ルタリングの性能の向上及び利用の普及
等、青少年のインターネットの適切な利用
に関する活動を行う民間団体等の支援等の
関連施策を着実に推進中です。また、同法
の施行状況の把握のために必要なデータ収
集を目的として、青少年のインターネット
利用環境実態調査を実施中です。

（ ２）�パーソナルデータの利活用に関す
る制度改正

　近年、情報通信技術の飛躍的な進展によ
り、多種多様かつ膨大なデータ、いわゆる
ビッグデータの収集・分析が可能となり、
このことが、新産業・新サービスの創出や
我が国発のイノベーション創出に寄与する
ものと期待されています。一方で、個人情
報及びプライバシーという概念が世の中に
広く認識されるとともに、これまで以上に十
分な注意を払って個人情報を取り扱ってほ
しいなどの消費者の意識が高まっています。
　このような状況を踏まえ、2015年９月に
「個人情報の保護に関する法律及び行政手
続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律の一部を改正する
法律」（平成27年法律第65号）が公布され、
これを受けて、2016年１月１日に個人情報
保護委員会が設置されました。
　個人情報保護委員会では、同法により改
正された個人情報保護法（以下「改正法」

という。）の全面施行（2017年５月30日）
に向けて、2016年10月に政令及び規則を整
備し、同年11月には法律等の基本的な解釈
を記載した「個人情報の保護に関する法律
についてのガイドライン」を公表しました。
また、2016年度は改正法の全面施行に向け
て重点的に個人情報保護法制の周知・啓発
を行い、全国47都道府県において説明会を
開催したほか（2016年度末時点で計192回）、
改正法の周知のためにラジオや新聞を活用
した広報を実施しました。
　経済産業省では、個人情報保護法の改正
を受けて、事業者が行う個人情報の適正な
取扱いの確保や有用な個人情報の利活用に
関する活動を支援することを目的として、
JISQ15001：2006（個人情報保護マネジメ
ントシステム要求事項）の改正に向けた作
業を行いました。
　総務省では、携帯電話事業者のIDを活
用したID連携トラストフレームワーク92の
構築に向けた調査を2014年度に実施し、技
術的・制度的課題を整理しました。当該フ
レームワークの構築に当たっては、事業者
間の合意形成が必要となることを踏まえ、
2016年２月に関係事業者の間で当該調査結
果を共有しました。

（ ３）�マイナンバー制度の周知と適正な
運用等

　内閣府では、マイナンバー制度の円滑な
導入・定着を図るため、制度の概要に関す
る説明会を全国各地で行ったり、テレビ
CMや新聞といった媒体を活用したりする
などして、積極的な周知・広報活動を行っ
ています。具体的には、都道府県・政令市・
市区町村、民間事業者等を対象にしたマイ

92�）トラストフレームワークとは、プライバシー保護とのバランスを確保しつつデータの利活用が促進されるよう、
消費者が自身に関する情報の管理・把握を行いやすくするとともに、事業者が消費者への透明性を担保しながら適
切なデータ利活用を可能とする仕組み。
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ナンバー制度等説明会を開催しています
（2016年12月末時点で計460回）。
　個人情報保護委員会においても、特定個
人情報の適正な取扱いの確保を図るため、
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ
ドライン等について、全国各地の説明会等
で周知・啓発を行っています（2016年12月
末時点で計387回。）。

３ ．�消費生活のグローバル化の進
展に対応した消費者利益の擁
護・増進

（ １）�越境消費者トラブルへの対応の強
化

　情報化やグローバル化の進展に伴い、消
費者がインターネットを通じて気軽に海外
事業者と取引できるようになった反面、こ
うした国境を越えた取引（越境取引）に関
連する消費者問題も増加し、さらに多様化・
複雑化しています。
　消費者庁は、2011年11月、越境取引に関
する消費者相談窓口である「消費者庁越境
消費者センター」を開設しました。同セン
ターはこれまでに、海外事業者との取引で
のトラブル等に関する消費者からの相談の
受付や海外の消費者相談機関との連携強
化・拡大など、越境消費者トラブルの解決
支援に大きな役割を果たしました。こうし
た実績を踏まえ、更なる相談体制の整備や
事業の恒常化の必要性等に鑑み、2015年４
月に国民生活センターへ事業を移管し、「国
民生活センター越境消費者センター
（CCJ）」と名称変更しました。
　国民生活センター越境消費者センターで

は、2015年６月から越境消費者相談の受付
を開始しました。2017年３月末時点で8,772
件の相談を受け付け、消費者に対して内容
に応じた助言や情報提供を行うとともに、
そのうち2015年７月に相談が急増した案件
（SNSの広告を通じて広がったトラブル）
について、消費者への注意喚起情報を2015
年８月からウェブサイトに掲載しています。
　また、海外の消費者相談機関との更なる
連携強化・拡大に向けて調整を進めた結果、
2016年度には新たに４機関（タイ93、フィ
リピン94、英国95及びマレーシア96）と正式
提携し、この結果、CCJと連携する海外消
費者相談機関は計12機関、これらの機関が
担当する国・地域は22に拡大しました。さ
らに、2016年10月にはニュージーランド、
11月には英国、2017年１月にはインドの消
費者相談機関等と連携の在り方等に関する
意見交換を実施しました。

（ ２）�在留外国人の相談に対する体制の
強化

　消費者庁では、在留外国人の対応を含む
消費生活相談体制の強化に向けた地方公共
団体の取組を支援するために「地方消費者
行政推進交付金」を交付するとともに、
2016年12月に都道府県に調査を行った結
果、35都道府県において通訳の活用等の体
制整備が図られていました。
　また、国民生活センターにおける在留外
国人からの相談体制を整備するために、必
要な調査等について検討を行い、電話通訳
サービス会社等にヒアリングを行いまし
た。さらに、経由相談97において、情報通

93）タイ王国消費者保護委員会事務局（Office�of�the�Consumer�Protection�Board）
94）フィリピン共和国貿易産業省（Department�of�Trade�and�Industry）
95）CTSI（Chartered�Trading�Standards�Institute）
96）NCCC（National�Consumer�Complaints�Centre）
97）全国の消費生活センター等から国民生活センターへ寄せられる、解決困難な案件に関する相談。
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信関係での在留外国人の消費者トラブルが
複数寄せられたため、問題点を整理し、事
業者等にもヒアリングを行い、解決方法等
を各地消費生活センターにフィードバック
しました。

（ ３）�二国間・地域間・多国間における
消費者問題に関する政策対話等の
実施

　消費者庁では、2016年７月に日中韓消費
者政策協議会98に参加し、各国の消費者法
制の整備や、越境取引における消費者の救
済に関する協力などの最近の消費者政策の
進展について、各国と意見交換等を行いま
した。

（ ４）�東南アジア諸国の消費者法制の整
備・運用の支援

　外務省では、対ベトナム技術協力「消費
者保護行政強化プロジェクト」において、
ベトナム競争庁（VCA）と共に、ベトナ
ム消費者権利保護法に関するＱ＆Ａ及び電
話相談に関するFAQの作成に取り組みま
した。2016年８月には、これらの普及と活
用に関する本邦研修を実施しています。ま
た、2017年３月にベトナムで企業責任の啓
発に関するワークショップをVCAと共に
開催しました。
　消費者庁では、2014年９月から、独立行
政法人国際協力機構（JICA）が実施する
対ベトナム技術協力「消費者保護行政強化
プロジェクト」への協力を行っています。
プロジェクトにおける作業に関するアドバ
イスや2017年まで予定されている作業方針

の確認等のため、JICAを通じてVCAとの
意見交換を行い、2015年４月及び５月並び
に2016年３月には、VCAを訪問して協議
を行いました。2016年８月には、VCAの
職員が来日し、消費者庁及び国民生活セン
ターから日本の消費者政策の紹介等の研修
を行いました。

（ ５）�経済協力開発機構（OECD）消
費者政策委員会等の国際会議への
積極的な参画

　外務省及び消費者庁は、2016年４月に
OECD消費者政策委員会（CCP99）第91回
本会合、11月に第92回本会合に参画しまし
た。両会合の主なテーマは、電子商取引に
おける消費者保護に関する理事会勧告の実
施についてでした。
　また、2016年４月にOECD製品安全作業
部会第12回本会合、11月に第13回本会合に
参画しました。
　日本は、CCP、製品安全作業部会のビュー
ロー（幹事役）の一端を担ってきており、
製品安全作業部会については、2016年１月
１日から議長を務めています。2016年６月
には、同議長がメキシコで開催された
OECDデジタル経済に関する閣僚級会合に
参加しました。

（ ６）�消費者保護及び執行のための国際
ネットワーク（ICPEN）等を通
じた消費者保護関係機関との国際
的な連携

　消費者庁は、2016年４月及び９月に、
ICPEN100本会合に出席しました。

98�）2004年９月に韓国で第１回会合が開催されて以降、２年ごとに各国持ち回りで開催。2016年７月の第７回会合は、
韓国・仁川で開催。
99）Committee�on�Consumer�Policy（消費者政策委員会）の略。
100�）International�Consumer�Protection�and�Enforcement�Network（消費者保護及び執行のための国際ネットワーク）
の略。
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　４月の本会合のテーマは、各国消費者行
政機関の国際的協力体制の在り方等、９月
の本会合のテーマは、デジタル化時代にお
ける消費者問題等でした。
　2016年５月にはICPENが推奨する「詐
欺防止月間」を実施しました。「詐欺防止
月間」では、不正な取引行為に伴う消費者

被害を防止するため、関係府省の取組を紹
介し、消費者への啓発を実施しました。
2016年９月には、ICPENが実施する、イ
ンターネットを監視する「インターネット・
スウィープ」101（テーマは、オンライン上
のレビュー及び推奨広告の調査）に参加し
ました。

１ ．国の組織体制の充実・強化
（ １）�消費者行政体制の更なる整備等
　2015年度の消費者庁の政策評価について
は、「消費者庁政策評価基本計画」（2013年
３月18日消費者庁長官決定。2016年２月26
日一部改正。）及び「平成27年度消費者庁
政策評価実施計画」（2015年12月25日消費
者庁長官決定）に基づき、2016年８月にそ
の評価書を公表しました。
　この2015年度の政策評価を踏まえた上
で、2016年度には、消費者庁が所管する法
律の執行体制の強化、効果的に機能する仕
組みの構築及び法制化に向けた検討などに
取り組むこととし、予算要求及び機構・定
員要求並びに改正法案の成立や法制度の具
体化につなげたところであり、消費者行政
に係る体制の更なる整備等に有効に結び付
けることができました。
　また、2016年９月１日にまち・ひと・し
ごと創生本部にて決定した、「政府関係機
関の地方移転にかかる今後の取組につい
て」において、実証に基づいた政策の分析・
研究機能をベースとした新しい消費者行政
の発展の拠点として、徳島県に「消費者行

政新未来創造オフィス」を2017年度に開設
することが盛り込まれ、それに伴う予算要
求及び機構・定員要求を実施しました。
　さらに、内閣の重要政策に関する総合調
整等に関する機能の強化のための国家行政
組織法等の一部を改正する法律（平成27年
法律第66号）が2015年９月に公布され、こ
れまで内閣府が所管していた消費者問題に
関する事項の総合調整事務が2016年４月１
日に消費者庁に移管されました。事務の移
管後も消費者庁において総合調整機能を発
揮し、消費者行政の司令塔・エンジン役と
しての役割の発揮をより一層強力に図って
います。

（ ２）�消費者庁における国際担当の体制
強化

　消費者庁では、国際業務実施体制整備等
のため、2016年度には国際室を設置し、定
員を新規増員したほか、庁内の国際担当者
が連携して国際会議に参加しました。

国や地方の消費者行政の体制整備第 ６節

101）ICPENに加盟している各国の消費者保護関係機関によるインターネット上の不適切な表示等を監視する取組。
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（ ３）�消費者委員会の事務局体制の充
実・強化等

　消費者委員会は独立した第三者機関とし
て、消費者の声を踏まえつつ自ら調査審議
を行い、消費者庁を含む関係府省の消費者
行政全般に対して建議等を実施するととも
に、内閣総理大臣、関係各大臣等の諮問に
応じて調査審議を行います。消費者行政が
直面する諸課題に適切に対処するために
は、消費者委員会が様々な消費者問題につ
いて調査審議を行い、積極的に建議等を行
うことが重要です。
　このため、内閣府において、事務局体制
の充実・強化を図るための予算・定員要求
を着実に行うとともに、民間の多様な専門
分野における人材を任期付職員、技術参与
や政策調査員等として任用し、委員会活動
をしっかりと支えることとしています102。
　また、消費者委員会が調査審議を進める
ために、関係府省への資料要求やヒアリン
グ等を頻繁に実施しています。この結果、
消費者委員会は2009年９月の発足以降、数
多くの意見表明103を行ってきており、消費
者基本計画への反映、法令の改正・執行強
化等を通じて、消費者行政の推進に活かさ
れています。
　2016年度においては、「身元保証等高齢
者サポート事業に関する消費者問題につい
ての建議」（2017年１月31日）の公表、「健
康食品の表示・広告の適正化に向けた対応
策と、特定保健用食品の制度・運用見直し
についての建議」（2016年４月12日）の公
表及び同建議に係るフォローアップを実施
しました。
　このほか、施策の進捗に応じ、「クレジッ
トカード取引に関する消費者問題について

の建議」（2014年８月26日）、「教育・保育
施設等における事故情報の収集及び活用に
関する建議」（2014年11月４日）、「美容医
療サービスに係るホームページ及び事前説
明・同意に関する建議」（2015年７月７日）
の追加のフォローアップを行ったほか、消
費者庁長官からの意見の求めに応じ、民法
の成年年齢が引き下げられた場合に新たに
成年となる者の消費者被害の防止・救済の
ための対応策について検討を行い、2017年
１月に消費者委員会としての意見を取りま
とめました。

（ ４）�障害者の消費者被害の防止策の強
化

　消費生活センター等へ寄せられる障害者
の消費者被害に関する相談件数は、近年減
少傾向にあるものの、2016年度は18,557件
と依然として多くなっています。また、相
談の大半が障害者本人以外から寄せられる
ケースであることを考えると、実際にはよ
り多くの障害者が被害に遭っていることが
想定されます。
　また、2016年４月に、障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律（平成25年
法律第65号）が施行され、不当な差別的取
扱いの禁止及び合理的配慮の提供により、
障害の有無に関わらず共に暮らせる社会を
目指す取組が始まりました。国においては、
今後の基本方針や、障害者への対応要領を
定めることが求められています。
　消費者庁では、高齢者及び障害者の消費
者トラブルの防止等を目的とし、障害者団
体のほか高齢者団体・福祉関係者団体・消
費者団体、行政機関等を構成員とする「高
齢消費者・障害消費者見守りネットワーク

102）2016年度の消費者委員会事務局の予算額は、約150百万円（当初）、定員は13名。
103）2016年度末までの主な成果としては、建議20件、提言・意見72件。
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連絡協議会」を平成19年から開催し、消費
者トラブルに関して情報を共有するととも
に、悪質商法の新たな手口や対処の方法な
どの情報提供等を行う仕組みの構築を図っ
てきました。平成29年３月に開催した「第
13回高齢消費者・障害消費者見守りネット
ワーク連絡協議会」では、「高齢者、障害
者の消費者トラブル防止のため積極的な情
報発信を行う」、「多様な主体が緊密に連携
して、消費者トラブルの防止や『見守り』
に取り組む」等の申合せをしました。
　国民生活センターでは、障害者からの消
費生活相談体制の整備に向けて、障害者か
らの消費生活相談を引き続き受け付けてい
ます。
　また、弱視、色覚障害者等に配慮する観
点から、国民生活センターのウェブサイト
の音声読み上げソフトへの対応等を実施し
ました。
　さらに、2017年版「くらしの豆知識」104は、
カラーユニバーサルデザインを基本として
作成するとともに、デイジー図書（国際標
準規格の視覚障害者向けデジタル録音図
書）を作成・配布しました。

（ ５）�国民生活センターによる消費生活
センター等への相談支援機能強化

　国民生活センターでは、全国の消費生活
センター等からの商品やサービスなど消費
生活全般に関する相談や問合せ等に対応す
る「経由相談」を実施し、相談解決の支援
を行っています。
　各地の消費生活センター等への相談支援
機能を強化するため、2011年度に専門チー
ム制を本格導入し、2016年度には、専門家
からのヒアリング、弁護士会、事業者団体

等との意見交換会等を多数行い、専門性の
強化を図りました。
　また、消費生活センター等のバックアッ
プとして、土日祝日に窓口を開設していな
い消費生活センター等を支援するため、消
費者ホットラインを通じて、「休日相談」
（2014年度までの名称は「土日祝日相談」）
を行うとともに、平日には、各地の消費生
活センター等が通話中のために電話がつな
がらない場合に対応する「平日バックアッ
プ相談」を運営しています。
　さらに、地方の消費生活センター等が昼
休みを設けることの多い平日の11時から13
時までの時間帯に、消費者から電話で直接
相談を受け付ける「お昼の消費生活相談」
を行っています。
　2016年度に「経由相談」は7,589件、「平
日バックアップ相談」は3,728件、「お昼の
消費生活相談」は3,033件を受け付けました。
　相談処理の専門性の強化を図るため、法
律、自動車、土地・住宅、美容医療に加え
2015年10月から新たに「決済手段」につい
ても高度専門相談の実施を開始しました。
さらに、商品に関する苦情相談の解決のた
め、各地の消費生活センター等からの依頼
を受けて商品テストを実施しています。
　また、国民生活センター越境消費者セン
ターにおいて、2015年６月から越境消費者
相談の受付を開始し、2017年３月末時点で
8,772件の相談を受け付け、海外提携機関
12機関と連携し消費者に対して内容に応じ
た助言や情報提供を行いました。うち２件
について、国民生活センターウェブサイト
での公表を行いました。

