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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（以下「国民生活センター」という。）
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、情報を分析したりして、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2018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。

（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
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。
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（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
の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。

（７�）新未来創造オフィス：消費者行政新未来創造オフィスの略称。2017年７月24日、消
費者庁と国民生活センターが、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・創造の拠点として、徳島県に開設した。

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なじみやすいと
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
日本農林規格等に関する法律 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

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
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
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
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
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法 令 名 略 称 番号
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（母集団も
標本サイズも「N」とする。）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。2017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、インターネット利用、不要品の処分、SNSの利
用、消費者事故・トラブル、子供の事故防止、消費者政策への評価、消費者契約。

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
2017年11月３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）
6,255人（62.6％）

（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（2007
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。

イ 調査時点
各年４月１日現在（直近の調査は、2017年４月１日現在）
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（３）風評被害に関する消費者意識の実態調査
� 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
（第10回）2017年８月24日～28日
（第11回）2018年２月１日～５日

オ 調査方法
インターネット調査
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「誰一人取り残されない」社会の実現を
目指し、持続可能な世界を構築するため
に、2015年９月に国連で、2030年までの国
際目標として持続可能な開発目標（SDGs）
が採択されました。SDGsは発展途上国の
みならず、先進国も取り組むものであり、
全ての関係者の役割を重視しています。日
本政府は、「持続可能で強靱、そして誰一
人取り残さない、経済、社会、環境の統合
的向上が実現された未来への先駆者を目指
す」ことをビジョンとして、2016年12月に
「SDGs実施指針」を策定するなど、積極
的に取り組んでいます。

SDGｓのビジョンは、消費者行政が目指
すものに通じます。消費者を取り巻く環境
は、少子高齢化が一層進行し、情報化が著
しく進展していること等により変化してお
り、これに伴い消費生活や消費行動、消費
者トラブルや消費者被害の内容も変化して
います。これらの変化に、消費者行政とし
て適切に対応していくために、経済、社会、
環境といった持続可能な社会の構築に向け
た要素を考慮した上で、消費者行政の実施
体制を充実・強化し、また、整備してきた
制度を積極的に活用するなど、消費者の利
益の擁護・増進を図ることが必要です。そ
の際、消費者トラブルや消費者被害に遭っ
た消費者に寄り添いながら、相談、被害回
復、拡大・再発防止等に取り組むことが重
要です。

2018年の消費者月間のテーマは、「とも
に築こう 豊かな消費社会～誰一人取り残
さない～」です。消費者庁は、安全・安心
で豊かな社会の実現に向けた取組を通じ
て、SDGｓの達成に寄与します。また、こ
うした社会の実現に向けては、行政のみな
らず、消費者、事業者といった様々な主体

がそれぞれの役割について考え、行動する
ことが重要です。

「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６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。

第１部「消費者問題の動向と消費者意
識・行動」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、消費者安全法の規定に基
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。

消費者安全法の規定に基づき2017年度に
消費者庁に通知された消費者事故等は、
１万952件です。生命身体事故等について
は、重大事故等が1,280件であり、通知を
端緒に歩行型除雪機による事故について注
意喚起を実施しています。財産事案につい
ては、消費者安全法の規定に基づき、有名
な組織等をかたる手口等について事業者名
公表の注意喚起を実施しています。消費者
庁には、この消費者安全法の規定に基づく
通知に加えて、様々な機関からの事故情報
等が集約されています。集約された情報を
活用し、2017年度には、ゆたんぽによる事
故、ライターの残り火等による事故、女性
ホルモン様作用のある物質を含んだ健康食
品による危害等について、注意喚起を実施
しました。
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　2017年に全国各地の消費生活センター等
に寄せられた消費生活相談件数は、91.1万
件と、前年（89.1万件）を上回り、依然と
して高水準です。2017年は、法務省等をか
たる架空請求のはがきに関する相談が多数
寄せられました。また、近年の傾向として、
デジタルコンテンツやインターネット接続
回線等、情報通信に関連するトラブルの相
談が24.7万件と突出しており、相談全体の
約３割を占めています。インターネットが
消費者の生活に一層浸透し、特にスマート
フォンの普及により、高齢者を含めた幅広
い年齢層で、SNS（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）を通じたコミュニ
ケーション、インターネット通販の利用、
インターネットを利用した個人間売買等が
行われるようになりました。これに伴って、
関連するトラブルの相談が増加します。ま
た、仮想通貨に関するトラブルや、高齢者
を中心に、不要品を整理・処分しようとし
た際の訪問購入によるトラブル、かつて原
野商法の被害に遭った者が所有している土
地の売却に関する二次被害に遭う等のトラ
ブルが目立っています。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2017
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、9.5％です。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、「既支
払額（信用供与を含む。）」ベースで約5.3
兆円となりました。

　第２章では、特集のテーマとして「子ど
もの事故防止」を取り上げました。少子高
齢化が進展する中で、未来を担う子どもた
ちが健やかに育っていくことは、社会全体
の願いです。子どもが事故により亡くなる
という状況は年々減少していますが、子ど

もの死因の中では、いまだに上位を占めま
す。子どもの事故防止に向けては、更なる
取組を進めていく必要があります。
　子どもは小さな大人ではありません。子
どもの事故には、発達段階に応じて、起こ
りやすい事故の傾向があります。０歳では、
ベッドや抱っこひもからの「落ちる」、就
寝時の窒息といった事故、歩き出した１～
３歳では、おぼつかない足取りから「ころ
ぶ」、階段から「落ちる」、風呂で「おぼれ
る」、口に物を入れて「つまる」といった
事故、走り回るようになった４～６歳では、
「ころぶ」、「落ちる」といった事故、自分
で行動できる範囲が広がる７～14歳では、
高所から「落ちる」、海・河川などで「お
ぼれる」といった事故など、事故の内容は、
子どもの運動機能、日々の過ごし方と関わ
りがあります。
　大人にとっては思いもよらぬ行動であっ
ても、子どもにとっては自然な行動である
ことがあり、子どもの事故の特徴等を理解
することで、「想定外と認識されていた事
故」を「予測できる事故」として、安全対
策を講じ、事故のリスクを軽減することが
できます。このため、事故情報の収集・分
析、原因究明、その結果を踏まえた、法令・
規格等の整備・見直し、消費者への注意喚
起等の対策を講じていく必要があります。
　子どもの事故を始め、生命身体に関する
事故情報は、前述のように、消費者安全法
の規定に基づく通知、「事故情報データバ
ンク」、医療機関ネットワーク事業等を通
じて、様々な機関から消費者庁に集約され
ています。こうした事故情報等に基づき原
因究明が行われ、消費者安全対策調査委員
会では、例えば、玩具がどのように乳幼児
の気道を閉塞するかといった気道閉塞のメ
カニズムを明らかにしています。
　消費者が安全な商品・サービスを利用で

2



きるよう、法令や基準・規格により、製造・
販売の規制や安全確保のための仕様等が定
められています。これらは、子どもの事故
の発生等に応じて、整備・見直しがされて
います。例えば、消費生活用製品安全法に
ついては、子どもの事故を踏まえ、ライター
が規制対象品目に追加されました。また、
乳児用ベッドについては、表記すべき使用
上の注意事項が追加される等、安全運用基
準の改正が行われました。規格についても
整備・見直しが行われており、例えば、
JIS（日本工業規格）では、子ども服のひも・
フードについて、新たな規格が制定されま
した。また、独立行政法人製品評価技術基
盤機構（NITE）では、子どもを傷害事故
から守るための国際規格ISO/IEC Guide50
等を基本規格として、乳幼児用製品の安全
規格の体系を策定しました。事業者団体が、
製品安全に関する自主基準を定め、適合す
る製品にマークを表示する取組もあります。

事業者においては、このような法令等に
定められた安全基準を遵守して、製造・販
売することが必要ですが、さらに、自らの
創意工夫によって、より消費者のニーズに
寄り添って、より安全な商品・サービスの
開発・提供を行っています。こうした安全
に配慮された優れた製品を、社会に普及・
啓発させるために、民間団体による顕彰等
の取組も行われています。

子どもの事故に関する情報、事故を防ぐ
ための知識等についての消費者に対する周
知や啓発活動は、国、地方公共団体、民間
団体等により、様々な形で行われています。
国では、関係府省庁が連携し、2017年度か
ら、「子どもの事故防止週間」を設け、共
通テーマを掲げて集中的に広報等を実施し
ています。地方公共団体では、子育てイベ
ントでの啓発活動、出張講座、子育て支援
者への講習、事故の教訓をいかした取組等

がみられます。また、医療関係者等が、診
療において集められた情報や専門知識を活
用した情報発信等を行っている取組もあり
ます。

こうした様々な情報提供は、子どもの月
齢や年齢等、成長に合わせて実施されるこ
とで、より効果的になると考えられます。
今後、新しい技術・サービスの開発等によ
り、子ども一人一人の成長に合わせて、必
要な情報が必要とされるタイミングで届け
られるようになることが期待されます。

また、消費者庁「消費者意識基本調査」
（2017年度）及び「子どもの事故防止調査」
（2017年度･保護者アンケート）では、現在、
子どもがいる人の方が、全体平均に比べて、
また、母親の方が父親に比べて事故防止に
関する認識が強いことが分かりました。母
親は父親に比べて事故防止に関する情報源
として、「行政」や「学校等」からの情報
を利用している割合が高く、情報がどちら
かといえば母親に届きやすくなっていると
考えられます。母親だけではなく、父親、
祖父母、地域の人が子育てを担うように
なってきたことを踏まえると、より幅広い
人に必要な情報を届けることが求められて
います。

子どもの事故防止について、保護者は「目
を離さないでください」と言われがちです。
しかし、子育てで多忙な時期に、常時、目
を離さないでいることは事実上困難です。
子どもの事故は保護者だけで防ぐのではな
く、様々な関係者が、事故情報を収集、原
因究明、対策の検討・実行、効果検証にそ
れぞれ取り組み、これらが社会全体として
事故を防止する取組として有機的に機能す
ることが求められます。取組は多岐にわた
るため、関係者の連携を図っていくことが
重要です。例えば、京都府亀岡市では、保
育園に通う園児を対象として、地域の関係
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者で連携した包括的な取組を実施し、効果
を上げています。

子どもを取り巻く生活環境、子どもの身
の回りにある商品・サービスは、時代と共
に変わります。これに応じて、子どもの事
故の様態やリスクも変わります。子どもが
安全・安心な社会で健やかに育つために、
行政、事業者、保護者、保育関係者、医療
関係者、地域社会等、子どもの安全に関わ
るあらゆる主体が当事者として、継続的に
行動していくことが求められます。

第２部「消費者政策の実施の状況」は、
消費者基本法の規定に基づき、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。2017年度には、特定商取引法の一
部を改正する法律が施行されました。消費
者団体訴訟制度の機能強化については、国
民生活センター法等の一部を改正する法律
が成立・施行されたほか、新たに、特定適
格消費者団体として１団体、適格消費者団
体として３団体を認定しています。また、
景品表示法、特定商取引法、預託法につい
ては、厳正かつ適切に執行しています。食
品表示制度については、2017年９月から全

ての加工食品に原料原産地表示を導入する
新たな表示制度を開始しました。消費者志
向経営の取組については、2018年３月末時
点で、78事業者が自主宣言を公表していま
す。地方消費者行政の一層の強化について
は、2018年度から、「地方消費者行政強化
交付金」を創設し、これまでの消費生活相
談体制の整備等と共に、国として取り組む
べき重要消費者政策への取組を支援しま
す。さらに、2017年７月には、「消費者行
政新未来創造オフィス」を開設し、様々な
分析・研究、実証実験等のプロジェクトを
進めています。プロジェクトの一つとして、
公益通報者保護制度については、徳島県及
び県内市町村との連携による公益通報の受
付窓口の整備を進めました。

第２章では、2017年度の消費者政策の実
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。
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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、2017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、最近相談が急増した架空請
求のはがきの問題をはじめ、インターネッ

トや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
ルに関する意識と経験についてのアンケー
ト結果や、2017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。

第６節では、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を概観するとと
もに、情報通信技術（ICT）の活用が進む
消費生活の状況や消費者の行動についてみ
ていきます。さらに、商品やサービスを選
択するに当たっての消費者の意識・行動、
消費者被害・トラブルについての認識等を
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。

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 消費者問題の動向と消費者意識・行動

１）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
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、

消費者安全法
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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言い、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、図表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
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。通知された重大
事故等は、毎週木曜日に事故の概要等が公
表されています。

消費者安全法の規定に基づき2017年度に
消費者庁に通知された消費者事故等は１万
952件で、2016年度の１万186件から7.5％
増加しています（図表Ⅰ-1-1-3）。その内
訳をみると、生命身体事故等が2,680件
（2016年度2,905件、前年度比7.7％減）、そ
のうち重大事故等は1,280件（2016年度1,286
件、前年度比0.5％減）でした。重大事故

20１7年度に通知された「消費者事
故等」は １万952件

 

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）
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等を除く生命身体事故等は、2013年度から
2016年度までは毎年度1,500件以上でした
が、2017年度は1,400件まで減少しました。
また、財産事案が8,272件（2016年度7,281件、
前年度比13.6％増）でした。財産事案は、

2013年度から2015年度までは9,000件以上
で、2016年度は7,000件近くまで減少した
ものの、2017年度は8,000件以上と前年度
より増加しました。

重大事故等を事故内容別にみると、「火

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。

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様々な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。

図表Ⅰ-1-1-3 消費者安全法の規定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、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通知された
消費者事故等の件数。
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2013 2014 2015 2016 2017
（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

12,627 12,078 12,282
10,95210,186

9,116 9,172 9,385
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災」が82.3％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）。事故内容が「火災」の事例としては、
主に自動車や家電製品からの出火が火災に
つながった例がみられます。

消費者庁では、このような重大事故等の
通知を端緒とした注意喚起を実施していま
す。例えば、2017年度は、歩行型除雪機の
下敷きになって死亡する等の事故について
の注意喚起を実施しました3（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、2017年度は「中毒」が
50.8％で最も多くを占め、続いて「発煙・
発火・過熱」が9.3％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イルスやカンピロバ
クター等による食中毒です。「発煙・発火・
過熱」は、2013年度から年々減少し続けて
おり、2017年度は130件と2016年度の235件
から半数近く減りました。

３�）消費者庁「除雪機による事故を防止しましょう！―除雪機や除雪道具の使用中に毎年死傷者が出ています！―」
（2017年12月20日公表）

図表Ⅰ-1-1-5 歩行型除雪機による事故
に関する注意喚起

注：写真の製品と通知のあった重大事故等は関係ありません。

（ 1）除雪機の下敷きになる事故の再現

概要

事例 1 除雪機を使用中、その下敷きになり
死亡した。 

事例 2
除雪機を使用中、投雪口に詰まった
雪を取り除こうとして、右手の中指、
薬指及び小指を骨折した。 

事例 3 除雪機で作業中に右手の人差し指及
び中指を切断した。 

事例 4
家族が使用中の除雪機にコートが巻
き込まれ、右半身が除雪機の下敷き
となった。 

（ 2）除雪機による事故事例

（備考）  消費者庁「除雪機による事故を防止しましょう！―除雪
機や除雪道具の使用中に毎年死傷者が出ています！―」
（2017年12月20日公表）

図表Ⅰ-1-1-4 生命身体事故等（重大事故等）の事故内容別の推移

（備考） 1． 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等）の件数。
2． 「その他」には、「発煙・発火・過熱」、「点火・燃焼・消火不良」、「破裂」、「ガス爆発」、「ガス漏れ」、「燃料・液漏れ等」、
「化学物質による危険」、「漏電・電波等の障害」、「製品破損」、「部品脱落」、「機能故障」、「操作・使用性の欠落」、「誤飲」、
「中毒」、「異物の混入・侵入」、「腐敗・変質」、「その他」、「無記入」 が含まれる。

火災 転落・転倒・不安定 交通事故 その他

0

（件）

400

1,000

1,400
1,200

800
600

200
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72

25

81

2134 29 30
1,317 1,248 1,304 1,286 1,280
140 144 121 107 102

98 95

1,066 1,007 1,056 1,077 1,053
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財産事案を商品・サービス別にみると、
2017年度は「商品」が36.7％で2013年度か
らの減少傾向が続いています。一方、「サー
ビス」は60.2％となり、2013年度から増え
続け６割を占めるまでになりました（図表
Ⅰ-1-1-7）。「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「住居品」が4.8％となっ
ています（図表Ⅰ-1-1-8）。2016年度と比
較すると、「商品一般」と「食料品」が減っ
ており、「商品」の割合の減少に寄与して

います。サービスの内訳をみると、「金融・
保険サービス」が19.4％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11.2％となって
います。

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2017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-1-1-9）。注意
喚起の主な事案は、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

図表Ⅰ-1-1-6 生命身体事故等（重大事故等を除く）の事故内容別の推移

（備考） 1． 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等を除く）の件数。
2． 「その他」は、「点火・燃焼・消火不良」、「破裂」、「ガス爆発」、「ガス漏れ」、「燃料・液漏れ等」、「化学物質による危険」、
「漏電・電波等の障害」、「製品破損」、「部品脱落」、「機能故障」、「転落・転倒・不安定」、「操作・使用性の欠落」、「交通
事故」、「誤飲」、「異物の混入・侵入」、「腐敗・変質」、「その他」、「無記入」 を含む。

0

（件）

500

1,000
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2,000

2,500

中毒 発煙・発火・過熱 その他

2013 2014 2015 2016 2017
（年度）

2,194

1,658 1,593 1,619
1,400

861

455
591 603

559672 382
275 235 130

661 821 727 781 711

図表Ⅰ-1-1-7 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、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。
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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や、架空請求を受けた
消費者に対し、実際には交渉等を行わない

にもかかわらず、未納料金請求の取消し交
渉を代行するといって勧誘し、高額な依頼
料を請求する事案（図表Ⅰ-1-1-10）等です。

図表Ⅰ-1-1-8 通知された財産事案の内訳（2017年度）

（備考） 1． 消費者安全法の規定に基づき、2017年度に消費者庁に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、他の行政サービス、役務一般、管理・保管、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。

住居品 4.8%

商品一般 4.3%

食料品 4.7%

土地・建物・設備 3.7%

被服品 3.4%

保健衛生品 2.9%
光熱水品 2.6%

他の商品 0.1%

金融・保険サービス 19.4%

車両・乗り物 2.1%

運輸・通信サービス 11.2%

教養・娯楽サービス 4.9%

他の役務 5.2%

保健・福祉サービス 4.9%

工事・建築・加工 3.2%
修理・補修 2.2%

内職・副業・ねずみ講 4.8%

他の相談 3.1%

教養娯楽品 8.1%レンタル・リース・貸借 1.6%
教育サービス 1.9%

その他の役務 0.9%

商品
36.7%

サービス
60.2%

図表Ⅰ-1-1-9 消費者安全法の規定に基づく注意喚起を実施した財産事案例（2017年度）

手口 具体例

有名な組織等を
かたる手口

架空請求（ 5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。

詐欺被害相談（ 1件）

有料動画サイトの未納料金などの名目で架空請求を受けた消費者に
対し、「架空請求業者と交渉して未納料金の請求を取り消す」など
と言って勧誘し、高額な依頼料を請求していたが、実際には何ら交
渉など行っていない。

個人情報削除（ 1件）
公的機関を連想させる名称をかたって消費者に電話し、「漏れてい
る個人情報の登録を削除してあげます。」などと持ちかけて金銭を
支払わせようとし、名義貸しで家宅捜査が入るなどと威迫する。

簡単に稼げると
見せかける手口

情報商材（ 1件）
写真をインターネット上にアップするだけで簡単にお金が稼げるよ
うに見せかけたウェブサイトを開設し、消費者を勧誘していたが、
実際には誰もが簡単に稼げるような仕組みにはなっていない。

在宅ワークの提供
（ 2件）

在宅ワークを希望する消費者を好条件で勧誘しておき、様々な名目
で多額の金銭の支払を要求する。

10



図表Ⅰ-1-1-10 詐欺被害相談をかたる手口の概要図

（備考）  消費者庁「詐欺被害相談をかたる悪質事業者に関する注意喚起」（2017年 5 月22日公表）より一部改変。

請求が来なくなるよう、
当社が交渉して差し上げ
ます！

他のサイトの閲覧履歴も
あるようです。追加で
○円お支払いください！

有料動画サイト事業者Ｘ
（架空請求事業者）

消費者

有料動画の未納料金が発生して
おります。本日連絡なき場合、
法的手続に移行します。
03―○○○○―○○○○

③事業者Ａに電話相談

①架空請求メール

架空請求

事業者Ａ

契約書
⑤有料動画サイト事業者Ｘとの
交渉を受託

⑥他のサイトの閲覧履歴も対応
するとして新たな契約を勧誘

④事業者Ａと契約し、依頼
料を送金

②インターネットで相談サ
イトを検索し、事業者Ａ
を発見！
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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、
図表Ⅰ-１-２-２）。前述した消費者安全法の
規定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」4及び「危険情報」5）、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」6という。）の事業者からの報

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

４�）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。
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。
６�）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。

【ID30019】Ⅰ-1-2-1_○0406_生命・身体に関する事故情報の集約.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2017年度に通知又は報告された件数、PIO-NETデータは2017年度に受け付け2018
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。

※ 2017年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、199,049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
［1,280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
2018年３月31日時点累積件数：221,537件（※）

（2017年度登録件数：26,115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［1,400件］

PIO-NETデータ
［13,638件］

重大製品事故の
報告［845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
［7,507件］
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告等、参画機関7から寄せられた生命・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

図表Ⅰ-1-2-2 事故情報データバンクに登録されている情報

関係機関 登録情報

消費者庁

消費者安全法に基づいて消費者庁が集約している情報を登録しています。地方公共
団体、各省庁から通知され、重大事故等として公表した事故情報（原因究明中の事
故を含んでいます）及び消費者事故等として通知された事故情報（事実確認（因果
関係の精査等）を経ていない情報を含んでいます）です。

国民生活センター、
消費生活センター

消費生活センターに寄せられた相談情報のうち、危害、危険に関する情報を登録し
ています。全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）から転載してい
ます。消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認（因果関係の精査
等）を経ていない情報を含んでいます。

日本司法支援センター
（法テラス）

法テラスに寄せられた相談情報のうち、危害、危険に関する情報を登録しています。 
消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認（因果関係の精査等）を
経ていない情報を含んでいます。

厚生労働省 食品衛生法に基づいて厚生労働省が集約している、保健所が認知・公表した食中毒
の発生情報です。

農林水産省 地方農政局などで入手した食品に由来する消費生活上の事故情報等の情報であり、
消費者からの任意の申し出情報も含んでいます。

消費者庁・経済産業省・
農林水産省

消費生活用製品安全法に基づいて各省庁が事業者から報告を受けた情報を登録して
います。製品起因かどうか原因究明中の事故を含んでいます。

製品評価技術基盤機構
（NITE）

消費生活用製品安全法の重大製品事故には該当しないが、重大製品事故に準ずるも
のとして、事業者や消防等からの通知を受けた情報を登録しています。製品起因か
どうか原因究明中の事故を含んでいます。

国土交通省（都市公園） 都市公園で発生した重大な事故に関する情報として管理者等から報告を受けた情報を登録しています。

国土交通省（自動車の
事故・火災）

自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合に
よる事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車
製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使
用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含ま
れます。掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載しています
が、詳細な調査等ができないものも含まれます。

国土交通省（自動車の
不具合）

自動車不具合情報ホットライン等を通じて国土交通省に寄せられた情報のうち、身
体・生命に関する消費者生活上の事故と消費者庁が判断した情報を掲載しています。

国土交通省国土技術政
策総合研究所

国土交通省が消費者から通知を受けた任意の申し出情報を登録しています。建築物
事故情報ホットラインから転載しています。事実確認（因果関係の精査等）を経て
いない情報を含んでいます。

日本スポーツ振興セン
ター

日本スポーツ振興センターが災害共済給付において給付した学校の管理下の死亡・
障害事例として公表している情報のうち、消費生活上の事故情報を登録しています。

日本中毒情報センター

日本中毒情報センターの「中毒110番」が医療機関への追跡調査により収集した急
性中毒に関する事例のうち、消費生活上の事故により治療が必要となった事例、か
つ、事故発生状況や健康被害等の観点から情報共有する必要があると判断したもの
を登録しています。但し、因果関係の精査等を経ていない情報も含んでいます。
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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、消費生活センター等で「苦情処理
テスト」8、「商品テスト」9が実施されるこ
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。
　2017年度の事故情報データバンクには
２万6115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
7,507件となっています。また、2018年３
月31日時点で登録されている情報は累計で
22万1537件となっています。
　消費者安全法の規定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。2017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１万3638件でした（図表
Ⅰ-１-２-３）。
　このうち、危害情報は１万582件で2016
年度の１万1674件より減少、また、危険情
報も3,056件で2016年度の3,582件より減少
しました。
　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、2017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-１-２-４）。
　「皮膚障害」では、化粧品等によりかゆ

PIO-NETに収集された２0１7年度
の危害・危険情報は １万3638件

７�）2017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（法テラス）、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（NITE）、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。

８�）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。
９�）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。

【ID30020】Ⅰ-1-2-3_○0411_危害・危険情報の件数.xlsx

図表Ⅰ-1-2-3 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（2018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。

0

（件）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2013 2014 2015 2016
（年度）

危害 危険

2017

6,889

5,178
4,506 3,582

3,056

13,659 11,539 10,699 11,674 10,582

20,548

16,717
15,205 15,256

13,638
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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

ほっ

疹
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、店舗内

で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。
「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というもの、「刺傷・
切傷」では、美容室や理容室で顔や頭を傷
つけられた、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
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、2017年度は
多い順に「異物の混入」、「発煙・火花」、「過
熱・こげる」、「機能故障」、「破損・折損」
となっています（図表Ⅰ-１-２-５）。

主な相談内容は、「異物の混入」では、スー
パーマーケット等で購入した食品から金属

図表Ⅰ-1-2-4 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（2018年 3 月31日までの登録分）。
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（件）
14,000
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（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

2017
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782 7062,001

1,150 1,232
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図表Ⅰ-1-2-5 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（2018年 3 月31日までの登録分）。
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片、プラスチック片等の異物が出てきたと
いうものがあります。「発煙・火花」、「過熱・
こげる」では、家電製品や電気コード等か
らのものが多くみられます。「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、「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、2017年度に報告され
た「重大製品事故」は845件です（図表Ⅰ-
１-２-６）。2016年度までは全体として減少傾
向でしたが、2017年度は2016年度を少し上
回りました。

製品別にみると、「ガス機器・石油機器」
に関する事案が166件、「電気製品」に関す
る事案が565件、「その他」が114件となっ
ています。具体的には、「ガス機器・石油
機器」では石油ストーブやガスこんろ等、

「電気製品」ではパソコンや電気ストーブ
等、「その他」では自転車や車いす等に関
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・身体に被害
を生ず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-１-２-７）。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、2017年度末時点
で参画医療機関数は24機関です10。

2017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11は

消費生活用製品安全法の規定に基づき２0１7
年度に報告された重大製品事故は845件

（ ２ ）医療機関ネットワーク・医師から収集された情報

図表Ⅰ-1-2-6 報告された重大製品事故の件数

（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． 報告後、要件を満たさないことが判明し公表しなかったものを含む。
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5,576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」（子どもを
乗せた自転車ごとの転倒等）が1,528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1,281件、「ぶつ
かる・当たる」（テーブルの角に頭をぶつ
ける等）が669件となっています（図表Ⅰ-
１-２-８）。

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。

10�）2017年度末時点の参画医療機関は以下の24機関。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、日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院、順天堂大学医学部附属練
馬病院、国家公務員共済組合連合会虎の門病院、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、
独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院、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、社会医療法人財団慈泉会相澤病院、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。

11�）「医療機関ネットワーク」に収集される事故情報は、24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。

図表Ⅰ-1-2-7 医療機関ネットワーク事業

○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。

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24病院
（2018年３月現在）
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収集された事故情報等を元に、消費者庁
や国民生活センターでは注意喚起を実施し
ています。子どもの事故防止に関するもの
は第１部第２章特集「子どもの事故防止に
向けて」で記載していますので、ここでは
それ以外の事例を紹介していきます。

ゆたんぽによる事故について、事故情報
データバンクには2009年９月から2017年10
月までに363件、医療機関ネットワークに
は2010年12月から2017年10月までに97件の
情報が寄せられています。主な事故の内容
は、使用中に低温やけどを負った、加熱し

過ぎてやけどを負った、破れてお湯が漏れ
やけどを負ったなどです。事故情報データ
バンクの363件のうち240件がやけどを負っ
ており、全体の約３割（105件）が、治療
期間に１か月以上かかっています。

さほど高温ではなく心地よく感じる温度
でも、長時間皮膚が接触することで、それ
ほど熱いと自覚しないままやけどになるこ
とがあります（低温やけど）。「家庭の医
学」12によると、低温やけどは、「普通のや
けどに比べて痛みが少なく、水ぶくれなど
もできにくく、乾燥していることが多いた
め、一見軽そうに見えますが、長時間熱の
作用が及んだために、深いやけどとなって
いることも珍しくありません」。医療機関
ネットワークには、「就寝時に下腿

たい

にゆた
んぽを使用したところ、翌朝にⅡ度13の低
温やけどで水疱

ほう

びらんが生じた」といった
事例が登録されています。

（ 3）生命・身体に関する事故情報の事例

ゆたんぽによる事故

12�）株式会社保健同人社「家庭の医学（第六版）」p.�45
13�）やけどの深度については、熱による損傷が皮膚のどの深さまで及んでいるかで分類される。「Ⅰ度熱傷」とは表

皮のみの熱傷、「Ⅱ度熱傷」とは表皮よりも深い真皮までの熱傷、「Ⅲ度熱傷」とは皮膚全層、さらに皮下組織まで
損傷が及ぶ熱傷のことをいう。

図表Ⅰ-1-2-8 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2017年度）

（備考） 1． 消費者庁資料。
2． 2017年度に収集されたもの。

（単位：件）
軽症 中等症 重症 重篤 死亡 合計

転倒 1,365 159 4 0 0 1,528
転落 1,012 248 18 1 2 1,281
刺す・切る 165 23 0 0 0 188
挟む 137 25 0 0 0 162
ぶつかる・当たる 595 73 0 1 0 669
さわる・接触する 169 29 5 0 1 204
誤飲・誤嚥 464 33 3 3 1 504
溺れる 8 3 0 0 1 12
有害ガスの吸引 7 1 0 0 0 8
その他 872 106 2 0 0 980
不明 34 5 0 0 1 40
合計 4,828 705 32 5 6 5,576
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市販されているゆたんぽには様々なタイ
プがあります。IHヒーターや直火で直接
加熱できるタイプでは、口金を閉めたまま
加熱し、ゆたんぽが破裂した事例、電子レ
ンジで温めるタイプでは、指定の加熱時間
を上回る時間加熱し、やけどを負った事例
などが寄せられています。また、電気蓄熱
式のゆたんぽでは、布団やカバーに入れた
まま充電するなど誤った充電方法により破
裂し、中身が漏れた事故などが発生してい
ます。これらの事故の主な原因は加熱・充
電方法を誤ったことと推定されます（図表
Ⅰ-１-２-９）。また、ゆたんぽに破損や亀裂
があることに気付かず使用して、お湯や
ジェルなどの内容物が漏れ、やけどをする
こともあります。

消費者庁では、2017年12月６日に、ゆた
んぽを長時間身体に接触させないようす
る、製品ごとに指定された加熱方法、加熱
時間を守って加熱する、使用前にゆたんぽ
に亀裂や破損がないかよく点検する、ゆた
んぽがリコール対象製品になっていないか
確認する、といった注意を呼び掛けていま
す14。

事故情報データバンクには、ライターに
関する事故情報が2009年９月から2017年３
月までに722件15寄せられています（図表Ⅰ-
１-２-１0）。事故の発生登録件数を年度別に
みると減少傾向はみられますが、毎年継続
して事故が発生しています。事故の種類別
にみると、「使用後の残り火による事故」
が209件と最も多くなっています。また、「自
動車内での事故」（55件）や保管、放置中
の破裂（52件）や発火（43件）も多くみら
れました。このほか「子どもの火遊びによ
る事故」（６件）も報告されています。

残り火とは、ライターの使用後、着火レ
バーから指を離しても火が消えずについて
いる状態のことです（図表Ⅰ-１-２-１１）。残
り火に気付かず、衣類のポケットやバッグ
の中に入れてしまい、やけどを負ったり、
衣服や家具が焼損したりするなどの事故が
多く発生しています。死亡事故も発生して
おり、非常に危険です。

消費者安全調査委員会においては、使い
捨てライターの残り火について情報提供16

を行っており、「（１）事業者及び消費者が、

ライターに関する事故

14�）消費者庁「ゆたんぽを安全に正しく使用しましょう！―低温やけど、過熱、漏れなどの事故を防止しましょう―」
（2017年12月６日公表）

15�）件数及び分類は、本件のために消費者庁が特別に精査したもの。
16�）消費者安全調査委員会「事故に関する情報提供（ライターの残り火）」（2017年４月24日公表）