104�）くらしに役立つ幅広い分野の知識・情報をわかりやすくまとめた小冊子で、2017年は「長寿時代のリスク管理」
を特集。

324



（ ６）�消費者政策の推進等に向けた関係
省庁等の連携強化

　消費者庁では、2016年12月に消費者政策
担当課長会議を開催しました。この会議で
は、関係省庁と消費者政策に関連する最近
の動向について意見交換を行い、今後も協
力して消費者課題に取り組んでいくことを
確認しました。

（ ７）�消費者・生活者を主役とする行政
を担う国家公務員の意識改革

　「昇任時相談窓口等体験研修」は、「生活
安心プロジェクト「消費者・生活者を主役
とした行政への転換に向けて」（2008年４
月国民生活審議会意見）に対するアクショ
ンプラン（工程表）」（同年７月23日生活安
心プロジェクトに関する関係省庁局長会議
決定）に基づき、各府省庁の審議官級職員
を対象に2009年度に人事院と内閣府の共催
により、試行的に開始されました。その後、
第２期消費者基本計画（2010年３月30日閣
議決定）において継続的に実施することと
され、以後、人事院と消費者庁の共催によ
り実施しています。
　具体的には、国民生活センターや消費生
活センター、行政相談所、日本司法支援セ
ンター（法テラス）、公共職業安定所、児
童相談所、福祉事務所、年金事務所の協力
を得て、消費者・生活者の声に触れる相談
窓口業務を体験する業務体験研修（全体で
３期間、うち１日派遣。）及び同研修で得
られた経験や気付き、行政や公務員の在り
方について考えたことなどを参加者間で討
議するとともに、討議概要を発表する事後
研修（全体で２回、うち１回参加。）から
構成されています。
　2016年度は、計73名が研修に参加しまし

た。
　研修終了後に実施したアンケートでは、
参加者の97.3％から有益との回答を得るな
ど、高い評価を得ていることから、今後も
継続して実施を予定しています。

（ ８）�消費者からの情報・相談の受付体
制の充実

　消費者庁及び関係府省等では、消費者か
らの多様な情報・相談に対応するために、
相談窓口ごとに電話、メール等の受付手段
を拡充するなど、体制の整備を進めています。
　消費者庁では、消費者からの情報・相談
の受付体制の拡充について、関係府省庁等
の相談窓口の設置状況を取りまとめていま
す。主な相談窓口等は別表105のとおりです。

２ ．地方における体制整備
（ １）�地方消費者行政の充実・強化に向

けた地方公共団体への支援等
　消費者行政の最前線は、「地域」です。
消費者庁では、消費者の安全・安心の確保
のためには、「現場」である地方消費者行
政の抜本的強化が不可欠との認識から、地
方公共団体との連携を強化しながら、その
取組を支援してきました。
　具体的には、2009年度から2011年度まで
の３年間を地方消費者行政の「集中育成・
強化期間」と位置付け、地方消費者行政活
性化交付金により各都道府県に造成された
「地方消費者行政活性化基金」（以下「基金」
といいます。）を通じて、地方公共団体の
消費者行政の充実・強化に向けた取組や支
援などを行ってきました。
　2012年７月には、この「集中育成・強化
期間」後の地方消費者行政について、「地
方消費者行政の現況調査」や「現場」の声

105）章末【別表】を参照。
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から地方消費者行政の現状と課題を分析
し、中長期的な展望に立った地方消費者行
政の目指す姿を描きながら、「消費者庁の
取組」と「地方自治体への期待」をまとめ
た「地方消費者行政の充実・強化のための
指針」を策定しました。
　2014年度には、指針も踏まえながら、こ
れまで充実・強化されてきた取組が後退し
ないよう、基金の活用期間を延長しました。
また、これまで補正予算中心の措置であり、
毎年度の予算措置の見通しが不透明な状況
であったことから、2014年度予算には30億
円を措置し、当初予算における大幅増額を
実現したことで、地方における計画的・安
定的な取組が可能となりました。その後、
基金に上積みしない「地方消費者行政推進
交付金」として、2014年度補正予算には20
億円、2015年度予算には30億円、2015年度
補正予算には20億円、2016年度予算には30
億円、2016年度補正予算には20億円、2017
年度予算には30億円を措置し、交付金と合
わせて、これまで累計約495億円を措置し
てきました。また、2013年度から2016年度
に引き続き、2017年度にも、「国と地方と
のコラボレーションによる先駆的プログラ
ム」として、国から先駆的なテーマを提案
して地方公共団体と連携して実施します。
　消費者庁では、地方消費者行政推進交付
金の当初予算化及び基金の活用期間の延長
を措置したことを踏まえ、中長期的な検討
を実施するため、「地方消費者行政強化作
戦」を定め、計画的・安定的な取組の中で、
どこに住んでいても質の高い相談・救済を
受けられる地域体制の全国的な整備に取り
組むとともに、人員・予算の確保に向けた
地方の自主的な取組を支援しています。
　これとは別に、東日本大震災の被災地へ
の支援として、震災・原発事故を受けた緊
急対応（食品等の放射性物質検査、食の安

全性等に関する消費生活相談対応等）によ
り、被災県（岩手・宮城・福島・茨城）で
は基金に不足が見込まれたため、2013年度
予算には約7.3億円、2014年度予算には約
７億円の上積みを行い、2015年度予算には、
地方消費者行政推進交付金として約4.8億
円を措置しました。2016年度予算には約4.8
億円を措置し、2017年度には約4.8億円を
措置しています。
　また、消費者庁では、消費生活相談員の
専門性やその果たしている役割の重要性を
踏まえ、各地方公共団体において、再度任
用する回数に関して一律に制限を設けるこ
となく、消費生活相談員の専門性に配慮し
た任用を行うよう、消費者庁長官から地方
公共団体の首長宛ての通知等により、消費
生活相談員のいわゆる「雇止め」の見直し
を求めました。この消費生活相談員の雇止
めの見直しについては、消費者庁と総務省
との間で協議を行い、①実態として非常勤
職員の行う業務の中にも恒常的な業務があ
ること、②任期ごとに客観的な実証を行っ
た結果として、同じ者を再度任用すること
は排除されないことについて認識を共有し
ていたところです。2015年３月に公布した
改正消費者安全法の関係内閣府令におい
て、地方公共団体が消費生活センターに関
する条例を制定する際の参酌基準として
「消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人
材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるこ
と」を盛り込んだほか、関係内閣府令等に
ついて、都道府県担当課長会議や各都道府
県の開催する管内市区町村向け説明会、消
費者団体等において説明を実施しました。

（ ２）�地域の見守りネットワークの構築
　消費者庁では、消費者トラブルの防止及
び被害からの救済について、地方消費者行
政推進交付金等により、被害に遭うリスク
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の高い消費者（障害者、高齢者、被害経験
者等）を効果的・重点的に地域で見守る体
制を構築し、消費者トラブルの防止及び早
期発見を図る取組等を支援するとともに、
障害者の特性に配慮した消費生活相談体制
整備を図る取組等を促進しています。
　加えて、地方公共団体が、障害者を始め
とする消費生活上特に配慮を要する消費者
への見守り活動等を目的とした消費者安全
確保地域協議会を組織することができるこ
と等、消費者安全法の一部改正を盛り込ん
だ不当景品類及び不当表示防止法等の一部
を改正する等の法律が2014年６月に公布さ
れ、2016年４月１日に施行されました。
　また、2015年３月に公表した消費者安全
法の改正法の関係内閣府令及びガイドライ
ンの内容や、消費者安全確保地域協議会設
置済み自治体における取組の例等につい
て、都道府県担当課長会議や各都道府県の
開催する管内市区町村向け説明会、消費者
団体等において説明を実施しました。さら
に、2016年１月に「地域における見守りネッ
トワーク構築に向けた取組事例」を公表し
たほか、各地方公共団体において、地域の
実情に応じた見守りネットワークが構築で
きるよう、消費者安全確保地域協議会に関
する様々な先進事例を収集し、2017年４月
には事例集を公表しました。
　あわせて、2015年９月に開催した高齢消
費者・障害消費者見守りネットワーク連絡
協議会において、各構成員が傘下の団体に
対して、消費者安全確保地域協議会への参
画を働き掛けるなど、多様な主体が緊密に
連携して、消費者トラブルの防止や「見守
り」に取り組むことを申し合わせました。
また、2016年３月には、フォローアップの
ための第12回会合を開催しました。

（ ３）�地方公共団体との政策・措置に関
する情報等の共有

　消費者庁では、2010年度から、国民生活
センター及び経済産業局等の国の機関と、
都道府県・政令市の担当課長との意見交換
や情報共有の場として、「消費者行政ブロッ
ク会議」を開催しています。2016年度は、
2016年９月に北海道・東北ブロック（秋田
県）、関東ブロック（相模原市）、10月には
近畿ブロック（福井県）、11月には九州・
沖縄ブロック（熊本市）、中部・北陸ブロッ
ク（静岡市）において、同会議を開催しま
した。
　また、都道府県・政令市の消費生活セン
ター所長が意見交換や情報共有を行うた
め、国民生活センターが地方公共団体とブ
ロックごとに開催する「消費生活センター
所長会議」に、消費者庁職員が出席し、意
見交換を行っています。2016年度は、2016
年９月に東北・北海道ブロック（秋田県）、
関東・甲信越ブロック（相模原市）、10月
には四国ブロック（香川県）、中国ブロッ
ク（山口県）、近畿ブロック（福井県）、11
月には東海・北陸ブロック（静岡市）、九
州ブロック（熊本市）における消費生活セ
ンター所長会議に出席しました。
　加えて、毎年４月に都道府県及び政令市
の消費者行政担当課長等向けの「都道府県
等消費者行政担当課長会議」を開催し、最
近の国の消費者行政の動向について情報の
共有を図っているところ、2016年度は2016
年４月に同会議を開催しました。
　これらの各会議を通じて、各地方公共団
体の消費者行政担当者と意見交換・情報提
供を行っています。

（ ４）�都道府県における法執行強化
　国と地方が情報共有を進めて法を厳正に
執行し、被害をもたらしている事業者の行
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為を是正することにより、消費者被害の拡
大防止や軽減、予防につながります。この
ため、消費者庁では、地方公共団体の法執
行力を強化することを目的として、地方公
共団体の執行担当者を対象とした研修を
行っています。
　2016年度には、執行実務に必要となる基
礎知識の習得を目的とした「執行初任者研
修」を５月10日から11日にかけて実施し
（332名参加）、さらに、執行に必要な実務
スキルの向上を目指した「執行専門研修」
を10月４日から７日にかけて実施しました
（110名参加）。

（ ５）�「消費者ホットライン」の運用
　消費者がトラブルに見舞われたとして
も、相談窓口の存在に気付かなかったり、
相談窓口は知っていたとしてもその連絡先
が分からなかったりすることがあります。
　このため、消費者庁では、全国どこから
でも身近な消費生活相談窓口を案内する３
桁の電話番号「188（いやや！）」（消費者ホッ
トライン）106の運用を行い、2016年度には
81万2000件の利用がありました。
　同ホットラインについて、消費者庁では、
消費者庁ウェブサイトへの掲載、啓発チラ
シの作成・配布、各種会議を通じて周知を
行いました。

（ ６）�消費生活以外の相談窓口に寄せら
れた消費生活に関する相談の誘導

　消費者庁では、消費生活以外の相談窓口
に寄せられた消費生活相談について、消費
生活相談窓口を案内するよう2016年３月に
都道府県等に要請しました。また、同年９
月から11月にかけて、消費者行政ブロック

会議（全６ブロック）において、消費生活
相談窓口について、消費者への一層の周知
を図るよう、改めて都道府県等に要請しま
した。

（ ７）�消費生活相談情報の活用
　PIO-NETは、全国の消費生活相談業務
の円滑な実施を支援するために1984年に運
用を開始したシステムであり、国民生活セ
ンターと地方公共団体の消費生活センター
等がオンラインネットワークで結ばれ、全
国に寄せられた消費生活相談情報が集約さ
れています。
　また、2000年代中盤において、消費者被
害が多様化、複雑化する中で、消費生活相
談業務の支援に加えて、法執行等を担当す
る行政機関等からの利活用の需要が高ま
り、中央省庁や独立行政法人でのPIO-
NET利用環境整備が必要となりました。
　これを受け、2000年代後半に中央省庁及
び独立行政法人でのPIO-NET利用が可能
となりました。その後、2011年４月には消
費者庁が「国の行政機関等におけるPIO-
NET情報の利用指針」を策定し、中央省
庁や独立行政法人といった関係機関による
閲覧に加えて政府共通ネットワークが利用
できる中央省庁等に対して、PIO-NET利
用のためのアカウント発行を行っていま
す。さらに、適格消費者団体及び特定適格
消費者団体でのPIO-NET利用及び、相談
件数が急増している事業者や商品・サービ
スを把握するためのPIO-NETデータ集計
結果に基づく情報提供に向けた検討を行っ
ています。
　消費者庁では、国民生活センターと連携
してPIO-NETを刷新し、2015年９月28日

106�）消費者ホットラインは2010年１月12日から「0570-064-370（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ�守ろうよ�みんなを）」で案
内をしていた（現在も引き続き利用可能。）。
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から新しいシステムであるPIO-NET2015
による運用を開始しました。
　PIO-NET�2015の運用開始後は、利用者
からの要望を踏まえたシステム改善を適
時・適切に行い、システムの使い勝手及び
有用性向上を図りました。また、PIO-
NETへの平均登録日数を短縮するため、
毎年度開催している都道府県・政令指定都
市の消費者行政担当課及び消費生活セン
ター担当者が参加する会議において、相談
データ早期登録の重要性を説明するととも
に、早期登録を実現している自治体の成功
例を共有し、各地方公共団体での早期登録
に向けた取組を促しました。

（ ８）�国民生活センター相模原事務所研
修施設での研修の実施

　国民生活センターは、消費者行政におけ
る中核的な実施機関であり、①消費者行政
の司令塔機能の発揮、②地方消費者行政の
推進、③消費者への注意喚起のいずれに
とっても必要不可欠な存在です。
　国民生活センターの在り方については、
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
の下で開催される「消費者行政の体制整備
のための意見交換会」等において検討が進
められていましたが、「独立行政法人改革
等に関する基本的な方針」（2013年12月閣
議決定）を踏まえ、独立行政法人通則法の
一部を改正する法律（平成26年法律第66号）
と独立行政法人通則法の一部を改正する法
律の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律（平成26年法律第67号）において、独立
行政法人の新たな類型の一つである「中期

目標管理法人」107とすることとされました。
　また、国民生活センター相模原事務所研
修施設については、同方針において、「相
模原研修施設の再開については、施設の利
用見込み、長期を含めたコスト等を総合的
に勘案した上で、平成26年夏までに結論を
得る」こととされたことを踏まえ、消費者
庁において、「国民生活センター相模原事
務所研修施設の活用に関する懇談会」を開
催し、研修施設の再開について検討を進め
ていたところ、2014年８月に「（国民生活）
センターに期待されている効率的かつ効果
的な研修を実施するためには、再開に必要
な研修環境の手当てを行った後、研修施設
を再開することが望ましい」との結論がま
とまりました。行政改革推進会議独立行政
法人改革等に関する分科会においても議論
が行われた結果、2015年度に研修施設を再
開することとされました。
　これらの議論を踏まえ、相模原事務所研
修施設を2015年５月から再開し、2016年度
は企業職員研修７コースを含む76コース108

の研修を実施しました。
　このうち、地方公共団体の職員や消費生
活相談員等に対しては、事例検討・参加体
験型研修を取り入れた研修を実施しまし
た。また、同事務所内の商品テスト施設を
活用した研修も実施しました。
　また、2017年度には、徳島県に設置され
る「消費者行政新未来創造オフィス」にて、
主に関西、中国・四国地域の対象者を中心
とした研修や、徳島独自の研修を実施して
いく予定です。

107�）公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執
行することが求められるものを国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に
基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を
推進することを目的とする法人。

108�）（実施コース数）・消費者行政職員研修：９コース　・消費生活相談員研修：41コース　・消費者教育推進のた
めの研修：15コース　・消費生活サポーター研修：４コース
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主な相談等窓口 役割 所管省庁等 電話番号等

消費者ホットラ
イン（※1）

身近な消費生活に関する相談窓口（消費生活センター、
国民生活センター等）を案内する。 消費者庁 TEL：188

公益通報者保護
制度相談ダイヤ
ル

企業の従業員、民間事業者、行政機関職員等から寄せ
られる「公益通報者保護法」に関する各種相談を受け
付ける。

消費者庁 TEL：03-3507-9262

個人情報保護法
質問ダイヤル

民間事業者が守るルールである「個人情報保護法」に
関する解釈などについての疑問に答える。 個人情報保護委員会 TEL：03-6457-9849

食の安全ダイヤ
ル

消費者等からの食品の安全性に関する情報提供、質問、
意見等を受け付ける。 食品安全委員会

TEL：03-6234-1177
（メール問合せ窓口）
https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-0001.
html

公正取引委員会
審査局管理企画
課情報管理室

独占禁止法違反被疑事実に関する情報提供について、
電話や書面のほか電子申告を受け付ける。 公正取引委員会

TEL：03-3581-5471
電子申告窓口：
http://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/
index.html

公正取引委員会
官房総務課

独占禁止法等に関する一般相談について、来訪や電話
等による相談を受け付ける。 公正取引委員会 TEL：03-3581-5471

各都道府県警察
本部及び警察署
の相談窓口

犯罪の未然防止など生活の安全を守るための相談等に
応じる。 警察庁

TEL：♯9110
・警察相談専用電話「♯9110」番
・各都道府県警察のウェブサイト参照

金融サービス利
用者相談室

金融サービス利用者からの相談等を一元的に受け付け
る。 金融庁

TEL：0570-016811（ナビダイヤル）
TEL：03-5251-6811（IP電話）
FAX：03-3506-6699
ウェブサイト受付窓口：
https：//www.fsa.go.jp/opinion/