図表Ⅰ-1-2-9 ゆたんぽの口金を閉めたまま加熱する誤使用の再現テストの様子

（備考）  国民生活センター「電子レンジやIHヒーター等で加熱する湯たんぽの安全性」（2009年11月 4 日公表）

加熱直後 破裂寸前
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異物がライター本体内部に入りにくく、着
火口が塞がれているスライド式を使用する
ことが残り火対策として有効であることを
知ること、（２）消費者がライターの残り
火があり得ることを知り、残り火がないこ

とを自身で確認することが重要である」と
報告しています。

また、自動車内のダッシュボード上など
に保管・放置していた使い捨てライターが
爆発、破裂したなどの事故が報告されてい
ます。使い捨てライターには可燃性の高圧
ガスが充てんされており、直射日光の当た
る場所や高温になる場所などに放置すると
爆発する危険性があります。

消費者庁と国民生活センターは2017年６
月１日に共同でライターに関する事故につ
いて注意喚起を行っており、①ライターの
使用後は火が完全に消えていることを確認
する、②自動車内など高温、直射日光に当
たる場所にライターを保管・放置しない、
③ライターを子どもの手の届く所に置かな
い、④PSCマークの付いた製品を使用し、
PSCマークのない古い使い捨てライターは
適切に処分する（PSCマークについては、
第１部第２章第４節参照。）、等と呼び掛け
ています17。

図表Ⅰ-1-2-10 ライターに関する事故の種類別件数

（備考） 1． 消費者庁、国民生活センター「ライターは安全に正しく使いましょう！―ライター
の注意表示をよく確認し、事故を防ぎましょう―」（2017年 6 月 1 日公表）

2． 消費者庁「事故情報データバンク」の2009年 9 月から2017年 3 月までの登録分
について、件数及び分類を精査したもの。

3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

残り火
209件
28.9％

（N＝722）

使用中の
大きな火

116件
16.1％

その他
178件
24.7％

自動車内の事故
55件 7.6％破裂（保管中）

 52件 7.2％
発火（保管中） 

43件 6.0％

引火、やけど（使用中）
31件 4.3％

破損（使用中） 
27件 3.7％

破裂（使用中） 
５件 0.7％

子どもの火遊び
６件 0.8％

図表Ⅰ-1-2-11
使い捨てライターに異物
が混入し、発生した残り
火のイメージ

※ 使い捨てライターの使用過程で異物（厚さ約2.3mmの砂利）
が混入したと想定して、残り火を発生させた再現写真です。
実際の事故事例とは異なります。

（備考）  消費者庁、国民生活センター「ライターは安全に正し
く使いましょう！―ライターの注意表示をよく確認
し、事故を防ぎましょう―」（2017年 6 月 1 日公表）
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プエラリア・ミリフィカというマメ科の
クズ（葛）と同属の植物の貯蔵根が原材料
として配合された、バストアップやスタイ
ルアップ等の美容を目的とした健康食品が
販売されています。

PIO-NETには、プエラリア・ミリフィ
カを含む健康食品に関する危害情報が2012
年度以降の５年間あまりで209件18寄せら
れています（図表Ⅰ-１-２-１２）。特に2015年
度以降急増し、2015年度及び2016年度は年
間100件近くの危害情報が寄せられていま
す。このような状況を受けて、国民生活セ
ンターが2017年７月13日に注意喚起を行っ
ています19。

危害情報209件における被害者は、ほぼ
全員が女性で、年齢層別にみると、20歳代
が69件（33.0％）と最も多く、次いで40歳
代が42件（20.1％）、30歳代が41件（19.6％）、
10歳代が37件（17.7％）となっています（図
表Ⅰ-１-２-１３）。また、全員がこれらの健康
食品を通信販売により購入していました。

これらの中には消化器障害や皮膚障害と
いった一般の健康食品でもよくみられる危
害事例のほかに、月経不順や不正出血と
いった、女性特有の生理作用に影響を及ぼ
していると考えられる特徴的な危害事例が
多く見受けられます。ホルモンバランスが
崩れていると診断されている事例や、当該
健康食品の摂取をやめるよう医師から指導
されている事例も複数みられました。

プエラリア・ミリフィカの貯蔵根には、

女性ホルモン様の作用のある物質
を含んだ健康食品による危害

17�）消費者庁「ライターは安全に正しく使いましょう！―ライターの注意表示をよく確認し、事故を防ぎましょう―」
（2017年６月１日公表）

18�）本件のために国民生活センターが特別に精査したもの。
19�）国民生活センター「美容を目的とした「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品―若い女性に危害が多発！安

易な摂取は控えましょう―」（2017年７月13日公表）

図表Ⅰ-1-2-12 プエラリア・ミリフィカを含む健康食品に関する危害件数の推移

（備考） 1． 国民生活センター「美容を目的とした「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品－若い女性に危害が多発！安易な
摂取は控えましょう－」（2017年 7 月13日公表）

2． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2012年 4 月から2017年 4 月末日までの登録分）について精査したもの。
3． ※2017年度の前年同時期との比較のため、2016年 4 月末時点登録分を示した。
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女性ホルモン様の作用のある物質として、
デオキシミロエストロールやミロエスト
ロールといった成分等が含まれています。

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養
研究所の「健康食品」の安全性・有効性情
報は、デオキシミロエストロールは強いエ
ストロゲン（女性ホルモンの一種）活性を
持つことに触れた上で、「現時点でプエラ
リアの安全な摂取量についてはまだよく分
かっていません」としています。また、「ヒ
トにおける安全性については、有害事象と
して乳房痛、膣出血、イライラや頭痛、吐
き気、嘔

おう

吐
と

などが認められたという報告が
ある」とし、「妊娠中・授乳中・小児によ
るプエラリア・ミリフィカを含むサプリメ
ントの利用は避け、女性ホルモン関連の医
薬品の服用者や治療を受けている人も、自
己判断で安易にサプリメントを利用するこ
とは避けるべきである」と注意を促してい
ます。

プエラリア・ミリフィカが配合されてい
ると表示された健康食品を調査した結果、

一日最大摂取目安量当たりのデオキシミロ
エストロールやミロエストロールの量が、
身体へ作用を及ぼす可能性があると考えら
れる量が含まれている銘柄があることが分
かりました。

また、商品パッケージ等やウェブサイト
において、健康保持増進効果等と受け取れ
る記載がみられ、医薬品、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）、健康増進法又
は景品表示法に抵触するおそれがあるもの
もみられました。

国民生活センターは、摂取によりホルモ
ンバランスが崩れるなど、思わぬ健康被害
が発生するおそれがあるため、安易な摂取
は控えるよう注意喚起を実施しています。
また、プエラリア・ミリフィカを含む健康
食品を摂取して体調に異常を感じた場合、
直ちに摂取を止め、医療機関を受診するよ
う呼び掛けています。

厚生労働省は、薬事・食品衛生審議会新
開発食品評価調査会で審議を行い、調査会

図表Ⅰ-1-2-13 プエラリア・ミリフィカを含む健康食品に関する危害情報

（備考） 1． 国民生活センター「美容を目的とした「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品―若い女性に危害が多発！安
易な摂取は控えましょう―」（2017年 7 月13日公表）

2． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2012年 4 月から2017年 4 月末日までの登録分）について精査したもの。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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の意見を踏まえて、製造管理、消費者に対
する情報提供及び健康被害情報の収集の改
善等に関する事業者への指導等について、
2017年９月22日に都道府県等に通知を行い
ました20。

高齢者は、日常の生活の中で事故に遭い
やすいと言えます（図表Ⅰ-２-２-２も参照。）。
その要因としては、身体機能が年齢と共に
低下すること、その低下を自覚していない
場合があること、心配されたくない等の思
いから１人で作業を行い、危険な行動や製
品の誤使用などをしてしまうことがあるこ
と、住宅設備、製品等が高齢者の行動に合っ
ていないこと等があります。消費者庁では、
事故情報データバンクや医療機関ネット
ワークに寄せられた情報を元に、高齢者の
身の回りの事故について2017年９月13日に
注意喚起を行いました21。

医療機関ネットワークには、65歳以上の
高齢者の事故情報が2010年12月から2017年
８月末までに3,639件寄せられています。
そのうち、日常生活における作業、動作に
おいて製品を利用した際の事故を紹介する
と、「地面が斜めになっていたため脚立が
滑り、１mの高さからコンクリートに転落。
硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折にて入院
となった」、「せん定ばさみを掃除中に右示
指の手のひら側を切ってしまった」などの
事例があります。生活上の基本行動には支

障がなくても、高い負荷が掛かった際や急
な変化への対応が難しくなっており、不慣
れな作業を行う場合は注意が必要です。

また、事故情報データバンクには、経年
劣化による影響が疑われる古い製品やリ
コール対象となっている製品を高齢者が使
用していたことによる事故も寄せられてい
ます。使い慣れた製品を長く使用している
高齢者も多く、経年劣化やリコール情報に
気付かずに使用を続けると非常に危険です。

他にも、視力の低下や疾病の影響、勘違
い、思い込み、えん下能力の低下などによ
る高齢者の誤飲・誤食・誤えん等の事故が
起きています。医療機関ネットワークには、
「うがい薬と誤って塩素系漂白剤を口に含
んでしまった」、「糖尿病性網膜症の手術後
で、目があまり見えていなかったため、薬
を誤ってPTP包装シート22ごと誤飲」など
の事例が寄せられています。

高齢者の事故は、高齢者の状態とそれを
取り巻く環境が密接に関わっています。高
齢者本人だけでは意識しづらい、改善でき
ないものが多く含まれます。このため、家
族や親戚、近隣、地域の人など高齢者の身
近にいる人が、高齢者の事故の防止を意識
することが必要です。①心身の変化に合わ
せて、家庭内の環境を再確認し、段差など
高齢者にとって危険となる箇所や負担にな
る箇所を減らす、②高齢者が行っている作
業を普段からよく確認し、いつもと変わっ
たところがあれば、作業を控えるよう呼び
かけることも検討する、③高齢者の使って
いる製品に故障や不具合等がないか、リ

高齢者の身の回りの事故

20�）厚生労働省「プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて」（2017年９月22日付け薬
生食基発0922�第１号及び薬生食監発0922�第１号厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長及び食品監視安全
課長並びに消食表第457号消費者庁食品表示企画課長通知）

21�）消費者庁「ご家族など身近な方で高齢者の事故を防止しましょう！―事故防止のために高齢者の身の回りを見直
してみましょう―」（2017年９月13日公表）

22�）PTPとは「Press�Through�Package」の略で、医薬品等をアルミなどの薄いシートとプラスチックで１錠ずつ分
けて包装したもの。
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コール対象製品でないかを確認する、④高
齢者の普段の習慣を確認するとともに、誤
飲しそうなものの取扱いや保管等に注意す
る、等の注意を呼びかけています。また、
国民生活センターでも高齢者の「見守り新
鮮情報」として事故に関する情報を発信し
ており、例えば2017年10月31日には転倒事
故についてのリーフレットを公表しました
（図表Ⅰ-１-２-１４）。

図表Ⅰ-1-2-14 高齢者の転倒事故に関す
るリーフレット
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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をみると、2017年は
91.1万件となり、前年と比べ約1.9万件増加
しています（図表Ⅰ-1-3-1）。2017年の相
談件数の特徴は、法務省等をかたる架空請
求のはがきに関する相談が多数寄せられ
（本章第４節（１）参照。）、架空請求に関す
る相談件数が、15.9万件と前年の２倍以上
になり、この10年間で最多となっているこ
とです。

長期的な推移をみると、消費生活相談件

数が192.0万件と、ピークとなった2004年
度も、架空請求に関する相談件数が67.6万
件と急増し、全体の35.2％を占めていまし
た。その後、架空請求に関する相談は減少
しましたが、この10年間をみると、消費生
活相談件数は、おおむね年間90万件前後と、
依然として高水準で推移しています。

消費生活相談件数が、依然として高水準
である要因には、インターネットの生活へ
の一層の浸透が挙げられます。特にスマー
トフォンの普及により、SNSを通じたコ
ミュニケーション、インターネット通販で
の商品の購入やサービスの予約が、高齢者
を含めた幅広い年齢層でより身近で日常的
なものとなりました。さらに、インターネッ
トを利用した非対面取引では、消費者個人
が気軽・手軽に「売手」となることが可能

消費生活相談の概況第 ３節

（ １）20１7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増
加

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（2018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2017」による「年度」データを集計。2007～2017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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となり、取引の売手と買手の双方が消費者
個人である（事業者でない）いわゆる
CtoC取引市場も拡大しています。こうし
た状況を背景に、消費生活相談においても
関連したトラブルの相談が増加しています。

2017年の消費生活相談を、商品・サービ
ス別に相談件数と相談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
ると、相談件数では、デジタルコンテンツ
やインターネット接続回線に関する相談等
の「通信サービス」が24.7万件と全体の約
３割を占め、突出して多くなっています（図
表Ⅰ-1-3-2）。２番目に相談件数が多いの
は「商品一般」で10.0万件となっており、

これは、2017年には法務省等をかたる架空
請求のはがきに関する相談が多数寄せられ
たためです。しかし、平均既支払額でみる
と、「通信サービス」は2.7万円、「商品一般」
は1.6万円と他の商品・サービスよりも相
対的に低くなっています。

平均既支払額でみると、屋根工事やリ
フォーム工事の解約に関する相談等の「工
事･建築・加工」が108.6万円と最も高額で、
訪問販売で購入した給湯器や太陽光発電パ
ネルに関する相談等の「土地・建物・設備」
が95.9万円と続きます。次いで、フリーロー
ン・サラ金の返済に関する相談等の「金融・
保険サービス」が75.4万円と高額です。「金
融・保険サービス」は、相談件数も３番目
に多く、総既支払額が最も高くなっています。

「通信サービス」に関する相談件
数が突出

図表Ⅰ-1-3-2 消費生活相談の商品・サービス別の件数・平均既支払額（2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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14.7万円、預貯金・
投資商品等では282.1万円、保険では46.3万円。
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2017年に寄せられた相談１件当たりの平
均金額をみると、全体では、請求された又
は契約した金額である「契約購入金額」が
109.3万円、実際に支払った金額である「既
支払額」が42.5万円となっています。平均
契約購入金額、平均既支払額それぞれの推
移をみると、全体、65歳以上、65歳未満の
全てにおいて長期的なすう勢としては減少
傾向にありますが、2015年以降は、65歳以
上の平均契約購入金額は引き続き減少して

いるものの、その他は横ばい又はやや増加
傾向です（図表Ⅰ-1-3-3）。

また、2017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
みると、契約購入金額総額は4204億円、既
支払額総額は1429億円といずれも前年を下
回りました（図表Ⅰ-1-3-4）。長期的な推
移をみても減少傾向にあります。65歳以上
の高齢者に関するものは、契約購入金額総
額では1227億円と全体の29.2％を占め、既
支払額総額では615億円と全体の43.1％を
占めています。

65歳以上の高齢者については、相談１件

相談 １件当たりの平均金額は長期
的なすう勢としては減少傾向

図表Ⅰ-1-3-3 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（2018年 3 月31日までの登録分）。
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当たりの平均契約購入金額は減少してきて
いますが、相談１件当たりの平均既支払額
は65歳未満の２倍以上であること、相談全
体の既支払額総額の４割以上を高齢者が占
めていることから、高齢者の消費者被害は
依然として深刻であるといえます。

2017年の消費生活相談状況について、属
性別にみると、年齢層別では65歳以上が
29.2％と、高齢者が大きな割合を占めてい
ます（図表Ⅰ-1-3-5）。10歳ごとの区分で
みると、2016年では、40歳代が最も大きな
割合を占めていましたが、2017年は60歳代、
50歳代から法務省等をかたる架空請求のは
がきに関する相談が多く寄せられたこと等
から、60歳代が17.6％と最も大きな割合を
占め、次いで50歳代、40歳代の順となって
います。

性別では、女性が53.0％、男性が42.8％
と女性の割合が高くなっています。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３倍以上
の「商品一般」、「クリーニング」、２倍以
上の「保健・福祉サービス」、「保健衛生品」、

「被服品」、「教育サービス」、「食料品」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、男女共に60歳代が最も多
くなっています（図表Ⅰ-1-3-6）。

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等に関する相談が多い
ことによるものです。また、2017年は、例
年と異なり、50歳代から70歳代までの女性
では「商品一般」の相談件数が多く、60歳
代女性では３割を超えていますが、これは、
主にこの年齢層の女性から、法務省等をか
たる架空請求のはがきに関する相談が寄せ
られたことによるものです。

次に、商品・サービスを更に詳細に区分
してみると、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
談件数が最も多く、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-
7）。「デジタルコンテンツ」に関する相談
の内訳をみると、半数以上が架空請求に関
するもので、架空請求に関するもの以外で
は、「アダルト情報サイト」や「他のデジ
タルコンテンツ」、「出会い系サイト」に関
するものが多くなっています。主な相談例

属性別にみた20１7年の相談状況

図表Ⅰ-1-3-5 消費生活相談の属性（2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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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は「アダルト情報サイトを閲覧していたら、
突然登録となり、登録料を請求された」、「パ
ソコンを操作していたら突然警告画面が出
て、『ウイルスを取り込んだ』と表示され
たので対策ソフトを契約したが、不審」、「出
会い系サイトに登録したが、サクラサイト
だと分かった。今後どうしたらよいか」と
いったものです。年齢層別にみても、60歳
代及び80歳以上を除く各年齢層で「デジタ
ルコンテンツ」に関する相談が最も多く、
「インターネット接続回線」に関する相談
も全年齢層で多く寄せられていることか
ら、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。

２番目に相談件数が多いのは「商品一般」
となっており、60歳代及び80歳以上では「デ
ジタルコンテンツ」を上回っています。60
歳代については、2017年は架空請求のはが
きに関する相談が多く寄せられたことによ
るものです。

このほか、60歳代及び70歳代を除く各年
齢層で「他の健康食品」が上位にあります
が、このうち、20歳未満から50歳代までに
ついては、インターネット通販等で「お試
し」で購入するつもりが定期購入となって
しまう契約のトラブルに関する相談が、前
年を上回る件数寄せられたことによります
（本章第４節（２）参照。）。

図表Ⅰ-1-3-6 消費生活相談の性別・年齢層別の商品・サービス（2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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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金融・保険サービス通信サービス 教養娯楽品
レンタル・リース・貸借 被服品
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図表Ⅰ-1-3-7 消費生活相談件数の多い商品・サービス（年齢層別・2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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。
3．相談件数が同数のものは、キーワード順になっている。

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 16,924 総件数 73,993 総件数 97,757 総件数 136,898 

1 デジタルコンテンツ 6,567 デジタルコンテンツ 13,128 デジタルコンテンツ 16,968 デジタルコンテンツ 29,239 

2 他の健康食品 719 不動産貸借 5,862 不動産貸借 8,106 不動産貸借 6,952 

3 テレビ放送サービス 607 エステティックサービス 5,284 フリーローン・サラ金 3,932 商品一般 6,651 

4 商品一般 420 フリーローン・サラ金 2,705 商品一般 3,687 インターネット接続回線 5,222 

5 他の化粧品 410 商品一般 2,567 インターネット接続回線 3,310 フリーローン・サラ金 5,191 

6 ビジネス教室 326 インターネット接続回線 2,211 四輪自動車 2,153 他の健康食品 3,327 

7 不動産貸借 315 四輪自動車 1,803 他の健康食品 2,148 工事・建築 2,882 

8 コンサート 227 他の健康食品 1,534 工事・建築 1,973 携帯電話サービス 2,876 

9 携帯電話サービス 202 モバイルデータ通信 1,499 携帯電話サービス 1,936 四輪自動車 2,603 

10 インターネット接続回線 198 携帯電話サービス 1,315 エステティックサービス 1,758 複合サービス会員 2,245 

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 139,194 総件数 160,044 総件数 115,149 総件数 64,812 

1 デジタルコンテンツ 30,822 商品一般 36,461 デジタルコンテンツ 17,472 商品一般 4,987

2 商品一般 20,692 デジタルコンテンツ 32,979 商品一般 14,052 デジタルコンテンツ 3,530

3 インターネット接続回線 5,512 インターネット接続回線 7,209 インターネット接続回線 5,819 工事・建築 3,359

4 不動産貸借 4,601 工事・建築 4,578 工事・建築 4,384 新聞 2,641

5 フリーローン・サラ金 4,434 フリーローン・サラ金 3,927 社会保険 2,334 インターネット接続回線 2,389

6 工事・建築 3,246 不動産貸借 3,397 フリーローン・サラ金 2,186 他の健康食品 2,108

7 他の健康食品 2,600 携帯電話サービス 2,316 修理サービス 2,068 健康食品（全般） 1,662

8 携帯電話サービス 2,491 修理サービス 1,952 不動産貸借 2,041 修理サービス 1,635

9 四輪自動車 2,074 テレビ放送サービス 1,883 相談その他（全般） 2,041 相談その他（全般） 1,284

10 修理サービス 1,685 役務その他サービス 1,640 新聞 1,947 テレビ放送サービス 1,168

順位

総数 65歳以上

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 910,564 総件数 265,625 

1 デジタルコンテンツ 158,432 商品一般 39,706 

2 商品一般 99,760 デジタルコンテンツ 37,746 

3 不動産貸借 38,126 インターネット接続回線 12,153 

4 インターネット接続回線 36,200 工事・建築 10,152 

5 フリーローン・サラ金 26,039 新聞 5,398 

6 工事・建築 24,716 フリーローン・サラ金 4,936 

7 他の健康食品 16,856 修理サービス 4,813 

8 携帯電話サービス 15,714 他の健康食品 4,778 

9 四輪自動車 13,016 不動産貸借 4,655 

10 相談その他（全般） 12,145 相談その他（全般） 4,158
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15歳から29歳までの若者の相談をみる
と、性別、年齢層を問わず、インターネッ
ト利用に関するものや、「賃貸アパート」、
「光ファイバー」等一人暮らしを始めた際
に契約したり購入したりすることが多い商
品・サービスについての相談が上位に挙
がっています（図表Ⅰ-1-3-8）。また、成
人になると「フリーローン・サラ金」につ
いての相談も多く寄せられています。性別、
年齢層別にみると、20歳代の男性では、「フ

リーローン・サラ金」についての相談が多
くなっており、内容をみると、生活費や遊
興費のための借金のほか、友人や先輩、中
にはSNSで知り合った人から「必ずもうか
る」と勧誘され、消費者金融等で多額の借
入れをして情報商材等を購入したものの、
「もうからないので解約したいが相手と連
絡がとれない」等の相談も寄せられていま
す。また、女性では、年齢層を問わず、エ
ステや健康食品等広い意味での美容に関わ
る相談が多くみられます。

若者の相談はインターネット利用
に関するものが中心

図表Ⅰ-1-3-8 若者の商品・サービス別上位相談件数（2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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）。

男性
15-19歳 20-24歳 25-29歳

件数 6,643 件数 16,823 件数 16,389
1 アダルト情報サイト 1,022 賃貸アパート 1,082 賃貸アパート 1,665
2 デジタルコンテンツ（全般） 432 デジタルコンテンツ（全般） 974 デジタルコンテンツ（全般） 1,002
3 オンラインゲーム 353 アダルト情報サイト 935 フリーローン・サラ金 953
4 テレビ放送サービス（全般） 306 フリーローン・サラ金 884 アダルト情報サイト 627
5 ビジネス教室 269 商品一般 743 商品一般 569
6 他のデジタルコンテンツ 239 普通・小型自動車 591 光ファイバー 497
7 出会い系サイト 180 出会い系サイト 523 普通・小型自動車 477
8 商品一般 175 他のデジタルコンテンツ 506 他のデジタルコンテンツ 463
9 賃貸アパート 148 光ファイバー 472 携帯電話サービス 367
10 普通・小型自動車 102 他の内職・副業 404 出会い系サイト 322

女性
15-19歳 20-24歳 25-29歳

件数 6,120 件数 20,583 件数 19,830
1 他の健康食品 567 脱毛エステ 2,084 賃貸アパート 1,601
2 アダルト情報サイト 525 デジタルコンテンツ（全般） 1,255 脱毛エステ 1,368
3 デジタルコンテンツ（全般） 474 賃貸アパート 1,125 デジタルコンテンツ（全般） 1,331
4 テレビ放送サービス（全般） 191 出会い系サイト 926 商品一般 651
5 他のデジタルコンテンツ 186 アダルト情報サイト 764 出会い系サイト 620
6 コンサート 184 他のデジタルコンテンツ 666 他のデジタルコンテンツ 589
7 脱毛剤 179 他の健康食品 656 他の健康食品 560
8 商品一般 155 商品一般 592 アダルト情報サイト 532
9 出会い系サイト 153 痩身エステ 454 フリーローン・サラ金 472
10 賃貸アパート 146 モバイルデータ通信 443 モバイルデータ通信 394

黄色 ：デジタルコンテンツ 黄緑色 ：一人暮らしがきっかけとなり得るもの
緑色 ：借金に関するもの 青色 ：自動車に関するもの ピンク色 ：美容に関するもの
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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年以降高水準で推移しており、2017年
は26.6万件で前年を上回りました（図表Ⅰ
-1-3-9参照。）。５歳ごとに分けてみると、
前年に比べて65―69歳が1.5万件以上増えて
おり、60歳代から法務省等をかたる架空請
求のはがきに関する相談が多く寄せられた
ことが影響しています。また、この10年間
で、85歳以上の相談件数は倍増しています。

高齢者に関する消費生活相談について、
相談件数上位の商品をみると、2017年は、

「商品一般」以外では、「デジタルコンテ
ンツ（全般）」、「光ファイバー」等インター
ネットに関連した相談で上位が占められて
おり、この傾向は前年と変わりません（図
表Ⅰ-1-3-10）。一方、「アダルト情報サイト」
に関する相談件数は、前年より約４割減少
しました。2011年に相談が多かった「ファ
ンド型投資商品」、「公社債」、「未公開株」
など金融商品への投資に関する相談は、
2017年は上位に挙がっていません。しかし、
「仮想通貨」に関する投資勧誘トラブルの
相談が高齢者から寄せられており、高齢者
の投資に関するトラブルには注意が必要で
す（本章第４節（２）参照。）。

高齢者に関する消費生活相談件数
は依然として高水準

図表Ⅰ-1-3-9 高齢者に関する消費生活相談

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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。
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認知症等の高齢者23に関する相談をみる
と、高齢者全体とは異なる傾向を示してい
ます。本人から相談が寄せられる割合の推
移をみると、高齢者全体では約８割である
のに対し、認知症等の高齢者では２割に満
たない状況です（図表Ⅰ-1-3-11）。販売購
入形態別にみると、「インターネット通販」
は約1.0％、通信販売全体でも約１割にと
どまる一方で、「訪問販売」が４割近く、「電
話勧誘販売」も２割近くと大きな割合を占
めています（図表Ⅰ-1-3-13参照。）。「訪問
販売」や「電話勧誘販売」に関する相談で
は、本人が十分に判断できない状態にある
ために、事業者に勧められるままに契約し
たり、買物を重ねたりといったケースがみ

られます。相談内容としては、インターネッ
ト利用に関する相談は少なく、健康食品や
自宅の修繕工事に関する相談が多くなって
います。具体的には、「認知症気味の親の
家で健康食品と請求書を見つけた。本人は
身に覚えがないという」、「独居高齢の親が、
訪問販売で勧誘され自宅の修繕工事を契約
したが、業者や契約内容が不審で代金も高
額」といった相談が寄せられています。こ
のほか、いわゆるかにの送りつけ商法24に
関する相談もみられます。

認知症等の高齢者本人はトラブルに遭っ
ているという認識が低いため、問題が顕在
化しにくい傾向があり、特に周囲の見守り
が必要です。

障害者等25に関する相談についても、本
人から相談が寄せられる割合をみると、消
費生活相談全体では約８割であるのに対

認知症等の高齢者や障害者等の見
守りが重要

23�）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。

24�）突然「かには好きですか」などと電話があり、強引に契約させられたり、断ったのに商品が届いたりする商法。
かにのほかにえびやほたて貝等に関する相談もみられる。

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。

図表Ⅰ-1-3-10 高齢者の商品・サービス別上位相談件数

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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．契約当事者が65歳以上の相談。

2011年 件数 2014年 件数 2017年 件数

1 フリーローン・サラ金 10,544 商品一般 22,759 商品一般 39,706 

2 ファンド型投資商品 8,476 アダルト情報サイト 12,156 デジタルコンテンツ（全般） 23,498 

3 商品一般 7,404 ファンド型投資商品 10,017 光ファイバー 9,694 

4 アダルト情報サイト 6,094 フリーローン・サラ金 6,210 アダルト情報サイト 7,180 

5 公社債 6,092 デジタルコンテンツ（全般） 6,203 他のデジタルコンテンツ 5,663 

6 未公開株 5,414 新聞 6,005 新聞 5,398 

7 新聞 4,993 光ファイバー 5,601 フリーローン・サラ金 4,936 

8 宝くじ 4,316 相談その他（全般） 5,189 修理サービス 4,813 

9 修理サービス 4,145 役務その他サービス 5,081 他の健康食品 4,778 

10 相談その他（全般） 3,117 修理サービス 4,368 相談その他（全般） 4,158 

黄色 ：インターネット関連 紫色 ：投資勧誘トラブル 緑色 ：借金に関するもの
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図表Ⅰ-1-3-11 認知症等の高齢者に関する消費生活相談件数

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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8,880

82.4％

16.7％

図表Ⅰ-1-3-12 障害者等に関する消費生活相談件数

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

（件）

（年）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2017201620152014201320122011201020092008

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

13,234 13,838
15,001

16,280

18,426

21,497
20,322 20,543 20,630

69.4％ 68.7％
68.7％

66.9％
64.7％

67.1％ 64.2％ 62.9％ 60.2％

30.1％ 30.8％ 30.7％ 32.5％ 34.7％ 32.3％ 35.2％ 36.3％ 38.8％

19,927

61.4％

37.6％

34



し、障害者等に関する相談では４割に満た
ない状況が続いています（図表Ⅰ-1-3-
12）。相談内容をみると、出会い系サイト
等の「デジタルコンテンツ」に関する相談
や「フリーローン・サラ金」に関する相談
が多くなっています。「出会い系サイトに
登録し、指示通りに課金したが相手と会え
ずだまされたことに気付いた」、「『宝くじ
が高額当選した』というメールを信じて手
数料を振り込んだが、当選金が入金されず、
だまされたことに気付いた」など、相談時

点で既に金銭的被害に遭っているケース、
借金の支払が膨らみ生活が困難になって初
めて家族や民生委員、福祉事業者等が気付
いて相談をするケースも目立ちます。

以上のことからも、認知症等の高齢者や
障害者等の消費者トラブルの未然防止や被
害の拡大防止には、周囲の見守りが必要な
ことが分かります。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。
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 2011年に改正された障害者基本法（昭和45年法律第84号）では、「消費者としての
障害者の保護」が新たに規定され、2016年には、障害者に対する合理的配慮の提供な
どを国や地方公共団体等に義務付けた、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）が施行されました。
障害者の消費行動・消費者トラブルの実態を把握し、トラブルの未然防止・拡大防
止を図るために、消費者庁と国民生活センターではそれぞれ基礎調査を実施していま
す。

★消費生活センターにおける相談体制に関する調査
国民生活センター「消費生活センターにおける障がい者対応の現況調査」（2018年
１月公表）によると、2016年度に障害者の消費生活相談を受け付けたという消費生活
センターは約７割でした。契約者や相談者の障害としては、「精神障害」、「知的障害」
が多く、相談対応で困ったことや難しいこととして、「聞き取りや意思疎通をしにく
いことがあった」との回答が71.8％と最も多くなっています。障害者の来訪による相
談に必要となる準備や設備については、「プライバシーが守られる相談スペース」は
78.2％、「車椅子での利用が可能な相談スペース」は69.3％の消費生活センターが備
えているとの回答がありました。その一方、障害者への相談対応について必要に応じ
て福祉関係の専門家から助言を受けられる体制や取組があるとの回答は22.3％にとど
まっています。また、定期的に臨床心理士を配置する等の取組を実施している消費生
活センターもありました。

★障害者の消費行動と消費者トラブルの実態把握
消費者庁では、新未来創造オフィスにおいて、徳島県及び岡山県の協力を得て、「障
がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査」を実施し、報告書を公表しました
（2018年３月公表）。
これによると、買物が好きである旨の回答（「すごく好き」及び「好き」の合計）が、
「精神障害者」は67.8％、「知的障害者」は81.6％、「発達障害者」は65.5％となって
います。一方、調査項目が異なるため厳密な比較は困難ですが、消費者意識基本調査
（2016年度）では、59.4％となっており、障害者が買物に関心を持っていることが示
唆されます（図表１）。
次に、消費者トラブルを一つ以上経験した者の割合は、「精神障害者」は37.2％、「知
的障害者」は20.3％、「発達障害者」は27.0％に上ります。同様に調査項目は異なる
ものの、消費者意識基本調査（2016年度）では7.7％となっており、障害者が比較的
多くの消費者トラブルに直面している可能性が示唆されます（図表２）。
また、周囲には把握しきれない消費者トラブルがあることも示唆されました。その
背景としては、トラブルを大したことではないと考えたり、相談するのが面倒だと考
えたりするほか、相談相手からのネガティブな反応（迷惑がかかる、叱責される等）
を考慮したりしていることなどがうかがえました。