中小企業等金融
円滑化相談窓口

様々な状況に置かれた借り手の相談・要望・苦情に一
元的に答える。 金融庁

下記ウェブサイト参照
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-
1a.html

デ ィ ス ク ロ ー
ジャー・ホット
ライン

金融商品取引法上の開示義務違反等に係る情報を受け
付ける。 金融庁

FAX：03-3506-6156
ウェブサイト受付窓口：　　
http://www.fsa.go.jp/receipt/d_hotline/

証券取引等監視
委員会情報提供
窓口

証券市場に関する一般投資家等からの情報を受け付け
る。

金融庁
（証券取引等監視委員会）

TEL：0570-00-3581（ナビダイヤル）
TEL：03-3581-9909　（一部のIP電話等）
FAX：03-5251-2136
ウェブサイト受付窓口：
https：//www.fsa.go.jp/sesc/watch/

年金運用ホット
ライン

投資運用業者による疑わしい年金運用等に関する情報
を受け付ける。

金融庁
（証券取引等監視委員会）

TEL：03-3506-6627
ウェブサイト受付窓口：
http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm
MAIL：pension-hotline@fsa.go.jp

公認会計士・監
査審査会情報受
付窓口

公認会計士・監査法人の監査業務に関する情報、公認
会計士・監査法人の監査業務以外に関する情報、公認
会計士試験の実施に関する情報を受け付ける。

金融庁
（公認会計士・監査審査会）

FAX：03-5251-7241
MAIL：cpaaob@fsa.go.jp
下記ウェブサイト参照
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/uketuke/01.html

金融モニタリン
グ情報収集窓口

深度あるモニタリングを行う観点から、金融機関に関
する情報を収集している。 金融庁

FAX：03-3581-6202
ウェブサイト受付窓口：
https://www.fsa.go.jp/kensa/

電気通信消費者
相談センター

利用者が電気通信サービスを利用している際のトラブ
ル等について電話による相談を受け付ける。 総務省 TEL：03-5253-5900

農林水産省「消
費者の部屋」

農林水産省の所管事項について消費者の相談等を受け
付け、情報提供等を行う。 農林水産省

TEL：03-3591-6529
FAX：03-5512-7651
下記ウェブサイト参照
http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html

経済産業省消費
者相談室

経済産業省所管の法律、物資やサービス及び消費者取
引について、消費者からの苦情、相談、問合せなどを
受け付け、助言や情報提供等を行う。

経済産業省

TEL：03-3501-4657
FAX：03-3501-6202
MAIL：shohisha-soudan@meti.go.jp
下記ウェブサイト参照
http://www.meti.go.jp/intro/consult/consult_01.
html#WIN07

電力・ガス取引
監視等委員会相
談窓口

電力・ガス・熱の適正取引の確保、ネットワーク部門
の中立性確保の観点から、消費者が小売供給契約を結
ぶ際のトラブル等や、事業者間における取引に係る契
約のトラブル等の解決支援を行う。

経済産業省
（電力・ガス取引監視等
委員会）

TEL： 03-3501-5725
MAIL： dentorii@meti.go.jp

国土交通ホット
ラ イ ン ス テ ー
ション

国土交通行政に関する要望、意見等を一元的に受け付
ける。 国土交通省 下記ウェブサイト参照

http://www.mlit.go.jp/useful/hotline1.html

自動車不具合情
報ホットライン

リコール情報等の案内及び、リコールにつながる不具
合を早期に発見するため、自動車ユーザーからの不具
合情報を受け付ける。

国土交通省
TEL：0120-744-960
下記ウェブサイト参照
http://www.mlit.go.jp/RJ/

MOEメール 環境政策における意見・提案等を受け付ける。 環境省 下記ウェブサイト参照
http://www.env.go.jp/moemail

法 テ ラ ス・ サ
ポートダイヤル

利用者からの問合せ内容に応じて、法制度に関する情
報と、相談機関・団体等（弁護士会、司法書士会、地
方公共団体の相談窓口等）に関する情報を提供する。

日本司法支援センター
TEL： 0570-078374
下記ウェブサイト参照
http://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/
index.html

※ １　全地方公共団体（都道府県、政令市、市区町村等）のうち、メール、FAXによる受付を行っている窓口の数は以下のとおり。
　　　・メール、FAXの両方：448
　　　・メールのみ：57
　　　・FAXのみ：46
　　　（参考）
　　　都道府県：47、政令市：20、市区町村：１72１、広域連合・一部事務組合： 8、合計：１,796
※ 2 　上記の窓口の一部は、あっせん、仲介、調停等を行うことができないものも含まれる。

【別表】消費者からの情報・相談の受付体制
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【資料編】



資料 １　消費者安全法の規定に基づき通知された消費者事故等
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

消費者事故等 12,729 12,627 12,078 12,282 10,186
生命身体事故等 2,813 3,511 2,906 2,897 2,905

重大事故等 1,322 1,317 1,248 1,304 1,286
重大事故等を除く生命身体事故等 1,491 2,194 1,658 1,593 1,619

財産事案 9,916 9,116 9,172 9,385 7,281

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
第12条第 1項等1の規定に基づき通知さ
れた重大事故等 1,322 1,317 1,248 1,304 1,286

第12条第 2項等2の規定に基づき通知さ
れた消費者事故等 11,407 11,310 10,830 10,978 8,900

（備考）　 1．2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された消費者事故等の件数。
　　　　 2．生命身体事故等の件数には、過去に消費者庁へ通知された事案と同一の事案について、他の機関から通知された場合は含めていない。

資料編

資料 ２　消費者安全法第１２条第 １項等の規定に基づき通知された重大事故等
○資料 ２ - １ 　事故内容別件数3

事故内容
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
火災 1,038 78.5% 1,066 80.9% 1,007 80.7% 1,056 81.0% 1,077 83.7%
発煙・発火・過熱 3 0.2% 3 0.2% 2 0.2% 3 0.2% 3 0.2%
点火・燃焼・消火不良 1 0.1% 0 0.0% 2 0.2% 1 0.1% 0 0.0%
破裂 1 0.1% 1 0.1% 5 0.4% 1 0.1% 3 0.2%
ガス爆発 0 0.0% 3 0.2% 3 0.2% 2 0.2% 1 0.1%
ガス漏れ 0 0.0% 2 0.2% 3 0.2% 1 0.1% 1 0.1%
燃料・液漏れ等 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
化学物質による危険 7 0.5% 50 3.8% 5 0.4% 2 0.2% 2 0.2%
漏電・電波等の障害 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
製品破損 22 1.7% 13 1.0% 17 1.4% 9 0.7% 7 0.5%
部品脱落 4 0.3% 2 0.2% 9 0.7% 7 0.5% 2 0.2%
機能故障 6 0.5% 3 0.2% 0 0.0% 3 0.2% 4 0.3%
転落・転倒・不安定 115 8.7% 77 5.8% 72 5.8% 98 7.5% 81 6.3%
操作・使用性の欠落 9 0.7% 4 0.3% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0%
交通事故 36 2.7% 34 2.6% 25 2.0% 29 2.2% 21 1.6%
誤飲 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1% 4 0.3% 1 0.1%
中毒 8 0.6% 4 0.3% 14 1.1% 12 0.9% 9 0.7%
異物の混入・侵入 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
腐敗・変質 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0%
その他 72 5.4% 49 3.7% 81 6.5% 65 5.0% 68 5.3%
無記入 0 0.0% 3 0.2% 0 0.0% 9 0.7% 5 0.4%

計 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0%
（備考）　2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。資料10を参照。

１）等とは、第29条第１項を示す。
２）等とは、第29条第２項を示す。
３）事故内容別分類の主な事例については、資料10を参照。
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○資料 ２ - ２ 　事故内容別分類と通知月別件数（２0１6年度）
通知年月

事故内容

2016年 2017年
計

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

火災 59（101） 90（72） 74（85） 101（90） 106（91） 83（75） 80（71） 100（90） 77（94） 113（97） 121（90） 73（100） 1,077（1,056）

発煙・発火・過熱 0（0） 0（0） 1（0） 0（1） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 1（1） 0（0） 3（3）

点火・燃焼・消火不良 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（1）

破裂 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1） 1（0） 0（0） 3（1）

ガス爆発 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 1（2）

ガス漏れ 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1）

燃料・液漏れ等 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0）

化学物質による危険 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（2）

漏電・電波等の障害 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

製品破損 0（1） 0（2） 1（0） 0（0） 0（1） 2（1） 2（0） 0（0） 0（2） 0（1） 1（0） 1（1） 7（9）

部品脱落 0（0） 0（1） 0（3） 0（1） 0（0） 2（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（1） 2（7）

機能故障 0（1） 0（0） 0（1） 0（0） 2（1） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 4（3）

転落・転倒・不安定 7（3） 9（8） 8（11） 6（11） 10（6） 5（8） 5（7） 8（8） 7（9） 7（9） 5（6） 4（12） 81（98）

操作・使用性の欠落 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1）

交通事故 3（2） 1（2） 3（0） 1（3） 1（4） 1（2） 0（2） 2（1） 3（3） 1（4） 3（3） 2（3） 21（29）

誤飲 1（0） 0（0） 0（2） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（1） 1（4）

中毒 （0） 0（1） 0（2） 1（0） 3（1） 3（0） 1（0） 0（0） 0（3） 0（2） 0（2） 1（1） 9（12）

異物の混入・侵入 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0）

腐敗・変質 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1）

その他 4（6） 5（4） 4（7） 6（11） 9（9） 8（4） 6（9） 2（4） 5（1） 3（3） 6（3） 10（4） 68（65）

無記入 1（1） （0） 1（2） （1） （1） 2（0） （0） （1） （0） 1（2） （1） （0） 5（9）

計 75（116） 106（90） 92（114）115（120）133（115） 108（91） 95（89）113（105） 92（114）126（120）139（106） 92（124） 1,286（1,304）

（備考）　件数欄の（　）内の数字は2015年度の件数。資料10を参照。

○資料 ２ - 3 　商品等別件数（大分類）

　 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

食料品 4 0.3% 4 0.3% 5 0.4% 2 0.2% 5 0.4%
家電製品 318 24.1% 336 25.5% 327 26.2% 321 24.6% 339 26.4%
住居品 160 12.1% 153 11.6% 169 13.5% 186 14.3% 177 13.8%
文具・娯楽用品 23 1.7% 12 0.9% 35 2.8% 30 2.3% 26 2.0%
光熱水品 2 0.2% 4 0.3% 5 0.4% 2 0.2% 4 0.3%
被服品 8 0.6% 6 0.5% 4 0.3% 2 0.2% 4 0.3%
保健衛生品 43 3.3% 71 5.4% 36 2.9% 13 1.0% 15 1.2%
車両・乗り物 461 34.9% 430 32.6% 401 32.1% 449 34.4% 438 34.1%
建物・設備 137 10.4% 155 11.8% 122 9.8% 131 10.0% 130 10.1%
保健・福祉サービス 22 1.7% 17 1.3% 23 1.8% 39 3.0% 59 4.6%
他の商品・サービス 144 10.9% 102 7.7% 117 9.4% 126 9.7% 87 6.8%
無記入 0 0.0% 27 2.1% 4 0.3% 3 0.2% 2 0.2%

計 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0%
（備考）　2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。資料11を参照。
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○資料 ２ - ４ 　年齢層別商品等別件数（中分類）４（２0１6年度）

年齢層 商品等内訳 年齢層
別合計

5歳未満 福祉（11） 生活家電、家事用品、他の住居品、商品・サービスその他（各1） 15

5 歳以上
10歳未満 福祉（4） 玩具・遊具（1） 5

10歳代 商品・サービスその他（5） 住宅設備（2）
生活家電、住生活用品、健康器
具、玩具・遊具、自動車、自転車・
自転車用品（各1）

13

20歳代 自転車・自転車用品（2） 電話機・電話機用品、家事用品、住生活用品、他の住居品、他の被
服品、住宅設備（各1） 8

30歳代 家事用品、身の回り品、他の保健衛生品、自動車、自転車・自転車用品、医療、理美容、他の保健・福祉、
商品・サービスその他（各1） 9

40歳代 商品・サービスその他（3） 健康食品、他の建物・設
備、医療、理美容（各2）

生活家電、家事用品、他の住居品、玩具・
遊具、福祉（各1） 16

50歳代 商品・サービスその他（9） 住生活用品、他の住居品、
自動車（各2）

健康食品、電話機・電話機用品、家事用品、
化粧品類（各1） 19

60歳代 商品・サービスその他（4） 他の住居品（2） 生活家電、住生活用品、他の文具・娯楽
用品、福祉（各1） 10

70歳代 商品・サービスその他（14）福祉（7） 自動車（2） 生活家電、住生活用品、
他の保健衛生品（各1） 26

80歳以上 福祉（26） 商品・サービスその他
（17）

生活家電、音響・映像機器、住生活用品、
他の住居品、医療（各1） 48

無記入 1,117
計 1,286

（備考）　 1．商品等内訳欄の（　）内の数字は件数。
　　　　 2．「商品・サービスその他」の内容は、10歳代は学校での事故、成人は乗合バスやタクシー等の乗り物における事故が主なもの。

○資料 ２ - ５ 　発生施設別件数

発生施設
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
住宅 457 34.6% 473 35.9% 357 28.6% 358 27.5% 358 27.8%
店舗・商業施設 90 6.8% 76 5.8% 102 8.2% 109 8.4% 111 8.6%
学校 4 0.3% 8 0.6% 12 1.0% 10 0.8% 14 1.1%
病院・福祉施設 17 1.3% 19 1.4% 35 2.8% 39 3.0% 65 5.1%
公園 9 0.7% 2 0.2% 4 0.3% 7 0.5% 3 0.2%
道路 310 23.4% 285 21.6% 231 18.5% 298 22.9% 262 20.4%
公共施設 13 1.0% 1 0.1% 5 0.4% 7 0.5% 6 0.5%
海・山・川等自然環境 1 0.1% 2 0.2% 4 0.3% 9 0.7% 6 0.5%
車内・機内・船内 84 6.4% 68 5.2% 78 6.3% 73 5.6% 53 4.1%
その他 78 5.9% 51 3.9% 40 3.2% 24 1.8% 26 2.0%
無記入 259 19.6% 332 25.2% 380 30.4% 370 28.4% 382 29.7%

計 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0%
（備考）　2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。

４�）商品別分類のうち、中分類を使用した。大分類と中分類の関係は、資料11を参照。なお、この表は、通知された
重大事故等のうち、当該事故等による被害者が存在し、かつ当該被害者の年齢が明らかな事案を集計したものである。
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○資料 ２ - 6 　発生地域別件数５

発生地域
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
北海道・東北 166 12.6% 165 12.5% 153 12.3% 169 13.0% 143 11.1%
関東 407 30.8% 420 31.9% 388 31.1% 408 31.3% 406 31.6%
中部 252 19.1% 218 16.6% 227 18.2% 219 16.8% 215 16.7%
近畿 265 20.0% 258 19.6% 248 19.9% 236 18.1% 285 22.2%
中国 74 5.6% 80 6.1% 68 5.4% 84 6.4% 72 5.6%
四国 27 2.0% 33 2.5% 33 2.6% 32 2.5% 26 2.0%
九州・沖縄 131 9.9% 143 10.9% 131 10.5% 156 12.0% 139 10.8%

計 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0%
（備考）　2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。

○資料 ２ - ７ 　重大事故等の追跡確認状況

追跡確認状況 関係行政機関 地方公共団体等 消費者安全調査
委員会 計

調査終了

対策実施 293 66 1 360
原因特定に至らず 362 12 0 374
消費者事故等に該当せず 407 24 0 431
未進展・その他 19 15 0 34

小計 1,081 117 1 1,199
調査中 原因分析及び対策検討着手 534 32 0 566
その他 非公表等 0 0 4 4

計 1,615 149 5 1,769
（備考）　 1．�2016年 1 月 1 日から2016年12月31日までに通知のあった事案及び消費者庁「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の

報告」（2016年 6 月報告）にて調査中であった事案（原因分析及び対策検討着手）について、2017年 1 月31日現在の状況を確認したもの。
　　　　 2．各分類の具体的な内容は以下のとおり。
　　　　　　・対策実施：注意喚起・リコール・啓発活動等により処理済の事案。
　　　　　　・�原因特定に至らず：原因の調査を行ったが、製品や役務等に原因があるか否か特定できなかった事案。事故原因の特定には至らなかった

が、対策を実施したものを含む。
　　　　　　・消費者事故等に該当せず：原因分析の結果、消費者事故等に該当しなかった事案。
　　　　　　・未進展・その他：事実確認が困難である等により、未進展の事案。
　　　　　　・原因分析及び対策検討着手：原因分析及び対策検討着手又は着手予定の事案。

５）北海道・東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
　　中部：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
　　四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

資
料
編

335



資料 3　消費者安全法第１２条第 ２項等の規定に基づき通知された消費者事故等
（ １）生命身体事故等

○資料 3 - １ 　事故内容別件数

事故内容
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
発煙・発火・過熱 368 24.7% 672 30.6% 382 23.0% 275 17.3% 235 14.5%
点火・燃焼・消火不良 17 1.1% 31 1.4% 23 1.4% 16 1.0% 1 0.1%
破裂 40 2.7% 57 2.6% 51 3.1% 16 1.0% 11 0.7%
ガス爆発 9 0.6% 7 0.3% 7 0.4% 1 0.1% 2 0.1%
ガス漏れ 53 3.6% 44 2.0% 61 3.7% 35 2.2% 10 0.6%
燃料・液漏れ等 3 0.2% 2 0.1% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1%
化学物質による危険 115 7.7% 45 2.1% 51 3.1% 25 1.6% 39 2.4%
漏電・電波等の障害 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0%
製品破損 11 0.7% 16 0.7% 11 0.7% 10 0.6% 6 0.4%
部品脱落 4 0.3% 2 0.1% 4 0.2% 6 0.4% 4 0.2%
機能故障 3 0.2% 1 0.0% 5 0.3% 4 0.3% 0 0.0%
転落・転倒・不安定 7 0.5% 3 0.1% 3 0.2% 15 0.9% 7 0.4%
操作・使用性の欠落 3 0.2% 1 0.0% 6 0.4% 5 0.3% 1 0.1%
交通事故 7 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.3% 6 0.4%
誤飲 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 5 0.3% 0 0.0%
中毒 704 47.2% 661 30.1% 821 49.5% 727 45.6% 781 48.2%
異物の混入・侵入 4 0.3% 8 0.4% 5 0.3% 2 0.1% 18 1.1%
腐敗・変質 1 0.1% 3 0.1% 7 0.4% 1 0.1% 2 0.1%
その他 142 9.5% 635 28.9% 200 12.1% 423 26.6% 474 29.3%
無記入 0 0.0% 6 0.3% 20 1.2% 21 1.3% 21 1.3%

計 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0%
（備考）　 1．2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された、重大事故等を除く生命身体事故等の件数。資料10を参照。
　　　　 2．�2016年度に消費者庁に通知された重大事故等を除く生命身体事故等のうち、「中毒」に分類された事故の大半が、「食中毒」に関するもので

あった。

○資料 3 - ２ 　商品等別分類（大分類）

商品等別分類
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
食料品 350 23.5% 754 34.4% 983 59.3% 845 53.0% 958 59.2%
家電製品 91 6.1% 77 3.5% 70 4.2% 50 3.1% 54 3.3%
住居品 121 8.1% 132 6.0% 144 8.7% 93 5.8% 70 4.3%
文具・娯楽用品 18 1.2% 1 0.0% 9 0.5% 7 0.4% 10 0.6%
光熱水品 25 1.7% 15 0.7% 14 0.8% 10 0.6% 2 0.1%
被服品 2 0.1% 1 0.0% 2 0.1% 1 0.1% 4 0.2%
保健衛生品 68 4.6% 25 1.1% 23 1.4% 11 0.7% 22 1.4%
車両・乗り物 18 1.2% 13 0.6% 55 3.3% 310 19.5% 297 18.3%
建物・設備 234 15.7% 563 25.7% 309 18.6% 203 12.7% 141 8.7%
保健・福祉サービス 7 0.5% 31 1.4% 10 0.6% 30 1.9% 28 1.7%
他の商品・サービス 557 37.4% 525 23.9% 31 1.9% 27 1.7% 26 1.6%
無記入 0 0.0% 57 2.6% 8 0.5% 6 0.4% 7 0.4%

計 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0%
（備考）　2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された、重大事故等を除く生命身体事故等の件数。資料11を参照。
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○資料 3 - 3 　発生施設別件数

発生施設
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
住宅 467 31.3% 745 34.0% 472 28.5% 307 19.3% 215 13.3%
店舗・商業施設 696 46.7% 618 28.2% 822 49.6% 721 45.3% 772 47.7%
学校 37 2.5% 33 1.5% 24 1.4% 18 1.1% 24 1.5%
病院・福祉施設 47 3.2% 47 2.1% 40 2.4% 63 4.0% 49 3.0%
公園 3 0.2% 2 0.1% 4 0.2% 3 0.2% 3 0.2%
道路 19 1.3% 5 0.2% 4 0.2% 15 0.9% 12 0.7%
公共施設 70 4.7% 34 1.5% 6 0.4% 6 0.4% 5 0.3%
海・山・川等自然環境 7 0.5% 13 0.6% 1 0.1% 9 0.6% 6 0.4%
車内・機内・船内 5 0.3% 4 0.2% 2 0.1% 5 0.3% 7 0.4%
その他 62 4.2% 59 2.7% 117 7.1% 81 5.1% 155 9.6%
無記入 78 5.2% 634 28.9% 166 10.0% 365 22.9% 371 22.9%

計 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0%
（備考）　2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された、重大事故等を除く生命身体事故等の件数。

○資料 3 - ４ 　発生地域別件数6

発生地域
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
北海道・東北 144 9.7% 233 10.6% 163 9.8% 134 8.4% 118 7.3%
関東 575 38.6% 737 33.6% 689 41.6% 520 32.6% 510 31.5%
中部 229 15.4% 291 13.3% 229 13.8% 190 11.9% 197 12.2%
近畿 266 17.8% 478 21.8% 291 17.6% 262 16.4% 295 18.2%
中国 83 5.6% 120 5.5% 83 5.0% 63 4.0% 58 3.6%
四国 52 3.5% 63 2.9% 34 2.1% 31 1.9% 31 1.9%
九州・沖縄 134 9.0% 261 11.9% 121 7.3% 102 6.4% 122 7.5%
不明・無記入 8 0.5% 11 0.5% 48 2.9% 291 18.3% 288 17.8%

計 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0%
（備考）　2012年 4 月 1 日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された、重大事故等を除く生命身体事故等の件数。

６）北海道・東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
　　中部：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
　　四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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（ ２）財産事案

○資料 3 - ５ 　商品等別件数

商品別分類
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
商品一般 163 1.6% 526 5.8% 247 2.7% 489 5.2% 496 6.8%
食料品 573 5.8% 671 7.4% 597 6.5% 565 6.0% 497 6.8%
住居品 625 6.3% 635 7.0% 613 6.7% 574 6.1% 409 5.6%
教養娯楽品 1,056 10.6% 1,018 11.2% 907 9.9% 731 7.8% 589 8.1%
光熱水品 316 3.2% 241 2.6% 236 2.6% 245 2.6% 205 2.8%
被服品 409 4.1% 464 5.1% 467 5.1% 368 3.9% 249 3.4%
保健衛生品 294 3.0% 265 2.9% 297 3.2% 247 2.6% 225 3.1%
車両・乗り物 304 3.1% 289 3.2% 247 2.7% 235 2.5% 190 2.6%
土地・建物・設備 387 3.9% 548 6.0% 443 4.8% 307 3.3% 200 2.7%
他の商品 74 0.7% 105 1.2% 110 1.2% 48 0.5% 16 0.2%

商品全体 4,201 42.4% 4,762 52.2% 4,164 45.4% 3,809 40.6% 3,076 42.2%
クリーニング 23 0.2% 13 0.1% 11 0.1% 6 0.1% 5 0.1%
レンタル・リース・貸借 265 2.7% 130 1.4% 102 1.1% 99 1.1% 68 0.9%
工事・建築・加工 285 2.9% 223 2.4% 263 2.9% 279 3.0% 279 3.8%
修理・補修 174 1.8% 111 1.2% 57 0.6% 94 1.0% 72 1.0%
管理・保管 13 0.1% 5 0.1% 4 0.0% 13 0.1% 12 0.2%
役務一般 6 0.1% 0 0.0% 33 0.4% 12 0.1% 7 0.1%
金融・保険サービス 1,375 13.9% 999 11.0% 1,150 12.5% 1,203 12.8% 1,086 14.9%
運輸・通信サービス 868 8.8% 593 6.5% 631 6.9% 910 9.7% 831 11.4%
教育サービス 159 1.6% 187 2.1% 229 2.5% 251 2.7% 155 2.1%
教養・娯楽サービス 464 4.7% 547 6.0% 474 5.2% 468 5.0% 392 5.4%
保健・福祉サービス 367 3.7% 331 3.6% 328 3.6% 420 4.5% 409 5.6%
他の役務 833 8.4% 600 6.6% 691 7.5% 701 7.5% 515 7.1%
内職・副業・ねずみ講 200 2.0% 129 1.4% 132 1.4% 343 3.7% 210 2.9%
他の行政サービス 149 1.5% 26 0.3% 7 0.1% 15 0.2% 11 0.2%

サービス全体 5,181 52.2% 3,894 42.7% 4,112 44.8% 4,814 51.3% 4,052 55.7%
他の相談 534 5.4% 460 5.0% 896 9.8% 762 8.1% 153 2.1%

計 9,916 100.0% 9,116 100.0% 9,172 100.0% 9,385 100.0% 7,281 100.0%
（備考）　2012年 4 月1日から2017年 3 月31日までに消費者庁へ通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。資料12を参照。
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資料 ４　PIO-NETに収集された情報
○資料 ４ - １ 　商品等別件数

商品別分類
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
商品一般 25,362 3.0% 38,081 4.2% 48,756 5.2% 43,326 4.6% 40,140 4.5%
食料品 39,269 4.7% 81,663 8.9% 47,761 5.1% 45,775 4.9% 52,404 5.9%
住居品 33,187 3.9% 37,461 4.1% 39,799 4.2% 35,619 3.8% 33,913 3.8%
教養娯楽品 66,958 7.9% 70,561 7.7% 73,175 7.8% 66,563 7.1% 61,643 7.0%
光熱水品 9,290 1.1% 8,001 0.9% 8,078 0.9% 7,697 0.8% 8,893 1.0%
被服品 29,969 3.6% 42,302 4.6% 44,770 4.8% 36,846 3.9% 32,294 3.6%
保健衛生品 20,705 2.5% 24,706 2.7% 22,287 2.4% 22,380 2.4% 23,617 2.7%
車両・乗り物 21,905 2.6% 22,299 2.4% 22,197 2.4% 22,025 2.4% 22,864 2.6%
土地・建物・設備 30,793 3.6% 31,175 3.4% 30,082 3.2% 28,052 3.0% 26,546 3.0%
他の商品 1,789 0.2% 2,281 0.2% 1,911 0.2% 1,469 0.2% 1,265 0.1%

商品全体 279,227 33.1% 358,530 39.1% 338,816 36.0% 309,752 33.1% 303,579 34.2%
クリーニング 6,216 0.7% 5,987 0.7% 5,812 0.6% 5,808 0.6% 4,749 0.5%
レンタル・リース・貸借 48,253 5.7% 46,349 5.1% 46,475 4.9% 47,080 5.0% 45,183 5.1%
工事・建築・加工 27,301 3.2% 29,818 3.3% 30,015 3.2% 28,331 3.0% 27,207 3.1%
修理・補修 12,482 1.5% 12,268 1.3% 12,447 1.3% 12,495 1.3% 13,487 1.5%
管理・保管 2,116 0.3% 2,181 0.2% 2,597 0.3% 2,365 0.3% 2,026 0.2%
役務一般 1,672 0.2% 1,736 0.2% 3,084 0.3% 3,862 0.4% 3,848 0.4%
金融・保険サービス 117,890 14.0% 105,460 11.5% 98,337 10.5% 80,596 8.6% 69,203 7.8%
運輸・通信サービス 207,564 24.6% 212,154 23.2% 257,466 27.4% 293,949 31.4% 270,611 30.5%
教育サービス 4,614 0.5% 4,711 0.5% 5,406 0.6% 4,850 0.5% 4,492 0.5%
教養・娯楽サービス 34,337 4.1% 30,229 3.3% 27,498 2.9% 26,824 2.9% 25,088 2.8%
保健・福祉サービス 32,054 3.8% 35,079 3.8% 36,712 3.9% 39,329 4.2% 38,777 4.4%
他の役務 38,478 4.6% 39,481 4.3% 44,039 4.7% 46,546 5.0% 47,506 5.4%
内職・副業・ねずみ講 4,246 0.5% 3,590 0.4% 3,530 0.4% 4,221 0.5% 5,168 0.6%
他の行政サービス 4,206 0.5% 4,411 0.5% 4,954 0.5% 6,359 0.7% 5,721 0.6%

サービス全体 541,429 64.2% 533,454 58.2% 578,372 61.5% 602,615 64.4% 563,066 63.5%
他の相談 23,069 2.7% 24,231 2.6% 22,737 2.4% 22,867 2.4% 20,029 2.3%

計 843,725 100.0% 916,215 100.0% 939,925 100.0% 935,234 100.0% 886,674 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．商品等別は商品別分類（大分類）を使用。資料12を参照。

○資料 ４ - ２ 　相談内容別件数

相談内容
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
安全・衛生 29,565 3.5% 31,011 3.4% 34,741 3.7% 30,571 3.3% 29,778 3.4%
品質・機能、役務品質 119,457 14.2% 123,376 13.5% 123,229 13.1% 115,815 12.4% 111,147 12.5%
法規・基準 33,344 4.0% 33,148 3.6% 37,590 4.0% 29,465 3.2% 24,094 2.7%
価格・料金 149,386 17.7% 152,293 16.6% 159,920 17.0% 156,225 16.7% 138,266 15.6%
計量・量目 1,412 0.2% 1,496 0.2% 1,420 0.2% 1,285 0.1% 973 0.1%
表示・広告 50,150 5.9% 54,892 6.0% 58,154 6.2% 55,768 6.0% 56,594 6.4%
販売方法 388,485 46.0% 462,281 50.5% 480,875 51.2% 482,641 51.6% 460,779 52.0%
契約・解約 591,947 70.2% 647,195 70.6% 676,365 72.0% 680,116 72.7% 641,794 72.4%
接客対応 128,402 15.2% 136,088 14.9% 141,721 15.1% 133,726 14.3% 128,888 14.5%
包装・容器 901 0.1% 1,052 0.1% 1,139 0.1% 938 0.1% 737 0.1%
施設・設備 1,807 0.2% 1,929 0.2% 1,826 0.2% 1,616 0.2% 1,398 0.2%

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年3月31日までの登録分）。
　　　　 2．相談内容別分類は複数回答項目。
　　　　 3．構成比は、資料4-1に示されている各年の相談件数計に対する割合。
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○資料 ４ - 3 　危害・危険別件数

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
危害情報 10,594 13,659 11,539 10,698 10,908
危険情報 4,162 6,888 5,178 4,505 3,287

計 14,756 20,547 16,717 15,203 14,195
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年3月31日までの登録分）。

○資料 ４ - ４ 　危害情報の危害内容別件数

危害内容
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
骨折 339 3.2% 363 2.7% 406 3.5% 358 3.3% 333 3.1%
脱臼・捻挫 75 0.7% 80 0.6% 69 0.6% 101 0.9% 76 0.7%
切断 5 0.0% 3 0.0% 9 0.1% 14 0.1% 16 0.1%
擦過傷・挫傷・打撲傷 692 6.5% 857 6.3% 822 7.1% 838 7.8% 738 6.8%
刺傷・切傷 680 6.4% 733 5.4% 723 6.3% 749 7.0% 592 5.4%
頭蓋（内）損傷 20 0.2% 32 0.2% 32 0.3% 39 0.4% 29 0.3%
内臓損傷 13 0.1% 15 0.1% 17 0.1% 24 0.2% 12 0.1%
神経・脊髄の損傷 264 2.5% 226 1.7% 218 1.9% 282 2.6% 239 2.2%
筋・腱の損傷 58 0.5% 75 0.5% 84 0.7% 70 0.7% 72 0.7%
窒息 28 0.3% 21 0.2% 20 0.2% 15 0.1% 20 0.2%
感覚機能の低下 137 1.3% 179 1.3% 189 1.6% 160 1.5% 142 1.3%
熱傷 815 7.7% 761 5.6% 726 6.3% 653 6.1% 632 5.8%
凍傷 9 0.1% 18 0.1% 14 0.1% 14 0.1% 13 0.1%
皮膚障害 2,654 25.1% 4,015 29.4% 2,769 24.0% 2,601 24.3% 2,892 26.5%
感電障害 14 0.1% 17 0.1% 19 0.2% 13 0.1% 13 0.1%
中毒 180 1.7% 190 1.4% 237 2.1% 180 1.7% 177 1.6%
呼吸器障害 377 3.6% 329 2.4% 325 2.8% 305 2.9% 329 3.0%
消化器障害 1,024 9.7% 2,001 14.6% 1,151 10.0% 1,232 11.5% 1,811 16.6%
その他の傷病及び諸症状 3,097 29.2% 3,603 26.3% 3,550 30.8% 2,860 26.7% 2,596 23.8%
不明 113 1.1% 141 1.0% 159 1.4% 190 1.8% 176 1.6%

計 10,594 100.0% 13,659 100.0% 11,539 100.0% 10,698 100.0% 10,908 100.0%
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年3月31日までの登録分）。
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○資料 ４ - ５ 　危険情報の危険内容別件数

危険内容
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
火災 87 2.1% 59 0.9% 57 1.1% 71 1.6% 60 1.8%
発火・引火 268 6.4% 307 4.5% 350 6.8% 298 6.6% 252 7.7%
発煙・火花 501 12.0% 579 8.4% 564 10.9% 480 10.7% 415 12.6%
過熱・こげる 448 10.8% 579 8.4% 587 11.3% 453 10.1% 417 12.7%
ガス爆発 9 0.2% 4 0.1% 5 0.1% 4 0.1% 5 0.2%
ガス漏れ 41 1.0% 34 0.5% 41 0.8% 23 0.5% 39 1.2%
点火・燃焼・消火不良 104 2.5% 88 1.3% 77 1.5% 57 1.3% 29 0.9%
漏電・電波等の障害 42 1.0% 37 0.5% 35 0.7% 41 0.9% 17 0.5%
燃料・液漏れ等 171 4.1% 145 2.1% 167 3.2% 172 3.8% 95 2.9%
化学物質による危険 44 1.1% 76 1.1% 41 0.8% 23 0.5% 36 1.1%
破裂 190 4.6% 196 2.8% 180 3.5% 178 4.0% 163 5.0%
破損・折損 457 11.0% 480 7.0% 533 10.3% 382 8.5% 277 8.4%
部品脱落 161 3.9% 164 2.4% 169 3.3% 132 2.9% 106 3.2%
機能故障 614 14.8% 577 8.4% 668 12.9% 503 11.2% 335 10.2%
転落・転倒・不安定 59 1.4% 76 1.1% 94 1.8% 73 1.6% 81 2.5%
バリ7・鋭利 19 0.5% 12 0.2% 13 0.3% 9 0.2% 11 0.3%
操作・使用性の欠落 111 2.7% 132 1.9% 125 2.4% 67 1.5% 45 1.4%
腐敗・変質 24 0.6% 56 0.8% 95 1.8% 67 1.5% 35 1.1%
異物の混入 474 11.4% 2,838 41.2% 843 16.3% 926 20.6% 436 13.3%
異物の侵入 12 0.3% 4 0.1% 17 0.3% 14 0.3% 12 0.4%
その他 320 7.7% 443 6.4% 510 9.8% 528 11.7% 418 12.7%
不明 6 0.1% 2 0.0% 7 0.1% 4 0.1% 3 0.1%