障害者の消費者トラブルの未然防止・拡大防
止に向けた基礎調査

C O L U M N 1
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（備考） 1． 消費者庁「障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査」（2017年度）及び消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）により作成。

2． 「精神障害」、「知的障害」、「発達障害」は、「あなたは、買物が好きですか。最も当てはまるもの 1つに○を付けてくだ
さい。」との問に対する回答。

3． 「（参考）消費者意識基本調査」は、「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。
（ア）～（ケ）のそれぞれについて、当てはまるものを 1つずつお選びください。」との問のうち「（ア）買物が好き」
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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（％）

80604020

（参考）
消費者意識
基本調査

N＝6,009人

発達障害
N＝278人

知的障害
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上段：すごく好き
下段：かなり当てはまる

上段：あまり好きではない
下段：あまり当てはまらない

上段：好きではない
下段：ほとんど・全く当てはまらない

上段：好き
下段：ある程度当てはまる

上段：どちらでもない
下段：どちらでもない

無回答

2.1

0.8

1.8

3.1

4.3

3.5

5.4

12.7

22.2

11.6

23.0

24.5

41.9

43.6

41.4

43.0

25.8

38.0

24.1

16.4

図表１ 「買物が好き」と回答した人の割合

（備考） 1． 消費者庁「障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査」（2017年度）及び消費者庁「消費者意識基本調査」（2016
年度）により作成。

2． 「精神障害」、「知的障害」、「発達障害」は、「ここ 1年間で経験した、買物する上での困ったことや消費者トラブルにつ
いてお聞きします。あなたが、購入した商品や利用したサービスについて、以下の経験をしたことはありますか。当て
はまるもの全てに○を付けてください。」との問に対し、「経験したことがない」以外の 8項目のうち一つでも「○」と
回答した者の割合。

3． 「（参考）消費者意識基本調査」は、「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聞きします。
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。（ア）～（ク）のそれぞれについて、当てはまるもの
を 1つずつお選びください。」との問に対し、（ア）～（ク）の 8項目のうち一つでも「ある」と回答した者の割合。
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（％）
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N＝282人
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20.3
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図表２ 何らかの消費者トラブルを経験したと回答した人の割合
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消費生活相談の販売購入形態別割合の推
移をみると、「店舗販売」が減少する一方、
「インターネット通販」が増加し、2017年
は、「インターネット通販」の割合が「店
舗販売」の割合を上回りました（図表Ⅰ-1-
3-13）。ここでの「インターネット通販」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
ルコンテンツも入るため、データの見方に
は注意が必要です。より相談件数が増加し

ているのは、デジタルコンテンツ以外のい
わゆる通常のインターネット通販です（図
表Ⅰ-1-3-15）。

65歳以上の高齢者についてみると、65歳
未満と比べて「訪問販売」、「電話勧誘販売」
の割合が大きいことが特徴ですが、2013年
と比較すると、「電話勧誘販売」の割合が
大きく減少しています。一方で「インター
ネット通販」の割合が増加し、2017年は「訪
問販売」の割合を上回りました。

また、年齢層別にみると、20歳代では「マ
ルチ取引」、80歳以上では「訪問購入」が、
他の年齢層に比べて、相談に占める割合が
高くなっています（図表Ⅰ-1-3-14）。

販売購入形態別にみた相談状況

図表Ⅰ-1-3-13 販売購入形態別消費生活相談割合の推移

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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、インターネット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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図表Ⅰ-1-3-14 販売購入形態別消費生活相談割合（年齢層別･2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
2． 「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、インターネット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。

3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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マルチ取引 ネガティブ・オプション

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（2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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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
のとその相談件数の推移をみると、2017年
は、法務省等をかたる架空請求のはがきに
関する相談の急増により、「架空請求」、「身
分詐称」が急増しています（図表Ⅰ-1-3-
16）。

他には、「サイドビジネス商法」も増加し
続けており、これは、インターネット上で
の副業に関する相談の増加によるものです。

また、2017年は、「原野商法」が増加し
ており、これは、過去に原野商法の被害に
遭った高齢者の二次被害が増加したことに
よるものです（本章第４節（４）参照。）。こ

れに関連して、「二次被害」についてみると、
2017年は「二次被害」の件数は減少してい
ますが、これは、2016年の増加の原因であっ
た、「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被害に遭った」
というケースが減少したことによります。

一方、「劇場型勧誘」、「利殖商法」、「当
選商法」等は件数の減少が顕著になってい
ます。背景として、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が図ら
れ、相談件数の減少につながったものもあ
ると考えられる一方で、悪質事業者が新た
な手口へ移ったために相談件数が減少した
ものもあると考えられます。しかしながら、
引き続き、一定数以上の相談が寄せられて
いることを踏まえ、消費者への啓発その他
の対策を続ける必要があります。

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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図表Ⅰ-1-3-16 トラブルになりやすい商法・手口

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。

2013年 2017年 2013-2017年 相談内容の商法・手口等

架空請求 38,297 159,440 身の覚えのない代金の請求。

身分詐称 10,745 53,830 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。

無料商法 31,592 17,366 「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る手口。

サイドビジネス商法 8,408 11,806 「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。

二次被害 13,491 8,837 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。

販売目的隠匿 11,059 7,734 販売目的を隠した勧誘。

利殖商法 22,209 7,556 「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。

次々販売 8,759 5,875 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。

点検商法 6,238 5,467
「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。

劇場型勧誘 17,934 3,839 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 8,548 3,012
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とする手口。

当選商法 7,819 2,679 「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。

原野商法 1,152 2,036 ほとんど無価値で将来の値上がりの見込みがほとんどない土地
を、値上がりするかのように偽って売りつける商法。

過量販売 2,511 1,749
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 1,981 1,337
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。
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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伴い、海外事
業者とのトラブルが発生するようになりま
した。

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。

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（４）参照。）。

CCJが受け付けた相談の件数は、2013年
から2017年までの５年間は毎年4,000件台
で推移しています（図表Ⅰ-1-3-17）。2017
年は4,040件で、取引類型別では「電子商
取引」が3,937件（97.5％）と、インターネッ

（ 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

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。

図表Ⅰ-1-3-17 CCJが受け付けた相談件数と年齢層別割合

（備考） 1． 2013～2017年にCCJが受け付けた相談。
2． 2015年は 4～ 5月に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。
3． 年齢層別割合は、四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ト取引によるものが引き続き大部分を占め
ています。

年齢層別にみると、最も高い割合を占め
ているのは「40歳代」で、「20歳代」、「30
歳代」と続きます。全国の消費生活センター
等に寄せられた消費生活相談と比べて高齢
者の割合が低く、例えば、「70歳以上」は、
2017年の消費生活相談の約２割を占めます
が、CCJが受け付けた相談では3.9％となっ
ています。

CCJが受け付けた相談を商品・サービス
別にみると、2017年は「役務・サービス」
が24.5％と最も高い割合を占めています

（図表Ⅰ-1-3-18）。動画配信等のオンライ
ンで提供されるサービスのキャンセルなど
に関する相談が多くなっていますが、中に
は、マルチ取引を疑われるものもあり、「日
本の法律は関係ない」と主張し解約に応じ
ない海外事業者とのトラブルもみられま
す27。また、2017年は「衣類」の相談割合
が2016年と比べて約２倍に拡大し、「身の
回り品」がおよそ半減しました。相談内容
をみると、どちらもインターネット通販で
購入した商品の返品やキャンセルについ
て、「キャンセルのやり方を教えてほしい」、
「キャンセルの連絡をしたが返答がない」
などとなっています。

「役務・サービス」、「衣類」に関
する相談割合が増加

27�）国民生活センター「日本の法律は関係ないと主張する海外マルチ事業者とのトラブル―契約先は海外⁉人を紹介
すれば儲かると言われたのに…―」（2017年６月15日公表）

図表Ⅰ-1-3-18 CCJが受け付けた相談の商品・サービス類型別割合

（備考） 1． 2013～2017年にCCJが受け付けた相談。
2． 2015年は 4～ 5月に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。
3． 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事業者所
在国別にみると、2017年は「所在国不明」
が1,552件（38.4％）で、最も多くなってい
ます。「所在国不明」が最も多いのは、
2014年から2017年までの４年連続です（図
表Ⅰ-1-3-19）。事業者所在国が判明してい
る中では、「米国」が709件で最も多く、以

下「中国」（261件）、「英国」（218件）、「キ
プロス」（133件）、「香港」（131件）と続き
ます。上位３か国の占める割合は29.4％に
低下し、事業者所在国は多様化しています。

事業者所在国別にトラブル類型の内訳を
みると、「詐欺疑い28」のトラブルは「所
在国不明」であることが多く、事業者所在
国が判明しているトラブルでは「解約」の
トラブルが占める割合が高くなっています
（図表Ⅰ-1-3-20）。

事業者所在国は多様化が進む

28�）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。

図表Ⅰ-1-3-19 CCJが受け付けた事業者所在国別相談件数割合の推移

（備考） 1． 2013～2017年にCCJが受け付けた相談。
2． 2015年は 4～ 5月に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。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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CCJが受け付けた相談を決済手段別にみ
ると、2017年は「クレジットカード」が3,096
件（76.6％）と最も多くなっています。ト
ラブル類型別に推移をみると、2013年はト
ラブル類型によって主な決済手段が異なっ

ていましたが、2017年には全ての類型にお
いて「クレジットカード」が主な決済手段
になっています（図表Ⅰ-1-3-21）。主な相
談内容をみると、トラブル類型が「解約」
の相談では、2016年に引き続き、偽警告に
誘導されて購入したウイルス対策ソフトの
解約に関する相談が多くなっています。

決済手段は主に「クレジットカード」

図表Ⅰ-1-3-20 CCJが受け付けた事業者所在国別―トラブル類型別の相談割合（2017年）

（備考） 1． 2017年にCCJが受け付けた相談。
2． 「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。
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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） 1． 2013～2017年にCCJが受け付けた相談。
2． 2015年は 4～ 5月に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。
3． 「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。
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本節では、2017年を中心として最近目立つ消費生活相談や、消費者トラブル等を紹介し
ていきます。

2017年は、架空請求に関する相談件数が
15.9万件と、前年から倍増し、2007年以降
で最多となりました（図表Ⅰ-1-3-1参照。）。
消費生活相談件数全体においても、架空請
求に関する相談が17.5％を占めています。

相談の内訳をみると、例年は「デジタル

コンテンツ」に関する相談が大半を占めて
いるのに対し、2017年は、「商品一般」に
関する相談件数が、前年の約12倍に急増し、
架空請求に関する相談の４割を占めていま
す（図表Ⅰ-1-4-1）。これは、後述するよ
うに、法務省等をかたる架空請求のはがき
に関する相談が多数寄せられたためです。
「デジタルコンテンツ」に関する相談件

数は増加しており、実在する有名事業者等
をかたる電子メールやSMS29を用いた架空
請求の相談件数が約２割を占めていま
す30, 31, 32, 33。

最近注目される消費者問題第 ４節

（ １）架空請求に関する相談の急増

架空請求に関する相談件数が急増

29）メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。
30 ）国民生活センター「心当たりのないメール・SMSには反応しないで！―“迷惑メール”に誘導されてトラブルに⁉―」

（2017年７月６日公表）

図表Ⅰ-1-4-1 架空請求に関する消費生活相談件数

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
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2017年は、架空請求のはがきに関する相
談が5.6万件寄せられました。その具体的
な内容は、「法務省を名乗る差出人から『総
合消費料金に関する訴訟最終告知のお知ら
せ』等と題したはがきが届いた。身に覚え
はないが、不安。財産を差し押さえられて
しまうのか」などというものです。「法務
省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務
省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務
省管轄支局訴訟管理事務局センター」、「法
務省管轄支局民間訴訟告知管理センター」
などと法務省等国の機関をかたって消費者
を信用させ、過去に利用した業者への未払
いがあると思わせ、それに関して「財産を
強制的に差し押さえる」などと不安にさせ
た上で、「訴訟の取り下げについて相談す
る」などと本人からの連絡を誘導するもの
となっています（図表Ⅰ-1-4-2）。相手と
連絡し「最終的にコンビニでプリペイド
カードを購入し、お金を支払ってしまった」
との相談も寄せられています。

このようなはがきによる架空請求に関す
る相談は2017年３月下旬から増加し始めま
した。属性をみると、60歳代女性の相談件
数が全体の半数を占め、50歳代以上の中高
年女性の相談件数が約９割と大半を占めて
います。（図表Ⅰ-1-4-3）。相談の状況から
は、こうしたはがきは、短期間に集中して
特定の地域に送付される傾向があり、何ら
かの名簿等に沿って送付されていると考え
られます。

中高年層から、法務省等をかたる架
空請求のはがきに関する相談が急増

31 ）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）

32 ）消費者庁「SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等
をかたる架空請求」に関する注意喚起」（2017年11月14日公表）

33 ）消費者庁「SMSを用いて未納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架空請求」に関
する注意喚起」（2017年12月22日公表）

図表Ⅰ-1-4-2 法務省等をかたる架空請
求のはがき（例）

（出典）  法務省ウェブサイト

図表Ⅰ-1-4-3
架空請求のはがきに関す
る消費生活相談（性別・
年齢層別・2017年）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018
年 3 月31日までの登録分）。

2． 「その他」は「団体等」、「不明」、「無回答（未入力）」
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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消費者に対しては、こうしたはがきが届
いても、決して慌てて相手に連絡したり、
お金を支払ったりせず、不安な場合には消
費生活センター等に相談しましょう、と注
意喚起が実施されています34, 35。

架空請求に関する相談が急増したことは
これまでもありました。2002年度から急増
し、2004年度には67.6万件にも上りました
（図表Ⅰ-1-3-1参照。）。これは、架空請求
を送付している者（事業者）が、普及し始
めた電子メールという安価で容易な手法に
目をつけ、不特定多数へ大量に送付したこ
とによります。ピーク時の2004年度には、
「個体識別番号」と称して携帯電話会社名
や端末の機種名、製品型番、製造番号等を
表示し、個人情報を入手したかのように装
う手口などが目立ちました。

架空請求が社会問題化して以降、再発防
止策が講じられてきていますが、架空請求
を抜本的に防ぐ手段は難しく、消費者が自
衛できるよう注意喚起を実施しています。
大半の消費者は、架空請求と理解した請求
については無視するという対応をしている
と思われますが、消費者の不安をあおる新
たな手口が出てくると、再度相談件数が急
増する傾向がみられます。2017年も、はが
きというここ数年主流ではなかった手段が
用いられ、住所と氏名を知られている、と
いうことが、消費者の不安をあおり、相談
件数の急増につながったと考えられます。

架空請求に関する相談について、相談時
点での支払状況をみると、相談時点の既支
払額が１円以上である相談の割合は、例年
低く、2017年は1.9％となっています（図
表Ⅰ-1-4-4）。相談１件当たりの既支払額
は、2017年は7,982.3円と２年連続で前年よ
り減少し、2010年以降で最低額となりまし
た。架空請求に関する相談のほとんどは、
請求を受けた消費者が実際に相手方に連絡
したり支払ったりする前に対処方法の確認
や相談をしているものであり、消費者が消
費生活センター等に相談することが、金銭
的被害の未然防止につながっていると考え
られます。

また、最近では、架空請求における支払
手段として、仮想通貨購入用の口座が利用
される手口に関する相談が寄せられていま
す36。この手口では、消費者は、架空請求
事業者の指示どおりにコンビニにある端末
を操作し、支払番号を入力しますが、これ
は、架空請求事業者に利用されている仮想
通貨購入用の口座にコンビニから入金する
ための番号です。端末から出る用紙を持っ
てレジで代金を支払うと、当該口座に入金
されます。架空請求事業者は、入金後すぐ
に仮想通貨に交換し、別口座に送金してい
ることが多く、被害を取り戻すのは非常に
困難です。

過去の架空請求との違い

相談時点で既に支払済みの相談は
少ない

34 ）国民生活センター「「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください！」（2017年５月１日公表）
35 ）消費者庁「法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関す

る注意喚起」（2018年４月27日公表）
36 ）国民生活センター「コンビニ払いを指示する架空請求にご注意！第２弾―新たな手口として仮想通貨購入用の口

座が詐欺業者に利用されています―」（2017年６月29日公表）
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SNSが何らかの形で関連している消費生
活相談は引き続き増加傾向にあります。
2017年も前年を大きく上回る1.4万件の相
談が寄せられ、消費生活相談全体の1.5％
を占めました（図表Ⅰ-1-4-5）。年齢層別
にみると、20歳代が最も多く、20歳代の相
談のうち5.8％はSNSが何らかの形で関連
しています。若者の相談件数全体は減少傾
向にある一方で、SNSが何らかの形で関連
している相談の件数は増加傾向にあり、若

者はSNSの利用頻度が高いことが影響して
いると考えられます。また、2017年の相談
件数を2013年と比較すると、全体件数では
3.0倍に増えたところ、50歳代、60歳代、
70歳以上の各年齢層ではそれぞれ４倍を超
えており、中高年層の相談件数が大きく増
えています。

具体的な相談内容は多岐にわたります
が、例えば、後述するようなSNS上の広告
を見て「お試し」のつもりで商品を購入し
たところ、定期購入になってしまったとい
うトラブルなどがあります。また、20歳代
以下の若い年齢層などでは、SNSで知り
合った友人から誘われたことをきっかけに
マルチ取引等に巻き込まれたといった相談
も寄せられています。

（ ２）インターネットや情報通信に関連するトラブル

SNSをきっかけとした相談は引
き続き増加傾向

図表Ⅰ-1-4-4 架空請求に関する消費生活相談（相談時点の支払状況）

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
2． その他は「既支払額 0円」、「無回答（未入力）」
3． 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。

98.1 97.5 96.0 97.5 97.8 98.3 97.3 97.0 98.1

1.9 2.5 4.0 2.5 2.2 1.7 2.7 3.0 1.9

5,807.5

14,066.1 14,345.1 14,422.2

10,824.7
9,757.6

11,345.7
10,123.0

7,982.3

2017
（年）

20162015201420132012201120102009
0

100
（％）

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

16,000
（円）

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

既支払額１円以上（左目盛り） その他（左目盛り） 平均既支払額（右目盛り）

50



商品を「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トラブルに関する
相談件数は、2016年に急増しましたが、2017
年は前年を更に上回りました（図表Ⅰ-1-4-
6）。また、2016年までは、契約当事者の８
割以上が女性でしたが、2017年は、筋肉増
強サプリメント等男性向け商品が増えたこ
とから男性の割合が23.9％に伸びています。

相談内容をみると、「１回目90％OFF」、
「初回実質０円（送料のみ）」など通常価
格よりも低価格で購入できることを強調し
た広告をSNS等で見た消費者が注文するこ
とが多くなっています。こうした広告では、
「４か月以上の継続が条件」、「定期購入期
間中は解約できない」など低価格で購入す

るための条件や支払総額などの契約内容
が、他の情報より小さい文字で表示されて
いたり、別のページに表示されていたりす
るなど消費者が認識しづらい場合が多く
なっています。また、消費者が「解約したい」、
「問い合わせたい」と思っても、「何度事
業者に電話をかけても通話中でつながらな
い」という相談も多く寄せられています37。

こうしたトラブルの増加に対して、2017
年12月１日から施行された改正後の特定商
取引に関する法律施行規則（昭和51年通商
産業省令第89号）では、定期購入契約に関
する表示義務の追加・明確化がなされ、通
信販売の広告やインターネット通販におけ
る申込み・確認画面上には、定期購入契約
であることや、金額（支払代金の総額等）、
契約期間その他の販売条件を表示すること
が義務化されました（同施行規則第８条第

「お試し」定期購入に関する相談
件数が増加

37 ）国民生活センター「「お試し」のつもりが「定期購入」に⁉第２弾―健康食品等のネット通販では、契約内容や
解約条件をしっかり確認しましょう―」（2017年11月16日公表）

図表Ⅰ-1-4-5 SNSが何らかの形で関連している消費生活相談件数

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
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７号）。インターネット通販における具体
的なケースについては、ガイドライン38に
例示され、例えば、申込みの最終画面上に
おいて、定期購入契約の主な内容の全てが
容易に認識できないほど、その一部が離れ
た場所に表示されている場合は「顧客の意
に反して売買契約の申込みをさせようとす
る行為」として禁止される行為に該当する
おそれがあるとされました。

インターネットを通じて電子的に取引さ
れる、いわゆる仮想通貨をめぐるトラブル
に関する相談件数が増加し続けており、

2017年の相談件数は2016年の約3.5倍とな
りました（図表Ⅰ-1-4-7）。

仮想通貨に関する消費生活相談の内容を
みると、仮想通貨の交換と関連付けた投資
や利殖をうたう詐欺的なトラブルが典型的
です39。具体的には、「知人から『半年で
価値が３倍になり、販売元が全て買い取る』
と言われて売却利益を目的に仮想通貨を購
入したが、言われたとおりに買い取っても
らえず、支払ったお金も戻ってこない」な
どというものです40, 41。また、仮想通貨の
取引について、購入・売却・送金等の確認
ができない、解約・返金したいができない・
手続が進まない、こうした事態について事
業者に問い合わせても対応が悪い、当初の
説明と違う等の相談が寄せられています。

仮想通貨をめぐるトラブルの増加

38 ）消費者庁 「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」
（2017年11月１日改正）

39 ）金融庁・消費者庁・警察庁「仮想通貨に関するトラブルにご注意ください！」（2017年９月29日公表）
40 ）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）
41 ）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）

図表Ⅰ-1-4-6 「定期購入」に関する消費生活相談件数

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
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口座に不正にアクセスされて仮想通貨が第
三者に送金されたといったセキュリティに
関するトラブルについての相談もみられま
す。

仮想通貨は、円やドルなどの法定通貨と
異なり、国家やその中央銀行によって発行
され、その価値が保証されているものでは
ありません。仮想通貨の価格変動は大きく、
急落することや、無価値になるリスクもあ
ります。さらに、サイバーセキュリティに
関するトラブルも発生しています。仮想通
貨を利用する際は、金融庁・財務局の登録
を受けた事業者であるかを確認し、取引す
る内容やリスク等をよく理解してから行っ
てください。取引中は、自分が行った取引
の履歴や残高について随時確認するなどの
注意を払う必要があります42。

最近の消費者トラブルの特徴として、消
費者が事業者から物やサービスを「買う」
場面ではなく、消費者が事業者に物やサー
ビスを「売る」場面や消費者同士で物やサー
ビスを売買する場面におけるトラブルが増
加しています。

スマートフォンの普及やシェアリング・
エコノミーの浸透などを背景として、売手
と買手の双方が消費者個人である取引（い
わゆるCtoC取引）市場が拡大してきたこ
とに伴い、個人間売買に関する消費生活相
談が、2014年以降急増しています。中でも、
インターネットオークションやフリマアプ

（ ３）消費者が「売手」となる取引に関するトラブル

個人間売買に関するトラブルの急増

42 ）金融庁「平成29年４月から、「仮想通貨」に関する新しい制度が開始されます。」（2017年４月３日公表）

図表Ⅰ-1-4-7 「仮想通貨」に関する消費生活相談件数

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
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リ・フリマサイトなどインターネットを利
用した取引に関する相談が増加しています
（図表Ⅰ-1-4-8）。相談内容をみると、「購
入したブランド商品が偽物だった」、「購入
した品物が届かない」などの買手側からの
相談だけでなく、「購入者が商品を受け取
らない」、「商品を発送し、配送事業者が配
送済みであることを確認しているが、購入
者が『商品が届かない』と主張して代金を
支払わない」、「購入者が商品の破損などが
無いことを確認した後で落札額を払ったに
もかかわらず、後日、壊れていた、と言わ
れ返金を求められた」など、売手側からの
相談も寄せられています。インターネット
オークションやフリマアプリ・フリマサイ
ト等を利用する際は、トラブルになった場
合には当事者間で話し合って解決すること
が原則となることなど、個人間売買の特徴

を理解し、サイト等の利用規約をよく確認
しておく必要があります43。

「不要になった品物（本、衣類、ゲーム機
など）を買い取ります」といったウェブサ
イトを見て、消費者が商品を梱包して事業
者に送付し、送付後に査定される非対面式
の買取りサービス、いわゆる宅配買取りに
関する相談が急増しています44（図表Ⅰ-1-
4-9）。若い年齢層の相談も多く、2017年の
相談件数のうち42.3％が、30歳代以下です。
相談内容をみると、ウェブサイト上の目安
の買取価格と比べ実際の査定額が著しく低
いことをきっかけにトラブルが発生してお
り、「査定結果に納得がいかず品物の返却

宅配買取りに関するトラブル

43 ）国民生活センター「相談急増！フリマサービスでのトラブルにご注意―個人同士の取引であることを十分理解し
ましょう―」（2018年２月22日公表）

44 ）国民生活センター「宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています！―段ボールひと箱分でも数十円⁉「手
軽に高額査定」のはずが…―」（2017年11月９日公表）

図表Ⅰ-1-4-8 「個人間売買」に関する消費生活相談件数

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
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を希望したところ、送料の負担を求められ
た」、「『査定額０円なので処分にも返送に
も費用が必要』と言われた」、「査定額の連
絡もないまま、非常に低い金額が勝手に振
り込まれていた」などの相談が寄せられて
います。「送付した商品を紛失された」、「問
合せへの返事が来ない」など事業者の対応
に関する相談もみられます。

宅配買取りは、梱包して送付するだけと
いう手軽さの反面、非対面取引であるため
に、買取価格だけでなく査定結果の連絡方
法や振込手続、キャンセルの可否、キャン
セル時の商品の取扱い等の重要な取引条件
や規約が消費者に伝わらずトラブルに至っ
た相談が多く、商品の紛失、汚れなど送付
や宅配プロセスでのトラブルも発生してい
ます。商品を送付してしまった後の交渉は、
商品が手元にないため、消費者にとって不
利になります。また、宅配買取りのサービ

スを行う事業者は、店舗型のリサイクル事
業者等と同じく、古物商として、盗品等の
売買防止などを目的とした古物営業法（昭
和24年法律第108号）の規制は受けますが、
特定商取引法の適用対象ではなく、クーリ
ング・オフ制度はありません。

宅配買取りの利用を検討する際には、売
りたいものが宅配買取りに向いているも
の45であるかどうか考える必要がありま
す。その上で、事業者のウェブサイトや広
告に一見魅力的な買取価格が表示されてい
ても即断せず、他の事業者のウェブサイト
にも目を通すなど、取引条件や規約の内容
をよく確認する必要があります。

45 ）処分したいが廃棄するのはもったいないもの。不向きなものは、思い入れの強いものや自分が売りたい価格が決
まっているもの。

図表Ⅰ-1-4-9 「宅配買取り」に関する消費生活相談件数

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
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高齢者の相談をみると、不要品を整理・
処分しようとした際の訪問購入に関するも
のや、かつて原野商法の被害に遭い所有し
ている山林を整理・処分しようとした際の
原野商法の二次被害に関するものなどが増
加しており、高齢者の「終活」に付け込ん
だ悪質な商法が目立っています。

自宅で購入業者に物品を買い取ってもら

う「訪問購入」46に関する相談が、2015年
以降年8,000件台で推移しています47（図表
Ⅰ-1-4-10）。65歳以上の高齢者の割合が全
体の約６割を占め、そのうち約８割が女性
です。主なトラブルは、「不要品を買い取る」
という勧誘の電話を受けたりチラシ等を見
たりした消費者が、不要品を売却しようと
購入業者に訪問を依頼したところ、来訪し
た購入業者に貴金属を見せるよう強く求め
られ、最終的に貴金属を売却することに
なってしまった、というものです。売却価
格に納得できず、後から、取り戻したいと
思って連絡すると「キャンセル料がかか
る」、「買取りはクーリング・オフできない」、
「紛失した」、「転売した」などと言われ、
取り戻せない、という相談が多くなってい
ます。中には、「担当者が突然1,000円札１
枚を置いて、品物を全部持って車で立ち

（ ４）高齢者が巻き込まれる詐欺的なトラブル

「終活」に付け込んだ悪質な商法
が目立つ

訪問購入に関するトラブル

46 ）特定商取引法の「訪問購入」には該当しないものも含まれる。
47 ）国民生活センター「不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた‼―終活の一環⁉高齢者を中心に訪問

購入のトラブルが発生しています―」（2017年９月７日公表）

 

図表Ⅰ-1-4-10 「訪問購入」に関する消費生活相談件数

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
2． 特定商取引法の「訪問購入」には該当しないものも含まれる。
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去ってしまった」という相談もあります。
「不要品の買取りキャンペーンをしてい

る」などといきなり訪問している例や、購
入業者の名称等を明らかにせず勧誘してい
る例、「衣類を買い取る」と勧誘したり「衣
類の売却」を消費者から依頼されたりして
訪問したにもかかわらず貴金属の売却を求
めるなど当初の依頼と別の物品の売却を求
める例など、特定商取引法で禁止されてい
る行為に関するトラブルもみられます。ま
た、同法では、購入業者は、物品の種類、
購入価格、購入業者の名称、住所等を記載
した書面を交付する必要があります。クー
リング・オフも認められており、消費者は、
クーリング・オフの期間内（８日間）は物品
を引き続き手元に置いておくこともできます
（物品の引渡しの拒絶）。購入業者は、クー
リング・オフに関する記載をした書面の交

付や物品の引渡しの拒絶ができる旨の告知
をしなければなりません（図表Ⅰ-1-4-11）。

原野商法とは、ほとんど無価値で将来の
値上がりの見込みがほとんどない土地を、
値上がりするかのように偽って売りつける
商法です。過去に原野商法の被害に遭い、
土地を所有している人に、「土地を高く買
い取る」などと虚偽の説明で勧誘し、新た
に高額な契約を結ばせる二次被害が増加し
ています48（図表Ⅰ-1-4-12）。2017年の既
支払総額は26.7億円、相談１件当たりの既
支払額も約162万円と高額化しています（図
表Ⅰ-1-4-13）。

相談内容をみると、まず、30～40年前に

原野商法の二次被害に関する相談
が急増

48 ）国民生活センター「より深刻に！「原野商法の二次被害」トラブル―原野や山林などの買い取り話には耳を貸さ
ない！契約しない！」（2018年１月25日公表）

図表Ⅰ-1-4-11 訪問購入のトラブルに注意してください！

消費者庁公表資料（2017年11月15日）
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原野商法の被害に遭った被害者が、不動産
事業者からの電話や訪問で「土地を高く買
い取る」などと勧誘されて契約を結び、「名
義変更費用」、「売却手数料」、「税金対策」
などとして、数十万円から数百万円を支払

います。しかし、実際の契約は原野等の売
却と同時に売却額より高額な新たな原野等
を購入する契約となっており、売却代金な
どは振り込まれず、結果として差額分を支
払うことになります。よって、「土地の売

図表Ⅰ-1-4-12 「原野商法」に関する消費生活相談件数

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-4-13 「原野商法」の「二次被害」に関する既支払総額と相談 1件当たりの既支
払額

（備考） 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。
2． 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。
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却代金が支払われない」、「担当者に電話し
てもつながらない」、「契約書をよく見ると、
土地を売る契約ではなく、別の土地を買う
契約になっていた」との相談が寄せられて
います。また、中には、「当社は同じ被害
に遭った人を救済している。当社と契約す
ればお金を取り戻してあげる」などと、先
のトラブルに重ねての「二次被害」となる
勧誘を受けたとの相談も寄せられていま
す。このような売却勧誘型のトラブルのほ
かに、数十年前に購入した原野等の土地の
管理費を突然請求されたとの相談も寄せら
れています。

事業者は、登記簿や過去の原野の購入者
名簿を見て勧誘していると考えられます。
原野の保有者、山林や別荘を持つ高齢者は、
十分に注意する必要があります。また、「子
どもたちに負の財産を残さないためにも原
野等を手放したい」という高齢者の気持ち
に事業者が付け込んで勧誘を行っているこ
とがあると考えられます。トラブルの未然

防止・早期発見のためには、周囲が高齢者
に寄り添った見守り・声掛けを行うことが
期待されます（図表Ⅰ-1-4-14）。

図表Ⅰ-1-4-14 原野商法の二次被害に注意
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宅配買取りや訪問購入、インターネットオークションやフリマアプリなど、消費者
が、自分ではもう使わないけれどまだ使えるものを処分せずに買い取ってもらおうと
してトラブルに巻き込まれています。不要品を捨てずに他者に譲ったり売ったりして
再び使用できるようにすること（以下「リユース」という。）について、消費者の意
識をみてみます。