計 4,162 100.0% 6,888 100.0% 5,178 100.0% 4,505 100.0% 3,287 100.0%
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年3月31日までの登録分）。

７）商品の角等が滑らかに処理されていないこと。
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○資料 ４ - 6 　危害情報の商品等別件数

商品別分類
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
商品一般 161 1.5% 199 1.5% 183 1.6% 183 1.7% 136 1.2%
食料品 1,788 16.9% 3,114 22.8% 2,108 18.3% 2,267 21.2% 2,999 27.5%
住居品 1,002 9.5% 1,296 9.5% 1,092 9.5% 935 8.7% 891 8.2%
教養娯楽品 389 3.7% 411 3.0% 375 3.3% 347 3.2% 356 3.3%
光熱水品 33 0.3% 31 0.2% 37 0.3% 31 0.3% 44 0.4%
被服品 328 3.1% 451 3.3% 377 3.3% 352 3.3% 312 2.9%
保健衛生品 2,250 21.2% 3,252 23.8% 2,126 18.4% 1,803 16.9% 1,796 16.5%
車両・乗り物 235 2.2% 288 2.1% 255 2.2% 247 2.3% 213 2.0%
土地・建物・設備 177 1.7% 153 1.1% 254 2.2% 203 1.9% 172 1.6%
他の商品 8 0.1% 12 0.1% 9 0.1% 10 0.1% 20 0.2%

商品全体 6,371 60.1% 9,207 67.4% 6,816 59.1% 6,378 59.6% 6,939 63.6%
クリーニング 10 0.1% 11 0.1% 10 0.1% 8 0.1% 7 0.1%
レンタル・リース・貸借 244 2.3% 219 1.6% 262 2.3% 287 2.7% 242 2.2%
工事・建築・加工 132 1.2% 123 0.9% 123 1.1% 125 1.2% 120 1.1%
修理・補修 24 0.2% 28 0.2% 29 0.3% 21 0.2% 22 0.2%
管理・保管 11 0.1% 9 0.1% 8 0.1% 8 0.1% 4 0.0%
役務一般 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 18 0.2% 36 0.3% 23 0.2% 15 0.1% 20 0.2%
運輸・通信サービス 90 0.8% 99 0.7% 88 0.8% 84 0.8% 76 0.7%
教育サービス 4 0.0% 8 0.1% 11 0.1% 8 0.1% 12 0.1%
教養・娯楽サービス 288 2.7% 301 2.2% 304 2.6% 366 3.4% 323 3.0%
保健・福祉サービス 2,873 27.1% 3,083 22.6% 3,249 28.2% 2,822 26.4% 2,635 24.2%
他の役務 520 4.9% 520 3.8% 600 5.2% 557 5.2% 486 4.5%
内職・副業・ねずみ講 1 0.0% 1 0.0% 2 0.0% 1 0.0% 2 0.0%
他の行政サービス 7 0.1% 14 0.1% 14 0.1% 18 0.2% 20 0.2%

サービス全体 4,223 39.9% 4,452 32.6% 4,723 40.9% 4,320 40.4% 3,969 36.4%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 10,594 100.0% 13,659 100.0% 11,539 100.0% 10,698 100.0% 10,908 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．商品等別は商品別分類（大分類）を使用。資料12を参照。
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○資料 ４ - ７ 　危険情報の商品等別件数

商品別分類
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
商品一般 7 0.2% 10 0.1% 11 0.2% 11 0.2% 10 0.3%
食料品 452 10.9% 2,917 42.3% 891 17.2% 950 21.1% 431 13.1%
住居品 1,375 33.0% 1,542 22.4% 1,632 31.5% 1,312 29.1% 1,164 35.4%
教養娯楽品 417 10.0% 479 7.0% 513 9.9% 423 9.4% 385 11.7%
光熱水品 93 2.2% 89 1.3% 112 2.2% 77 1.7% 54 1.6%
被服品 59 1.4% 67 1.0% 76 1.5% 61 1.4% 43 1.3%
保健衛生品 190 4.6% 212 3.1% 162 3.1% 157 3.5% 134 4.1%
車両・乗り物 940 22.6% 884 12.8% 1,020 19.7% 882 19.6% 627 19.1%
土地・建物・設備 186 4.5% 212 3.1% 206 4.0% 146 3.2% 101 3.1%
他の商品 14 0.3% 11 0.2% 8 0.2% 10 0.2% 10 0.3%

商品全体 3,733 89.7% 6,423 93.2% 4,631 89.4% 4,029 89.4% 2,959 90.0%
クリーニング 3 0.1% 2 0.0% 0 0.0% 3 0.1% 3 0.1%
レンタル・リース・貸借 75 1.8% 77 1.1% 93 1.8% 91 2.0% 68 2.1%
工事・建築・加工 69 1.7% 67 1.0% 77 1.5% 71 1.6% 41 1.2%
修理・補修 124 3.0% 91 1.3% 125 2.4% 99 2.2% 75 2.3%
管理・保管 9 0.2% 3 0.0% 1 0.0% 5 0.1% 2 0.1%
役務一般 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 3 0.1% 5 0.1% 1 0.0% 2 0.0% 2 0.1%
運輸・通信サービス 35 0.8% 26 0.4% 33 0.6% 15 0.3% 24 0.7%
教育サービス 1 0.0% 0 0.0% 5 0.1% 1 0.0% 1 0.0%
教養・娯楽サービス 8 0.2% 15 0.2% 18 0.3% 22 0.5% 14 0.4%
保健・福祉サービス 42 1.0% 101 1.5% 81 1.6% 59 1.3% 40 1.2%
他の役務 58 1.4% 75 1.1% 106 2.0% 101 2.2% 52 1.6%
内職・副業・ねずみ講 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他の行政サービス 2 0.0% 3 0.0% 5 0.1% 7 0.2% 6 0.2%

サービス全体 429 10.3% 465 6.8% 547 10.6% 476 10.6% 328 10.0%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 4,162 100.0% 6,888 100.0% 5,178 100.0% 4,505 100.0% 3,287 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．品等別は商品別分類（大分類）を使用。資料12を参照。
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○資料 ４ - ８ 　危害情報の被害者年齢層別商品別件数（上位１0位まで）（２0１6年度）

年齢層 商品等内訳
年齢層
別合計

5歳未満

外食（15） 育児家具類（9） 医療サービス（9） 不動産貸借（7） 遊園地・レジャーラ
ンド（7）

177
ケーキ（6） 椅子類（6） 他の玩具・遊具（5）乳製品（4）

ミネラルウォー
ター、紙おむつ、
自転車、工事・建
築（各3）

5歳以上
10歳未満

外食（15） 遊園地・レジャー
ランド（10） 自転車（7） 商品一般（5） 歯科治療（5）

147
スポーツ・健康教
室（4）

他の菓子類、他の調理食品、ベッド類、水泳用品、幼稚園、他の保育サービス
（各3）

10歳代
自転車（33） 基礎化粧品（28） 他の健康食品（26） 外食（18） 野菜飲料（14）

319
医療サービス（14） 酵素食品（10） 他の化粧品（10） エステティック

サービス（10） パーマ（9）

20歳代

エステティック
サービス（151）

医 療 サ ー ビ ス
（136） 他の健康食品（90） 基礎化粧品（83） 外食（65）

1,023
他の美容サービス
（48） 酵素食品（43） パーマ（38） 他の化粧品（24） 不動産貸借（24）

30歳代

他 の 健 康 食 品
（144）

エステティック
サービス（128） 酵素食品（100） 医 療 サ ー ビ ス

（100） 基礎化粧品（84）
1,480

外食（75） 不動産貸借（48） 野菜飲料（46） 他の美容サービス
（43） パーマ（42）

40歳代

他 の 健 康 食 品
（261） 酵素食品（153） 医 療 サ ー ビ ス

（142）
エステティック
サービス（98） 基礎化粧品（97）

1,965
野菜飲料（75） 外食（75） 歯科治療（47） 他の美容サービス

（43） パーマ（40）

50歳代
他 の 健 康 食 品
（180） 酵素食品（123） 医療サービス（87） 基礎化粧品（80） エステティック

サービス（75） 1,736
歯科治療（58） 外食（58） 野菜飲料（43） パーマ（43） 頭髪用化粧品（35）

60歳代

他 の 健 康 食 品
（120） 医療サービス（91） 基礎化粧品（87） 歯科治療（68） 頭髪用化粧品（37）

1,486
酵素食品（36） 外食（35） 他の化粧品（30） エステティック

サービス（30）
洗濯用洗浄剤、工
事・�建築（各27）

70歳代

医 療 サ ー ビ ス
（101） 他の健康食品（59） 基礎化粧品（58） 歯科治療（47） 他の化粧品（29）

987
頭髪用化粧品（23） 商品一般（22） 健 康 食 品（全 般）

（22）�
家庭用電気治療器
具（22） ふとん類（17）

80歳以上
医療サービス（69） 他の健康食品（44） デイケアサービス

（31） 老人ホーム（28） 健 康 食 品（全 般）
（22）�

544
基礎化粧品（17） 家庭用電気治療器

具（16）
保健衛生品その他
（12） 外食（9） ふとん類、補聴器、

歯科治療（各8）

無回答
医療サービス（98） 他の健康食品（62） 外食（61） 基礎化粧品（37） 酵素食品（33）

1,044
不動産貸借（33） エステティック

サービス（30） 歯科治療（26） 工事・建築（23） パーマ（22）

計 10,908

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2017年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．（　）内の数字は件数。
　　　　 3．商品等内訳は商品キーワード（中位）。
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資料 ５　事故等原因調査等の申出８件数（２0１6年度）

分野別内訳
申出件数

2016年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 2017年

1 月 2 月 3 月 累計

食　品 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4
製　品 3 6 1 2 2 5 3 6 2 1 0 6 37
施　設 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
役　務 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 6
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総件数 3 7 2 3 2 8 3 7 2 3 1 9 50

（備考）　「その他」には明らかに消費者事故ではないものも含む。原因究明の過程で、当該分野が変更される可能性がある。

８�）消費者安全法改正（2012年10月１日施行）に伴う「消費者安全調査委員会」の設置と同時に開始された事故等原
因調査等の申出制度によるもの。
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資料 ６　消費生活用製品安全法の規定に基づき報告された重大製品事故
○資料 ６ - １ 　製品別報告件数

製品
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比
ガス機器･石油機器 275 25.5% 246 26.1% 206 23.1% 207 23.4% 167 20.8%
電気製品 604 56.1% 573 60.9% 526 59.0% 530 59.9% 537 67.0%
その他 198 18.4% 122 13.0% 160 17.9% 148 16.7% 98 12.2%

合　　計 1,077 100.0% 941 100.0% 892 100.0% 885 100.0% 802 100.0%
（備考）　消費生活用製品安全法の規定に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。

○資料 ６ - ２ 　製品別上位品目（上位 ５位まで）

〈ガス機器・石油機器〉

2014年度 2015年度 2016年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 ガスこんろ 49 23.8% 1 ガスこんろ 45 21.7% 1 石油ストーブ 30 18.0%
2 石油ストーブ 40 19.4% 2 石油ストーブ 40 19.3% 2 ガスこんろ 24 14.4%
3 ガスふろがま 27 13.1% 3 石油給湯機 26 12.6% 3 石油給湯機 21 12.6%
4 石油給湯機 19 9.2% 4 石油温風暖房機 18 8.7%

4
ガスふろがま 14 8.4%

5 石油ふろがま 12 5.8% 5 ガスふろがま 15 7.2% 石油温風暖房機 14 8.4%

〈電気機器〉

2014年度 2015年度 2016年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 エアコン 47 8.9% 1 エアコン 53 10.0% 1 エアコン 63 11.7%
2 照明器具 33 6.3% 2 電気ストーブ 42 7.9% 2 電池（バッテリー） 41 7.6%
3 延長コード 27 5.1% 3 照明器具 38 7.2% 3 電気ストーブ 33 6.1%
4 パソコン 26 4.9% 4 延長コード 31 5.8% 4 パソコン 28 5.2%
5 電気ストーブ 22 4.2% 5 電気洗濯機 29 5.5% 5 電子レンジ 23 4.3%

〈その他〉

2014年度 2015年度 2016年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 自転車 30 18.8% 1 自転車 30 20.3% 1 自転車 18 18.4%
2 脚立・踏み台・はしご 21 13.1% 2 脚立・踏み台・はしご 16 10.8% 2 脚立・踏み台・はしご 17 17.3%
3 いす 16 10.0%

3
靴・サンダル 6 4.1% 3 靴・サンダル 6 6.1%

4 靴・サンダル 7 4.4% 運動器具 6 4.1% 4 収納家具 5 5.1%

5 鍋 6 3.8% 5
いす 5 3.4%

5
運動器具 4 4.1%

除雪機 5 3.4% いす 4 4.1%
衣類 5 3.4% 車いす 4 4.1%

（備考）　 1．消費生活用製品安全法の規定に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。
　　　　 2．構成比は、資料 6 - 1 に示されている各年度の製品別報告件数に占める割合。
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資料 ７　消費者庁が行った法執行・行政処分等
○資料 ７ - １ 　消費者庁が行った主な法執行・行政処分等（年度別件数）
〈消費者安全法の規定に基づく注意喚起、勧告等〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 6 9 11 9 10

〈不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の措置命令〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 37 45 30 13 27

〈不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の課徴金納付命令〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 ― ― ― ― 1

〈不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁による課徴金納付命令に係る返金計画の認定・不認定〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件数（認定／不認定） ― ― ― ― 2／1

〈特定商取引に関する法律の規定に基づく消費者庁の業務停止命令及び指示〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 40 21 40 34 28

〈特定商品等の預託等取引契約に関する法律（預託法）の規定に基づく消費者庁の業務停止命令及び措置命令〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 0 0 0 0 4

〈特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定に基づく消費者庁の措置命令〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 8 7 7 7 0

〈家庭用品品質表示法の規定に基づく消費者庁の指示〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 9 20 4 7 35※1

〈食品表示法の規定に基づく消費者庁の指示・命令〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 1※2 0※2 0※2 0 0

〈健康増進法の規定に基づく消費者庁の勧告〉

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
件　　数 0 0 0 1 0

※ 1　�家庭用品品質表示法では、同法第 4条第 1項の指示に従わない場合に同条第 3項にて公表することができるとされており、2016年度に行った指示
のうち、指示に従わなかった事業者がいなかったため、内容の概要等は掲載しない。

※ 2　2014年度以前は、農林物質の規格化等に関する法律に基づく消費者庁の改善命令件数。
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○資料 ７ - ２ 　消費者安全法の規定に基づく消費者への注意喚起、勧告等（２0１６年度）

実施時期 件　名 内　　容

2016年
4 月22日

（注意喚起）

在宅ワークを希望する消費者
にホームページ作成料等の名
目で多額の金銭を支払わせる
「株式会社ネットライフ」に
関する件

・�ネットライフは、インターネット上に開設したウェブサイトで、好条件
で消費者を在宅ワークに勧誘しているが、事業の実体がないことが判明
した（不実告知）。

・�ネットライフは、自社ウェブサイトから連絡してきた消費者に対し、研
修を実施して消費者の集客力等を褒め、消費者をその気にさせる。そし
て、研修終了後、在宅ワークの契約時になって突然、ホームページの作
成などのための初期費用として47万8千円を請求し、「あなたなら確実に
月130万円は稼げるので大丈夫です。」、「返金保証があります。」などと
言って、初期費用を支払うよう説得する。さらに、初期費用を支払った
消費者に対しては、アクセス数の増加に対応するなどとしてサーバー増
設等のアップゲレード費用と称して追加費用を請求し、「支払わないと
ネットライフで在宅ワークを続けられません。これまでの報酬も支払え
ません。」などと言って、追加費用を支払うよう説得していた。

・�また、ネットライフは、お金がないという消費者に対し、金融機関から
お金を借りて初期費用や追加費用を支払うよう説得していた。

2016年
4 月22日

（注意喚起）

在宅ワークを希望する消費者
にホームページ作成料等の名
目で多額の金銭を支払わせる
「株式会社クラウドシステム」
に関する件

・�クラウドシステムは、インターネット上に開設したウェブサイトで、好
条件で消費者を在宅ワークに勧誘しているが、事業の実体がないことが
判明した（不実告知）。

・�クラウドシステムは、自社ウェブサイトから連絡してきた消費者に対し、
研修を実施して消費者の集客力等を褒め、消費者をその気にさせる。そ
して、研修終了後、在宅ワークの契約時になって突然、ホームページの
作成などのための初期費用として50万円を請求し、「あなたなら間違い
なく稼げるし、どうしても稼げなかったときには返金保証もあるので、
とりあえず金融機関から借りて払うこともできます。」などと言って、
初期費用を支払うよう説得する。さらに、初期費用を支払った消費者に
対しては、アクセス数の増加に対応するなどとしてサーバーの増設費用
と称して追加費用を請求し、「サーバーを増設してお客さんがウェブサ
イトにアクセスできるようにしないと報酬をお支払いできません。」な
どと言って、追加費用を支払うよう説得していた。

・�また、クラウドシステムは、お金がないという消費者に対し、金融機関
からお金を借りて初期費用や追加費用を支払うよう説得していた。

2016年
6 月15日

（注意喚起）

ジェネリック医薬品の製造・
販売などの事業を営んでいる
と偽って社債購入を勧誘する
「東洋堂製薬株式会社」に関
する件

・�東洋堂製薬は、消費者に対し、自社の会社概要及び事業内容とするジェ
ネリック医薬品の概要を記載したパンフレットや社債の申込み用紙等一
式が入った封筒を送付してくるが、資料に記載した所在地に会社の事務
所は存在せず、また、商業法人登記もなく、事業実体がないことが判明
した（不実の告知）。

・�劇場型勧誘の手口としては、東洋堂製薬の社債の購入を希望すると称す
る者が消費者に対し、「封筒が届いている人しかその社債を購入するこ
とができません。」などと述べて、消費者に届いている封筒を購入希望
者の元に送るよう依頼する。その後、「あなたの名前で東洋堂製薬の社
債購入の申込み手続ができたため、東洋堂製薬からあなたに申込み手続
をした私との関係を尋ねる電話があった際には、私をあなたの遠い親戚
であると答えてください。」などと依頼する。その後、弁護士と名のる
男からその依頼を断らなかった消費者に対し、「名義を貸して社債を申
し込んだことは違反行為であなたは逮捕されます。預けてあるお金を引
き出してください。」、「家にお金を置いていても持って行かれて危ない
ので、宅急便で送ってください。」などと言い、金銭の送付を要求して
いた。
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実施時期 件　名 内　　容

2016年
7 月25日

（注意喚起）

約2,900倍の為替レートでウ
ズベキスタン通貨スムの購入
を勧誘する「ブラックロック・
ジャパン株式会社をかたる事
業者」に関する件

・�ブラックロック・ジャパン株式会社をかたる事業者（偽ブラックロック）
の関係事業者（以下「Ａ社」という。）は、過去に詐欺被害に遭った消
費者に電話を架け、過去の詐欺被害金額を取り返す裁判への参加を持ち
かける。

・�劇場型勧誘の手口としては、Ａ社は消費者に電話で、裁判で負けたので
過去の詐欺被害金額を取り返せなくなったが、その代わりに消費者が偽
ブラックロックからスムの紙幣を 1枚10万円（実際の為替レートで計算
すると約34円）で買えばＡ社等がそれを倍の値段で買い取ることにより
過去の詐欺被害を回復できるとして、偽ブラックロックからスムを購入
するよう持ちかける（不実の告知）。

・�消費者が偽ブラックロックにスムを注文し、Ａ社の指示どおり宅配便で
スムの注文代金の現金を首都圏の個人宅に送付すると、偽ブラックロッ
クから消費者にスムが送付される。しかし、その後、消費者は偽ブラッ
クロックやＡ社等連絡が取れなくなり、Ａ社等によるスムの買取りも行
われなかった。

2016年
7 月25日

（注意喚起）

SMSを用いて有料動画の未
払料金の名目で金銭を支払わ
せようとする「株式会社U－
NEXTをかたる事業者」に関
する件

・�株式会社U－NEXTをかたる事業者は、消費者の携帯電話に「有料コン
テンツ利用料の未払いが生じています。本日中に連絡がなければ法的措
置に移行します。」などと記載したSMSを送付するとともに、SMSに記
載された電話番号に連絡してきた消費者に「支払をしないと裁判沙汰に
なります。」などと告げ、有料動画の未払料金の名目で金銭を支払わせ
ていた（消費者を欺くこと、威迫・困惑）。

・�消費者は、不安感等から実際には有料動画サイトの未払料金など生じて
いないにもかかわらず、何か有料動画の未払料金があるのではないかと
思ってしまい、大手通販サイトのギフトカード（※）をコンビ二で購入
して、ギフトカードのカード番号を伝えてしまい、結局のところ要求さ
れる金額を支払っていた。

　※�「ギフトカード」は、他に「電子ギフト券」と表記される場合があり
ます。

2016年
8 月 2 日

（注意喚起）

「オリンピック財団」等と称
して、消費者名義で多額の東
京オリンピックのチケット申
込みがあるかのように偽り、
個人情報の削除の名目等で金
銭を支払わせようとする事業
者に関する件

・�「オリンピック財団」等と称する事業者は、消費者宅に電話し、あたか
も消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのよ
うに偽り、チケットの申込みをしていないと答えた消費者に対し「調査
します。」と告げる。

　�　その後、「調査の結果、犯罪グループのリストにあなたの個人情報が
載っていました。」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられ
ます。」、「年金ももらえなくなります。」などと言って消費者を欺き、威
迫し困惑させてリストから個人情報を削除する等の名目で金銭を支払わ
せていた（消費者を欺くこと、威迫・困惑）。

2016年
11月18日
（注意喚起）

在宅ワークを希望する消費者
にホームページ作成料等の名
目で多額の金銭を支払わせる
在宅ワーク事業者「システム
ネット」に関する件

・�システムネットは、インターネット上に開設したウェブサイトで、好条
件で消費者を在宅ワークに勧誘しているが、事業の実体がないことが判
明した（不実告知）。

・�システムネットは、自社ウェブサイトから連絡してきた消費者に対し、
研修を実施して消費者の集客力等を褒め、消費者をその気にさせる。そ
して、研修終了後、在宅ワークの契約時になって突然、在宅ワークのた
めには消費者専用のホームページを作成する必要があるなどとして高額
な初期費用を請求し、その数日後、ホームページのバージョンアップが
必要であるなどとして高額な追加費用を請求していた。

・�また、システムネットは、お金がないという消費者に対し、金融機関か
らお金を借りて初期費用や追加費用を支払うよう説得していた。
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実施時期 件　名 内　　容

2016年
11月18日
（注意喚起）

在宅ワークを希望する消費者
にホームページ作成料等の名
目で多額の金銭を支払わせる
在宅ワーク事業者「ビジネス
システム」に関する件

・�ビジネスシステムは、インターネット上に開設したウェブサイトで、好
条件で消費者を在宅ワークに勧誘しているが、事業の実体がないことが
判明した（不実告知）。

・�ビジネスシステムは、自社ウェブサイトから連絡してきた消費者に対し、
研修を実施して消費者の集客力等を褒め、消費者をその気にさせる。そ
して、研修終了後、在宅ワークの契約時になって突然、在宅ワークのた
めには消費者専用のホームページを作成する必要があるなどとして高額
な初期費用を請求し、その数日後、ホームページのバージョンアップが
必要であるなどとして高額な追加費用を請求していた。

・�また、ビジネスシステムは、お金がないという消費者に対し、金融機関
からお金を借りて初期費用や追加費用を支払うよう説得していた。

2016年
12月22日
（注意喚起）

SMSを用いて有料動画の未
払料金の名目で金銭を支払わ
せようとする「ヤフー株式会
社をかたる事業者」に関する
件

・�ヤフー株式会社をかたる事業者は、消費者の携帯電話に「有料動画閲覧
履歴があるため、本日中に登録解除いただけない場合、身辺調査及び法
的措置へ移行となります。ヤフー。」などと記載したSMSを送信すると
ともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「支払をし
ないと裁判沙汰になります。」などと告げ、有料動画の未払料金の名目
で金銭を支払わせていた（消費者を欺くこと、威迫・困惑）。

2017年
2 月28日

（注意喚起）

SMSを用いて有料動画サイ
トの未払料金などの名目で金
銭を支払わせようとする「株
式会社DMM.comをかたる事
業者」に関する件

・�株式会社DMM.comをかたる事業者は、消費者の携帯電話に「有料コン
テンツ利用料金の支払確認が取れません。本日中に連絡なき場合、訴訟
手続きに移行します。」などと記載したSMSを送信し、SMSに記載され
た電話番号に連絡してきた消費者に「今日中に支払えば訴訟手続を取り
下げます。」などと告げ、有料動画の未払料金などの名目で金銭を支払
わせていた（消費者を欺くこと、威迫・困惑）。
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○資料 ７ - ３ 　不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の措置命令　（２0１６年度）

実施時期 件　　　名
2016年
6 月28日

株式会社シンメトリーに対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関する不当表示（優
良誤認表示））

6月28日 ナチュラルビューティラボ株式会社に対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関する
不当表示（優良誤認表示））

6月28日 関西プロポーション小顔センターこと吉信雅博に対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効
果に関する不当表示（優良誤認表示））

6月29日 磯部美容整体Ｖセンターこと磯部昭弘に対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関す
る不当表示（優良誤認表示））

6月29日 株式会社Steedに対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関する不当表示（優良誤認
表示））

6月29日 株式会社トゥモローズライフに対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関する不当表
示（優良誤認表示））

6月29日 Kouken美容整体こと西田佳司に対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関する不当
表示（優良誤認表示））

6月29日 MEDICAL�BODY�DESIGN株式会社に対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関する
不当表示（優良誤認表示））

6月29日 レミスティック東京こと安井基喜に対する措置命令（小顔になる効果を標ぼうする役務の効果に関する不
当表示（優良誤認表示））

9月 1日 株式会社オークローンマーケティングに対する措置命令（フライパンの表面処理加工に関する不当表示（優
良誤認表示））

12月21日 イズミヤ株式会社に対する措置命令（神戸牛の取引に関する不当表示（おとり広告））
12月21日 株式会社牛肉商但馬屋に対する措置命令（神戸牛の取引に関する不当表示（おとり広告））
2017年
1 月27日 三菱自動車工業株式会社に対する措置命令（軽自動車の燃費性能に関する不当表示（優良誤認表示））

1月27日 三菱自動車工業株式会社に対する措置命令（普通自動車及び小型自動車の燃費性能に関する不当表示（優
良誤認表示））

1月27日 日産自動車株式会社に対する措置命令（軽自動車の燃費性能に関する不当表示（優良誤認表示））

2月 2日 株式会社X
ジ ー ナ
enaに対する措置命令（石鹸に係るシミの解消又は軽減効果に関する不当表示（優良誤認表示）

及び同石鹸に係る販売価格の割引期限に関する不当表示（有利誤認表示））

2月14日 日本サプリメント株式会社に対する措置命令（特定保健用食品（ペプチドシリーズ 5商品）の許可要件に
関する不当表示（優良誤認表示））

2月14日 日本サプリメント株式会社に対する措置命令（特定保健用食品（豆鼓シリーズ 3商品）の許可要件に関す
る不当表示（優良誤認表示））

3月 3日 株式会社マハロに対する措置命令（飲料の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

3月 3日 株式会社メロディアンハーモニーファインに対する措置命令（飲料の代謝促進、炎症抑制及び痩身効果に
関する不当表示（優良誤認表示））

3月 3日 千代田薬品工業株式会社に対する措置命令（健康食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月 8日 株式会社布屋商店に対する措置命令（寝具等の販売価格に関する不当表示（有利誤認表示））
3月 9日 株式会社だいにち堂に対する措置命令（健康食品の目の症状改善効果に関する不当表示（優良誤認表示））

3月22日 GMOインターネット株式会社に対する措置命令（インターネット接続サービスに係る提供価格の割引期
限に関する不当表示（有利誤認表示））

3月24日 株式会社エネルギア・コミュニケーションズに対する措置命令（光回線インターネット接続サービスに係
る提供価格の割引期間に関する不当表示（有利誤認表示））

3月28日 株式会社エービーシー・マートに対する措置命令（靴の販売価格に関する不当表示（有利誤認表示））

3月30日 株式会社ミーロードに対する措置命令（健康食品の豊胸効果及び痩身効果に関する不当表示（優良誤認表
示））
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○資料 ７ - ４ 　不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の課徴金納付命令　（２0１６年度）

実施時期 件　　　名
2017年
1 月27日

三菱自動車工業株式会社に対する課徴金納付命令（普通自動車及び小型自動車の燃費性能に関する不当表
示（優良誤認表示））

○資料 ７ - ６ 　特定商取引に関する法律の規定に基づく消費者庁の業務停止命令及び指示　（２0１６年度）

実施時期 件　　　名
2016年
4 月26日

訪問購入業者株式会社Ｔ&Ａコーポレーションに対する指示（貴金属、中古ブランド品等の訪問購入に係
る氏名等不明示、不招請勧誘、勧誘を受ける意思の確認義務違反、再勧誘、書面記載不備及び迷惑勧誘）

6月 1日 訪問販売業者アルゴジャパン株式会社に対する業務停止命令及び指示（CO2排出権取引の受託及び取次ぎ
の訪問販売に係る契約書面記載不備及び適合性原則違反）

6月16日 訪問販売業者株式会社新生に対する業務停止命令（屋根瓦等のリフォーム工事の訪問販売に係る勧誘目的
不明示、契約書面不交付及び不実告知）

8月24日
特定継続的役務提供事業者株式会社グロワール・ブリエ東京に対する業務停止命令及び指示（エステティッ
ク（脱毛）の特定継続的役務提供に係る概要書面不交付、契約書面記載不備、虚偽誇大広告、不実告知、
債務不履行、債務履行の不当遅延及び財務内容の不開示）

11月 4 日 連鎖販売業者株式会社IPSコスメティックスに対する業務停止命令及び指示（化粧品、健康食品等の連鎖
販売取引に係る勧誘目的等不明示、不実告知及び契約書面不交付）

12月16日 訪問販売業者及び連鎖販売業者ジャパンライフ株式会社に対する業務停止命令及び指示（家庭用永久磁石
磁気治療器の訪問販売及び連鎖販売取引に係る勧誘目的等不明示）

2017年
1 月18日

電話勧誘販売業者株式会社たんぽぽに対する業務停止命令及び指示（健康食品等の電話勧誘販売に係る再
勧誘、契約書面記載不備、不実告知、判断力不足便乗）

3月15日
訪問購入業者株式会社エスイーシーに対する業務停止命令及び指示（貴金属等の訪問購入に係る氏名等不
明示、勧誘意思の事前確認義務違反、勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、書面交付義務違反（不備
記載）、債務の履行拒否又は不当遅延）

3月16日 訪問販売業者及び連鎖販売業者ジャパンライフ株式会社に対する業務停止命令及び指示（家庭用永久磁石
磁気治療器の訪問販売及び連鎖販売取引に係る故意による事実不告知）

3月17日
訪問販売業者キュートーシステム株式会社に対する業務停止命令及び指示（IHクッキングヒーター対応
鍋、オール電化設備（エコキュート、IHクッキングヒーター）、太陽光発電システム、蓄電池システムの
販売施工の訪問販売に係る勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、不実告知、迷惑勧誘）

3月28日 訪問販売業者株式会社フロンティアに対する業務停止命令及び指示（水フィルター式掃除機、スチームク
リーナーの訪問販売に係る勧誘目的不明示、書面交付義務違反（不備記載）、不実告知）

3月28日 訪問販売業者「羽毛リフォームセンター」こと片平義和及び毛利友信に対する業務停止命令及び指示（羽
毛布団リフォームの訪問販売に係る勧誘目的等不明示、契約書面記載不備）

○資料 ７ - ７ 　�特定商品等の預託等取引契約に関する法律（預託法）の規定に基づく消費者庁の業務停止命令及び措
置命令　（２0１６年度）

実施時期 件　　　名
2016年
12月16日

預託等取引業者ジャパンライフ株式会社に対する業務停止命令及び措置命令（家庭用永久磁石磁気治療器
の預託等取引に係る概要書面交付義務違反及び書類の備置き義務違反）

2017年
3 月16日

預託等取引業者ジャパンライフ株式会社に対する業務停止命令及び措置命令（家庭用永久磁石磁気治療器
の預託等取引に係る故意による事実不告知、概要書面交付義務違反及び書類の備置き義務違反）

○資料 ７ - ５ 　�不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁による課徴金納付命令に係る返金計画の認定
（２0１６年度）

事業者名 対象商品・役務 返金実施期間
三菱自動車工業株式会社 軽自動車 8商品 平成28年 8 月25日～平成29年 4 月 7 日
日産自動車株式会社 軽自動車20商品 平成28年12月26日～平成29年 4 月25日
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○資料 ７ - ８ 　特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定に基づく消費者庁の措置命令　（２0１６年度）

実施時期 件　　　名
該当なし

○資料 ７ - ９ 　食品表示法の規定に基づく消費者庁の指示・命令　（２0１６年度）

実施時期 件　　　名
該当なし

○資料 ７ -１0　健康増進法に基づく消費者庁の勧告　（２0１６年度）

実施時期 件　　　名
該当なし
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○資料 ７―１１　�消費者庁から関係機関等へ対応要求等を行ったもの　（２0１６年度）（消費者安全法等の規定に基づくも
のを除く。）

実施時期 件　名 内　　容

2016年
4 月20日

熊本県熊本地方を震源
とする地震を受けた食
品表示制度の弾力的運
用について

平成28年熊本地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題
となっていることを踏まえ、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合に
は、平成28年熊本地震において災害救助法の適用を受けた被災地において、譲渡
又は販売される食品については、必ずしも義務表示事項の全てが表示されていな
くとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えない旨を通知。

4月22日

「熊本県熊本地方を震
源とする地震を受けた
食品表示制度の弾力的
運用について」におけ
るアレルギー表示等の
取扱いについて

「平成28年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」
の通知におけるアレルギー表示について、アレルギー疾患を有する被災者の方々
の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、従来どおり個々
の容器包装に表示する必要があることから、食品のアレルギー表示については、
これまでどおり、取締りの対象となる旨を通知。