①若い世代、女性を中心に、不要品のリユースの経験者が多い。
不要品をリユースに回した経験の有無、今後の意向を尋ねたところ、この３年間に
不要品を「リユースに回したことがある」との回答は37.7％、「回したことはないが
機会があれば検討したい」との回答の割合は10.5％、「リユースに回したことはない」
との回答は51.2％となりました。
過去３年間に「リユースに回したことがある」との回答は、30歳代女性で最も高く
67.3％に上りました。30歳代を中心に若い世代で「リユースに回したことがある」と
回答した人の割合が高く、年齢層が上がるにつれ低くなり、性別でみると、男性より
も女性の方が高くなっています（図表１）。

自分は使わないけれどまだ使えるものの
リユース

C O L U M N 2

【図表１】 不要品のリユースの経験の有無・今後の意向

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは、この 3年間で、不要品をリユースに回し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。
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リユースに回したことはない 無回答
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② リユースに回したい主な理由は、若い世代は「少しでもお金にしたいから」、年齢層
が上がると「もったいなくて捨てられないから」。
過去３年間に不要品を「リユースに回したことがある」又は「回したことはないが
機会があれば検討したい」と回答した人に、不要品をリユースに回したい理由を尋ね
たところ、40歳代以下では「少しでもお金にしたいから」、50歳代以上では「もった
いなくて捨てられないから」と回答した人が最も多くなりました（図表２）。70歳以
上では「リユースは社会的に良いことだから（ゴミを減らせる等）」との回答も多くなっ
ています。

③リユースに回した方法によって、今後の利用の意向が異なる。
過去３年間に不要品を「リユースに回したことがある」と回答した人に、利用した
方法を尋ねたところ、「買取業者（リサイクルショップ等）に行って売る」との回答
が最も多くなりました（図表３）。併せて、トラブルの有無、今後の利用の意向を尋
ねたところ、いずれの方法についても「また利用したい」との回答が大半となり、リ
ユースは消費者が求めているサービスであるといえます。一方で、リユースに回した
方法によって、消費者の意識が異なることが分かりました。例えば、「出張買取り／
訪問買取り」は、「トラブルはなかったが、もう利用したくない」との回答の割合が
他の手段・サービスよりも高く、「トラブルがあり、もう利用したくない」と合わせ
た割合は、28.7％になります。「宅配買取りサービス」も同様の傾向がみられ、これ
らのサービスに不快感を覚えている消費者が多いといえます。一方で、「インターネッ
ト上のフリーマーケットに出品」した人の8.1％、「インターネットオークションに出

【図表２】 不要品をリユースに回したい理由

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは、この 3年間で、不要品をリユースに回したことがありますか。」との問に対し「リユースに回したことがある｣
又は「リユースに回したことはないが機会があれば検討したい」と回答した人を対象とした「あなたが不要品をリユース
に回した（い）理由は何ですか。」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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品」した人の10.7％は「トラブルはあったが、また利用したい」と回答しており、一
定数の消費者が、インターネットを用いたリユースは、トラブルに遭っても利用した
いと考えていることが分かります。

④ インターネット上で出品・出店の場を提供する事業者に、個人情報の確実な管理や
正確な商品説明を期待する人が約８割。
インターネットを用いたリユースは、主に、事業者が提供する出品・出店の場で行
われます。これに関連し、過去１年間にインターネットで物を買ったりサービスの予
約・購入をしたことがある人に、こうした事業者に期待することを尋ねたところ、個
人情報の確実な管理や正確な商品説明などへの期待が約８割と高くなっています。ま
た、購入者に落ち度がないにもかかわらず商品が届かない場合の返金についても
68.7％、苦情の受付やあっせんについても47.6％の人が期待していると回答しました
（図表４）。
インターネット上の出品・出店の場については、この１年でも、「妊娠菌が付いた
などとする米や空の領収書など不適切な出品がされている」、「事業者の出品を禁止し
ているサイトにおいて事業者による出品が疑われる大量の出品がされている」といっ
た指摘がありました。個人間取引においては、出品者と購入者の双方が注意を払うこ
とはもちろんですが、出品・出店の場を提供する事業者には、より一層のサービス改
善が期待されているといえます。

【図表３】 リユースした方法別今後の利用の意向

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは、この 3年間で、不要品をリユースに回したことがありますか。」との問に対し「リユースに回したことがある」
と回答した人を対象とした「この 3年間で、以下の方法で不要品をリユースに回した経験はありますか。」、「『経験あり』
と回答した項目については、トラブルの有無と今後の利用意向について、当てはまるものを 1つお選びください。」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４】出品・出店の場を提供する事業者に期待すること

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． インターネット利用者を対象とした「この 1年間に、以下のインターネットでの行動をどの程度行いましたか。」との問で「物
を買ったり、サービス（ホテル、チケット等）を予約・購入したりする」行動を行ったと回答した人を対象とした「インター
ネットを利用した取引について、あなたは、出品者や出店者等に場を提供している事業者にどのようなことを期待します
か。」との問に対する回答（複数回答）。
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消費者が、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、消費者庁「消
費者意識基本調査」（2017年度）では、｢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
た経験があると答えた人の割合は9.5％と
なっています（図表Ⅰ-１-５-１）。

同様に、2017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50.3％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44.6％でした（図表Ⅰ-１-
５-２）。

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・トラブルについての経験

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･申出する人が減少

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。（ ）内は調査実施時期。
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 1 月）
N = 6,528人

2014年度
（2014年11月）
N = 6,449人

2015年度
（2015年11月）
N = 6,513人

2016年度
（2016年11月）
N = 6,009人

2017年度
（2017年11月）
N = 6,255人

商品の機能・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% 7.2%

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% 3.9%

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% 1.2%

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% 1.2%

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% 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% 0.7%

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

その他の消費者被害の経験 0.7% 1.6% 1.8% 0.9% 1.0%

上記のいずれかの経験があった 8.0% 10.6% 10.9% 7.7% 9.5%
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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・サー
ビスの勧誘や販売を行う販売店、代理店等」
と回答した割合が43.0％と最も高く、次い

で「商品やサービスの提供元であるメー
カー等の事業者」（33.0％）、「家族、知人、
同僚等の身近な人」（28.7％）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。

消費者の多くは販売店に相談や申
出をしている

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。（ ）内は調査実施時期。
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。
3．四捨五入のため、合計は必ずしも一致しない。

（％）
2013年度

（2014年 1 月）
N=580件

2014年度
（2014年11月）
N=613件

2015年度
（2015年11月）
N=659件

2016年度
（2016年11月）
N=489件

2017年度
（2017年11月）
N=597件

相談・申出をした 43.1 51.2 51.7 55.2 50.3

誰にも相談・申出をしていない 53.6 43.2 44.9 37.6 44.6

無回答 3.3 5.5 3.3 7.2 5.2

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。

33.0

28.7

43.0

7.0

0.7

1.3

0.7

3.3

5.3

0.7

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

家族、知人、同僚等の身近な人

2014年度調査
（N＝314、M.T.＝128.0％）

2013年度調査
（N＝250、M.T.＝139.6％）

2015年度調査
（N＝341、M.T.＝134.3％）
2016年度調査
（N＝270、M.T.＝131.9％）
2017年度調査
（N＝300、M.T.＝123.0％）

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

市区町村や消費生活センター等の行政機関の
相談窓口
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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49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」といった項目から算
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くなるものと
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
した消費生活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
齢者に顕著に見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」
の三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

（ 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

49�）消費者庁「消費者意識基本調査」（2017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2017年11月３日から同年
11月30日まで、回収率は62.6％。
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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
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。

　以上の手法により推計したところ、2017
年１年間に支出が発生した消費者被害・ト
ラブルは約1061万件となり、消費者被害・

トラブル額は、「既支払額（信用供与を含
む。）」ベースで約5.3兆円50となりました（図
表Ⅰ-１-５-４）。
　推計した2017年の消費者被害・トラブル
件数は2016年と比較して増加しましたが、
「既支払額（信用供与を含む。）」の平均被
害額は減少しており、約5.2兆円（「既支払
額（信用供与を含む。）」ベース）であった
2016年よりも総額が約0.1兆円増加する結
果となりました。
　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。

２0１7年の消費者被害・トラブル額

50�）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5.3兆円であるが、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4.9～5.7兆円の幅の中にあると推定される。
【ID30002】Ⅰ-1-5-4_○0411_消費者被害・トラブル額の推計結果.xlsx

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、安全性や衛生面に問題があった、②商品の機能・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． 平均金額は、各年の消費生活相談情報（翌年 1月31日までの登録分）に基づき算出。
　　　　 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 2017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 約6.4兆円

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 約5.3兆円

既支払額 約5.4兆円 約5.5兆円 約6.0兆円 約4.7兆円 約5.0兆円
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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、2017年に約295.4兆円で、
経済全体（名目国内総生産（GDP）＝約
546.5兆円）の50％以上を占めています（図
表Ⅰ-1-6-1）。

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-1-6-2）。

消費者の消費活動は、日本の経済社会全
体に大きな影響を及ぼしています。経済社
会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。

消費者を取り巻く環境変化の動向第 ６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

図表Ⅰ-1-6-1 名目国内総生産に占める家計消費等の割合（2017年）

（備考） 1． 内閣府「国民経済計算」により作成。2017年10-12月期 2次速報値（2018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）546.5兆円

民間設備投資
86.2兆円
15.8%

公共投資
27.7兆円
5.1％

民間住宅投資
17.4兆円
3.2％

その他
119.9兆円
21.9％

家計消費
295.4兆円
54.0％

図表Ⅰ-1-6-2 GDPにおける消費支出割
合の国際比較（2016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（2016年）。

3． 日本の消費支出割合は、2016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、
各国の制度に違いある点に留意が必要。

5．米国及び中国は2015年実績。
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家計の支出構造について、総務省「家計
調査」により、2017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・サービスへの支出の構成比をみ
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-1-6-3）。家計の支出
構造の長期的な変化を見ると、モノへの支
出から、サービスへの支出へシフトしてい
ます51。

個人消費は、雇用・所得環境の改善に支
えられて、緩やかに持ち直しています。個
人消費の動向を、内閣府「消費総合指数」
からみると、2017年の個人消費は、緩やか
に持ち直していることが分かります（図表
Ⅰ-1-6-4）。この背景には、景気回復が長
期にわたり、企業収益も好調である中で、
雇用者数が増加し、企業の賃上げにより賃
金も緩やかに増加するなど、雇用・所得環
境が改善していることがあります。内閣府
「総雇用者所得」により、一国全体の雇用
者の所得を表す実質総雇用者所得の動きを
みると、2017年は、緩やかに増加していま
す。

消費者が購入する財・サービスの価格は、
総務省「消費者物価指数」によると、2017
年の後半以降、緩やかに上昇しています（図
表Ⅰ-1-6-5-（1））。

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10
月以降は前年比プラスで推移しています
が、2017年11月以降は生鮮野菜の価格高騰
により上昇幅が拡大しました（図表Ⅰ-1-
6-5-（2））。

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、2017年は前年比プ
ラスで推移しました。これは、原油価格の
上昇などを背景に、エネルギー価格が上昇

家計の支出の ４割超がサービスへ
の支出

20１7年の個人消費は、緩やかに持
ち直している

20１7年の消費者物価は、生鮮野菜
の価格高騰等により上昇

51）消費者庁「平成26年版 消費者白書」第１部第３章第１節 図表3-1-3参照。

図表Ⅰ-1-6-3 財・サービス支出の内訳
（2017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。2017年の 1 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）
4.1％

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）

7.2％

住居
5.5％

通信
5.0％
教育
4.3％

自動車関係
3.2％

保健医療
2.8％交通

2.2％
その他（サービス）

7.0％

保健医療
2.3％

家具・家事用品
3.9％ 

被服及び履物
4.2％

自動車関係
5.0％ 

光熱・水道
8.4％ 

食料
25.3％ 

外食
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図表Ⅰ-1-6-5-⑴ 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。

（2015年＝100）

（月）
（年）

総合 生鮮食品を除く総合
生鮮食品及びエネルギーを除く総合

96

97

98

99

100

101

102

2014 2015 2016
7 101 247 101 47 101 47 101 4

2017 2018

（ 1 ）消費者物価指数の動向

図表Ⅰ-1-6-5-⑵ 消費者物価指数の動向

（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。

－1.0
－0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
（％）

（月）
（年）

総合 生鮮食品を除く総合
生鮮食品及びエネルギーを除く総合

2014 2015 2016
7 101 247 101 47 101 47 101 4

2017 2018

（ 2 ）消費者物価指数（前年同月比）の動向

図表Ⅰ-1-6-4 消費総合指数と実質総雇用者所得の動向

（備考） 1． 内閣府「消費総合指数」及び「総雇用者所得」により作成（2018年 3 月末時点）。
2． 消費総合指数、実質総雇用者所得ともに季節調整値。

95

115
（2011年＝100）

110

105

100

消費総合指数 実質総雇用者所得

2014 2015
1 4 107 1 4 107

2016
1 4 107

2017 2018
1 14 107 （月）

（年）
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したことが要因と考えられます。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、2017年３月まで
前年比プラス幅が縮小傾向にありました
が、2017年７月以降はやや拡大傾向で推移
しました。これは、人件費や物流費の増加
等による価格の値上げが目立ったことが要
因と考えられます。

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）をみる
と、エネルギーの寄与度は、2017年２月に
プラスに転じ、プラス幅が拡大しました（図
表Ⅰ-1-6-5-（3））。産油国間における生産
調整の期間が延長されたことで、原油調達
価格が上昇したことなどが原因と考えられ
ます。

食料品の寄与度については、2017年10月
にマイナスに転じましたが、12月以降は再
びプラスに転じています。

生鮮野菜の価格は、2016年に続き2017年
も後半にかけて上昇しました（図表Ⅰ-1-
6-6）。これは８月の悪天候や10月の台風と
長雨の影響から、多くの産地で生育の遅れ
が生じたためです。

一般的に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、ガソリン店頭価格の推移
は、原油価格の動向に影響を受けています。

2016年４月以降、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-1-6-
7）。これは、2016年10月の石油輸出国機構
（OPEC）の生産調整などの影響ですが、
2017年11月に生産調整期間を延長すること
が決定されたことから、ガソリンの店頭価
格は引き続き上昇傾向で推移しています。

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。物価モニターに、１年後の物価
について聞いたところ、「上昇すると思う」
と回答した人の割合は、2015年８月以降は
減少傾向となり、2016年９月には54.5％ま
で減少しましたが、その後増加に転じ、直
近の2018年３月には77.8％まで拡大してい
ます（図表Ⅰ-1-6-8）。
「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

生鮮野菜の価格は20１7年も後半に
かけて上昇

ガソリンの店頭価格は20１7年も上
昇傾向

物価モニターの １年後の物価上昇
期待は拡大傾向

図表Ⅰ-1-6-5-⑶ 消費者物価指数の動向

（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。

（％）

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 1 4 7 10 1 24 7 10
2014 2015 2016 2017 2018

（ 3 ） 消費者物価指数（総合）の項目別寄与度（前
年同月比）
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図表Ⅰ-1-6-7 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The World Bank Commodity Markets 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。

2,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

（円/バレル） （円/１リットル）

100.0

150.0

140.0

130.0

120.0

110.0

160.0

170.0

741 10741 10741 10 3（月）
（年）

1 4 7 10 1
2012 2013 2016 2017 20182014

741 10 741 10
2015

ドバイ原油価格（左目盛り）
店頭ガソリン価格（右目盛り）

消費税増税

図表Ⅰ-1-6-6 消費者物価指数（生鮮野菜）の動向

（備考）  総務省「消費者物価指数」により作成。
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図表Ⅰ-1-6-8 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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2015年２月調査（N＝1,609人）
2015年４月調査（N＝1,755人）
2015年５月調査（N＝1,718人）
2015年６月調査（N＝1,753人）
2015年７月調査（N＝1,718人）
2015年８月調査（N＝1,669人）
2015年９月調査（N＝1,700人）
2015年10月調査（N＝1,666人）
2015年11月調査（N＝1,829人）
2015年12月調査（N＝1,850人）
2016年１月調査（N＝1,829人）
2016年２月調査（N＝1,834人）
2016年３月調査（N＝1,816人）
2016年４月調査（N＝1,863人）
2016年５月調査（N＝1,846人）
2016年６月調査（N＝1,890人）
2016年７月調査（N＝1,879人）
2016年８月調査（N＝1,844人）
2016年９月調査（N＝1,852人）
2016年10月調査（N＝1,803人）
2016年11月調査（N＝1,854人）
2016年12月調査（N＝1,842人）
2017年１月調査（N＝1,853人）
2017年２月調査（N＝1,845人）
2017年３月調査（N＝1,836人）
2017年４月調査（N＝1,928人）
2017年５月調査（N＝1,912人）
2017年６月調査（N＝1,896人）
2017年７月調査（N＝1,911人）
2017年８月調査（N＝1,868人）
2017年９月調査（N＝1,897人）
2017年10月調査（N＝1,885人）
2017年11月調査（N＝1,890人）
2017年12月調査（N＝1,879人）
2018年１月調査（N＝1,871人）
2018年２月調査（N＝1,867人）
2018年３月調査（N＝1,853人）
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いた結果を加重平均したところ、調査を始
めた2014年12月以降は上昇期待が縮小傾向
となっていましたが、2017年４月以降、拡
大傾向に転じています（図表Ⅰ-1-6-9）。
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拡大傾向となっ
ています。

2017年11月調査にて、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、「ガソリン・灯油」、「生
鮮食品」、「食料品（生鮮食品を除く）」と
回答した割合がそれぞれ２割超となりまし
た（図表Ⅰ-1-6-10）。いずれも日常生活の
必需品で、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と考えられま
す。物価の基調の動きをみるときには、変
動の大きい、生鮮食品やエネルギーを除い
た価格の動きをみるのが一般的ですが、一
方で、食料品やエネルギー関係の価格で物
価の変動を感じる消費者も多く、これらの
個別の価格の変動が消費行動にも影響を及
ぼしている可能性が考えられます。

消費者が一番物価の変動を感じる
のは、ガソリン、生鮮食品、食料品

図表Ⅰ-1-6-9 消費者が予想する 1年後
の期待インフレ率の推移

（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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【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-1-6-11）
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４月以
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 52。

図表Ⅰ-1-6-11 物価モニター調査対象品目（2015年 4 月以降）

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（クリーニング）、理髪代又はカット代、
中華そば（ラーメン）

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

図表Ⅰ-1-6-10 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。」との問に関する回答。
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1.1

0.5

0.5

0.6

0.3

0.1

2016年11月調査（N＝1,854人）
2017年11月調査（N＝1,890人）
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情報通信技術（ICT）は、消費生活の様々
な場面で利用されています。個人のイン
ターネット利用状況53は、総務省「通信利
用動向調査」によると、2016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Ⅰ-1-6-12）。

また、2010年末と2016年末とを比較する
と、2016年末の６歳から12歳の利用率は
82.6％となり、2010年末の65.5％から17.1
ポイント上昇しています。さらに、60歳代、
70歳代の増加幅はそれぞれ11.3ポイント、
14.4ポイント、80歳以上では3.1ポイントと
なっており、高齢者層のインターネットの
利用も増えていることが分かります。

このように日常生活でのインターネットの
利用が、あらゆる年齢層で浸透しています。

同様に、スマートフォンを含む携帯電話
を保有している割合をみると、2016年末に
は全体で８割以上になっています（図表Ⅰ
-1-6-13）。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、
56.8％が保有しており、スマートフォン以
外の携帯電話の保有率（26.8％）の約２倍
となっています。

スマートフォンの保有状況を年齢層別に
みると、2016年末で20歳代が94.2％、30歳
代が90.4％、13歳から19歳が81.4％と若い
年齢層で保有率が高くなっています。

また、2014年末から2016年末にかけて、
スマートフォンの保有率は全ての年齢層で
上昇しています。増加幅は、50歳代が23.5
ポイント、60歳代が17.2ポイント、40歳代
が15.3ポイント、６歳から12歳が13.3ポイ
ントと、中高年層と６歳から12歳の層でス
マートフォンの利用が急速に広がっている

（ 2）ICTの利用が進む消費生活

インターネット利用の拡大が進む

全世代でスマートフォンの保有率
が増加

図表Ⅰ-1-6-12 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」（世帯構成員編）により作成。
2． 過去 1年間のインターネット利用経験（無回答を除く割合）。
3． 利用目的等は、個人的な利用、仕事上の利用、学校での利用等あらゆるものを含む。

20.3

78.2
65.5

95.6 97.4 95.1 94.2
86.6

64.4

39.2

0

100
（％）

40

20

60

80

全体 ６～12歳 13～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

2016年末（N＝40,297）
2010年末（N＝59,346）

83.5
82.6

98.4 99.2 97.5 96.7 93.0

75.7

53.6

23.4

53）利用目的等は、個人的な利用、仕事上の利用、学校での利用等あらゆるものを含む。
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ことが分かります。
幅広い年齢層でスマートフォンの利用が

進んでおり、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。

この１年間に、インターネットを使った
行動をどの程度行ったのかについて、消費
者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）
によると、利用した経験があるという割合
（「ほぼ毎日」＋「週に２、３回」＋「週
に１回」＋「月に２、３回」＋「それ以下」。）

は、「ブログやウェブサイトを見る」が
89.7％と最も高く、次いで「友人・知人と
メールやSNSで連絡を取り合う」が89.1％
となっています（図表Ⅰ-1-6-14）。

多くの人がインターネットを情報収集や
コミュニケーションのツールとして利用し
ていることがうかがえます。

インターネットで行っていること

図表Ⅰ-1-6-13 年齢層別携帯電話保有率

（備考） 1． 総務省「通信利用動向調査」（世帯構成員編）により作成。
2． 「その他携帯電話」は、「携帯電話（スマートフォン、PHSを含む）」から「スマートフォン」を引いた数値。
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28.3

26.8

11.8
11.3

15.1

8.8
6.3

5.7

6.7
5.0
3.4
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10.8
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56.8
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44.7
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56.8

20.5
31.8
33.8

71.7
79.3
81.4

88.9
92.9
94.2

79.0
86.2

90.4

64.6
74.8

79.9

42.5
56.9

66.0

16.2
28.4

33.4

5.3
9.2

13.1

1.2
1.9
3.3

73.7 
81.4 

83.6 

32.3 
43.1 

48.9 

80.5 
85.6 

87.1 

95.6 
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97.6 

93.2 
97.0 
97.3 

90.5 
95.1 
96.0 

85.5 
92.9 

95.5 

71.6 
85.2 
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51.0 
65.1 

70.3 

25.7 
32.8 

37.5 

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

2015年末
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同様に「消費者意識基本調査」（2017年度）
によると、この１年間に、インターネット
で「物を買ったり、サービス（ホテル、チ
ケット等）を予約・購入したりする」こと
（以下「ネットショッピング」という。）
をしたという割合は、77.1％となっていま
す（図表Ⅰ-1-6-14）。

年齢層別にみると、20歳代以上では、若
い層ほどネットショッピングを経験してい
る割合が大きく、行っている頻度も高い傾
向にあります（図表Ⅰ-1-6-15）。また、10
歳代後半では６割を超える人が、70歳以上
も約５割の人が、それぞれネットショッピ
ングの経験があると回答しており、ネット
ショッピングが幅広い年齢層に普及してい
ることがうかがえます。

経済産業省「電子商取引に関する市場調
査」によると、日本の消費者向け電子商取
引の市場規模は年々拡大しています。2016
年のBtoC取引（事業者から消費者に商品・
サービスを提供する取引）の市場規模は推
計で15.1兆円と、2012年の9.5兆円から1.5
倍以上となっており、消費者がインター
ネットを利用する取引は拡大傾向が続いて
います（図表Ⅰ-1-6-16）。

電子商取引市場での取引金額を分野別に
みると、物販系分野の取引金額は2016年に
8.0兆円となり、物販系分野の内訳が公表
され始めた2013年以降、過半を占める傾向
が続いています。

ネットショッピングの利用 インターネットを利用する取引は
年々増加

図表Ⅰ-1-6-14 インターネットでの行動

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． インターネット利用者を対象とした「この 1年間に、以下のインターネットでの行動をどの程度行いましたか。」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。

1.3

1.2

1.9

0.8

2.6

2.6

9.0

9.7

39.0

22.0

48.1

70.6

8.7

11.0

18.7

41.6

29.6

15.8

4.1

7.8
3.5

23.4

6.6

6.3

6.0

7.4
3.3

7.1

4.6

2.6

13.3

19.1

8.1

3.2

4.5

1.1

57.5

43.8

25.4

1.8

3.9

1.0

0 100
（％）

80604020

インターネット
バンキングを使う

知り合い以外も含めて
多くの人に情報発信する

物を買ったり、サービスを
予約・購入したりする

オンラインゲーム・
ソーシャルゲームをする

友人・知人とメールやSNSで
連絡を取り合う

ブログやウェブサイトを見る

（N＝4,389） 89.7

89.1

59.1

77.1

49.3

26.8

ほぼ毎日 週に２、３回 週に１回 月に２、３回 それ以下 経験なし 無回答
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図表Ⅰ-1-6-15 ネットショッピング経験の割合（年齢層別）

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． インターネット利用者を対象とした「この 1年間に、以下のインターネットでの行動をどの程度行いましたか。」との問で、「物
を買ったり、サービス（ホテル、チケット等）を予約・購入したりする」との項目に対する回答。

3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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37.6
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43.9

35.1

18.8

34.9

33.9

26.6
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12.5

9.2
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8.6

11.7

8.1

7.0

3.7
2.2

1.4

4.2

3.9

3.9

3.6
1.9

1.2

1.8

5.2
2.3

1.6

1.1

0.3

1.8

0 100
（％）

80604020

70歳以上

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代後半

ほぼ毎日 週に２、３回 週に１回 月に２、３回 それ以下 経験なし 無回答

65.2

92.8

89.4

83.2

76.7

62.3

49.5

図表Ⅰ-1-6-16 消費者向け電子商取引の市場規模の推移

（備考） 1． 経済産業省「電子商取引に関する市場調査」により作成。
2． 日本のＢtoＣ電子商取引の市場規模推計。
3． （ ）内の数値は構成比。四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
4． 2012年は分類が異なるため、合計のみ記載。
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家計におけるネットショッピングの支出
について、総務省「家計消費状況調査」を
みると、2017年にネットショッピングを利
用した月平均支出額は１世帯当たり9,307
円となっています。

月平均支出額9,307円の内訳をみると、
「旅行関係費（宿泊料、運賃、パック旅行
費）」が21.6％と最も高く、次いで「食料（食
料品、飲料、出前等）」が13.2％、「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」が12.7％と続
きます（図表Ⅰ-1-6-17）。

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。

最近注目されている消費者問題の一つと
して、売手と買手の双方が消費者個人であ
る取引（CtoC取引）に関するトラブルの
急増が挙げられます。中でも、インターネッ
トオークション（フリマアプリ・フリマサ
イトを含む。）などインターネットを利用
した取引に関する相談が増加しています
（本章第４節参照。）。

経済産業省の調査報告54によると、まず、
CtoCのインターネットオークションは、
2000年代初頭から利用が拡大し、2016年の
市場規模は3458億円と推計されています。
これは、BtoCを含めたインターネットオー
クション市場全体の30％以上を占めます。

このうち、フリマアプリ・フリマサイト
での取引について、同報告によると、フリ
マアプリ（ここでは、インターネット上の
仮想のフリーマーケット内で、個人同士が
衣料品や雑貨等を自由に売買可能なスマー
トフォン専用のアプリケーションソフト
ウェア（アプリ）、もしくは仮想のフリー
マーケット取引市場の総称を指します55。）
の市場規模は、2016年１年間で3052億円と
推計されています。さらに、フリマアプリ
は、初めて登場したとされる2012年から数
年で、大きな市場に発展し、今後も拡大傾
向にあると予測されています。

個人間売買に関する消費生活相談が増加
している背景には、こうしたインターネッ
トを通じて行われる個人間取引の急速な拡
大があると考えられます。

幅広い商品やサービスの購入に
ネットショッピングを利用

インターネットを通じて行われる
個人間取引の市場規模

54）経済産業省「電子商取引に関する市場調査」（2016年度）（2017年４月）
55）前掲注54参照。

図表Ⅰ-1-6-17
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（総世帯）」（2017年）
により作成。

2． インターネットを利用した 1世帯当たり 1か月間
の支出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。

旅行関係費
（宿泊料、運賃、
パック旅行費）

21.6％

食料
（食料品、

飲料、
出前等）
13.2％

その他
13.9％

保健・医療
・化粧品

8.2％

衣類・履物
10.5％ 

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
12.7％

家電・家具
9.3％

贈答品
4.3％

保険
3.8％

自動車等
関係用品

2.6％

ネットショッピング
を利用した１か月の

支出額：9,307円
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総務省「社会生活基本調査」（2016年）
によると、１日のうち、スマートフォンや
パソコン等の情報通信機器を使っている時
間56は、週全体の平均（月曜から日曜まで
の曜日別結果の平均）で、「１-３時間未満」
の人が23.3％、「１時間未満」の人が19.5％
となっています（図表Ⅰ-1-6-18）。

また、年齢層別にみると、10歳代後半と
20歳代では「３時間以上」（「３-６時間未満」
＋「６-12時間未満」＋「12時間以上」。）と
いう人が４割を超えており、他の年齢層に
比べて使用時間が長い傾向がみられます。

さらに、インターネットを12時間以上使用
すると回答した人の割合が、10歳代後半で
は4.5％、20歳代では5.1％となっており、特
に若い世代では、日常生活の多くの時間を
インターネットに接して過ごしている様子
がうかがえます。

幅広い年齢層の消費者が日常生活にイン
ターネットを利用していることに伴い、ト
ラブルも生じています。

消費者庁「消費者意識基本調査」（2017
年度）によると、インターネットを利用し

インターネットを使っている時間

インターネットでの架空請求等の
トラブル経験と対応の状況

56）学業、仕事以外の目的で使用した場合。

図表Ⅰ-1-6-18 スマートフォンやパソコン等の使用時間構成比（年齢層別）
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80604020

70歳以上

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

15―19歳

全体

10―14歳

12時間以上 ６―12時間未満 ３―６時間未満
１―３時間未満 使用しなかった１時間未満

（備考） 1． 総務省「社会生活基本調査（調査票A 生活時間に関する結果）」（2016年）により作成。
2． スマートフォン・パソコンなどの学業、仕事以外の目的での使用の有無及び使用時間別人数の割合（月曜から日曜までの曜
日別結果の平均）。

3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ている時に、利用したつもりのない有料動
画サイト等の請求や不審なメールを受け取
るなどのいずれかのトラブル経験がある人
は、62.6％でした（図表Ⅰ-1-6-19）。経験
したトラブルは、多い順に、「利用したつも
りのない有料動画サイト等の請求に関する
メール等を受け取った」（41.9％）、「インター
ネット閲覧中に、突然『端末からウイルス
を検出しました』、『今すぐアップデートが
必要』等の警告画面が表示された」（37.3％）、
「インターネット閲覧中に、利用したつも
りのない有料動画サイト等の請求画面が表
示された」（25.1％）となっています。

さらに、このような架空請求や不審な
メールに対して、どのような対応をしたか
と聞いたところ、いずれのトラブルについ
ても、「無視した」という回答の割合が７
割以上を占めました（図表Ⅰ-1-6-20）。一

方で、更なるトラブルに発展しかねない対
応と考えられる「指示に従ったり、発信元
に問い合わせたりした」という回答の割合
は、いずれの経験でも１～２％程度でした。

「芸能人・有名人をかたった怪しいメール」
のように、不審だと明らかに思える度合い
の強いものについては９割の人が無視して
いますが、「警告画面の表示」のように真
偽に迷うものや危機感をあおるようなもの
については、「無視した」割合は75.8％と
相対的に低く、「指示に従ったり、発信元
に問い合わせたりした」割合が2.4％と相
対的に高くなっています。
「インターネットで対応策を調べた」とい

う割合が、「警告画面の表示」（20.7％）、「請
求画面の表示」（15.0％）、「有料動画サイト
等の請求」（14.1％）では１割以上を占めて
います。多くの消費者はインターネットで

図表Ⅰ-1-6-19 インターネット利用での経験

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． インターネット利用者を対象とした「以下の経験をしたことがありますか。当てはまるものを全てお選びください。」との問に対
する回答（複数回答）。

41.9

37.3

25.1

23.1

13.3

36.7

62.6

0 7060402010 30 50

いずれかのトラブル経験あり
(N＝2,748）

上記のいずれも経験したことがない
（N＝1,609）

なりすましや乗っ取られたアカウントから連絡が
来た（プリペイドカード等を購入するように

指示される等）（N＝584）

芸能人・有名人をかたった怪しいメール等を
受け取った（N＝1,012）

インターネット閲覧中に、利用したつもりのない
有料動画サイト等の請求画面が表示された

（N＝1,102）

インターネット閲覧中に、突然「端末からウイルス
を検出しました」、「今すぐアップデートが必要」

等の警告画面が表示された（N＝1,635）

利用したつもりのない有料動画サイト等の請求に
関するメール等を受け取った（N＝1,841）

（％）

（Ｎ＝4,389、M.T.＝177.3％）
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調べることにより、適切な対応策に関する
情報を得ることができたと考えられます
が、有料動画の請求についてのトラブルを
解決しようとインターネットで相談先を検
索し、二次被害に遭ってしまったという事
例も生じていることに注意が必要です57。