5月20日

インターネットにおけ
る健康食品等の虚偽・
誇大表示に対する要請
について

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言等を含
む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピング
モール運営事業者へも協力を要請。（2015年10月～12月：改善要請306件（230事
業者））

6月23日 食品表示の適正化に向
けた取組について

特定保健用食品等の保健機能食品について、引き続き、許可又は届出表示の欠落
や本来の機能性を逸脱した強調表示がなされていないかなど、保健機能食品の適
正表示に係る重点的な監視指導等を実施。
都道府県等に対し、業務用加工食品の適正化及び輸入食品のアレルギー表示に関
する啓発パンフレットの活用による食品表示の適正化を通知。

7月 5日

熊本県熊本地方を震源
とする地震を受けた食
品表示制度の弾力的運
用の終了について

被災地への食品の円滑な供給を図るために実施していた食品表示規制の弾力的運
用について、2016年7月29日をもって終了する旨を関係行政機関に通知。

9月27日
特定保健用食品の関与
成分に関する調査につ
いて（依頼）

特定保健用食品（トクホ）の許可取消し事案を踏まえ、トクホ中の関与成分が許
可等申請書の記載どおりに含有されているかについて、業界団体に調査を依頼。

9月30日
特定保健用食品に対す
る今後の品質管理等の
徹底について（依頼）

トクホの許可取消し事案を踏まえ、業界団体を通じてトクホの許可を受けている
企業に対し、自主的な品質管理等の徹底を行うように依頼。

11月 9 日 特定保健用食品の失効
届の提出について（依頼）

事業者団体に依頼した調査結果を踏まえ、今後販売する予定のない企業に対して、
失効届を提出するように依頼。

11月 9 日
特定保健用食品の失効
届の迅速な送付につい
て（依頼）

今後販売する予定のない企業に対して、失効届を提出するよう依頼したことから、
失効届の提出があった際には、迅速に消費者庁に送付するように都道府県等に依
頼。

11月25日 食品表示の適正化に向
けた取組について

近年の健康食品や業務用加工食品の不適正表示の実態等を踏まえ、年末一斉取締
りに当たって、監視指導とともに啓発活動を実施。
都道府県に対し、「生鮮食品に栄養の表示をする場合、決められたルールがあり
ます！」及び「惣菜コーナーで販売する加工食品の表示に注意しましょう！」と
称するパンフレットの活用による食品表示の適正化を通知。

12月 6 日
ラムネ菓子から特定原
材料である小麦が検出
された件について

都道府県等に対して、健康被害を防止する観点からホームページでの情報発信、
店舗における告知の徹底、消費者への広範な注意喚起を依頼。

12月 9 日

ラムネ菓子から特定原
材料である小麦が検出
された件について（第
2報）

都道府県等に対して、ラムネ菓子のアレルギー表示の欠落に関する自主回収の一
覧を提供し、引き続きの対応を依頼。

12月13日

食品のインターネット
販売における情報提供
の在り方懇談会報告書
の送付（依頼）

「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会報告書」について、
関係団体に送付し、報告書の周知等を行うように協力を依頼。
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実施時期 件　名 内　　容

12月26日

インターネットにおけ
る健康食品等の虚偽・
誇大表示に対する要請
について

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言等を含
む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピング
モール運営事業者へも協力を要請。（2016年 1 月～ 3月：改善要請162件（142事
業者））

○資料 ７―１２　消費者安全法の規定に基づく消費者安全調査委員会の報告書等（２0１６年度）

（報告書）

公表時期 件　　　名
2016年
7 月22日 ハンドル形電動車椅子を使用中の事故

8月30日 平成18年 6 月 3 日に東京都内で発生したエレベーター事故

（経過報告書）

公表時期 件　　　名
2016年
9 月23日 体育館の床から剝離した床板による負傷事故

11月18日 家庭用コージェネレーションシステムから生じる運転音・振動により不眠等の健康症状が発生したとされ
る事案
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資料 ８　各種情報提供
○資料 ８ - １ 　消費者庁が実施した安全に関する主な注意喚起（20１6年度）

実施時期 件　　　名

2016年
４ 月13日 家庭菜園等における有毒植物による食中毒に御注意ください

５ 月18日 リコール製品による重大事故が多発しています―平成27年度リコール対象製品に関する重大製品事故について―
6 月1４日 扇風機等の家電製品の経年劣化事故に御注意ください
6 月29日 ブラインド等のひもの事故に気を付けて！―平成22 年から26 年までに 3 件の死亡事故―
7 月13日 知っておきたい食品の表示（パンフレット改訂）
7 月27日 Pokémon GO に関する注意喚起※ 1
9 月27日 美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について※ 2
10月 3 日 栄養成分表示を活用しよう（パンフレット）
10月2４日 0 歳児の就寝時の窒息死に御注意ください！―家庭内で、就寝時に窒息死事故が多数発生しています―

10月27日 道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車に乗るのはやめましょう！まずは、お持ちの自転車の型式について確認を
しましょう！

11月22日 暖房器具等での子供のやけど及びけがに気を付けましょう
12月 7 日 店舗・商業施設で買い物中の転倒事故に注意しましょう～師走・クリスマス・お正月の買い物は注意して～
12月 7 日 お子様用の玩具や乗り物は、安全面に気を付けましょう～クリスマスなどの時期、プレゼントを購入する際にも注意～※ 3
2017年
1 月 6 日 高齢者の餅による窒息事故に気を付けて！―餅での窒息による死亡事故が発生しています。注意して食べましょう―

1 月2５日 冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください！
2 月1５日 子供の歯磨き中の喉突き事故などに気を付けましょう！― 6 歳以下の子供の事故が多数発生しています―
3 月1５日 食品による子供の窒息事故に御注意ください！― 6 歳以下の子供の窒息死事故が多数発生しています―
3 月31日 天然ゴム製品の使用による皮膚障害は、ラテックスアレルギーの可能性があります。アレルギー専門医に相談しましょう。※ ４

（備考）　 1 ．消費者安全法の規定に基づく注意喚起を除く。
　　　　 2 ．※ 1 は総務省と連名で注意喚起を実施。
　　　　 3 ．※ 2 は厚生労働省と連名で注意喚起を実施。なお、表示・取引に関する観点も含めて実施。
　　　　 ４ ．※ 3 は国民生活センターと連名で注意喚起を実施。
　　　　 ５ ．※ ４ は厚生労働省及び経済産業省と連名で注意喚起を実施。
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○資料 ８ - 2 　子ども安全メールfrom消費者庁の配信（20１6年度）

実施時期 件　　　名

2016年
４ 月 7 日 チャイルドシート、自分で抜け出してしまうことも!?

４ 月1４日 公共交通機関でのベビーカー利用に気を付けて！
４ 月21日 お風呂では子供から目を離さないで！
４ 月28日 ベランダや窓からの転落事故が発生しています！
５ 月12日 タバコの誤飲に御注意ください！
５ 月19日 口だけでなく、鼻や耳への異物も注意！
５ 月26日 ごみ箱に捨てたものを子供が誤飲することも！
6 月 2 日 抱っこやおんぶをしながらの調理は要注意！
6 月 9 日 ハイチェア（子供用の座面の高い椅子）からの転落に御注意！
6 月16日 プラスチックのスプーンをかじって破片を誤飲！
6 月23日 子供の熱中症を防ぐポイントを確認しましょう。
6 月30日 ブラインド等のひもの事故に気を付けて！
7 月 7 日 プールでの事故に御注意！
7 月1４日 花火によるやけどに御注意ください！
7 月21日 エスカレーターを安全に利用しましょう。
7 月28日 夏の食中毒に御注意ください！
8 月 ４ 日 ポケモンＧＯで遊ぶ際の注意
8 月10日 お線香によるやけどに注意！
8 月18日 扇風機の事故に御注意！
8 月2５日 台所用や洗濯用洗剤の誤飲に気を付けて！
9 月 1 日 ご家庭で災害への備えを点検しましょう。
9 月 8 日 自転車に乗せた子供の足の巻き込まれに御注意！
9 月1５日 テーブルの上に手が届くことも！スープやみそ汁でのやけど
9 月21日 口に入る大きさの磁石は子供の手の届かないところに置きましょう。
9 月29日 子供がタンスを倒した！
10月 6 日 電気ケトルでのやけどに注意！
10月13日 おむつ替えの時の転落事故に気を付けて！
10月20日 シールの誤飲･誤えんに御注意ください
10月27日 就寝時の子供の窒息に御注意！
11月 2 日 炊飯器の蒸気によるやけどに注意しましょう。
11月10日 1 歳になるまでは、寝かせる時はあお向けに寝かせましょう。
11月17日 確認して！法令基準に適合しない電動アシスト自転車が見付かりました。
11月2４日 家庭内での製品事故を防ぎましょう！
12月 1 日 暖房器具等でのやけど、けがには、帰省の際も気を付けて！
12月 8 日 おもちゃを選ぶ時は、安全面に配慮しましょう。
12月1５日 お菓子に原材料表示にないアレルギー物質が混入！
12月22日 ショッピングカートでの子供の事故に注意しましょう
2017年
1 月 ５ 日 ウイルス感染を予防しましょう！

1 月12日 カップ麺でのやけどに気を付けましょう！
1 月19日 危ない！エレベーターでの事故に気を付けて！
1 月26日 子供がお風呂で溺れる事故を防ぎましょう！
2 月 2 日 豆・ナッツ類は、喉に詰まりやすいので気を付けて！
2 月 9 日 遊具を利用するときの服装、持ち物に気を付けましょう！
2 月16日 子供の歯磨き中の喉突き事故に気を付けて
2 月23日 電気カーペットでの低温やけどや熱中症に注意しましょう。
3 月 2 日 電気コンセントでの感電に注意しましょう！
3 月 9 日 抱っこひもからお子さんが転落！
3 月16日 食品による子供の窒息事故に御注意ください！
3 月23日 事故防止のために、安全に配慮された製品を選びましょう。
3 月30日 1 歳未満の乳児には、蜂蜜を与えないでください！

（備考）子ども安全メールの2017年 3 月末現在の登録者数は31,４97人である。
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○資料 ８ - ３ 　消費者庁が実施した表示・取引に関する主な情報提供（20１6年度）

実施時期 件　　　名

2016年
6 月22日 Windows10への無償アップグレードに関し、確認・留意が必要な事項について

9 月27日 美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について（再掲）※
2017年
3 月 1 日 オンラインでの旅行予約におけるトラブルに注意しましょう！

（備考）1 ．消費者安全法の規定に基づく注意喚起を除く。
　　　 2 ．※は厚生労働省と連名で注意喚起を実施。

○資料 ８ - ４ 　事業者自ら家庭用品品質表示法上の不適正表示があったとの申出に基づく注意喚起9（20１6年度）

件　　　名

株式会社レナウン（紳士トランクスの不適正表示について）
株式会社サンリオ（水筒の不適正表示について）
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（女性用下着の不適正表示について）
株式会社ゴールドウイン（Ｔシャツの不適正表示について）
ブラックアンドホワイトスポーツウエア株式会社（スラックスの不適正表示について）
株式会社ローズバッド（パンツ、パーカー、ブルゾン、ジャケット2点、コートの不適正表示について）
キャロウェイアパレル株式会社（ブルゾンの不適正表示について）

９�）事業者自ら家庭用品品質表示法上の不適正表示があったとの申出に基づき、消費者への注意喚起を消費者庁ウェ
ブサイトに掲載したもの。
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○資料 ８ - ５ 　食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション（意見交換会等）の開催実績　（20１6年度）

月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場　所

2016年
５ 月 6 日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県立修明高等学校鮫

川校、消費者庁 福島県鮫川村

５ 月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市立郡山第一中学校、
消費者庁 福島県郡山市

6 月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市立小名浜学校給
食共同調理場、消費者庁 福島県いわき市

6 月 3 日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市立郡山第一中学校、
消費者庁 福島県郡山市

6 月10日 農林水産物の放射性物質分析に関する研
修会 福島県 福島県郡山市

6 月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、消費者庁 福島県郡山市

6 月16日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市立二瀬中学校、消
費者庁 福島県郡山市

6 月28日 平成28年度 保健医療福祉関係者、教育関
係者等に対する応用的な研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県郡山市

7 月 7 日 平成28年度 環境省委託事業 放射線の健康
影響に関するコーチの研修会 環境省、消費者庁 福島県郡山市

7 月 8 日 食と放射能に関する説明会 福島県石川義塾中学校、消費者庁 福島県石川町

7 月 8 日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市立郡山第一中学校、
消費者庁 福島県郡山市

7 月23日 夏休み2016 
宿題・自由研究大作戦！（東京会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 東京都江東区

7 月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、JA福島さくら（たむら地
区本部）、消費者庁 福島県田村市

7 月30日 夏休み2016 
宿題・自由研究大作戦！（仙台会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 宮城県仙台市

8 月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、JA福島さくら郡山地区本
部、消費者庁 福島県郡山市

8 月 ４ 日 平成28年度 保健医療福祉関係者、教育関
係者等に対する応用的な研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県福島市

8 月 ５ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、ＪＡ福島さくら　いわき
地区本部、消費者庁 福島県いわき市

8 月 ５ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、特定非営利活動法人　ザ・
ピープル、消費者庁 福島県いわき市

8 月 6 日 夏休み2016 
宿題・自由研究大作戦！（大阪会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 大阪府大阪市

8 月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、ＪＡ福島さくら、消費者
庁 福島県郡山市

8 月2５日 食と放射能に関する説明会 福島県会津坂下町役場 生活課 福祉
健康班 健康増進係、消費者庁 福島県会津坂下町

8 月26日 平成28年度 環境省委託事業 放射線の健康
影響に関するコーチの研修会 環境省、消費者庁 福島県郡山市

8 月26日 食と放射能に関する説明会 福島県、学校法人東明幼稚園 とう
みょうこども園、消費者庁 福島県会津若松市

8 月28日 朝小サマースクール in 昭和女子大学2016 消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 東京都世田谷区

8 月29日
食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質に対する取組と検
査のあり方を考える～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、福島県 福島県郡山市
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月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場　所

8 月31日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市役所 市民生活部
環境課、消費者庁 福島県南相馬市

9 月 2 日
食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質に対する取組と検
査のあり方を考える～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 東京都千代田区

9 月 7 日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市役所市民生活部
生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

9 月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県相双農林事務所 総
務部総務課、消費者庁 福島県南相馬市

9 月1５日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県相双農林事務所　
企画部地域農林規格課、消費者庁 福島県相馬市

9 月16日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県PTA連合会、消費
者庁 福島県郡山市

9 月21日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市役所市民生活部
生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

9 月23日 食と放射能に関する説明会 福島県学校法人東稜学園 福島東稜
高等学校、消費者庁 福島県福島市

9 月26日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県一般旅館ホテル組
合連合会、消費者庁 福島県北塩原村

9 月27日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県商工会連合会、消
費者庁 福島県郡山市

9 月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市役所市民生活部
生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

10月 1 日 食と放射能に関する説明会③ 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
10月 1 日 食と放射能に関する説明会② 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
10月 1 日 食と放射能に関する説明会① 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
10月 2 日 食と放射能に関する説明会③ 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
10月 2 日 食と放射能に関する説明会② 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
10月 2 日 食と放射能に関する説明会① 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市

10月 ４ 日 平成28年度 保健医療福祉関係者、教育関
係者等に対する応用的な研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県郡山市

10月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
10月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市、消費者庁 福島県南相馬市
10月19日 食と放射能に関する説明会 福島県、白河市、消費者庁 福島県白河市
10月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
10月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
10月21日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
10月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、大玉村、消費者庁 福島県大玉村
10月2４日 食と放射能に関する説明会 福島県、会津若松市、消費者庁 福島県会津若松市
10月2４日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市

10月26日 新潟県消費者協会　中越地区講演会
「放射能のことを知ろう！考えよう！」

特定非営利活動法人新潟県消費者
協会、中越地区消費者協会、消費
者庁

新潟県長岡市

10月26日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市、消費者庁 福島県南相馬市
10月31日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
11月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市、消費者庁 福島県福島市
11月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市、消費者庁 福島県福島市
11月 ５ 日 食の安全・安心アカデミーシンポジウム 福島県、消費者庁 福島県郡山市
11月 9 日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市、消費者庁 福島県南相馬市
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11月12日 食の安全・安心アカデミーシンポジウム 福島県、消費者庁 福島県いわき市

11月21日 平成28年度第 2 回「食の安全・安心を語
る会」 山梨県、消費者庁 山梨県甲府市

11月30日 食と放射能に関する説明会 福島県、喜多方市、消費者庁 福島県喜多方市
11月30日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市、消費者庁 福島県南相馬市
12月 3 日 食と放射能に関する説明会 福島県、二本松市、消費者庁 福島県二本松市

12月 6 日 平成28年度 保健医療福祉関係者、教育関
係者等に対する応用的な研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県いわき市

12月 9 日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市

12月13日 平成28年度 環境省委託事業 放射線の健康
影響に関するコーチの研修会 環境省、消費者庁 福島県福島市

12月1４日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市、消費者庁 福島県福島市

12月17日 食の安全・安心フォーラム「知ろう！考
えよう！食品中の放射性物質」 名古屋市、消費者庁 愛知県名古屋市

2017年
1 月 7 日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社ケンオリ、消費

者庁 福島県郡山市

1 月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社幸和、消費者庁 福島県郡山市

1 月16日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社ビックメイツ、
消費者庁 福島県郡山市

1 月17日 食と放射能に関する説明会 福島県、富士ゼロックス　株式会
社、消費者庁 福島県郡山市

1 月17日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社福島読売IS、消
費者庁 福島県福島市

1 月18日 食と放射能に関する説明会 福島県、富士ゼロックス株式会社、
消費者庁 福島県郡山市

1 月18日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社サンエイ海苔、
消費者庁 福島県相馬市

1 月19日 食と放射能に関する説明会 福島県、有限会社中村屋、消費者
庁 福島県会津坂下町

1 月2４日 食と放射能に関する説明会 福島県、藤庄印刷株式会社、消費
者庁 福島県郡山市

1 月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、たんぽぽ託児所、消費者
庁 福島県田村市

1 月30日
食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質の検査のあり方を
考える～（福島会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、福島県 福島県郡山市