多くの人は、インターネットを利用して
いる時に、架空請求や不審なメール等の経
験をしているものの、「無視する」といった
適切な対応をしています。一方で、真偽に
迷ったり、危機感をあおるようなメールや
画面が表示されたりすることによって、ト
ラブルにつながりそうな行動を思わずとっ
てしまうことがあり得ることが分かります。

最近、特に若者を中心に、SNSの利用が

広がっています。総務省「通信利用動向調
査」（2016年）によると、インターネット
利用者のうちSNSを利用している人の割合
は、2016年末で51.0％となっています（図
表Ⅰ-1-6-21）。

年齢層別にみると、20歳代が76.6％と最
も多く、次いで30歳代が70.5％、13歳から
19歳が67.3％、40歳代が59.0％と、SNSを
利用している人の割合は、それぞれ半数を
超えています。また、60歳代が22.6％、小
学生を含む６歳から12歳でも16.7％となっ
ており、幅広い年齢層で、SNSが利用され
ていることが分かります。

SNSの利用の拡大に伴い、SNSが何らか
のきっかけとなり消費者トラブルに遭うと

SNSの利用状況

SNSを利用しているときのトラ
ブル等の経験

57�）例えば、「アダルト情報サイト」に関するトラブルを解決しようと、インターネットで相談先や解決方法を検索
して、「無料相談」、「返金可能」をうたう窓口に相談したところ、実際には探偵業者等に調査等を数万円で依頼し
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、といった相談がある（消
費者庁「平成29年版消費者白書」45頁、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））。

図表Ⅰ-1-6-20 インターネット利用での経験と対応方法

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． インターネットでの経験について、「『経験あり』と回答した項目について、あなたはどのように対応しましたか。それぞれについ
て当てはまるものを全てお選びください。各項目について、経験が複数おありの方は、最も印象に残っている経験について、その
時の対応をお答えください。」との問に対する回答（複数回答）。

（％）

無視した
インターネッ
トで対応策を
調べた

指示に従った
り、発信元に
問い合わせた
りした

誰かに
相談した その他 無回答

芸能人・有名人をかたった怪しいメール
等を受け取った

（N=1,012、
M.T.=104.7%)

利用したつもりのない有料動画サイト等
の請求に関するメール等を受け取った

（N=1,841、
M.T.=112.8%)

インターネット閲覧中に、利用したつも
りのない有料動画サイト等の請求画面が
表示された

（N=1,102、
M.T.=110.9%)

なりすましや乗っ取られたアカウントか
ら連絡が来た（プリペイドカード等を購
入するように指示される等）

（N=584、
M.T.=107.4%)

インターネット閲覧中に、突然「端末から
ウイルスを検出しました」、「今すぐアップ
デートが必要」等の警告画面が表示された

（N=1,635、
M.T.=111.8%)
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いうケースが後を絶ちません。
消費者庁「消費者意識基本調査」（2017

年度）によると、過去１年間にSNSを利用
した人に、利用中に嫌な思いをしたりトラ
ブルに巻き込まれたりした経験があるか聞
いたところ、「必要ない広告が表示される」
が36.5％、「面識のない人から連絡が来た」
が35.7％、「不快な情報を目にした」が
11.2％などという結果となりました。嫌な
思いをしたりトラブルに巻き込まれたりと
いった何らかの経験をしている割合は

56.4％と、SNSを利用している人の半数を
超えています（図表Ⅰ-1-6-22）。

さらに年齢層別にみると、トラブルの
きっかけとなる可能性のある「必要のない
広告が表示される」、「面識のない人から連
絡がきた」という経験は、全ての年齢層で
30～40％程度となっています（図表Ⅰ-1-
6-23）。

こういった背景から、本章第４節でみた
ように、SNS関連の消費生活相談が増加し
ていると考えられます。

図表Ⅰ-1-6-21 SNSの利用状況

（備考） 1． 総務省「通信利用動向調査（世帯構成員編）」（2016年）により作成。
2． インターネット利用者を対象とした「過去 1年間に利用したインターネットの機能・サービス は何ですか。」との問で、「ソーシャ
ルネットワーキングサービスの利用」と回答した割合（複数回答）。

51.0

16.7

67.3

76.6

70.5

59.0

45.4

22.6

9.9

12.0

0 908070605040302010

80歳以上（N＝506）

70歳代（N＝2,210）

60歳代（N＝5,901）

50歳代（N＝5,595）

40歳代（N＝5,676）

30歳代（N＝4,833）

20歳代（N＝3,581）

13―19歳（N＝2,481）

６―12歳（N＝1,524）

全体（N＝32,307）

（％）
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図表Ⅰ-1-6-22 SNSを利用しているときの経験

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは、この 1年間で、SNSを利用しているときに、嫌な思いをしたりトラブルに巻き込まれたりした経験はありますか。
以下のうち当てはまるものを全てお選びください。」との問に対する回答（複数回答）。

36.5

35.7

11.2

5.7

4.1

1.2

1.4

1.1

42.5

0 5040302010

嫌な思いをしたりトラブルに
巻き込まれたりした経験はない

無回答

その他

SNS上の広告を見てお試し価格だと思っ
て購入したが、定期購入になっていた

出会い系サイトへの登録に
誘導された

興味のないビジネス（マルチ
商法等）の勧誘を受けた

不快な情報を目にした

面識のない人から連絡が来た

必要ない広告が表示される

（％）

（N＝3,149、M.T.＝138.2％）

図表Ⅰ-1-6-23 SNSを利用しているときの経験（年齢層別）

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは、この 1年間で、SNSを利用しているときに、嫌な思いをしたりトラブルに巻き込まれたりした経験はありますか。
以下のうち当てはまるものを全てお選びください。」との問に対する回答（複数回答）。

（％）

必要ない広
告が表示さ
れる

面識のない
人から連絡
が来た

不快な情報
を目にした

興味のな
いビジネス
（マルチ商
法等）の勧
誘を受けた

出会い系サ
イトへの登
録に誘導さ
れた

お試し価格
と思ったら
定期購入
だった

その他 無回答

嫌な思いを
したりトラ
ブルに巻き
込まれたり
した経験は
ない

10歳代後半 （N=264、
M.T.=134.8)

20歳代 （N=483、
M.T.=148.0)

30歳代 （N=609、
M.T.=146.6)

40歳代 （N=815、
M.T.=136.6)

50歳代 （N=575、
M.T.=134.4)

60歳代 （N=302、
M.T.=124.8)

70歳以上 （N=101、
M.T.=124.8)

36.0 30.3 11.7 7.6 3.4 1.1 0.8 2.7 43.9

41.4 36.6 15.5 10.6 7.0 0.6 1.9 2.1 34.4

38.8 39.4 13.0  7.7 5.9 1.8 1.5 0.5 38.6

36.9 36.2 10.6  3.7 2.9 1.2 1.5 0.9 43.6

33.7 36.2  9.6  4.5 3.3 1.4 1.2 1.0 44.5

29.5 32.1  6.6  1.7 2.0 0.7 0.3 0.7 52.0

32.7 27.7  6.9  2.0 ― ― 3.0 1.0 52.5
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65歳以上の高齢者のインターネット利用状況をみると、普段の意識や行動が「社交
的だ」に「当てはまる」と思う人は、「当てはまらない」と思う人に比べて、パソコン
やスマートフォン等でインターネットを使っている割合が 大きくなっています（図表１）。
同様に、インターネットで「友人・知人とメールやSNSで連絡を取り合う」こと
について、利用頻度をみると、「社交的だ」に「当てはまる」と思う人は、「当てはま
らない」と思う人に比べて、行っている頻度が高くなっています（図表２）。
自分は社交的だと感じている活動的な高齢者は、普段の生活や人との付き合いにイ
ンターネットを積極的に活用している様子がうかがえます。その反面、高齢者の消費
生活相談の上位はインターネットに関連した相談で占められています（第１部第１章
第３節（1）参照。）。インターネットが生活に欠かせないものとなるにつれて、今後も
トラブルが増加すると予想されるため、高齢者に向けた、トラブルの未然防止のため
の啓発や注意喚起が一層必要になると考えられます。

高齢者のインターネット利用と「人付き合い」
C O L U M N 3

【図表２】 65歳以上のメールやSNSの利用頻度：「社交的だ」の意識別

0 100
（％）

80604020

当てはまらない
（N＝139)

どちらとも
いえない

（N＝279)

当てはまる
（N＝255) 1.6

3.2

1.4

24.7

28.0

37.4

15.3

17.9

19.4

9.8

10.4

14.4

6.7

9.3

9.4

20.4

16.5

7.9

21.6

14.7

10.1

42.0

31.2

18.0

ほぼ毎日 週に２、３回 週に１回 月に２、３回 それ以下 経験なし 無回答
（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。

2． 【図表 1】「あなたの普段の意識や行動について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか」との問で「社交的だ」の
項目に回答した65歳以上の人に対して、「あなたは、普段インターネットを利用するとき（仕事上での利用は除く。）、主に
どの端末を使いますか。当てはまるものを 1つお選びください。」 との問に対する回答。
 【図表 2】「あなたの普段の意識や行動について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか」との問で「社交的だ」の
項目に回答した65歳以上のインターネット利用者に対して、「あなたは、この 1年間に、以下のインターネットでの行動を
どの程度行いましたか。」との問で、「友人・知人とメールやSNSで連絡を取り合う」の項目に対する回答。

3． 「当てはまる」は「かなり当てはまる」＋「ある程度当てはまる」、「当てはまらない」は「ほとんど・全く当てはまらない」＋「あ
まり当てはまらない」を示す。

4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

【図表１】 65歳以上のインターネット利用状況：「社交的だ」の意識別

0 100
（％）

80604020

当てはまらない
（N＝593）

どちらとも
いえない
（N＝805）

当てはまる
（N＝646） 20.9

19.0

13.0

1.4

2.7

1.7

12.1

10.2

5.4

1.1

0.5

0.8

3.9

2.2
2.4

0.2

0.0

0.2

57.7

60.5

74.0

4.8

2.5

パソコン
テレビ その他 ネットは利用しない 無回答

タブレット スマートフォン フューチャーフォン

2.8

86



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」（2017
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、「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」。）とい
う割合は75.7％となっており、商品やサー
ビスの表示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-1-6-24）。
また、年齢層別にみても、「心掛けている」

という割合が最も低い10歳代後半でも
67.9％と、全ての年齢層で消費生活に対し
積極的な様子がうかがえます。

同様に「消費者意識基本調査」で、商品
やサービスを選ぶときに意識する項目につ
いて聞いたところ、「意識する」（「常に意
識する」＋「よく意識する」。）という割合
は、「価格」（91.1％）、「機能」（88.8％）、「安
全性」（82.1％）といった商品やサービス
の内容に関する項目が、いずれも８割以上
となりました（図表Ⅰ-1-6-25）。

消費者は、商品・サービスを選択する際、
価格や機能、安全性を重要視していること
が分かります。

（ ３）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
多い

「価格」、「機能」、「安全性」を意
識して商品・サービスを選択 

 
 

 
 

 

 

図表Ⅰ-1-6-24 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」（2017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． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0.5
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0.3
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0.4

1.1

1.7

4.2
1.9

1.5

1.2

0.9

1.1

3.0

6.3

10.5

7.7

6.1

5.4

5.6

6.0

6.4

15.7

17.1

16.5

18.2

14.7

15.9

16.1

14.4

57.5

50.9

57.5

57.8

62.1

60.4

56.8

53.2

18.3

17.1

16.5

16.4

16.4

16.7

19.6

22.0

0.0

0 100
（％）

80604020

70歳以上

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代後半

全体
75.7

67.9

73.9

74.1

78.5

77.0

76.4

75.1

かなり心掛けている ある程度心掛けている どちらともいえない あまり心掛けていない
ほとんど・全く心掛けていない 無回答
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同様に、商品やサービスを選ぶときに意
識することについて、「意識する」という
割合を性別にみると、「特典（ポイントカー
ド、景品等）」、「広告」、「購入（利用）時
の説明や応対等の接客態度」で、比較的差
が大きくなっています。特に、「特典」で
は女性が43.5％と、男性（29.7％）に比べ
て13.8ポイント高くなっており、女性の方
が、商品やサービスそのもの以外の価値を
求める傾向があると考えられます（図表Ⅰ
-1-6-26）。

さらに、商品・サービスを選ぶときに意
識することについて、年齢層別にみると、
「評判」は、10歳代後半から50歳代までの

「意識する」という割合が60～70％程度で、
60歳以上よりも高い割合になっています
（図表Ⅰ-1-6-27）。一方、「購入（利用）
時の説明や対応等の接客態度」や「苦情や
要望に対する対応」などの項目では、10歳
代後半や20歳代に比べて、30歳代以上で「意
識する」という割合が高くなっています。

商品やサービスを選ぶときに意識する内
容は、年齢によって異なる傾向にあること
が分かります。

商品・サービスの選択で意識する
ことは男女で違いがある

３0歳代以上は「接客態度」、「苦情対
応」を意識するという人が多い傾向

図表Ⅰ-1-6-25 商品やサービスを選ぶときに意識すること

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは商品やサービスを選ぶとき、以下の項目を意識することがどの程度ありますか。」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。

91.1

59.3

38.1

30.7

82.1

88.8

42.2

54.9

37.0

18.0

36.2

0.4

0.8

0.7

0.8

0.7

1.1

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

1.3

1.6

2.0

7.2

8.6

16.2

17.3

22.0

21.0

17.9

40.9

7.2

8.8

15.1

32.6

35.8

40.5

43.9

40.2

42.0

50.6

40.3

31.1

46.8

40.4

43.4

39.8

30.4

30.6

26.5

27.2

24.1

13.9

60.0

42.0

41.7

16.0

15.1

11.8

7.5

10.5

9.0

6.7

4.1

常に意識する よく意識する たまに意識する
ほとんど・全く意識しない 無回答

0 20 40 60 80 100
（％）

経営方針や理念、
社会貢献活動

広告

商品やサービスが
環境に及ぼす影響

特典（ポイント
カード、景品等）

ブランドイメージ

苦情や要望に対す
る対応

購入（利用）時の説明
や応対等の接客態度

評判

安全性

機能

価格
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広告は、消費者が、商品やサービスを選
ぶ際に参考とする情報の一つです。広告で
は、商品・サービスの内容や取引条件につ
いて、その優良性や有利性を強調して消費
者に働きかける、いわゆる強調表示58が使
われることがあります。その一方で、強調
表示の内容が、対象の商品・サービスの全
てに無条件・無制約に当てはまるものでは
なく、例外などがある場合に、その旨の表
示（いわゆる打消し表示59）が記載されて
いることがあります。

消費者庁では、こうした打消し表示につ
いて調査を行いました60（第２部第１章第
３節（2）参照。）。打消し表示に当たる注意
書きや注釈について、普段どのように思っ
ているか聞いたところ、「企業が不都合な
ことを隠すため、小さい文字を使っている
と感じることがある」という回答が51.6％
と最も多く、次いで「例外事項や条件など
の重要なことが書かれている」が39.6％な
どとなっています（図表Ⅰ-1-6-28）。

一方、普段から打消し表示をあまり意識
していないことがうかがえる、「特に何も
思わない」（23.1％）、「たいして重要な内
容が含まれているとは思わない」（5.5％）、

広告などの注意書きや注釈に対す
る意識

図表Ⅰ-1-6-26 商品やサービスを選ぶときに意識すること（性別）

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは商品やサービスを選ぶとき、以下の項目を意識することがどの程度ありますか。」との問に対し、「意識する」（「常
に意識する」＋「よく意識する」）と回答した割合。

92.9

88.6

85.2

61.1

58.9

43.1

35.7

43.5

39.1

35.5

17.0

89.2

89.0

78.6

57.4

50.3

41.2

40.9

29.7

32.9

25.4

19.1

0 10080604020

経営方針や理念、
社会貢献活動

広告

商品やサービスが環境に
及ぼす影響

特典（ポイントカード、
景品等）

ブランドイメージ

苦情や要望に対する対応

購入（利用）時の説明や
対応等の接客態度

評判

安全性

機能

価格

（％）

男性（N＝2,930）
女性（N＝3,325）

58�）事業者が、自己の販売する商品・サービスを一般消費者に訴求する方法として、断定的表現や目立つ表現などを
使って、品質等の内容や価格等の取引条件を強調した表示（公正取引委員会事務総局「見にくい表示に関する実態
調査報告書―打消し表示の在り方を中心に―」（2008年６月））

59�）強調表示からは一般消費者が通常は予期できない事項であって、一般消費者が商品・サービスを選択するに当たっ
て重要な考慮要素となるものに関する表示（前掲注58）

60）消費者庁「打消し表示に関する実態調査（「打消し表示」に関するWebアンケート調査）」（2017年７月）
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図表Ⅰ-1-6-27 商品やサービスを選ぶときに意識すること（年齢層別）

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは商品やサービスを選ぶとき、以下の項目を意識することがどの程度ありますか。」との問に対し、「意識する」（「常に意
識する」＋「よく意識する」）と回答した割合。

（％）

価格 機能 安全性 評判

購入（利用）
時の説明や
対応等の接客
態度

苦情や要望に
対する対応

10歳代後半（N=287）

20歳代（N=522)

30歳代（N=727）

40歳代（N=1,125）

50歳代（N=1,015)

60歳代（N=1,227)

70歳以上（N=1,352)

92.0 85.7 73.2 68.6 34.5 25.4

92.5 88.9 70.3 70.7 43.7 30.5

94.1 92.2 77.7 68.4 56.0 38.0

93.4 91.8 81.0 66.7 54.6 39.4

94.8 92.8 83.1 63.7 58.4 46.6

89.8 89.7 87.0 52.1 60.5 49.1

85.4 81.2 86.8 45.3 55.3 45.4

ブランド
イメージ

特典（ポイン
トカード、景
品等）

商品やサービ
スが環境に
及ぼす影響

広告
経営方針や理
念、社会貢献
活動

10歳代後半（N=287）

20歳代（N=522)

30歳代（N=727）

40歳代（N=1,125）

50歳代（N=1,015)

60歳代（N=1,227)

70歳以上（N=1,352)

39.0 37.3 28.6 28.2 12.9

42.1 36.2 25.3 21.5 11.3

41.8 40.0 25.0 24.8 11.4

39.6 40.6 29.2 27.1 12.6

41.6 41.5 36.1 33.2 16.8

35.0 37.2 46.7 35.5 22.7

33.4 29.3 44.5 34.9 26.3

「注意事項などはわざわざ読まなくても大
体わかると思う」（4.9％）という選択肢の
少なくとも一つを選んだ回答者は32.0％で
した。打消し表示を意識しているという人
は、あまり意識していない人よりも多いこ
とが分かります。

打消し表示は、消費者が商品やサービス
を選択する上で重要な情報であるため、消
費者が正しく理解できるよう適切な表示で
あることが望まれます。また、消費者も表
示内容をより一層、理解することが必要と
考えられます。
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消費者庁 ｢消費者意識基本調査｣（2017
年度）によると、消費者被害・トラブルに
関する消費者の意識等について、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」。）という割合は34.5％となっ
ています（図表Ⅰ-1-6-29）。

年齢層別にみると、10歳代後半は、他の
年齢層に比べて「心掛けている」という割
合（24.0％）が低く、年齢が高くなるほど「心

掛けている」割合が増える傾向にあります。
10歳代後半は、消費生活に関する知識や

社会経験が乏しいとはいえ、ネットショッ
ピングの利用経験者が６割を超えているな
ど（図表Ⅰ-1-6-15参照。）、徐々に消費生
活が活発になる時期です。そのため、10歳
代後半に対しては消費者トラブルを避けら
れるよう、また、消費者トラブルに遭った
としても適切な対処ができるよう、より一
層、消費者教育・啓発に力を入れる必要が
あると考えられます。

また、同調査で、消費者として「商品や
サービスについて問題があれば、事業者に
申立てを行う」ことを心掛けているか聞い

（ ４）消費者被害・トラブルについての意識

トラブルへの対処方法の準備・確
認を心掛けている消費者は約 ３割

問題があった時に事業者への申立
てを心掛けている消費者は約 ４割

図表Ⅰ-1-6-28 打消し表示に対する普段の意識

（備考） 1． 消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書」（2017年）により作成。
2． インターネットによる調査で、「いろいろな広告やインターネット上の表示を見ていただきましたが、その中にあったような注意
書きや注釈について、あなたは普段どのように思われていますか。あてはまるものをいくつでもお知らせください」との問に対
する回答（複数回答）。

51.6

39.6

36.6

30.9

19.1

15.8

14.0

5.5

4.9

23.1

0.3

0 605040302010

その他

特に何も思わない

（N＝1,000）

（％）

企業が不都合なことを隠すため、小さい文字を
使っていると感じることがある

企業が不都合なことを隠すため、曖昧な表現を
使っていると感じることがある

企業が不都合なことを隠すため、難しい表現
（専門用語など）を使っていると感じることがある
注意書きや注釈を読んだことで、想定外の商品や

サービスを購入せずに済んだことがある

注意書きや注釈を読まなかったことにより、想定外
の商品やサービスを購入してしまったことがある

注意事項などはわざわざ読まなくても
大体わかると思う

そもそも注意書きや注釈が必要な商品や
サービスは売るべきではない

例外事項や条件などの重要なことが書かれている

たいして重要な内容が含まれているとは思わない 打消し表示をあまり意
識していない回答者
（三つの選択肢のうち
少なくとも一つを選択
した回答者）

32.0％
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たところ、「心掛けている」という割合は
全体で44.2％となっています（図表Ⅰ-1-6-
30）。

年齢層別にみると、年齢が低くなるにつ
れ「心掛けている」割合も低くなる傾向が
みられます。特に10歳代後半では30.3％と、
「心掛けている」割合が最も高い60歳代
（48.0％）より約20ポイント低く、問題解

決に対して積極的な行動を取るのが難しい
様子がうかがえます。

10歳代後半には、前述のように消費者ト
ラブルに遭ったときに適切な対処ができる
ようにすることと同様に、消費者として自
ら考え行動を起こせるよう、消費者教育・
啓発や、家族・学校等の周囲による支援が
必要と考えられます。

図表Ⅰ-1-6-29 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」（2017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． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0.6

0.7

0.3

0.3

0.7

0.4

1.3

7.9

11.8

9.0

7.7

6.5

5.8

7.1

10.3

23.2

27.2

27.2

24.8

22.2

21.3

22.9

22.5

33.8

36.2

33.9

34.9

36.5

36.2

33.4

28.9

28.9

18.5

24.7

27.4

29.9

30.4

30.2

30.4

5.6

5.6

5.2

5.0

4.6

5.6

5.9

6.6

0.0

34.5

37.0

36.2

36.1

34.5

32.3

29.9

24.0

かなり心掛けている ある程度心掛けている どちらともいえない
あまり心掛けていない ほとんど・全く心掛けていない 無回答

全体

60歳代

40歳代

50歳代

20歳代

30歳代

10歳代後半

0 20 40 60 80 100
（％）

70歳以上
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図表Ⅰ-1-6-30 商品やサービスについて問題があれば事業者に申立てる

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017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． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0.5

0.3

0.2

0.4

0.3

0.6

0.3

1.2

9.4

17.8

12.1

8.9

7.8

6.3

8.2

11.6

17.8

25.1

22.0

18.8

19.6

15.7

16.6

15.5

28.0

26.5

27.8

29.4

29.2

31.7

26.8

24.7

34.2

23.0

29.5

34.4

34.9

36.6

36.8

33.6

10.0

7.3

8.4

8.0

8.2

9.2

11.2

13.5

0 100
（％）

80604020

70歳以上

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代後半

全体
44.2

30.3

37.9

42.4

43.1

45.7

48.0

47.0

かなり心掛けている ある程度心掛けている どちらともいえない あまり心掛けていない
ほとんど・全く心掛けていない 無回答
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人々が安全に暮らすことができる社会の
実現は、最も重要な政策課題の一つです。
また、未来を担う子どもたちが健やかに
育っていくことは社会全体の願いです。

発達段階にある子どもは、身体機能が未
熟であるため、事故に遭うと大人よりも危
険な状態に陥りやすいという特徴がありま
す。身体の傷害が将来に影響を及ぼしたり、
命を失うといった事態になれば、子ども本
人にとって、保護者を始め子どもの周囲に
いる人にとって、そして社会にとって、取
り返しのつかない大きな損失になります。

子どもが事故により亡くなるという状況
は年々減少していますが、子どもの死因の
中ではいまだに事故が上位にあります。事
故の発生を防ぎ、万一、事故が発生しても
被害を最小限にとどめるために、更に取組
を進めていく必要があります。

子どもは日々成長していくため、特に乳
幼児においてはある日突然想定外の動きを
始めることがあります。その際、日常生活
の中で思いもかけない事故に巻き込まれる
こともあり、発達段階に応じて注意すべき
点が異なります。

本章では、事故を社会全体で防ぐという
仕組みの考え方を紹介した上で、子どもに
起きている事故の状況を概観し、子どもの
発達段階に応じて異なる事故の特徴を明ら
かにします。また、子どもの事故に対する
人々の意識、特に、保護者や関係する周囲
の人々について、意識調査の結果を用いて
紹介します。さらに、事故を防止するため
に講じられている様々な取組を紹介してい
きます。そして、「防げる事故を起こさない」
ためには何をしていくべきか、子どもの事
故防止に向けた課題について考察します。

日本の子ども（以下本章では特に断りが
ない限り14歳以下を指す。）の死亡につい

て、厚生労働省「人口動態統計61」により、
病気を含む全ての死因別の上位をみると、
「不慮の事故62」は14歳以下の四つの年齢
層のいずれでも４位以内に入っています
（図表Ⅰ-２-１-１）。

【特集】
子どもの事故防止に向けて第2章

子どもの事故を社会全体で防ぐ第 １節

子どもの死因の上位は、「不慮の
事故」

61�）戸籍法（昭和22年法律第224号）等に基づく出生、死亡、婚姻、離婚及び死産を対象とした全数調査により作成
される統計。2016年は日本における死亡の総数が約131万人。全年齢での死因は「悪性新生物」、「心疾患」、「肺炎」
の三つで５割を超え、「不慮の事故」は約３％。不慮の事故とは、例えば、階段からの転落や浴槽内での溺死、食
品の誤えんによる窒息、火災での死亡、交通事故等が含まれる。

62�）厚生労働省「人口動態統計」（2016年）で死因基本分類がV01～X59のもの。交通事故、転倒・転落、窒息などに
よる死亡が含まれる。
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「不慮の事故」による死亡数は、「０歳」で
73人、「１-４歳」で85人、「５-９歳」で68人、
「10-14歳」で66人と、合わせて2016年に292
人の命が失われています。「１-４歳」、「５-
９歳」、「10-14歳」のそれぞれの年齢層に
ついて、死因の１割を超えており、「０歳」
では3.8％であるものの年齢ごとの死亡数
としては最も多くなっています。

各年齢層における死因１位の「先天奇形、
変形及び染色体異常」や「悪性新生物」に
比べれば、「不慮の事故」は対策を講じる
ことによって発生のリスクを軽減すること
が可能です。子どもの死亡を防ぐためには、
事故を防止することが重要です。

子どもの「不慮の事故（交通事故、自然
災害63を除く）」による死亡数の長期的な
推移をみると、1980年の2,545人から減少
傾向にあり、2015年には247人と35年間で
10分の１以下と大幅に減少しています（図
表Ⅰ-２-１-２）。

減少の要因を把握するため、2016年とそ
の20年前である1996年について、子どもの

「不慮の事故（交通事故、自然災害を除く）」
の死因内訳をみてみます。子どもの「不慮
の事故（交通事故、自然災害を除く）」に
よる死亡数は1996年の826人から2016年の
198人へと20年間で４分の１以下に減少し
ています（図表Ⅰ-２-１-３）。死因別64でみる
と、全ての項目で減少しており、特に減少

子どもの「不慮の事故（交通事故、自然災害を
除く）」による死亡数は、長期的には大幅に減少

図表Ⅰ-2-1-1 2016年の子どもの死因上位 5位

1 位 2 位 3 位 4 位 5 位

0 歳
（1,928人）

先天奇形，変形
及び染色体異常
（663人、34.4%）

周産期に特異的
な呼吸障害等
（282人、14.6%）

乳幼児突然死症
候群
（109人、5.7%）

不慮の事故
（73人、3.8%）

胎児及び新生児
の出血性障害等
（67人、3.5%）

1 - 4 歳
（690人）

先天奇形，変形
及び染色体異常
（150人、21.7%）

不慮の事故
（85人、12.3%）

悪性新生物
（59人、8.6%）

心疾患
（40人、5.8%）

肺炎
（35人、5.1%）

5 - 9 歳
（391人）

悪性新生物
（84人、21.5%）

不慮の事故
（68人、17.4%）

先天奇形，変形
及び染色体異常
（32人、8.2%）

肺炎
（19人、4.9%）

心疾患
（16人、4.1%）

10-14歳
（440人）

悪性新生物
（95人、21.6%）

自殺
（71人、16.1%）

不慮の事故
（66人、15.0%）

先天奇形，変形
及び染色体異常
（27人、6.1%）

心疾患
（19人、4.3%）

（備考） 1． 厚生労働省「人口動態統計」（2016年）の「性・年齢別にみた死因順位（死亡数、死亡率（人口10万対）、割合（％））」により作成。
2． 0 歳は「乳児死因順位に用いる分類項目」、それ以外は「死因順位に用いる分類項目」に基づく。
3． 「心疾患」は心疾患（高血圧性を除く）、「周産期に特異的な呼吸障害等」は周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害、「胎児及び
新生児の出血性障害等」は胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害の省略。

63�）厚生労働省「人口動態統計」では「自然の力への曝露（X30～X39）」であるが、ここでは「自然災害」とした。
64�）厚生労働省「人口動態統計」の死因基本分類表からここでは、「転倒・転落」：（転倒・転落）、「機械的な力への

暴露」：（生物によらない機械的な力への曝露）、（生物による機械的な力への曝露）、「溺水」：（不慮の溺死及び溺水）、
「窒息」：（その他の不慮の窒息）、「火災」：（煙，火及び火炎への曝露）、「その他」：（電流，放射線並びに極端な気
温及び気圧への曝露）、（熱及び高温物質との接触）、（有毒動植物との接触）、（有害物質による不慮の中毒及び有害
物質への曝露）、（無理ながんばり，旅行及び欠乏状態）、（その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露）、とした。

第
１
部

第
２
章

第
１
節

子
ど
も
の
事
故
を
社
会
全
体
で
防
ぐ

95



図表Ⅰ-2-1-2 子どもの「不慮の事故（交通事故、自然災害を除く）」による死亡数の推移

（備考） 1． 厚生労働省「人口動態統計」により作成。
2． 「不慮の事故」（1990年以前は「不慮の事故及び有害作用」）から「交通事故」、「自然の力への曝露」（1990年以前は「天災」）
を除いたもの。

2015
（年）

2010200520001995199019851980
0

3,000
（人）
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2,000

1,500

1,000

500

2,545

1,663

1,159
935

600 518
352

247

図表Ⅰ-2-1-3 子どもの「不慮の事故（交通事故、自然災害を除く）」における死因内訳

（備考） 1． 厚生労働省「人口動態統計」（1996年、2016年）の「不慮の事故の種類別にみた年齢別死亡数」により作成。
2． 「交通事故」、「自然の力への曝露」を除いて集計。
3． 「溺水」は「不慮の溺死及び溺水」、「窒息」は「その他の不慮の窒息」、「火災」は「煙，火及び火炎への曝露」の略。
4． 「機械的な力への曝露」には、「生物によらない機械的な力への曝露」、「生物による機械的な力への曝露」が含まれる。
 「その他」には、「電流，放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露」、「熱及び高温物質との接触」、「有毒動植物との接触」、「有害
物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露」、「無理ながんばり，旅行及び欠乏状態」、「その他及び詳細不明の要因への不慮の曝
露」が含まれる。

5． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0 歳 1 - 4 歳 5 - 9 歳 10-14歳 14歳以下（計）
1996 2016 変化率 1996 2016 変化率 1996 2016 変化率 1996 2016 変化率 1996 2016 変化率

転倒・転落 18人 0人 ▲100.0％ 46人 6人 ▲ 87.0％ 13人 3人 ▲ 76.9％ 21人 8人 ▲ 61.9％ 98人 17人 ▲ 82.7％
機械的な
力への曝露 3人 0人 ▲100.0％ 5人 0人 ▲100.0％ 6人 1人 ▲ 83.3％ 5人 0人 ▲100.0％ 19人 1人 ▲ 94.7％

溺水 17人 4人 ▲ 76.5％ 140人 26人 ▲ 81.4％ 84人 18人 ▲ 78.6％ 38人 20人 ▲ 47.4％ 279人 68人 ▲ 75.6％
窒息 198人 62人 ▲ 68.7％ 74人 20人 ▲ 73.0％ 14人 6人 ▲ 57.1％ 14人 6人 ▲ 57.1％ 300人 94人 ▲ 68.7％
火災 6人 0人 ▲100.0％ 49人 4人 ▲ 91.8％ 18人 5人 ▲ 72.2％ 16人 2人 ▲ 87.5％ 89人 11人 ▲ 87.6％
その他 11人 3人 ▲ 72.7％ 18人 1人 ▲ 94.4％ 10人 1人 ▲ 90.0％ 2人 2人 ▲  0.0％ 41人 7人 ▲ 82.9％
計 253人 69人 ▲ 72.7％ 332人 57人 ▲ 82.8％ 145人 34人 ▲ 76.6％ 96人 38人 ▲ 60.4％ 826人 198人 ▲ 76.0％
転倒・転落 7.1％ 0.0％ 13.9％ 10.5％ 9.0％ 8.8％ 21.9％ 21.1％ 11.9％ 8.6％
機械的な
力への曝露 1.2％ 0.0％ 1.5％ 0.0％ 4.1％ 2.9％ 5.2％ 0.0％ 2.3％ 0.5％

溺水 6.7％ 5.8％ 42.2％ 45.6％ 57.9％ 52.9％ 39.6％ 52.6％ 33.8％ 34.3％
窒息 78.3％ 89.9％ 22.3％ 35.1％ 9.7％ 17.6％ 14.6％ 15.8％ 36.3％ 47.5％
火災 2.4％ 0.0％ 14.8％ 7.0％ 12.4％ 14.7％ 16.7％ 5.3％ 10.8％ 5.6％
その他 4.3％ 4.3％ 5.4％ 1.8％ 6.9％ 2.9％ 2.1％ 5.3％ 5.0％ 3.5％
計 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

数が多いのは「溺水」、「窒息」で、それぞ
れ211人、206人減少しています。1996年の
死亡数は死因によって大きく異なるため、
どの程度減少したのかを1996年からの減少

率でみてみます。全体の減少率が76.0％で
あるのに対し、最も減少率が小さい「窒息」
でも68.7％と、どの死因も６割以上減少し
ており、死亡数全体の減少は特定の要因に

96



よるものではないと考えられます。この間
の医療技術の進歩や、製品の改善、子ども
の生活環境の改善等が、事故の発生を抑制
したと推測されます。

2016年の「不慮の事故（交通事故、自然
災害を除く）」の死因内訳について年齢層
別にみると、「０歳」では「窒息」が約９
割を占めています（図表Ⅰ-２-１-４）。１歳
以上では、「溺水」の割合が最も大きく、
「１-４歳」で45.6％、「５-９歳」で52.9％、
「10-14歳」で52.6％と、約半数を占めて
います。このように、年齢層によって大き
い割合を占める死因が変化することから、
年齢層別に分析を行うことが重要と考えら
れます。

子どもの死亡数を国際的にみると、単純
な比較はできませんが、WHO「Global�
Health�Observatory�data�repository」 に
よれば、2016年のOECD加盟各国の５歳未
満の人口1,000人当たりの死亡数は、日本
は2.7人であり、少ない方から６番目です。
（図表Ⅰ-２-１-５）。

事故には、死亡には至らない場合でも、
危害の程度は重いものがあります。死亡以
外の事故についても傾向を把握するため、
東京消防庁「救急搬送データ」により、子
どもの日常生活事故65による救急搬送人員

国際的には、OECD諸国平均程度

子どもの日常生活事故による救急
搬送人員数は増加傾向

図表Ⅰ-2-1-4 子どもの「不慮の事故（交通事故、自然災害を除く）」による年齢層別の死
因内訳（2016年）

（備考） 1． 厚生労働省「人口動態統計」（2016年）により作成。
2． 「交通事故」、「自然の力への曝露」を除いて集計。
3． 「溺水」は「不慮の溺死及び溺水」、「窒息」は「その他の不慮の窒息」、「火災」は「煙，火及び火炎への曝露」の略。
4． 「その他」には、「生物によらない機械的な力への曝露」、「生物による機械的な力」、「電流，放射線並びに極端な気温及び気
圧への曝露」、「熱及び高温物質との接触」、「有毒動植物との接触」、「有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露」、「無
理ながんばり，旅行及び欠乏状態」、「その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露」が含まれる。

5． 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-2-1-5 子どもの1,000人当たりの死亡数（2016年・ＯＥＣＤ加盟国）

（備考） 1． 世界保健機関（ＷＨＯ） “Global Health Observatory data repository”により作成。
2． 値は必ずしも加盟国の公式統計ではなく、代替のものであることがある。
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数の推移をみると、2012年の14,007人から
2016年の15,706人（2012年比12.1％増）へ
と増加しています（図表Ⅰ-２-１-６）。

なお、この間65歳以上の日常生活事故に
よる救急搬送人員数も増加（2012年５万
9401人、2016年７万2198人）していますが、
15歳から64歳までの年齢層では減少（2012
年４万5906人、2016年４万4021人）してい
ます。これらの傾向は人口当たりの人数に
換算しても変わりません。

救急搬送の人員数には、発生した事故に
ついて救急搬送を要請するかどうかが影響
し、また、救急隊数が増加（2012年233隊、
2016年251隊）していることや、データが
東京消防庁の管内に限られていること等を
考慮する必要がありますが、不慮の事故に
よる死亡数が大幅に減少している一方で、

子どもの周囲にいる大人が救急搬送を要請
するような日常生活における事故は増加傾
向にあります。子どもの事故を防ぐために、
一層の取組が必要とされています。

子どもが事故に遭った時に、往々にし
て、保護者の責任が全てであるかにように
受け取られ、保護者も自身の責任と感じ、
事故の原因究明がうやむやになってしまう
ことがあります。しかし、事業者が安全な
製品を供給していたら、行政が適切に安全
の基準を設けていたら、保護者に事故の危
険性やそれを防ぐ方法を伝えていたら、事
故は起きなかったかもしれません。事故

子どもの事故を社会で防ぐ

65�）救急事故のうち、運動競技事故、自然災害事故、水難事故、労働災害事故、一般負傷に該当するものをいう。

98



図表Ⅰ-2-1-6 子どもの日常生活事故による救急搬送人員数の推移

（備考）  東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
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図表Ⅰ-2-1-7 事故防止への取組の流れ

対策・
実行

子ども

保護者

関係者

事業者

地方公
共団体

国

事故情報
の収集

知識共有

注意喚起

効果検証

事故情報
の分析

は、保護者だけでなく、社会全体で防ぐも
のです。

子どもの事故防止に向けて行うべきは、
事故情報を収集し、類似の事故が起きない
ように幅広く注意喚起を実施することで
す。同時に、事故情報の内容について分析
し、原因究明を行い、事故が再び起きない
よう、改善できることは何か、どのような
手段が有効か、更には関係者で連携を図る

等、対策を考えることです。そして、対策
を実行に移し、その効果について検証する
ということが、社会全体での事故防止への
仕組みにつながります（図表Ⅰ-２-１-７）。

改善できるもの、又は手段としての要素
は、安全に配慮した製品の普及や家庭内等
の「環境」、保護者や子ども本人、保育士
等周囲に対する「教育」、行政機関による「法
（基準）整備」と言われています。
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事故の危害の程度は、ヒヤッとしたけれ
ど無傷なものから、死亡という最悪の事態に
至るものまで様々です。本節では、子どもに
どのような事故が起きているのかについて、
子どもが死亡した、あるいは、救急搬送を
要請したという、防止の必要性が高い危害
が重い事故について、統計データを用いて
概観します。具体的には、日本全国の死亡
について全数を対象に分析することができ
る厚生労働省「人口動態統計」における「不
慮の事故」と、東京消防庁管内に限られま
すが、救急搬送されたケースの事故直後の
状況について、全救急搬送について情報を
得ることができる東京消防庁の救急搬送に
関する統計の「救急搬送データ」66を主に用
いて、子どもの事故の現状をみていきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
厚生労働省「人口動態統計」：戸籍法（昭

和22年法律第224号）等に基づく出生、死亡、
婚姻、離婚及び死産を対象とした全数調査
により作成される統計。2016年は日本におけ
る死亡の総数が約131万人。全年齢での死因
は「悪性新生物」、「心疾患」、「肺炎」の三
つで５割を超え、「不慮の事故」は約３％。
不慮の事故とは、例えば、階段からの転落や

浴槽内での溺死、食品の誤えんによる窒息、
火災での死亡、交通事故等が含まれる。本
節では、「交通事故」は、交通安全政策とし
て総合的に対策が講じられていること、また、
警察庁「交通事故統計」等が別途あること
を踏まえ、「交通事故」を除いた。また、震
災等が含まれ、平時の事故とは対策が異な
ると考えられる「自然災害」も除いた。「交
通事故」と「自然災害」を除いた「不慮の
事故」について2007年から2016年までの10年
分を統合した調査票情報を消費者庁が特別
集計した結果（以下「人口動態特別集計結果」
という。）を用いている。

東京消防庁の救急搬送に関する統計：東
京消防庁管内（東京都のうち稲城市と島
しょ部を除く地域）での救急搬送されたも
の全てが登録されており、幅広い範囲の事
故情報を得ることができる。2016年の救急
搬送人員67は約69万人、うち「日常生活事
故」によるものは約13万人68。東京消防庁
のデータは日本全国を対象としたものでは
ないが、データの数が多いこと、事故の状
況等に関する記録が得られることから、
2012年から2016年までの５年分の「日常生
活事故」による救急搬送人員を統合した
データ（以下「救急搬送データ」という。）
について分析を行っている。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

子どもの事故状況第 ２節

（ １）統計データからみる子どもの事故

66�）例えば「事故情報データバンク」は消費生活上の事故、「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」
は保育施設等での事故に限られる一方、救急搬送データは救急搬送されたもの全てが登録されており、幅広い範囲
の事故情報を得ることができる。日本全国のデータではあるが詳細な情報は含まれない総務省消防庁のデータと比
較し、救急搬送データは事故の状況を把握できる情報も含み、地方公共団体としては規模も大きい。

67�）救急搬送人員は、「急病（66.2％）」、「一般負傷（17.5％）」、「交通事故（7.0％）」、「転院搬送（6.3％）」、「加害（0.8％）」、
「運動競技（0.8％）」、「自損行為（0.5％）」、「労働災害（0.7％）」、「火災（0.1％）」、「水難事故（0.1％）」、「自然災
害（0.0％）」に種別される。このうち、「一般負傷」、「運動競技」、「労働災害」、「水難事故」、「自然災害」に該当す
るものを「日常生活事故」とし、「交通事故」は含まない。

68�）東京消防庁「救急活動の現況」（2016年）
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子どもの事故の状況は、子どもの発達段
階が関係しています。まず、年齢層別に、
人口当たりでどの程度事故が起きているの
かをみていきます。

人口動態特別集計結果によれば、人口当
たりの「不慮の事故（交通事故、自然災害
を除く）」の死亡数は、「０歳」は、9.9人
/10万人と他の年齢層より多くなっていま
す。「１歳」で3.7人/10万人に半減、「７-14
歳」では1.0人/10万人と、年齢層が高くな
るにつれ減少しています（図表Ⅰ-２-２-１）。

「15-64歳」では6.6人/10万人と増加し、「65
歳以上」では80.8人/10万人と圧倒的に多
くなっています。
「０歳」は、後述する救急搬送データ（図
表Ⅰ-２-２-２）をみても、死亡や重篤につな
がる事故が、年齢の高い子どもに比べて多
く発生しています。「０歳」は、発達が未
熟で身体機能が弱く、事故に対してより脆
弱であると言えます。

救急搬送データで、日常生活事故による
人口当たりの救急搬送人員数を、年齢層別
にみると、「１歳」が232.5人/万人と最も
多く、「０歳」が155.4人/万人、｢２歳｣ が
190.1人/万人、「３歳」が148.9人/万人、「４
-６歳」が87.2人/万人、｢７-14歳｣ が61.5
人/万人と、いずれの年齢層も、「15-64歳」
（52.3人/万人）と比較すると多くなって
います（図表Ⅰ-２-２-２）。

子どもは、救急搬送されるような日常生
活事故に遭う機会が多いと推測されます。
中でも「１歳」が多いのは、自分で歩ける
ようになる等の発達が顕著である一方、危
険を察知する、身体の動きを自分で制御す
るといったことでは未熟であることが関係
している可能性が考えられます。

なお、｢65歳以上｣は、220.0人/万人と「１
歳」に次いで多く、高齢者の事故防止も大
きな課題であることが分かります。

日常生活事故の初診時危害程度69をみる

０ 歳の人口当たり死亡数は他の子
どもに比較して多い

１5歳から64歳までの年齢層と比べて、子
どもの人口当たり救急搬送人員数は多い

０ 歳の重篤以上の割合は他の子ど
もに比較して高い

図表Ⅰ-2-2-1 「不慮の事故（交通事故、自然災害を除く）」による人口当たりの死亡数

（備考） 1． 厚生労働省「人口動態調査」（2007-2016年）により作成。
2． 「交通事故」、「自然の力への曝露」を除いて集計。
3． 総務省「平成22年国勢調査」、「平成27年国勢調査」から2010年と2015年の平均人口を導出し、2007年から2016年までの平均人口と
して人口当たりの死亡数を算出した。

4． 厚生労働省の人口動態調査の調査票情報を利用し再集計しており、公表数値とは一致しない場合がある。

平均 0歳 1歳 2歳 3歳 4 - 6 歳 7 -14歳 15-64歳 65歳以上

不慮の事故（交通事故、自
然の力への曝露を除く）に
よる死亡数（人/10万人）

24.2 9.9 3.7 1.9 1.7 1.4 1.0 6.6 80.8

69�）救急搬送データでは「初診時所見程度」とされている。「死亡」：初診時死亡が確認されたもの、「重篤」：生命の
危険が切迫しているもの、「重症」：生命の危険が強いと認められたもの、「中等症」：生命の危険はないが入院を要
するもの、「軽症」：軽易で入院を要しないもの。
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と、「軽症」の割合が、６歳以下では85％
以上ですが、７歳以降では年齢層が高くな
るにつれ、「７-14歳」77.1％、「15-64歳」
69.1％、「65歳以上」56.7％と小さくなって
いきます（図表Ⅰ-２-２-２）。また、６歳以
下では「中等症」の割合が10％台前半にと
ど ま る こ と に 対 し、「65歳 以 上」 で は
39.9％と約４割になっています。６歳以下
では、７歳以上の年齢層と比べれば、より
軽い危害であっても、救急を要請する傾向
があると考えられます。

14歳以下を詳しくみると、１歳から14歳
までのそれぞれの年齢層では、生命に危険

が及ぶような「重篤」の割合は0.1％から0.3％
までの範囲内に、「死亡」の割合は0.1％未
満となっています。一方、「０歳」ではそ
れぞれ0.6％、0.2％と１歳から14歳までのそ
れぞれの年齢層と比較すると２倍以上大き
くなっています。０歳は子どもの中でも、「重
篤」や「死亡」につながる日常生活事故が
発生する頻度が高いと考えられます。

図表Ⅰ-2-2-2 日常生活事故による人口当たり救急搬送人員数と初診時危害程度

（備考） 1．東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 総務省「国勢調査」（2015年）の人口（東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域）を2012年から2016年までの平均人
口として人口当たりの救急搬送人員数を算出した。

3． 「軽症」は軽易で入院を要しないもの、「中等症」は生命の危険はないが入院を要するもの、「重症」は生命の危険が強い
と認められたもの、「重篤」は生命の危険が切迫しているもの、「死亡」は初診時死亡が確認されたものを表す。

4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

65歳以上15―64歳７―14歳４―６歳３歳２歳１歳０歳
0

250
（人/万人）

200

150

100

50

155.4

232.5

190.1

148.9

87.2

61.5
52.3

220.0

（ １）人口当たり救急搬送人員数

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 - 6 歳 7 -14歳 15-64歳 65歳以上 全年齢

軽症 86.79％ 87.98％ 88.50％ 87.84％ 85.52％ 77.10％ 69.12％ 56.69％ 64.43％

中等症 11.70％ 11.21％ 10.71％ 11.12％ 13.54％ 21.53％ 26.83％ 39.88％ 32.19％

重症 0.74％ 0.61％ 0.65％ 0.84％ 0.77％ 1.09％ 2.70％ 1.58％ 1.90％

重篤 0.56％ 0.19％ 0.13％ 0.17％ 0.17％ 0.25％ 1.03％ 1.19％ 1.02％

死亡 0.20％ 0.02％ 0.00％ 0.03％ 0.01％ 0.02％ 0.33％ 0.66％ 0.46％

（ ２）初診時危害程度
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性別に、子どもの日常生活事故による人
口当たり救急搬送人員数をみると、いずれ
の年齢層でも女性より男性の方が多くなっ
ています（図表Ⅰ-２-２-3）。また、女性に
対する男性の倍率は年齢が高くなるにつれ
増加していき、「０歳」では「男性」が
160.5人/万人、「女性」が150.1人/万人で男
性は女性の1.1倍ですが、「７-14歳」では「男
性」が87.3人/万人、「女性」が34.5人/万人
と2.5倍です。

また、事故が屋内と屋外のどちらで起
こったかを「屋内率」としてみると、男女
共に年齢が高くなるにつれ「屋内率」が減

少していき、その減少率は男性の方が高く
なっています。行動範囲が屋外に広がって
事故に遭う機会が増えることを背景に、成
長と共に男女の行動の違いが表れている可
能性が考えられます。事故に遭った人数が
女性よりも男性が多い傾向は、人口動態特
別集計結果でも確認できます。

次に、年齢別にどのような事故が多いか
を、救急搬送データの事故種別70の割合か
らみてみます（図表Ⅰ-２-２-4）。
「ころぶ」については、「０歳」では

11.2％と約１割ですが、「１歳」では25.3％

女性より男性の方が事故が多い

子どもの事故は「ころぶ」、「落ち
る」、「ものがつまる等」が多い

図表Ⅰ-2-2-3 性別の日常生活事故による人口当たり救急搬送人員数

（備考） 1．東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 総務省「国勢調査」（2015年）の人口（東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域）を2012年から2016年までの平均人口として
人口当たりの救急搬送人員数を算出した。

７―14歳４―６歳３歳２歳
男性 

１歳０歳 ７―14歳４―６歳３歳２歳
女性 

１歳０歳
0

300
（人/万人）

250

200

150

100

50

0

100
（％）

80

60

40

20

人口当たり救急搬送人員数 屋内率（右軸）

160.5

264.6

225.2
180.7

110.3
87.3

150.1

199.2

153.9

115.7

62.9

34.5

91.7

85.1 76.6
73.0

63.0

45.4

91.5
84.3

77.4
74.0

66.9
61.4

70�）「落ちる」：倒れた際に高低差の移動を伴って受傷したもの、「ころぶ」：倒れた際に高低差の移動を伴わず受傷し
たもの、「ものがつまる等」：食品又は、食品以外のものを飲み込んで受傷したもの（目・耳・鼻へ異物が入ったも
のを含む）、「ぶつかる」：人と人、人と物との衝突により受傷したもの、「はさむ・はさまれる」：物体間又は物体
内に挟まれたもの、「やけど」：高温の液体、気体等により受傷したもの、「切る・刺さる」：刃物や鋭利物等により
受傷したもの、「かまれる・刺される」：動物や虫などにかまれた、刺された等により受傷したもの、「おぼれる」：
浴槽、プール、河川等で溺れたもの
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と倍以上の割合を占め、２歳以上では３割
以上を占めます。「ぶつかる」も年齢が高
くなるほど割合が大きくなり、「０歳」で
は5.3％ですが、年齢と共に徐々に増え、「７
-14歳」では24.0％と救急搬送人員数の約
４分の１を占めています。

一方、「落ちる」、「ものがつまる等」、「や
けど」は年齢と共に割合が小さくなる傾向
があります。「落ちる」については、「０歳」
では31.2％と約３割を占めますが、「７-14
歳」では15.1％にまで割合が半減していま
す。また、「ものがつまる等」、「やけど」
はそれぞれ、「０歳」で26.1％、8.2％に対し、
「７-14歳」では1.6％、1.5％と大きく減少
しています。
「ころぶ」と「落ちる」は各年齢を通じ

て割合が大きく、１歳から６歳まででは合
わせて半分以上を占め、「０歳」、「７-14歳」
でもそれぞれ42.4％、48.6％と４割を超え
ます。「０歳」では、「ものがつまる等」が
26.1％で、最も多い「落ちる」の31.2％に

続き、２番目に大きな割合を占めています。

救急搬送人員数の多い子どもの事故に着
目する一方、事故に遭った際の危害程度も
重要であると考えられます。救急搬送デー
タで事故種別の初診時危害程度をみると、
「おぼれる」では、生命の危険が強いと認
められる状況である「重症」以上の割合が
28.2％と顕著に高く、救急搬送人員数は少
ないものの重症化しやすいと考えられます
（図表Ⅰ-２-２-5）。次に、「重症以上率」が
高い「やけど」は2.6％と、「おぼれる」と
比較するとかなり低い割合ですが、それ以
外の事故種別と比較すると依然として高い
と言えます。

「おぼれる」、「やけど」は重症以
上の割合が高い

図表Ⅰ-2-2-4 日常生活事故による救急搬送人員数の事故種別割合

（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 各年齢後の（ ）内は2012年から2016年までの 5年間の救急搬送人員数。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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11.2

25.3
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33.5

0 10080604020

７―14歳
（24,005人）

４―６歳
（13,232人）

３歳
（7,518人）

２歳
（9,943人）

１歳
（12,189人）

０歳
（8,349人）

（％）
ころぶ 落ちる ぶつかる ものがつまる等 切る・刺さる はさむ・はさまれる

かまれる・刺される おぼれる その他 不明やけど
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ここでは、子どもの事故の内容について、
データの分析を掘り下げるとともに、事故
事例なども交えて更に詳しくみていきま
す。子どもの事故で大きい割合を占めると
いう観点から「ころぶ」、「落ちる」、「もの
がつまる等」を、初診時危害程度の重症以
上率の高さの観点から「おぼれる」、「やけ
ど」を取り上げます。

救急搬送データの「ころぶ」には、「歩

道を走っていた際に前のめりに転倒し、頭
頂部を受傷したため様子をみていたとこ
ろ、おう吐症状が治まらないため救急要請
した」といった事例が含まれています71。
「ころぶ」について人口当たりの救急搬

送人員数は、「１歳」の58.8人/万人をピー
クに年齢が高くなるにつれて減少してい
き、「４-６歳」では31.2人/万人、「７-14歳」
では20.6人/万人となっています（図表Ⅰ
-２-２-6）。これは、成長に伴ってバランス
感覚や運動能力が身に付いてくるため、転
ぶこと自体が減る、転んでも受身をとって
受傷しにくくなる、といったことが背景に
あると推察されます。

屋内外の区分をみると、年齢が高くなるに
従って「屋内率」が低くなります。「０歳」

（ ２）子どもの事故の内容

「ころぶ」： １歳で頻発

図表Ⅰ-2-2-5 子どもの日常生活事故の事故種別初診時危害程度
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（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 総務省「国勢調査」（2015年）の人口（東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域）を2012年から2016年までの平均人口と
して人口当たりの救急搬送人員数を算出した。

3． 「軽症」は軽易で入院を要しないもの、「中等症」は生命の危険はないが入院を要するもの、「重症」は生命の危険が強いと認
められたもの、「重篤」は生命の危険が切迫しているもの、「死亡」は初診時死亡が確認されたものを表す。

71）東京消防庁「救急搬送データからみる日常生活事故の実態」（2016年）
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では82.7％と屋内の事故が大半を占めます
が、「７-14歳」では43.8％と成長に伴い屋外
での活動が増えていることがうかがえます。

なお、救急搬送データの「ころぶ」の重
症以上の割合は他の事故種別と比較すると
低いものの、５年間で14歳以下の53人が重

症以上となっており、当たりどころによっ
ては重症以上になる可能性も考えられます
（図表Ⅰ-２-２-5参照。）。また、事故発生数
が多いため、中等症以上の救急搬送員人数
では最も多くを占めています。

図表Ⅰ-2-2-6 「ころぶ」の年齢別屋内外内訳

（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 各年齢後の（ ）内は2012年から2016年までの 5年間の救急搬送人員数。
3． 総務省「国勢調査」（2015年）の人口（東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域）を2012年から2016年までの平均人口とし
て人口当たりの救急搬送人員数を算出した。

７―14歳
（8,050人）

４―６歳
（4,728人）

３歳
（2,582人）

２歳
（3,025人）

１歳
（3,085人）

０歳
（931人）

0
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40
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20
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0

100
（人/万人） （％）

80

60

40

20

屋内率（右軸）

屋外
屋内

3.0

11.2
15.7

15.7

12.4

11.6

14.3

47.7
42.1

35.4

18.7

9.0

82.7

81.0

72.9
69.3 60.1

43.8

17.3

58.8 57.8

51.1

31.2

20.6

転倒事故の事例
特に０歳児、１歳児は、歩行が不安定なためか、転んでテーブル等にぶつかり、けがをしたケー

スが目立ちます。月齢でみると生後７か月からこのような事故が増え始め、事例としては、「伝
い歩きから転倒し、テーブルの脚に頭をぶつけて硬膜外血腫となった」ものなどがあります72。

72�）国民生活センター「発達をみながら注意したい０・１・２歳児の事故―医療機関ネットワーク情報から―」（2016
年１月14日公表）
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救急搬送データの「落ちる」について年
齢別にみると、人口当たりの救急搬送人員
数は「１歳」が59.9人/万人で最も多く、51.5
人/万人の「２歳」、48.4人/万人の「０歳」
と続きます（図表Ⅰ-２-２-7）。一方、初診時
危害程度をみると「重症以上率」は、３歳
以下では1.0％以下ですが、「４-６歳」では
1.6％、「７-14歳」では3.2％と、年齢が高く
なるにつれ重症以上の割合が高くなります。

また、年齢別に事故の屋内外の区分をみ
ると、「屋外」の割合は、「０歳」では
10.1％と１割程度ですが、年齢が高くなる
ほど「屋外」の割合が大きくなり、「４-６
歳」では49.9％と約半分、「７-14歳」では

62.3％と６割を超えます（図表Ⅰ-２-２-8）。
これは（図表Ⅰ-２-２-6）でみた「ころぶ」
と同様の傾向であり、成長に伴い屋外での
活動が増えていることがうかがえます。事
故の事例としては、「友人と14階建てマン
ションの屋外階段13階部分で遊んでいたと
ころ、手すりを飛び越え１階屋外駐車場へ
転落した。」といったものがみられます73。
この事例のように「屋外」には高所からの
転落が含まれるため、重症化しやすいと推
測され、「７-14歳」の重症以上の割合が大
きいこととも関係していると考えられます。

人口動態特別集計結果では、「転倒・転落」
の死因内訳をみることができます。年齢別
に死因内訳をみると、成長に伴って内訳が
変化していることが分かります（図表Ⅰ
-２-２-9）。特に「０歳」は特徴的で、「スリッ

「落ちる」： ７歳から１4歳までの転落事故
は主に屋外で発生し、症状が重い傾向

図表Ⅰ-2-2-7 「落ちる」の年齢別初診時危害程度

（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 各年齢後の（ ）内は2012年から2016年までの 5年間の救急搬送人員数。
3． 総務省「国勢調査」（2015年）の人口（東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域）を2012年から2016年までの平均人口と
して人口当たりの救急搬送人員数を算出した。

4． 「軽症」は軽易で入院を要しないもの、「中等症」は生命の危険はないが入院を要するもの、「重症」は生命の危険が強いと認
められたもの、「重篤」は生命の危険が切迫しているもの、「死亡」は初診時死亡が確認されたものを表す。

７―14歳
（3,634人）

４―６歳
（2,895人）
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0.0
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0.0
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0.0
0.1
0.3

0.0
0.1
0.3

0.0
0.0
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0.0
0.1
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4.9

48.4

7.1

59.9

6.3

51.5

5.6

36.5

3.8

19.1

2.7
9.3

43.3

52.2
44.8

30.5

15.0

6.3

73）東京消防庁「救急搬送データからみる日常生活の事故」（2014年）
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図表Ⅰ-2-2-8 「落ちる」の年齢別屋内外内訳

（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 各年齢後の（ ）内は2012年から2016年までの 5年間の救急搬送人員数。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

89.9

75.9

66.2

61.8

50.1

37.7

10.1

24.1

33.8

38.2

49.9

62.3

0 10080604020

７―14歳
（3,634人）

４―６歳
（2,895人）

３歳
（1,844人）

２歳
（2,692人）

１歳
（3,140人）

０歳
（2,603人）

（％）
屋外 屋内

図表Ⅰ-2-2-9 「転倒・転落」の年齢別死因内訳

（備考） 1． 厚生労働省「人口動態調査」（2007-2016年）により作成。
2． 各年齢後の（ ）内は2007年から2016年までの10年間の死亡数。
3． 「その他」には、「その他の転落」、「アイススケート，スキー，ローラースケート又はスケートボードによる転倒」、「がけか
らの転落」、「溺死又は溺水以外の損傷を生じた水中への潜水又は飛込み」、「運動場設備からの転落」、「他人との衝突又は他
人に押されることによる同一平面上でのその他の転倒」、「その他の家具からの転落」が含まれる。

4． 厚生労働省の人口動態調査の調査票情報を利用し再集計しており、公表数値とは一致しない場合がある。
5． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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13.3
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16.4

20.5

18.2

4.5

13.3
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７―14歳
（117人）

４―６歳
（61人）

３歳
（39人）

２歳
（22人）

１歳
（30人）

０歳
（33人）

建物又は建造物からの転落 スリップ，つまづき及びよろめきによる同一平面上での転倒
他人によって運ばれているとき又は支えられているときの転倒・転落
階段及びステップからの転落及びその上での転倒 椅子からの転落 ベッドからの転落
その他
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プ、つまづき及びよろめきによる同一平面
上での転倒」（27.3％）や「他人によって
運ばれているとき又は支えられているとき
の転倒・転落」（39.4％）、「ベッドからの
転落」（18.2％）の割合が大きくなってい
ます。例えば、「スリップ、つまづき及び
よろめきによる同一平面上での転倒」では、
つかまり立ちした子どもが転倒する場合や
「他人によって運ばれているとき又は支え
られているときの転倒・転落」では親に抱っ
こされた子どもが落ちてしまう場合などが

想定されます。これらは落ちる高さが比較
的低いといえますが、それでも０歳児に
とっては致命的になる場合もあると考えら
れます。０歳児は三頭身ほどの身体であり、
重心が頭部寄りにあるため、頭から落ちや
すいと推測されます。また、頭部外傷が軽
微な事故でも思わぬ重篤な症状になったり
することもあります74。これらのことが０
歳児の「転倒・転落」による死亡に影響し
ている可能性が考えられます。

転落事故の事例
①大人用ベッドからの転落

０歳児、１歳児が数十センチメートル以上の高さの大人用ベッドから転落すると、頭蓋骨骨折
や頭蓋内損傷を受傷することがあります。また、転落をきっかけに大人用ベッドと壁や物との間
に頭が挟まれて窒息するケースもあり、場合によっては命を落とす可能性があります75。

②窓やベランダからの転落
窓やベランダからの子どもの転落事故は、子どもが窓枠やベランダの

手すりを乗り越えて転落したり、窓の網戸やベランダのパネルが外れた
りするなどして転落するケースが見られます。高所からの転落は、生命
に危険を及ぼす可能性が高く、十分な注意が必要です。「自宅マンション
３階の窓より15m下の道路に転落した。窓の横に足がかりになる物が置
いてあった。保護者は同じ部屋にいたが、転落に気付かなかった。頭蓋
内損傷、全身打撲などの重症を負った」という事例などがみられます76。

（備考） �写真提供：国民生活センター

寝返り等をして、ベッドの端から転落。 転落し、頭部や身体に受傷。

大人用ベッドからの転落事故のイメージ画像

74）国民生活センター「小児の頭部外傷の実態とその予防対策」（1997年９月24日公表）
75�）消費者庁「０～１歳児の大人用ベッドからの転落事故に御注意ください！―頭蓋骨骨折、窒息などの事故が起き

ており、危険です―」（2017年11月８日公表）
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（図表Ⅰ-２-２-4）でみたとおり、救急搬
送データで「ものがつまる等」は「０歳」
で２番目に多い事故種別です。「ものがつ
まる等」の関連器物77について、食品かそ
れ以外かに分類したところ、「食品以外」
の割合は、最も大きい「０歳」の88.0％か
ら年齢が高くなるにつれ小さくなるもの
の、「７-14歳」でも57.5％と半分以上を占
めました（図表Ⅰ-２-２-１0）。食品で主にみ
られるのは、「魚等の骨」、「アメ玉類」です。