1 月31日 平成28年度食の安全安心セミナー
～食品中の放射性物質について～ 宮城県、消費者庁 宮城県仙台市

1 月31日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市健康推進協議会
内郷支部、消費者庁 福島県いわき市

2 月 2 日 平成28年度コミュニケーターコーチフォ
ローアップ研修 環境省、消費者庁 福島県郡山市

2 月 2 日
食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質の検査のあり方を
考える～ （東京会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 東京都千代田区

2 月 3 日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市立小名浜学校給
食共同調理場、消費者庁 福島県いわき市

2 月 ５ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、本宮市荒井　下館農事組
合、消費者庁 福島県本宮市
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2 月 9 日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくし
ま、消費者庁 福島県郡山市

2 月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくし
ま、消費者庁 福島県南相馬市

2 月1５日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社　ヤギヌマ印刷、
消費者庁 福島県郡山市

2 月17日
食品に関するリスクコミュニケーション
～食品中の放射性物質の検査のあり方を
考える～（大阪会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省 大阪府大阪市

2 月21日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくし
ま、消費者庁 福島県白河市

2 月2４日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくし
ま、消費者庁 福島県福島市

2 月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくし
ま、消費者庁 福島県いわき市

3 月 3 日 食と放射能に関する説明会 福島県、編集工房にんじん、消費
者庁 福島県福島市

3 月 8 日 食と放射能に関する説明会
福島県、NPO法人うつくしまふく
しま子育て支援ネットワーク、消
費者庁

福島県白河市

3 月 9 日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人うつくしまふく
しまNPOネットワーク、消費者庁 福島県南会津町

3 月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、大玉村役場総務部政策推
進課、消費者庁 福島県大玉村

3 月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人あさがお、消費
者庁 福島県南相馬市

3 月1４日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人あさがお、消費
者庁 福島県南相馬市

3 月1５日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人あさがお、消費
者庁 福島県南相馬市
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資料 9　独立行政法人国民生活センターによる情報提供　（20１6年度）

実施時期 件　　　名

2016年
４ 月 1 日

電力自由化がスタートしました―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう！便乗した勧誘も
気をつけましょう―

４ 月21日 液体の入ったスマートフォンケースからの液漏れに注意
４ 月21日 薬品臭い味がしたというウォーターサーバーの水（相談解決のためのテストから　No.98）
４ 月21日 平成28年熊本地震に便乗した不審な電話や訪問にご注意ください！

４ 月26日 電力自由化が始まっています―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう！便乗した勧誘にも
気をつけましょう―

５ 月 9 日 平成28年熊本地震に便乗した不審な電話や訪問にご注意ください！（第 2 報）―義援金を名目としてプリ
ペイドカードの購入を求める不審な電話も―

５ 月17日 「熊本地震消費者トラブル110番」の受付状況（第1報）―開設後10日間のまとめ―
５ 月19日 少量の失禁尿を吸収するとうたった下着―過信は禁物、しみ出すことも―

５ 月19日 ご存じですか？　電気通信事業法が改正されました―光回線やスマートフォン等の契約書面はしっかり確
認しましょう！―

５ 月27日 熊本地震に便乗した不審なメールやSNSの投稿などにご注意ください！―「募金」をうたってアダルト
サイトに誘導するSNSの不審な投稿も―

6 月10日 「熊本地震消費者トラブル110番」の受付状況（第 2 報）―開設後1カ月のまとめ―

6 月16日 相談急増！「お試し」のつもりが定期購入に!?―低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をき
ちんと確認しましょう―

6 月17日 電力自由化が始まって 2 か月が経過しました―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう！便
乗した勧誘にも気をつけましょう―

6 月23日 「平成28年熊本地震」で寄せられた消費生活相談情報（第1報）―発生 1 カ月間にみる相談の推移―
6 月23日 美容医療サービスにみる包茎手術の問題点
7 月 7 日 速報！コンビニ払いを指示する架空請求にご注意！―詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか？―
7 月21日 発熱反応を伴い水素を発生するというパック型入浴剤―使い方によっては、やけどのおそれも―
7 月21日 「平成28年熊本地震」で寄せられた消費生活相談情報（第 2 報）―発生 2 カ月間にみる相談の推移―
7 月21日 点火ボタンを放しても火が消えなかった多目的ライター（相談解決のためのテストから　No.99）
7 月22日 「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意！（速報）
8 月 8 日 熊本地震消費者トラブル110番のまとめ

8 月18日 自転車に乗せた子どもの足が車輪に巻き込まれる事故に注意―いわゆる「スポーク外傷」が多発していま
す―

8 月18日 201５年度の越境消費者相談の概要－越境消費者センター（CCJ）で受け付けた相談から―
8 月18日 焦げ付かないとうたったフライパン（相談解決のためのテストから　No.100）

9 月 1 日 インターネットで予約した旅行に関するトラブルにご注意―ホテルに行ったら予約が取れていなかっ
た！？―

9 月 1 日 電力自由化が始まって ５ か月になります―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう！便乗し
た勧誘にも気をつけましょう―

9 月 8 日 レンタルオーナー契約によるトラブルにご注意―元本保証、高配当と言われても、業者が破綻すれば、レ
ンタル料も受け取れず、「元本」もほとんど戻りません―

9 月 8 日 60歳以上の消費者トラブルの変化と実態―インターネット等も利用するアクティブシニアのトラブルが増
加！―

9 月1５日 60歳以上の女性の美容医療トラブルが高額化！―しわ取り注射で1,300万円もの請求が…―
9 月1５日 高さが調節できる入浴用いすの脚の破損に注意―脚の高さ調節機構の不具合により、転倒する事故が発生―
10月20日 給湯器の貯湯タンクの転倒―大きな地震が起きて初めて見つかる設置不良「熊本地震の相談より」―

10月20日 開いた傘の取っ手を持って素早く左右に回転させると中棒が破損することも（相談解決のためのテストか
らNo.101）

10月27日 成人になると巻き込まれやすくなる消費者トラブル―きっぱり断ることも勇気！―
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10月27日 アシスト力や充電コードに不具合がみられた電動アシスト自転車―当該品をお持ちの方は事業者にお問い
合わせください―

11月 2 日 「60歳以上の消費者トラブル110番」実施結果
11月10日 アダルトサイトの相談が ５ 年連続 1 位に―慌てて連絡はしない！ 焦って支払わない！―

11月10日 突然プレートが下がって視界を遮る自動車用サンバイザー―プレートの固定がゆるいと感じたら使用を中
止してください―

11月10日 表示された耐荷重以下でも支柱が傾いたスチール製のラック（相談解決のためのテストからNo.102）

11月16日 電力自由化が始まって 7 か月が経過しました―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう！便
乗した勧誘にも気をつけましょう―

11月30日 タレント・モデル契約のトラブルに注意してください！―10代・20代の女性を中心にトラブル発生中―

12月 7 日 医療機関ネットワークにみる店舗用ショッピングカートでの子どもの事故―転落時の頭部損傷のリスクが
高く、危険です！―

12月 7 日 お子様用の玩具や乗り物は、安全面に気を付けましょう―クリスマスなどの時期、プレゼントを購入する
際にも注意―

12月 8 日 ヘアドライヤーの取り扱いに注意―発火、火花の発生によるやけどや、髪の毛が吸い込まれて抜けなくな
ることも―

12月 8 日 不完全燃焼により石油ストーブが発火することも（相談解決のためのテストからNo.103）
12月1５日 「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意！

12月1５日 容器入り及び生成器で作る、飲む「水素水」―「水素水」には公的な定義等はなく、溶存水素濃度は様々
です―

12月1５日 ガスの小売全面自由化が始まります！―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう！便乗した
勧誘にも気をつけましょう―

12月1５日 ガソリンが漏れた携行缶（相談解決のためのテストからNo.10４）
12月1５日 エナメル調素材のブーツが左右で張り付き転倒することも（相談解決のためのテストからNo.10５）

1 月19日 金属製タイヤチェーン使用時のトラブルに注意―緩みや速度超過などは、チェーン切れや思わぬ事故につ
ながります―

1 月19日 プラスチック部分が破損した洗面化粧台―洗濯用洗剤などの溶剤が付着したときは、すぐに拭き取りま
しょう―（相談解決のためのテストからNo.106）

1 月19日 内部の配線がショートしていたヘアドライヤー（相談解決のためのテストからNo.107）
2 月1５日 子供の歯磨き中の喉突き事故などに気を付けましょう！― 6 歳以下の子供の事故が多数発生しています―
3 月 2 日 エステサロン等でのHIFU機器による施術でトラブル発生！―熱傷や神経損傷を生じた事例も―

3 月 2 日 自動車用タイヤ　空気圧不足や過負荷状態で走行すると側面が膨らんでしまうことも（相談解決のための
テストから　No.108）

3 月 2 日 事故時の映像が録画されていなかったドライブレコーダー（相談解決のためのテストから　No.109）

3 月30日 知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意―「必ず儲（もう）かる」と
いう言葉は信じないで！―

3 月30日 ガスの小売全面自由化までまもなくです！―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう！便乗
した勧誘にも気をつけましょう―

3 月30日 電力の小売全面自由化が始まってまもなく 1 年です―正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょ
う！便乗した勧誘にも気をつけましょう―
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資料10　事故内容別分類の説明（資料 ２ - 1 、 ２ - ２ 、 ３ - 1 ）

事故内容別分類 主な事例

火災
・ガス機器、石油機器、電気製品、車両、設備等からの出火
　�（消防によって判断されるもの。「火災報告取扱要領」（消防庁長官通知）に定められてい
るもの。）

発煙・発火・過熱

・ガスふろがま点火時のケーシングの変形
・充電中の携帯電話用電池パックからの発煙
・ガスこんろ使用時の製品の一部焼損
・電気製品からの発煙、部品の焼損・溶融
　（上記の火災の判断には至らないものの、製品等からの発煙、発火などが認められるもの。）

点火・燃焼・消火不良 ・ガスこんろ、ガスふろがま、ガス湯沸器の点火不良、異常着火、異常燃焼による焼損
破裂 ・エアゾール式簡易消火具の破裂

ガス爆発 ・ガスこんろ点火動作時に漏洩したガスに引火し爆発
・ガスふろがまの種火点火時に滞留したガスに引火し爆発

ガス漏れ ・LPガスボンベや高圧ホースの接続部等からの漏洩
・ガス栓、配管等の経年劣化や腐食等による漏洩

燃料・液漏れ等 ・消火設備の配管からの消火剤の流出
・発電機、車両からの燃料漏れ

化学物質による危険 ・検疫時に、食品から農薬等が確認され、成分規格不適、規格基準不適等となったもの
・製品に使用された防腐剤、接着剤、塗料等による被害

漏電・電波等の障害 ・家電製品の部品の装着や取り外しの際の感電
・基準を超えるレーザー光が出る製品による被害

製品破損
・遊具の取り付け部が外れたもの
・医療機器が破損する不具合が確認されたもの
・自転車で走行中、部品が破損

部品脱落 ・製品、遊具等の使用中に部品が脱落

機能故障 ・石油ストーブや調理機器等の機能故障、動作の異常
・医療機器の動作不良が確認されたもの

転落・転倒・不安定 ・乗合バス等の発車、停車時に、乗客がバランスを崩して転倒

操作・使用性の欠落 ・折りたたみ椅子やベビーカーを開閉する際に指を挟んだもの
・家電製品、家具の角部分に接触

交通事故 ・バス、タクシー、運転代行、介護タクシー等で乗客を乗せ運行中に交通事故に至ったもの
誤飲 ・食料品以外の物を誤って食べたり飲んだりしたもの

中毒 ・飲食店や施設等において提供、調整された食事、弁当等による食中毒
・ガス機器、発電機等を使用した際の不完全燃焼、換気不良による一酸化炭素中毒

異物の混入・侵入 ・車両の燃料等への異物（水分）混入等
腐敗・変質 ・検疫時に、食品から細菌の汚染が確認され、成分規格不適となったもの

その他 ・花火大会において、使用した煙火（花火）の破片が飛散し負傷
・医療サービス（手術等）におけるガーゼ等の遺残等
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資料11　商品別分類の大分類と中分類（資料 ２ - ３ 、 ２ - ４ 、 ３ - ２ ）

大分類 中分類

食料品
（飲食に供される商品）

生鮮食品 嗜好・調理食品 飲料･酒類

健康食品 他の食料品

家電製品
（電気機械器具の中で主に家庭用として使
用されるもの）

生活家電 パソコン・パソコン関
連機器 電話機・電話機用品

音響・映像機器 他の家電製品

住居品
（家事への使用や住宅内に置いて使用し、
生活必需品の要素が強い商品）

家事用品 住生活用品 他の住居品

文具・娯楽用品
（教養、事務又は娯楽・趣味の目的で使用
される商品）

文具・事務用品 書籍・印刷物 スポーツ用品

健康器具 玩具・遊具 他の文具・娯楽用品

光熱水品
（電気、ガス等のエネルギーを含む光熱品
及び水。親メーターまでの設備等）

電気 ガス 石油

水道 他の光熱水品

被服品
（衣類、付属品等、身につけて使用するも
の及びそれらを作るための服飾材料）

和服 洋服 身の回り品

生地・糸類 他の被服品

保健衛生品
（身体を清潔、美化し又は健康を保ち疾病
治療するため使用される商品）

医薬品 医療機器 化粧品類

理美容器具・用品 他の保健衛生品

車両・乗り物
（人又は物を運搬するために屋外で使用す
るもの。自転車、ベビーカーなどのように
人力で移動させるものを含む）

自動車 自動二輪車 自動車用品

自転車・自転車用品 移動・運搬用品

建物・設備
（土地、建物、住宅材料及び建築時の設置
が一般的で大掛かりな設備）

建物 住宅構成材 住宅設備

他の建物・設備

保健・福祉サービス
（保健・衛生を保つため、身体美化のため
のサービス、福祉サービス）

医療 理美容 福祉

他の保健・福祉

他の商品・サービス
（上記以外） クリーニング 外食 商品・サービスその他
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資料1２　商品別分類（大分類）の内容の説明（資料 ３ - ５ 、 ４ - 1 、 ４ - ６ 、 ４ - ７ ）

商品別分類 説　　　明

商品一般 商品関連であることが明確であるが、以下の食料品から他の商品までのいずれであるか
を特定できない、又は特定する必要のないもの。

食料品 飲食に供される商品。

住居品 主として家事に使用するものと住宅内に置いて使用するもので、趣味、教養、娯楽等の
目的より、生活必需品としての要素が強い商品。例えば、食器、冷暖房機器、家具等。

教養娯楽品 主として教養、事務又は娯楽・趣味の目的で使用される商品。例えば、パソコン、電話機、
音響・映像製品、スポーツ用品等。

光熱水品 電気、ガス等のエネルギーを含む光熱品、及び水道水等の水。供給元から各戸の親メー
ターまでの設備・器具を含む。

被服品 衣類とその付属品等、身に着けて使用するもの、及びそれらを作るための生地、糸等の
服飾材料。

保健衛生品 人の身体を清潔にし、美化し、又は健康を保ち、疾病を治療するために使用される商品。

車両・乗り物 人又は物を運搬するために屋外で使用するもの。原動機を搭載しているものだけでなく、
自転車、ベビーカー等のように人力で移動させるものを含む。

土地・建物・設備 宅地等の土地、住宅等の建物、住宅材料及び建築時に設置するのが一般的である相当大
掛かりな住宅設備。

他の商品 商品のうち、上記の食料品から土地・建物・設備の各項目に該当しないもの。
クリーニング クリーニング業者に被服品、じゅうたん、カーテン等のクリーニングを依頼する場合。
レンタル・リース・貸借 商品を賃貸借する場合（不動産の場合は使用貸借も含む。）。

工事・建築・加工 不動産の請負工事、動産の加工請負。例えば、新築工事、増改築工事、リフォームサー
ビス、仕立てサービス等。

修理・補修 品物を修理・補修してもらう場合（自分で行った修理等は含まない。）。
管理・保管 品物の管理、保管をしてもらう場合。

役務一般 役務関連であることが明確であるが、以下の金融・保険サービスから他の行政サービス
のいずれの役務であるかを特定できない、又は特定する必要のないもの。

金融・保険サービス 生命保険・損害保険等の保険、貯蓄・証券・債券、金融派生商品及び融資・振込・送金
等の金融サービス。

運輸・通信サービス 旅客・貨物運送サービス及び電話、放送、インターネット等の通信サービス。
教育サービス 学校教育、補習教育、及びそれらの関連活動。
教養・娯楽サービス 教養、趣味、娯楽の目的で受ける役務。例えば、旅行、宿泊サービス等。

保健・福祉サービス 保健・衛生を保つために受ける役務、身体を美化するために受ける役務、及び福祉サー
ビス。

他の役務 サービス業のうち、上記の金融・保険サービスから保健・福祉サービスの各項目に該当
しないもの。例えば、外食、冠婚葬祭等。

内職・副業・ねずみ講 営利を目的とする販売・契約行為のうち、上記の商品一般から他の役務のいずれにも該
当せず、かつ消費者問題の範ちゅうにあると考えられるもの。

他の行政サービス 消費者問題に直接関係のない事案で、相手方が行政機関である場合。

他の相談 “売り手対買い手”という図式を持たないもの。例えば、家庭管理、相隣関係、慣習・し
きたり、相続等。
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