食品以外で主にみられるものは、１歳以下
では「タバコ」、「その他の玩具」、「包み・
袋」など、２歳から14歳まででは「ビー玉
類」、「その他の玩具」などです。

どの年齢層でも「食品」を関連器物とし
た救急搬送が起こっており、日常的な行動
である食事にもリスクが潜んでいるといえ
ます。食品以外の誤飲・誤えんに注意する
ことは当然ですが、小さく切って食べやす
い大きさにする、水分で喉を湿らせる、よ
くかんで食べる、遊びながら食べない、と
いった注意が必要です。

「ものがつまる等」：食事にも誤
えんによる救急搬送のリスクが

図表Ⅰ-2-2-10 「ものがつまる等」の食品と食品以外の割合

（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 各年齢後の（ ）内は2012年から2016年までの 5年間の救急搬送人員数。
3． 関連器物を「食品」と「食品以外」に分類。
4． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

７―14歳
（395人）

４―６歳
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３歳
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０歳
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12.0
22.2
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76�）消費者庁「窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください！―転落事故は特に１～３歳の子どもに注意
が必要で、春から夏に多く見られます―」（2018年３月14日公表）

77�）受傷原因に直接又は間接的に影響があった器物のことをいう。
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（図表Ⅰ-２-２-5）でみたとおり、「おぼれ
る」は重症以上の割合が高く、３割近くが
生命の危険にさらされる事態になっていま
す。救急搬送データで事故の関連器物をみ
ると、「０歳」では98.2％、「１歳」では
98.5％、「２歳」では92.0％と、０歳から２
歳までは９割以上を「浴槽」が占めます（図

表Ⅰ-２-２-１１）。一方、「７-14歳」では「浴槽」
の割合は27.6％と比較的小さく、代わりに
「河川」が37.9％と４割近くを占めるよう
になります78。

このような傾向は人口動態特別集計結果
でも同様です。「溺水」の内訳79をみると、
「浴槽での溺水」は、「０歳」、「１歳」で
はそれぞれ84.1％、80.3％と８割以上を占
めるのに対し、「２歳」では37.9％と大き
く減少し、「３歳」では32.7％となってい

「おぼれる」：０歳から２歳までは浴槽
が９割以上、年齢が高くなると河川

物が喉に詰まってしまった時の応急処置方法
子どもの年齢や大きさにより、以下の応急処置を、口の中に指を入れることをせず
に行ってください。また、応急処置後は速やかに医療機関を受診しましょう。

０
歳
児

背部こう打法

片腕にうつ伏せに乗せ顔を支えて、頭を低くして、背
中の真ん中を平手で何度も連続してたたきます。なお、
腹部臓器を傷つけないよう力を加減します。

１
歳
以
上

背部こう打法変法

立て膝で太ももがうつ伏せにした子のみぞおちを圧迫
するようにして、頭を低くして、背中の真ん中を平手
で何度も連続してたたきます。なお、腹部臓器を傷つ
けないよう力を加減します。

満
５
歳
以
上

腹部突き上げ法
（ハイムリック法）

後ろから両腕を回し、みぞおちの下で片方の手を握り
拳にして、腹部を上方へ圧迫します。この方法が行え
ない場合は、横向きに寝かせて、又は、座って前かが
みにして背部こう打変法を試みます。

（備考） �消費者庁「豆やナッツ類は、３歳頃までは食べさせないようにしましょう！豆やナッツ類を誤嚥
えん

して、
気管支炎や肺炎を起こしたり、窒息したりするおそれがあります」（2018年１月31日公表）

78�）警察庁「平成28年における水難の概況」（2017年6月15日公表）では、2016年の中学生以下の子どもの水難事故に
よる死者数は、場所別で「海」、「河川」、「湖沼池」、「用水路」、「プール」のうち「河川」が最も多く、約６割を占
めることを報告している。これは、救急搬送データの関連器物に「河川」がみられることと一致している。
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ます。「４-６歳」では20.2％、「７-14歳」
では23.3％と約２割で、年齢が高くなるに
つれ割合が小さくなります（図表Ⅰ-２-２-
１２）。一方、「４-６歳」、「７-14歳」では、
海や河川等の「自然の水域での溺水」がそ
れぞれ47.3％、56.6％と約半分を占めてお
り、成長に伴いおぼれる場所が変化してい
ることがみて取れます。

このような状況から、０歳から２歳まで
に対してと３歳以上に対してとでは、同じ
「溺水」でもそれぞれで異なる対策が必要
であると考えられます。例えば、０歳から
２歳までに対しては、入浴中に目を離さな
い、お風呂の水を抜く、浴室に鍵をする、
といった対策が考えられます。また、３歳
以上に対しては、海や河川等での溺水の危

険について本人に言い聞かせたり、ライフ
ジャケットの着用といった具体的な対策を
教えたりすることが有効であると考えられ
ます。

図表Ⅰ-2-2-11 「おぼれる」の年齢別関連器物

（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 各年齢後の（ ）内は2012年から2016年までの 5年間の救急搬送人員数。
3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

1.5

4.0

26.7

14.3

27.6

6.7

7.1

37.9

4.0

6.7

14.3

6.9

6.7

7.1

1.898.2

98.5

92.0

53.3

57.1

27.6

0 10080604020

７―14歳（29人）

４―６歳（14人）

３歳（15人）

２歳（25人）

１歳（67人）

０歳（56人）

浴槽 ビニールプール プール 河川 その他
（%）

79�）厚生労働省「人口動態統計」の死因基本分類表からここでは、「浴槽での溺水」：浴槽内での溺死及び溺水、浴槽
への転落による溺死及び溺水、「水泳プールでの溺水」：水泳プール内での溺死及び溺水、水泳プールへの転落によ
る溺死及び溺水、「自然の水域での溺水」：自然の水域内での溺死及び溺水、自然の水域への転落による溺死及び溺水、
「その他の溺水」：その他の明示された溺死及び溺水、詳細不明の溺死及び溺水、とした。
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図表Ⅰ-2-2-12 「溺水」の年齢別死因内訳

（備考） 1． 厚生労働省「人口動態統計」（2007-2016年）により作成。
2． 各年齢後の（ ）内は2007年から2016年までの10年間の死亡数。
3． 「浴槽での溺水」は「浴槽内での溺死及び溺水」と「浴槽への転落による溺死及び溺水」の合計、「水泳プールでの溺水」は「水
泳プール内での溺死及び溺水」と「水泳プールへの転落による溺死及び溺水」の合計、「自然の水域での溺水」は「自然の
水域内での溺死及び溺水」と「自然の水域への転落による溺死及び溺水」の合計、「その他の溺水」は「その他の明示され
た溺死及び溺水」と「詳細不明の溺死及び溺水」の合計。

4． 厚生労働省の人口動態調査の調査票情報を利用し再集計しており、公表数値とは一致しない場合がある。
5． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

12.7

17.1

41.4

32.7

24.1

17.9

3.2

2.0

19.0

28.8

47.3

56.6

0.7

1.7

5.8

8.4
2.2

84.1

80.3

37.9

32.7

20.2

23.3

0.0

0 10080604020

７―14歳
（459人）

４―６歳
（203人）

３歳
（52人）

２歳
（58人）

１歳
（152人）

０歳
（63人）

（％）
浴槽での溺水 水泳プールでの溺水 自然の水域での溺水 その他の溺水

子どもが溺れるとき

出典：佐久医師会、佐久市 教えて！ドクタープロジェクト
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救急搬送データの「やけど」について年
齢別にみると、「０歳」で12.7人/万人、「１
歳」で18.0人/万人と、「０歳」と「１歳」
の人口当たり救急搬送人員数が多いことが
分かります（図表Ⅰ-２-２-１3）。「２歳」で
は6.1人/万人、「３歳」では3.6人/万人、「４
-６歳」では1.9人/万人と、年齢が高くな
るにつれ人口当たり救急搬送人員数は減っ
ていき、「７-14歳」では0.9人/万人と「１歳」
の約20分の１になっています。一方、初診
時危害程度に年齢による一定の傾向はみら
れず、最も「重症以上率」が低い「２歳」
でも1.6％と、いずれの年齢でも１％以上

が生命の危険が強いと認められる重症以上
となっています。年齢によって事故の頻度
は異なる一方、初診時危害程度に傾向がな
いことが「やけど」の特徴と考えられます。
「やけど」の原因となった関連器物をみ

ると「味噌汁・スープ」、「お茶・コーヒー」、
「メン類」等の食事に関するものが高い割
合を占めています（図表Ⅰ-２-２-１4）。これ
らの熱い食事には日常的に接する機会が多
いと考えられ、いつもと違う行動をした時
や一瞬の油断が生じた時に事故が起こって
いるのではないかと推察されます。また、
それぞれの関連器物の割合は年齢によって
大きな変化はみられず、年齢によらず食事
の場面には注意が必要であることが分かり
ます。

「やけど」：食事に関係して発生

図表Ⅰ-2-2-13 「やけど」の年齢別初診時危害程度

（備考） 1． 東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。
2． 各年齢後の（ ）内は2012年から2016年までの 5年間の救急搬送人員数。
3． 総務省「国勢調査」（2015年）の人口（東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域）を2012年から2016年までの平均人口として
人口当たりの救急搬送人員数を算出した。

4． 「軽症」は軽易で入院を要しないもの、「中等症」は生命の危険はないが入院を要するもの、「重症」は生命の危険が強いと認めら
れたもの、「重篤」は生命の危険が切迫しているもの、「死亡」は初診時死亡が確認されたものを表す。
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「ころぶ」、「落ちる」、「ものがつまる等」、
「おぼれる」、「やけど」とそれぞれの事故
種別について詳しくみてきましたが、改め
て、成長に伴う事故内容の変化を別の観点
からみてみましょう。救急搬送データにつ
いて、事故種別に関連器物の上位５位を一
覧にしました（図表Ⅰ-２-２-１4）。
「やけど」、「かまれる・刺される」は年

齢によって上位の関連器物が大きく変化す
ることはありませんが、その他の事故種別
では年齢に伴う変化がみられます。例えば

「０歳」をみると、「落ちる」では「ベッド」、
「人」が、「ものがつまる等」では「包み・
袋」、「タバコ」が上位にある点が特徴的で
す。また、１歳から３歳までで上位に入っ
てくるものとして、「ころぶ」の「階段」や、
「落ちる」の「椅子」及び「自転車の補助
イス」、「切る・刺さる」の「歯ブラシ」及
び「耳掻き・綿棒」などが挙げられます。

「７-14歳」では、「ころぶ」の「運動施設」、
「ぶつかる」の「ボール」など、６歳以下
では５位までに入っていなかった関連器物
が１位や２位に入ってくるなど、大きな変
化があります。

日常生活事故の関連器物は年齢と
共に変化

炊飯器や電気ケトル等によるやけど事故の事例
製品による子どものやけど事故の中で、炊飯器や電気ケトル等80は、暖房器具と共に主な要因

となっています。乳幼児の報告件数が多く、入院を要するなど重症の事例も多くあります81。

炊飯器や電気ケトル等によるやけど事故のイメージ画像

80）ここでは、「電気ケトル等」とは、電気ケトル、電気ポット、魔法瓶、水筒、やかんのことを指す。
81�）消費者庁「炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に御注意ください―使用環境に注意し、安全に配

慮された製品で事故防止を―」（2017年12月13日公表）
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図表Ⅰ-2-2-14 救急搬送データにおける事故種別の関連器物上位

（備考）  東京消防庁「救急搬送データ」（2012-2016年）に基づき消費者庁が集計。

ころぶ 落ちる
0歳 1歳 2歳 3歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳

居室 342 居室 733 居室 465 居室 379 居室 533 運動施設 2,091 ベッド 754 階段 825 階段 716 階段 418 階段 452 階段 500

その他
の家具 70 その他の家具 332 その他の家具 265 階段 166 道路 420 道路 628 人 342 椅子 538 椅子 360 椅子 188 滑り台 209 滑り台 240

ベビー
カー 53

机・
テーブ
ル

175 階段 199 その他の家具 157 階段 345 人（衝突のみ） 556 階段 288
自転車
の補助
イス

320
自転車
の補助
イス

334
自転車
の補助
イス

186 椅子 178
フェン
ス・柵・
塀

232

道路 39 椅子 162 道路 185 店内 152 その他の家具 250 居室 494 椅子 251 ベッド 226 ベッド 153 滑り台 87 ベッド 157 植物 232

机・
テーブ
ル

36
階段 151 浴室 138 道路 149 公園 239 階段 328 ソファ 222 ソファ 154

人 109
ベッド 86 その他の遊具 142 雲梯 202

滑り台 109椅子 36

ぶつかる ものがつまる等
0歳 1歳 2歳 3歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳

その他
の家具 83 その他の家具 211 その他の家具 215 その他の家具 148 その他の家具 229 人（衝突のみ）1,433

包み・
袋 447 タバコ 195

薬剤等
による
もの

115 ビー玉類 75 アメ玉類 107 魚等の骨 53

人（衝
突のみ） 40

机・
テーブ
ル

117
机・
テーブ
ル

113
机・
テーブ
ル

94 人（衝突のみ） 162 ボール 850 タバコ 293
薬剤等
による
もの

164 その他の玩具 88 その他の玩具 74 ビー玉類 88 アメ玉類 36

机・
テーブ
ル

31 ベッド 46 柱 60 壁・天井 55
机・
テーブ
ル

127 手動ドア 241 その他の玩具 242 その他の玩具 129 魚等の骨 72 アメ玉類 65 その他の玩具 88 ビー玉類 30

椅子 24 椅子 43 人（衝突のみ） 55 手動ドア 54 壁・天井 103 壁・天井 198 不明 214 電池 93 アメ玉類 62 魚等の骨 51 魚等の骨 79 その他の玩具 17

壁・
天井 17 柱 43 手動ドア 54 人（衝突のみ） 44 手動ドア 103 柱 187 異物 94 不明 90 ビー玉類 45

薬剤等
による
もの

44
薬剤等
による
もの

33
硬貨 16

食物 16

やけど 切る・刺さる
0歳 1歳 2歳 3歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳

味噌汁
・
スープ

141 熱湯 202 熱湯 71 熱湯 41
味噌汁
・
スープ

69
味噌汁
・
スープ

94
ハサミ
・
爪切り

29 ナイフ 100 ナイフ 69 ナイフ 34 ナイフ 85 ナイフ 194

お茶・
コー
ヒー類

131
お茶・
コー
ヒー類

201
味噌汁
・
スープ

65
味噌汁
・
スープ

37 熱湯 56 熱湯 86 日用品 11 歯ブラシ 95 歯ブラシ 62 耳掻き・綿棒 24
ハサミ
・
爪切り

43 手動ドア 126

熱湯 119
味噌汁
・
スープ

174 メン類 52 メン類 20 メン類 48 メン類 51 食器類 11
ハサミ
・
爪切り

52 耳掻き・綿棒 36 歯ブラシ 23 耳掻き・綿棒 32 ガラス片 77

ポット
・
魔法瓶

95
ポット
・
魔法瓶

87
お茶・
コー
ヒー類

35
お茶・
コー
ヒー類

17
お茶・
コー
ヒー類

27
お茶・
コー
ヒー類

17 耳掻き・綿棒 8 耳掻き・綿棒 40
ハサミ
・
爪切り

31
ハサミ
・
爪切り

15 ガラス片 31

針・
ヘアピ
ン・
釘等

64

メン類 53 メン類 74
ポット
・
魔法瓶

19
ポット
・
魔法瓶

13
ポット
・
魔法瓶

14
ポット
・
魔法瓶

16 歯ブラシ 8 食器類 36 食器類 19 食器類 12 食器類 27 食器類 48

かまれる・刺される
0歳 1歳 2歳 3歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳

動物等 35 動物等 44 動物等 25 動物等 22 虫 62 虫 208
虫 6 虫 21 虫 17 虫 14 動物等 50 動物等 114

おぼれる
0歳 1歳 2歳 3歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳

浴槽 55 浴槽 66 浴槽 23 浴槽 8 浴槽 8 河川 11
家具 1 その他 1 その他 1 その他 4 その他 2 浴槽 8

プール 1 プール 1 プール 2 その他 8
河川 1 河川 1 プール 2
ビニール
プール 1 ビニールプール 1

はさむ・はさまれる
0歳 1歳 2歳 3歳 4 ‒ 6 歳 7 ‒14歳

手動ド
ア 49 手動ドア 261 手動ドア 146 手動ドア 138 自転車 200 手動ドア 156

椅子 17 エレベーター 63 エレベーター 39 自転車 50 手動ドア 193 自転車 128

その他
の家具 13 椅子 42

鉄道車
両の戸
袋

39
鉄道車
両の戸
袋

29
鉄道車
両の戸
袋

46
自転車
の補助
イス

21

鉄道車
両の戸
袋

11
鉄道車
両の戸
袋

33 自転車 32 エレベーター 23
自転車
の補助
イス

41

自動車
のドア
（トラック・
バスを含む）

16

人 8 その他の家具 28 椅子 25

自動車
のドア
（トラック・
バスを含む）

21

自動車
のドア
（トラック・
バスを含む）

25 植物 16
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これまでみてきたように、同じ事故種別
でも、年齢によって発生頻度や危害程度な
ど、その内容は大きく変化します。「ころぶ」
では、１歳をピークに年齢が高くなると人
口当たり救急搬送人員数が減少し、「屋内
率」が低くなりました。「落ちる」では、
年齢が高くなるに従って「屋内率」が低く
なり、症状も重症化する傾向がみられまし
た。「ものがつまる等」では、年齢が高く
なるにつれ、関連器物の食品以外の割合が
減少しました。「おぼれる」をみると０歳
から２歳までは「浴槽」での事故が圧倒的
に多く、年齢が高くなると「河川」等の自
然水域での事故が増えました。

このように、成長に伴って変化する事故
内容に対応し、対策の方も変化させていく
ことが求められます。消費者庁では、発達
段階と起こりやすい事故をマップにした
「子どもを事故から守る！事故防止ハンド
ブック」（以下「事故防止ハンドブック」
という。）を2017年４月に発行し、それぞ
れの事故に応じた注意点を紹介しています
（図表Ⅰ-２-２-１5）。この注意点は、主に保

護者に向けたものとなっていますが、保護
者のみが子どもから常時目を離さないでい
ることは困難です。子どもの事故を防ぐに
は、保護者だけでなく、様々な関係者の取
組が求められます。第４節でその内容をみ
ていきます。

子どもの事故内容は成長に伴って
変化

図表Ⅰ-2-2-15 子どもの発達と起こりや
すい事故

未就学児に予期せず起こりやすい事故とその予防法、対処法の
ポイントをまとめたもの。消費者庁ウェブサイトからのダウン
ロードが可能。
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各種事故についての対策や主な注意ポイント

転倒・転落事故
０～１歳児の大人用ベッドからの転落事故
○�０～１歳児は、できるだけベビーベッドで寝かせ、

常に柵を上げる。
〇�子どもの頭や顔が挟まる隙間をなくす等、寝室の

環境に注意する。

抱っこひも使用時の転落事故
○�ものを拾うなどで、前にかがむ際は、必ず子ども

を手で支える。
○�おんぶや抱っこをする時や、降ろす時は、低い姿

勢で行う。
〇�バックル類の留め具や、ベルトのゆるみ、子ども

の位置など、取扱説明書を読んで、正しく使用する。

窓やベランダからの転落事故
○�子どもを一人でベランダや開いている窓に近寄ら

せない。
○�窓に補助錠を付けるなど、子どもが一人で完全に

開けられないようにする。
〇�ベランダの手すりや、窓の近くに足がかりとなる

物を置かない。

誤飲・誤えん事故
食品による誤えん事故
○�食べ物は食べやすい大きさにしてから与える。
○�汁物などの水分を適切に与える。
○�豆・ナッツ類は３歳頃までは食べさせない。

食品以外による誤飲・誤えん事故
○�トイレットペーパーの芯を通るような物（小さい

おもちゃ等）は子どもの手の届く所に置かない。
○�おもちゃの対象年齢に注意する。
○�食事の前には異物が口腔内にないことを確認する。
○�ボタン電池の誤飲は重症事故につながるおそれが

ある。
○�医薬品、たばこ、お酒などは子どもの手が届かな

いところに置く。

溺れる事故
○�入浴中は目を離さない。子どもは静かに溺れる。
○�浴槽や洗濯機の水は使用後に抜いておく。
○�海や川で遊ぶときはライフジャケットを着用し、

大人が付き添う。

やけど事故
○�お茶、みそ汁、電気ケトル、暖房器具、調理器具

等でやけど事故が発生。
○�熱源は子どもの手が届かない場所に置く。
○�テーブルクロスやコードを引っ張ってしまわない

ようにする。
○�安全に配慮された製品を選ぶ。
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子どもの事故は、前節でみてきたように、
発達段階に応じた特徴があり、日常生活の
中で起きています。

子どもが自分の行動が事故へつながるこ
とを想像するのは困難です。子どもの事故
防止に向けては、周囲にいる人が「子ども
は小さな大人ではない」ということ、日常
の生活の中での身近なものが、大人と違っ
て子どもにとっては事故につながるリスク
があることを知り、防止策を講じることが
求められます。そこで本節では、子どもの
事故に対する社会全体の認知度や、事故防
止への意識等をアンケート調査の結果から
みていきます。

その上で、家庭での子どもの生活環境を
整える立場にある保護者に焦点を当て、事
故に関する意識や事故防止の取組の状況を
尋ねた調査結果を紹介し、子どもの年齢や
親の属性による違い等も示していきます。

さらに、保育施設において子どもに関わ
る保育士に、事故防止について尋ねた結果
も紹介して、子どもを取り巻く人々の意識
等の現状を明らかにしていきます。

2017年11月に実施した消費者庁「消費者
意識基本調査」で、日常生活における子ど
もの事故防止について８項目82の知識を尋
ねたところ、「チャイルドシートの使用義
務」に関して「知っていた」という回答が
91.7％と最も高い結果となりました（図表
Ⅰ-２-３-１）。次いで、「ベランダに踏み台に
なるものを置くことの事故発生リスク」が
87.5％となっています。一方、「安全に配
慮された製品に付けられるマーク」につい
ては約５割にとどまり、「誤飲チェッカー」
は16.3％と、多くで認知されていないこと
が分かりました。

さらに子どもがいる人83についてみる
と、「チャイルドシートの使用義務」
（98.4％）のほか、「ベランダに踏み台に
なるものを置くことの事故発生リスク」
（93.9％）、「ボタン電池の誤飲」（91.0％）
も９割を超えています。

回答者全体と子どもがいる人では、８項
目の認知度の順序は同様でしたが、回答者
全体と比べて子どもがいる人の方が８項目
全てで認知度が高く、事故防止に対する知

子どもの事故防止に関する意識・行動第 ３節

子育て中の人の方が、事故防止の
知識を持っている

82�）ここでは、「法令上、６歳未満の子供について、自動車乗車時にチャイルドシートを使用する義務があること」
を「チャイルドシートの使用義務」、「歩いたり、階段の登り降りができたりする乳幼児がいる場合、ベランダに植
木鉢や椅子などの踏み台になるものを置くことは、事故発生のリスクがあること」を「ベランダに踏み台になるも
のを置くことの事故発生リスク」、「乳幼児のボタン電池の誤飲により、食道や胃が損傷される重症事例があること」
を「ボタン電池の誤飲」、「０～１歳児に柔らかい寝具（敷布団やマットレス等）を使用すると顔が埋まって窒息す
るリスクがあること」を「柔らかい寝具の窒息リスク」、「1歳未満の乳幼児にハチミツを食べさせてはいけないこと」
を「１歳未満にハチミツを食べさせてはいけないこと」、「法令上、13歳未満の子供について、自転車乗車時にヘルメッ
トを着用させる努力義務があること」を「自転車乗車時のヘルメット着用努力義務」、「PSCマーク、SGマーク、
STマークとは、それぞれ安全に配慮された製品に付けられるマークであること」を「安全に配慮された製品に付け
られるマーク」、「０～３歳くらいの子供の口に入る大きさの物を測定する『誤飲チェッカー』という物があること」
を「誤飲チェッカー」、と省略した。

83�）最年少の同居者が14歳以下で、子どもと同居し、かつ、孫と同居していない人を子どもがいる人とした。
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識を備えていることが分かります。
特に「１歳未満にハチミツを食べさせて

はいけないこと」（以下「ハチミツ」とい
う。）や「誤飲チェッカー」に関する知識
では、両者の差が大きくなっています。一
方で、子どもがいる人の中に、「ハチミツ」
や「誤飲チェッカー」に関する知識がない

人が各々12.7％、59.9％おり、より徹底し
た周知が課題となっています。

回答者全体と子どもがいる人で大きな差
が見られた「ハチミツ」と「誤飲チェッカー」
に関する知識について、次に、子どもがい
る人のみを対象として、子どもの年齢や父
親か母親84かという属性で分けてみます。

図表Ⅰ-2-3-1 子どもの事故防止についての知識

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。各項目は調査票の項目名を省略している。
2． 「あなたは、日常生活における子供の事故防止について、以下のようなことを知っていますか。当てはまるものを 1つずつお
選びください。」との問に対する回答。

3． 「子供がいる人」とは、最年少の同居者が14歳以下で、子供と同居し、かつ、孫と同居していない人。

1.4

7.5

11.7

5.9

16.1

8.6

22.7

10.9

31.3

12.7

35.0

30.2

47.9

39.2

82.9

59.9

91.7

98.4

87.5

93.9

82.8

91.0

76.4

88.8

67.9

86.9

64.2

69.4

51.1

60.6

16.3

39.8

0 100
（％）

80604020

子供がいる人

全体

子供がいる人

全体

子供がいる人

全体

子供がいる人

全体

子供がいる人

全体

子供がいる人

全体

子供がいる人

全体

子供がいる人

全体

知っていた 知らなかった 無回答

チャイルドシートの使用義務

ベランダに踏み台になるものを
置くことの事故発生リスク

ボタン電池の誤飲

柔らかい寝具の窒息リスク

１歳未満にハチミツを食べさせ
てはいけないこと

自転車乗車時のヘルメット着用
努力義務

安全に配慮された製品に付けら
れるマーク

誤飲チェッカー

84�）最年少の同居者が14歳以下で、子供と同居し、かつ、孫と同居していない男性を父親、女性を母親とした。
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「ハチミツ」については、「６歳以下」の
子どもがいる母親の認知度は97.7％と最も
高く、ほとんどが「知っていた」という結
果となりました。次いで「７歳から14歳ま
で」の子どもがいる母親が93.0％、「６歳
以下」の子どもがいる父親が83.5％、「７
歳から14歳まで」の子どもがいる父親が
70.5％の順になりました（図表Ⅰ-２-３-２）。
「誤飲チェッカー」についても、「６歳以

下」の子どもがいる母親の認知度は
53.0％、「７歳から14歳まで」の子どもが
いる母親が42.2％というように、「ハチミ
ツ」の結果と同様の順序となりました。こ
こから、子どもが小さいほど、また母親の
方が父親に比べ、子どもの事故防止に関す
る認識が強いことがうかがわれます。

同じく「消費者意識基本調査」で、子ど
もの事故防止を進めるために役立つものを
聞いたところ、回答者全体では、６項目中
「保護者への注意喚起」が84.0％と最も高
く、他の項目を大きく上回る結果となりま

した（図表Ⅰ-２-３-３）。子どもがいる人で
も84.2％とほぼ同様の結果であり、「保護
者への注意喚起」が事故防止を進めるため
に役立つ取組として期待されていることが
分かります。

また、「子供の事故に関する情報の公開」
は子どもがいる人で58.8％と、回答者全体
の48.7％と比べ10.1ポイント高く、子ども
がいる人が子どもの事故に関する情報を重
視していることが示唆されます。

一方、「地域での見守り活動」は回答者
全体が30.8％で、子どもがいる人の26.1％
を上回り、子どもがいる人以外も地域で子
どもを見守る意識を持っていることが分か
る結果となりました。

「消費者意識基本調査」の結果から、回
答者全体と子どもがいる人では子どもの事
故防止に関する知識に差がみられることが
分かりました。また、子どもがいる人でも
子どもの年齢や、父親か母親かといった属
性で違いがみられました。そこで、小さな

事故防止に役立つ取組は「保護者
への注意喚起」

事故防止の正しい知識の修得は出
産後に広がる

図表Ⅰ-2-3-2 子どもの事故防止についての認知度（子どもの年齢・父親母親別）

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「 1 歳未満の乳幼児にハチミツを食べさせてはいけないこと」、「０～３歳くらいの子供の口に入る大きさの物を測定する『誤飲チェッ
カー』という物があること」について、知っているかとの問に対する「14歳以下の子供がいる人」の「知っていた」と回答した人
の割合。

3． 「子供がいる人」とは、最年少の同居者が14歳以下で、子供と同居し、かつ、孫と同居していない人。

1 歳未満の乳幼児にハチミツを食べさせてはいけないこと

父親 母親

6歳以下の子どもがいる

7歳から14歳までの子どもがいる

83.5％ 97.7％

70.5％ 93.0％

0 ～ 3 歳くらいの子供の口に入る大きさの物を測定する「誤飲チェッカー」という物があること

父親 母親

6歳以下の子どもがいる

7歳から14歳までの子どもがいる

33.3％ 53.0％

27.9％ 42.2％
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子どもがいる保護者等の意識や行動を更に
詳しくみていくこととします。

消費者庁は徳島県において、2018年１月
から２月にかけ、０歳から６歳までの子ど
もがいる保護者を対象に、子どもの事故防
止に関するアンケート調査を行いました。
自分の子どもに事故が起きるリスクの認識
や事故防止策、事故防止に関する知識・情
報の入手先等について尋ねています。

また、2018年２月から３月にかけて、こ
れから出産の予定があり、父親、母親にな
る人にもアンケート調査を実施しました。
ここでは、子どもの事故の認知度や事故防
止に関する知識、情報の入手先等を尋ねて
います。

この子どもの成長段階の異なる保護者等
へのアンケート調査により、子どもの年齢
や、父親か母親かといった属性別等での詳
細をみていきます。まず、事故防止に関す

る知識についてクイズ形式で尋ねたとこ
ろ、全体的には母親の方が父親に比べ、正
答率が高い結果となりました。特に、病院
や保健所等での検診に母親が付き添う等、
様々な情報を基に学ぶ機会があるためか、
０歳児の母親の正答率が全般的に高くなっ
ています（図表Ⅰ-２-３-４）。

項目別にみると、小児救急電話相談85の
番号「＃8000」の正答率には父親と母親で
差がみられ、母親が父親を大きく上回って
います。また、出産前の母親は、０歳から
６歳までの子どもがいる父親と同程度の正
答率でしたが、出産後の母親とは正答率に
大きな差がみられました。
「安全に配慮された製品マーク」につい

ては、父親と母親における正答率の差は小
さく、目にした経験が増えるためか、子ど
もの年齢層が高いほど正答率が高くなって
います。

図表Ⅰ-2-3-3 子どもの事故防止に役立つと期待されている取組

（備考） 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは、子供の事故防止を進めるために何が役に立つと思いますか。役に立つと思うものを３つまでお選びください」との問
に対する回答（複数回答）。

3． 「子供がいる人」とは、最年少の同居者が14歳以下で、子供と同居し、かつ、孫と同居していない人。

0 10080604020

無回答

法令等による規制と安全基準の策定

地域での見守り活動

保育園・幼稚園・学校での安全管理の推進

子供の事故に関する情報の公開

子供の安全性を考慮した製品開発

保護者への注意喚起 84.0

50.8

48.7

41.1

30.8

25.6

3.2

84.2

50.9

58.8

42.0

26.1

27.1

1.9

（％）

全体
（N＝6,255、M.T.＝281.0％）
子供がいる人
（N＝1,108、M.T.＝291.0％）

85�）子どもの事故が発生した場合等において、病院の診療を受けた方がよいかなど判断に迷った際、医師や看護師に
相談できる電話の番号。徳島県における2017年度の相談受付時間は毎日18：00～翌日８：00。
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「ハチミツ」は出産予定者と０歳児の保
護者に尋ねており、先に紹介した「消費者
意識基本調査」の結果と同様、父親、母親
ともに正答率が高い結果でした。また、属
性の違いであまり差がみられなかったのは

「チャイルドシートの使用義務年齢」でした。

同じ調査で、子どもの成長に応じた、発
生しやすい日常生活における事故について
聞いています。事故が起きるかもしれない
と「気にしていた」とする回答は、０歳児
の保護者では「おもちゃなど小さな物がの
どにつまる窒息」が70.1％と最も高く、「ボ
タン電池・吸水ボール・磁石の誤飲」が
65.1％、「ベッド、ソファからの転落」が
60.2％という順で続きます（図表Ⅰ-２-３-５）。

父親と母親で「気にしていた」とする回
答に比較的大きな差がみられたのは、「抱っ

こひも使用時の転落」（父親31.7％、母親
52.9％、差21.2ポイント）、「やわらかい敷き
布団や枕、かけ布団、ぬいぐるみによる窒
息」（父親39.7％、母親57.6％、差17.9ポイ
ント）でした（図表Ⅰ-２-３-６）。

０歳児の保護者が対策として「行ってい
る」と回答した割合が高かったのは、「高温
の飲み物やポットは子どもの手に届かない
ところに置く」（87.7％）、「子どもが浴室に
入っているときに少しでも目を離さない」
（87.3％）、「熱いフライパンや鍋、アイロン、
暖房器具などを触れない場所に置く」
（86.3%）、「自家用車に乗せるときチャイル
ドシートを必ず使用する」（84.7％）、「ボタ
ン電池、たばこ、医薬品、などを子どもの
手が届かないところに保管する」（83.8％）
でした（図表Ⅰ-２-３-７）。前節で取り上げた
「ものがつまる等」、「落ちる」、「おぼれる」、
「やけど」のよくみられる事故への対策を
行っている人が多く見られました。

事故発生リスクの認識と対策でも、乳児は「も
のがつまる等」、「落ちる」、「やけど」、「おぼれる」

図表Ⅰ-2-3-4 子どもの事故に関するクイズ正答率

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・保護者アンケート）により作成。
2． 「子どもの事故に関するクイズにお答えください。」（「安全性に配慮された生活用製品を示すマーク」、「チャイルドシー
トは、法令によって何歳までの使用が義務付けられているか」、「小児救急電話相談の番号」、「ハチミツを１歳未満の
子が食べてよいか（出産前、０歳児の保護者のみ対象）」）との問に対する回答の正答率。

3． 徳島県内の出産予定夫婦、０歳児、１-３歳児、４-６歳児の保護者。
4． 出産予定夫婦の数値は、2018年２月末までの回収結果の集計値。

０歳児出産前０歳児出産前 ４―６歳児１―３歳児
ハチミツ#8000

０歳児出産前 ４―６歳児１―３歳児
チャイルドシートの使用義務年齢

０歳児出産前 ４―６歳児１―３歳児
安全に配慮された製品マーク
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（％）
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父親 母親

39.1

57.4
64.0 65.9

58.7

74.5

65.3
69.2

47.8

86.2 85.0

77.0

93.5
98.9

39.5

51.0

61.7

70.4

47.4

65.0 63.6
67.7
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１-３歳児の保護者は、「道路上での事故
（飛び出しなど）」（75.7％）、「包丁、ナイフ、
カミソリ、カッター、はさみなどの刃物で
のけが」（62.2％）、「歯ブラシなどでのの
ど突きによるけが」（61.0％）等の事故が
起きるかもしれないと気にしていることが

分かります。父親と母親で回答に比較的大
きな差がみられたものは、例えば「歯ブラ
シなどでののど突きによるけが」（父親
50.3％、母親68.4％）で、母親の回答の方
が18.1ポイント高くなっています。

行っている対策は、「車に乗せるときチャ

図表Ⅰ-2-3-5 日常的な事故発生のリスクを気にしている割合（ 0歳児の保護者）

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・保護者アンケート）により作成。
2． 「あなたは最近、以下の事故がお子さんに起こるかも知れないと気にしていましたか。」との問に対する「気にしていた」の回答（複
数回答）。

3． 回答者は、徳島県内の０歳児の保護者。

0 8070605040302010
炊飯器、加湿器などの蒸気によるやけど

抱っこひも使用時の転落
ベッドと壁との隙間や家族の身体による圧迫による窒息

母乳・ミルクの吐き戻しや食べ物による窒息
やわらかい敷き布団や枕、かけ布団、ぬいぐるみによる窒息

お茶、カップ麺、ポット、電気ケトルなどの熱湯によるやけど
フライパン、ガスコンロ、アイロン、暖房器具などによるやけど

入浴時の溺水
医薬品・洗剤・化粧品・お酒・たばこの誤飲

ベッド、ソファからの転落
ボタン電池・吸水ボール・磁石の誤飲

70.1 
65.1 

60.2 
58.5 
57.6 

53.5 
53.2 

49.6 
46.1 

45.0 
43.4 

36.9 

おもちゃなど小さな物がのどにつまる窒息

（％）

図表Ⅰ-2-3-6 日常的な事故発生のリスクを気にしている割合（ 0歳児の父親・母親）

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・保護者アンケート）により作成。
2． 「あなたは最近、以下の事故がお子さんに起こるかも知れないと気にしていましたか。」との問に対する「気にしていた」
の回答（複数回答）。

3． 回答者は、徳島県内の０歳児の保護者。

0 10080604020

おもちゃなど小さな物がのどにつまる窒息

医薬品・洗剤・化粧品・お酒・たばこの誤飲

やわらかい敷き布団や枕、かけ布団、
ぬいぐるみによる窒息

抱っこひも使用時の転落

母乳・ミルクの吐き戻しや食べ物による窒息 51.5

52.9

57.6

65.0

77.1

39.3

31.7

39.7

50.6

61.7

（％）

父親
母親
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イルドシートを使用する」（81.3％）、「海、川、
プールで遊ぶときに少しでも子どもから目を
離さない」（77.9％）、「ハサミや刃物を使
用したらすぐに収納場所に片付ける」
（74.3％）の回答が高いという結果でした。

４-６歳児の保護者では、「道路上での事
故（飛び出しなど）」（70.3％）、「海や川や
プールでの事故」（40.3％）が、事故が起
きるかもしれないものとしての回答割合が
高くなっています。なお、０歳児や１-３
歳児と比べ、４-６歳児では父親と母親で
は気にしている項目に大きな差はみられま
せんでした。

行っている対策は、「海、川、プールで
遊ぶときに少しでも子どもから目を離さな
い」（82.0％）、「ライターやマッチは子ど
もの目に触れないところに置く」（60.6％）
の回答割合が高くなっています。例えば
「公園の遊具で遊ぶときはマフラーや洋服
のひもなど、首にからまりそうなものを身に
付けさせない」（父親43.0％、母親65.3％）、
「ため池、排水溝など水のある場所で子ど
もが 遊ばないように注 意 する」（父 親

50.5％、母親71.9％）で、父親と母親に大
きな差がみられました。

以上から、子どもの成長段階によって気
にする事故や対策の実施が異なることが確
認できました。また、これらの自分の子ど
もに事故が起きるリスクの認識や事故防止
への対策の実施については、父親と母親で
は差がみられ、全体として母親の回答割合
が父親の回答割合を上回っています。

同じ調査で、保護者や出産予定者へ子ど
もの事故防止に関する情報の入手先を尋ね
たところ、全体としては「新聞・テレビな
どの報道」の回答割合が高い結果でしたが、
出産前や０歳児の保護者は「友人・知人・
家族」の回答割合も高くなっています（図
表Ⅰ-２-３-８）。

出産前では「インターネットで検索」と
いった積極的に情報を入手しようという姿
勢がみられ、特に母親では「育児に関する

事故防止に関する情報源は子ども
の成長段階で異なる

図表Ⅰ-2-3-7 現在行っている事故対策（ 0歳児の保護者）

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・保護者アンケート）により作成。
2． 「あなたは現在、以下のような対策を行っていますか。」との問に対する「行っている」の回答。
3． 回答者は、徳島県内の０歳児の保護者。

0 100908070605040302010
ベビーベッドに寝かせる

授乳のあとにげっぷをさせてから寝かせる
おもちゃを購入するとき、対象年齢のあった商品を選ぶ

敷き布団やマットレスは硬めのものを使う
寝室に子どもが挟まれるようなすき間を作らない

ベッド・ソファなどの高さのある場所では、子どもから目を離さない
抱っこひもから転落しないよう、かがむときには手で押さえる

掛け布団やタオルなどが顔にかぶらないようする
蒸気が出る炊飯器や加湿器は子どもが触れない場所に置く

ボタン電池、たばこ、医薬品、などを子どもの手が届かないところに保管する
自家用車に乗せるときチャイルドシートを必ず使用する

熱いフライパンや鍋、アイロン、暖房器具などを触れない場所に置く
子どもが浴室に入っているときに少しでも目を離さない

高温の飲み物やポットは子どもの手に届かないところに置く 87.7 
87.3 
86.8 

84.7 
83.8 

80.7 
78.7 

76.1 
70.1 

68.5 
60.9 

59.8 
45.4 

18.9 

（％）
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書籍・雑誌」を読んだり、「産院・病院」、「行
政」の情報も届いていたりすることがうか
がわれます。

出産後の０歳児の保護者でも同様の傾向
がみられますが、子どもが成長していくに
したがい「新聞・テレビなどの報道」以外
の回答割合は低くなる結果となっていま
す。一方、「保育園・幼稚園・学校」が情
報源となっていることが分かります。

保護者の性別では、子どもの年齢を問わ
ず全ての項目で母親の回答割合が父親の回
答割合を上回り、事故防止の情報に触れる
機会の差が大きいことが分かりました。

以上から、出産前や子育て中は、子ども
の成長段階や保護者の性別で、子どもの事
故防止に関する情報の入手先に差異がある
ことが確認できました。

なお、乳幼児健診や母子健康手帳、広報
誌やウェブサイト等を含む「行政」は、特
に出産前や出産直後の母親にとって有用な
情報源であることが分かった一方、父親に
は届く機会が少ないことがうかがわれます。

2017年度に徳島県では消費者庁が作成し
た「事故防止ハンドブック」を県内の乳幼
児の保護者へ配布する取組を行っていま
す。例えば、この「事故防止ハンドブック」

図表Ⅰ-2-3-8 子どもの事故防止に関する情報の入手先（ 0 - 6 歳児の保護者）

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・保護者アンケート）により作成。
2． 「あなたは、子どもの事故防止に関する情報をどこから入手、または、見聞きしますか。」との問に対する回答（複数回答）。
3． 回答者は、徳島県内の出産予定夫婦、０歳児、１-３歳児、４-６歳児の保護者。

100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 10080
（％） （％）

父親 母親

子どもの安全に関する情報を
見聞きすることはない

行政（母子健康手帳、乳幼児健
診時、広報誌、ポスター、ウェ

ブサイトなど）

事業者（メーカーのウェブサイ
トや商品の説明書、お客様セン

ターなど）

保育園・幼稚園・学校

産院・病院

その他

育児に関する書籍・雑誌

インターネットで検索して
（SNS、ブログ、口コミなど）

友人・知人・家族

新聞・テレビなどの報道

出産前
０歳児
１―３歳児
４―６歳児

76.3

73.7

73.7

34.2

50.0

34.2

13.2

28.9 

2.6

0.0

68.8

66.9

66.9

26.9

24.4

23.7

6.8

17.9

0.9

2.1

72.6

55.3

55.3

17.3

12.5

42.0

5.1

18.6

1.1

3.2

69.4

45.7

43.0

10.8

9.1

41.9

2.2

9.1

1.1

5.4

78.3 

76.1 

73.9 

73.9 

58.7 

30.4 

15.2 

52.2 

0.0 

0.0 

75.4

73.7

71.8

49.1

38.5

34.4

9.3

55.9

1.4

0.1

77.3

68.4

59.0

40.8

24.5

65.3

8.2

42.2

0.7

0.2

76.1

57.7

45.9

32.3

16.6

75.8

6.6

32.0

0.0

0.6
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を持っている０歳児の保護者では、「全部
のページを読んだ」、「気になるところを読
んだ」を合わせた回答割合が母親は73.2％
であったのに対し、父親の回答割合は
38.3％にとどまっており、父親と母親で大
きな差がみられます。ここから、「行政」
から届いた資料で情報を入手しようという
姿勢も父親と母親で異なっており、父親が
母親と同様に関心を寄せるようにすること
が課題と考えられます。

４-６歳児の保護者に対し、子どもに理
解させたい危険について聞いたところ、「道
路や駐車場」（76.4％）、「水辺」（67.2％）
における危険が７割前後で多くなっていま
す。（図表Ⅰ-２-３-９）。子どもは成長に応じ
行動範囲が広がっていく上で、一瞬のうち
に重篤な状況に巻き込まれる可能性のある
屋外での危険について特に理解させたい、
と保護者が考えていることが分かりました。

先にみたように、消費者庁では徳島県内
の保護者等へアンケート調査を実施しまし
たが、子どもに日常的に接する保育士の認
識はどうなっているでしょうか。保護者等
へのアンケート調査と同様に、徳島県内に
おける保育士に対し、2018年１月に子ども
の事故防止についての考えや普段の行動等
についてアンケート調査を実施したとこ
ろ、157名から回答が得られました。

保護者等へのアンケート調査と同様、ク
イズ形式で小児救急電話相談の番号を尋ね
たところ、正答率は31.8％にとどまり、県
内では2018年４月以降、相談受付時間の延
長に伴う利用機会の増加も予想されること
から、保育士に向けた更なる啓発が求めら
れます。

また、応急手当についての説明や実技訓
練を受けた経験を聞いたところ、手当の内
容で異なる結果となりました。前節でみた
乳幼児でよく起きる事故に対する応急手当

子どもに理解させたい危険な場所
は「道路や駐車場」、「水辺」

保育士の事故防止への認識や取組

図表Ⅰ-2-3-9 子どもに理解させたい危険（ 4 ‒ 6 歳児の保護者）

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・保護者アンケート）により作成。
2． 「以下にあげる危険について、お子さんに理解させたいものはどれですか。」との問に対する回答（３つまで回答）。
3． 回答者は、徳島県内の４～６歳児の保護者。

0 10080604020

特にない

タンスなどの家具が転倒する危険があること

刃物は正しく使わないと怪我をすること

公園の遊具はルールを守らないと危険なこと

ベランダなどの高いところは落ちる
危険があること

ライターやマッチでの火遊びは、やけどや
火事の危険があること

海や川など水辺では溺れる危険があること

道路や駐車場で事故が多いこと 76.4 

67.2 

43.8 

33.2 

31.5 

24.3 

13.5 

0.8 

（％）
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については、実技訓練の機会があまりない
ことがうかがえます（図表Ⅰ-２-３-１0）。こ
れは、保護者への調査結果でも同様で、
「異物がのどにつまったときの対処法」や
「誤飲の対処法」の実技訓練経験は１割程
度です。

子どもの事故やヒヤリ・ハットを防ぐた
めに、園・地域・行政で取り組んでほしい
こととして、「園職員の増員」（50.3％）と
回答した割合が最も高く、「保護者に対す
る一層の情報提供」（49.7％）が続きました
（図表Ⅰ-２-３-１１）。子どもに直接関わる周
囲の方の協力が重要という認識の表れであ
ると考えられます。

以上、本節で紹介した保護者や保育士の
認識等を踏まえ、子どもを取り巻く人々の、
更なる意識向上や事故防止に向けた行動を
支援する取組が期待されます。

図表Ⅰ-2-3-10 応急手当方法の訓練経験

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・
保育士アンケート）により作成。

2． 「応急手当方法について、以下の説明あるいは実
技訓練を受けたことがありますか。」との問に対
する回答。

3． 回答者は、徳島県内の保育士。

53.553.5

49.749.7

80.9

43.943.9
40.1

12.712.7

12.112.1

15.915.9

23.6
2.52.5

12.112.1
4.54.5

12.112.1

26.126.1

25.525.5

21.021.0

80.380.3

56.1

00

2525

5050

7575

100100
心肺蘇生法

AED

やけど

打撲

誤飲の
対処法

説明のみある
実技訓練もある

（％）

ない

異物が喉に
詰まったと
きの対処法

図表Ⅰ-2-3-11 事故やヒヤリ・ハットを防ぐために園・地域・行政で取り組んでほしいこと

（備考） 1． 消費者庁「子どもの事故防止調査」（2017年度・保育士アンケート）により作成。
2． 「子どもの事故やヒヤリ・ハットを防ぐために、園・地域・行政で取り組んで欲しいことはありますか。」との問に対する回答（複
数回答）。

3． 回答者は、徳島県内の保育士。

0 605040302010

園職員の増員

保護者に対する一層の情報提供

子どもの安全に配慮した製品開発

行政による規制と安全基準の強化

安全教育用教材の作成

地域での見守り活動の充実

その他

無回答 2.5 

1.9 

18.5 

21.7 

22.3 

35.0 

49.7 

50.3 

(％)
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子どもの事故を未然に防ぐためには、多
様な観点からの取組が必要です。取組とし
ては、具体的には発生した事故に関する情
報を収集し、科学的に分析して、原因を究
明することや、分析した結果を踏まえ、事
故の再発防止に向けた対策を講じることが
挙げられます。その手法としては、法整備、
基準・規格等といったルールを作ること、
子どもの安全に配慮した商品・サービス等
に囲まれた生活環境を整えること、さらに、
保護者を始めとした子どもの周囲にいる人
に事故防止について教育、啓発することな
どが挙げられます。本節では、最近の取組
を中心に、紹介していきます。

事故が発生してしまった場合には、事故
情報を迅速に収集し、その内容に応じて、
消費者への注意喚起や事業者への措置を適
切に実施することが求められます。また、
個別の事故への対応を超えてより幅広い安
全の確保の観点から、事故の原因究明や収
集された事故情報の分析を行い、その結果
を踏まえた対策の実施が求められます。

事故防止の取組においては、どのような
事故が起きているのかを把握し、原因を知

ることが重要です。その基盤となるのは事
故情報の収集です。各府省庁等では、所管
する行政分野について、法令等に基づき、
あるいは制度の仕組みとして、様々な手法
により事故情報の収集を行っています。

消費者庁設置につながる消費者行政一元
化の議論の中で、従前の行政体制の問題と
して、子どもの事故を含め、消費者事故等
に関する情報が各行政機関にそれぞれ個別
に保有され、共有できるものとなっていな
いという指摘がありました。

2009年９月に施行された消費者安全法で
は、事業者が供給・提供等する商品等・役
務の消費者による使用等に伴い生じた事故
であって、消費者の生命・身体について死
亡や30日以上の治療を要するなど被害が重
大であったもの（重大事故等）が発生した
旨の情報を行政機関の長、都道府県知事、
市町村長及び国民生活センターの長が得た
ときは、消費者庁に通知することとされて
います（同法第12条第１項）（第１部第１
章第１節参照。）。

消費者庁に通知された重大事故等に関す
る情報以外にも、生命・身体に係る消費生
活上の事故の情報で関係行政機関等が保有
しているものもあります。消費者庁は国民
生活センターと連携して、関係行政機関が
保有する生命・身体に係る消費生活上の事
故の情報を集約し、インターネット上で事
故情報を自由に閲覧・検索できる「事故情
報データバンク」を運営しています（第１
部第１章第２節参照。）。

子どもの事故には、通常予見される使用
方法・利用方法とは明らかに異なる方法に
より商品等又は役務が使用等されたことに

子どもの事故防止に向けた取組第 ４ 節

（ １ ）事故情報を収集し、分析・
原因究明を行う取組

① 事故情報の収集

事故情報収集の仕組み
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よって生じた場合もありますが、そのよう
な場合は、事故情報データバンクに事故の
情報が登録されないこともあります。子ど
もは、大人には思いもよらぬ行動をとって
事故に遭うこともあるため、通常予見され
る使用方法・利用方法とは明らかに異なる
使用等によって生じた事故も分析する必要
があります。

消費者庁は国民生活センターと協力して、
参画した医療機関から受診した患者の事故
等の詳細な情報を収集する「医療機関ネッ
トワーク事業」を実施しています。同事業
では、通常予見される使用方法・利用方法
とは明らかに異なる使用等によって生じた
事故の情報も収集しており、収集された情
報は、消費者庁による事故防止の注意喚起
等に活用され、一部は公表されています。

収集された事故情報に基づき、事故につ
いての分析や原因の究明、その結果を踏ま
えた対策の検討等が行われています。以下
では、主な取組を紹介します。

消費者庁消費者安全調査委員会（以下「消
費者事故調」という。）は、事故の責任追
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（第２部第１章第２節

（３）参照。）。事故等原因調査等の対象の選
定指針の中で、乳幼児などの「要配慮者へ
の集中」を一つの要素として掲げています。
実際に、これまで調査対象に選定した15件

のうち、「平成23年７月11日に神奈川県内
の幼稚園で発生したプール事故」（2014年
６月20日報告書公表）、「子供による医薬品
誤飲事故」（2015年12月18日報告書公表）、
「玩具による乳幼児の気道閉塞事故（2017
年11月20日報告書公表）」の３件が子ども
の事故に関するものです。

これらの調査においては、子どもの身体
的特徴や行動特性に着目しています。例え
ば、プール事故では、幼児は、頭部が体の
割に大きくて重たいため、高い位置に重心
があることや目線の位置が低く視野が狭い
ことから、大人より転倒しやすく、また、
自分の体重を支えるだけの腕力がないた
め、転倒してしまうと起き上がるのが困難
であることを、幼児の特徴とリスクとして
示しています。医薬品の誤飲事故では、身
近にあるものを手に取り何でも口に運ぶと
いったおおむね生後６か月から１歳半にか
けて見られる行動特性が、チューブ入りの
塗り薬や包装容器入りの薬を口に運んでか
むなどの本来の取り出し方でない方法での
誤飲につながるといった、事故と行動特性
の関連を示しました。玩具による気道閉塞
事故では、口腔

くう

と喉の距離が近く、ものが
口腔

くう

から喉に入りやすいこと、唾液が多い
ことなどを示し、乳幼児の喉と玩具の形状
等との組合せによるコンピューターシミュ
レーションによって、玩具がどのように気
道を閉塞するかといった気道閉塞のメカニ
ズムを明らかにしました。

また、調査結果に基づき述べた意見につ
いては、フォローアップを行い、意見先の
行政機関の取組状況を把握することとして
います。例えば、プール事故に関しては、
意見を受けて、毎年、関係行政機関によっ
て、プール活動・水遊びのシーズン前に、
事故防止に関する通知が都道府県等の関係
者宛に発出されていることから、消費者事

② 事故についての分析や原
因究明

消費者安全調査委員会による事故
等原因調査等

130



故調としても、2016年５月には、幼稚園に
おけるプール活動・水遊びを行う際の安全
管理に関する実態を把握するため、サンプ
ル調査を行い、結果を公表しました。

国民生活センターでは、消費生活相談情
報や医療機関ネットワーク等で収集した事
故情報からテーマを選定し、人の生命・身
体等に重大な影響を及ぼす商品や品質・表
示等に問題ある商品について、商品テスト
を実施しています。子どもの事故に関する
テーマも多く、最近では、乳幼児による加
熱式たばこの誤飲86、こんろのグリルでの
子どものやけど87などについて商品テスト
を実施しています。

テスト結果については、消費者に情報提
供を行うほか、商品に安全性や品質・表示
などの問題があれば、当該業界に商品等の
改善を要望するとともに、関係府省庁に対
し、テスト結果を踏まえた規格・基準の見
直し、法令違反が疑われるものについての
指導等を要望しています。例えば、発熱反
応を伴い水素を発生するというパック型入
浴剤について、やけどの事故が起こらない
ように製品の品質や表示の改善を製造販売
業者に要望したところ、子どもの指が入ら
ないような形状のケースへの変更という改
善や、注意書きの表示箇所・内容の改善が
なされました88。

製品評価技術基盤機構（以下「NITE」
という。）では、電気製品やガス・石油機
器などの一般消費者が使用する消費生活用
製品を対象に、消費生活用製品安全法など
に基づいて事故情報を収集し、毎年約2,500
件の事故情報について調査を実施し、原因
究明を行っています。調査した製品事故の
中には、子どもに関するものも多くあります。

原因究明の範囲は、製品の機械的な構造
や強度、電子回路などの分析や化学物質に
よる生体障害原因分析など多岐にわたりま
す。原因究明の結果は、製造事業者による
安全な製品作りに役立てられるとともに、
製品のリコール判断など、製品事故の再発・
未然防止に役立てられています。さらに、
製品の事故情報やリコール情報を広く消費
者・事業者などに提供しています。

また、子どもに関する製品事故について
は、製品の誤使用等に起因した事故が多く
あります。例えば、「ベビーカーで出掛け
ていたところ、ハンドロックがきちんとで
きていなかったため、ロックが外れて転落
した」などといった保護者等の確認不足に
よる事故、子どもが家具や家電製品を転倒
させる事故、高温部に触れてやけどをする
事故等子どもが成長に伴い様々なものに好
奇心や興味を持つことによる事故が発生し
ています。NITEでは、こうした事故を少
しでも減らすために、保護者等に向けて
ウェブサイトやパンフレット、メディアを
通じて製品事故の事例や気を付けるポイン

国民生活センターにおける商品テ
スト

NITEにおける事故情報の分析と
原因の調査・究明

86�）国民生活センター「乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意」（2017年11月16日公表）
87�）国民生活センター「こんろのグリルでの子どものやけどに注意―使用後でもグリル窓は高温です―」（2017年９

月21日公表）
88�）国民生活センター「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―」（2016年７月21日公表）
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トを紹介しています。最近では、You-
Tubeで事故の再現映像を発信し、子ども
が起こしがちな製品の誤った使い方等をよ

り分かりやすく伝えています。さらに、
Twitterでも、製品事故の再現映像と連動
した注意喚起に取り組み始めています。

図表Ⅰ-2-4-1 製品事故の事例・気を付けるポイント（NITE）

パンフレット 事故の再現映像

【データ解析に基づいた子どもの傷害予防の取組：産業技術総合研究所】
国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）では、2005年度から子ども

の傷害予防の取組を開始し、事故情報の収集・解析、原因の究明と対策方法の開発、社会への情
報発信等を実施しています。

これまでに、国立研究開発法人国立成育医療研究センターなどの協力の下、子どもの傷害デー
タを収集し、性別やけがの種類等の条件を入力すると、体のどの部位にけがをすることが多いか
を調べることができる機能や、事故に関連した物の名称、性別、年齢、事故が起きた時間等を条
件にして傷害データを調べることができる機能を持つ「身体地図情報システム」（図表Ⅰ-2-4-
2）を公開しました。事業者等はこれらのシステムを活用し、製品等の開発・改良に役立てるこ

とが可能です。実際に、これらのシステム
から得られた情報は、やけどを起こしにく
い炊飯器、子どもの自転車用ヘルメット、
曲がる歯ブラシ等の開発や、自転車のス
ポーク外傷の安全基準、遊具の安全基準の
策定の際に活用されました。

産総研では、データを予防にいかす安全
知識循環技術として、子どもの行動データ
や収集された傷害データを解析する技術、
事故予防策を開発する事故・傷害シミュ
レーション技術、その予防策を社会に普及
させるデジタルコンテンツ技術を研究して
います。

図表Ⅰ-2-4-2 身体地図情報システム
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安全な商品・サービスを消費者が利用で
きるよう、様々な法令や基準・規格により、
製造・販売の規制や安全確保のための仕様
等が定められています。このようなルールは、
社会経済情勢の変化や事故等の原因究明等
を踏まえ、整備・見直しが行われています。
ここでは、消費生活における子どもの事故
防止に向けた最近の動きを紹介します。

危険性のある商品・サービス等について
は、個別の業法を始めとする法令により安
全基準が定められ、必要に応じて改正され
ています。以下では、子どもの事故が発生
していたことを踏まえ、消費生活用製品安
全法に、製造、輸入及び販売を規制する品
目の追加等が行われていることを紹介します。

消費生活用製品安全法では、主として一
般消費者の生活の用に供される「消費生活
用製品（他の法令で個別に安全規制が設け
られている製品89は除外）」の中で、消費
者の生命・身体に対して特に危害を及ぼす
おそれが多いと認められる製品について、
消費生活用製品安全法施行令（昭和49年政
令第48号）で「特定製品」、「特別特定製品」
に指定し、製造、輸入及び販売を規制して
います。

これらの製品については、国の定めた技
術上の基準に適合したことを示す「PSC
マーク」（本節（３）③参照。）を表示しなけ
れば販売できず、PSCマークのない製品が
出回ったときは、経済産業省は、製造事業
者等に回収等の措置を命じることができる
という規制がなされています。

レーザーポインター等の携帯用のレー
ザー応用製品については、カプセル玩具等
で出力過大な粗悪品が出回り、レーザー光
線が目に入ってしまった子どもがほぼ失明
する事故が発生していたことから、2001年
１月に政令で定める「特別特定製品」とし
て規制対象に追加され、当該政令は同年３
月に完全施行されました。これにより、レー
ザー光線の出力が基準以下である、レー
ザー光線の放出状態を維持する機能がない
などの安全基準を満たしたことを示すPSC
マークを表示した製品以外は販売できなく
なりました。レーザー出力の規制に加え、
流通・販売の規制により安全性に欠けた品
をカプセル玩具として販売できなくなった
ことで、粗悪品の流通が減少し、規制前に
年間数件程度発生していた子どもの事故
が、規制後は報告されなくなりました。

ライターについては、子どもによるライ
ターの火遊びに伴う火災事故が多発してい
たことから、2010年12月に、いわゆる使い
捨てライター及び多目的ライターが政令で
定める「特別特定製品」として規制対象に
追加され、当該政令は2011年９月に完全施
行されました。これにより、子どもが簡単

（ ２ ）法令や任意規格等、社会に
おけるルールを定める取組

① 法令による安全の確保：消費生活用
製品安全法における安全規制の強化

消費生活用製品安全法における危
険性のある製品の規制

規制の追加：レーザーポインター、
ライター、乳児用ベッドの事例

89�）船舶、消火器具等、食品、毒物・劇物、自動車・原動機付自転車などの道路運送車両、高圧ガス容器、医薬品・
医薬部外品・化粧品・医療器具など
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に操作できない「幼児対策（チャイルドレ
ジスタンス）」機能等の安全基準を満たし
たことを示すPSCマークを表示したライ
ター以外は販売できなくなりました。

また、乳児用ベッドについては、「特別
特定製品」として指定されていましたが、
使用者が誤った方法で使用したことなどに
より、子どもが寝返りやつかまり立ちをし
て柵を乗り越えてベッドから転落する事故
が発生していたことから、2013年４月に「消
費生活用製品安全法特定製品関係の運用及
び解釈について」が改正され、満たすべき
安全基準の中に子どもの転落を未然に防止
するための注意表記が追加されました
（2014年４月施行）。具体的には、使用後
は前枠を所定の位置に戻さなければ危険で
ある旨、つかまり立ちができるようになる
時期（おおむね生後５か月以上）の目安等
のほか、使用者が認識しやすい図表示（図
表Ⅰ-2-4-3）が、使用上の注意事項として
表示すべきことに追加されました。

法令だけではなく、JIS（日本工業規格）
等の任意規格に沿って、事業者が製品を製
造することにより、製品の安全性は高めら
れています。以下では、個別の製品による

子どもの事故をきっかけにした新たなJIS
規格の制定、また、多種多様な子ども用の
製品、子ども用でなくても子どもが接触す
る可能性のある全ての製品において、子ど
もの安全が配慮されるように、国際規格の
制定や、規格の体系化が進んでいることを
紹介します。

JISとは、鉱工業品の品質の改善、性能・
安全性の向上、生産効率の増進等のため、
工業標準化法（昭和24年法律第185号）に
基づき制定される国家規格です。JISは、
製品の種類・寸法や品質・性能、安全性等
を定めており、事業者がJISに沿って標準
化された製品を製造することによって、消
費者は一定の品質や安全性等が確保された
商品を入手することができます。JISに適
合する製品には、「JISマーク」（本節（３）
③参照。）を表示することができます。

子ども服のひもやフードについては、重
篤な事故事例は報告されていなかったもの
の、「ひもの引っ掛かり」に関してのヒヤ
リハットの経験が多いとする保護者の声が
ありました。欧米では、子ども服のひもに
起因する死亡事故が発生していますが、公
的な規格を制定したところ、事故事例が大
きく減少したとの報告もあります90。一部
のメーカーでは首回りにひものある子ども
服の製造・販売を禁止するなどの対策を

② 基準による安全の確保

JIS規格による製品の安全性の確保

新たな規格制定：子ども服のひも、
ブラインドのひもの事例

90�）CPSC�「CPSC�Issues�New�Drawstring�Safety�Rule�for�Children’s�Outerwear�Drawstrings�at�Neck�and�Waist�
Present�Strangulation�Hazard�and�Other�Dangers」（2011年７月１日公表）

図表Ⅰ-2-4-3 乳児用ベッドの使用上の
注意事項（図表示・例）
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採っていたものの、基準が統一されていな
かったことから、2015年12月にJISL4129
（よいふく）「子ども用衣料の安全性―子
ども用衣料に附属するひもの要求事項」が
制定されました（図表Ⅰ-2-4-4）。年齢層別・
身体部位別にひもの有無、長さの制限など
がJISに規定されたことにより、今まで各
団体やメーカーごとに定めていたルールが
統一的なものになりました。

また、ブラインドやカーテンのひもにつ
いても、子どもの首に絡まり窒息する事故
が発生していたことを踏まえ、2017年12月
に、JISA4811「家庭用室内ブラインドに
附属するコードの要求事項―子どもの安全
性」が制定されました。

乳幼児向け製品は多種多様あり、子ども

の安全に関して個別製品ごとに対策を行う
には限界があることから、NITEでは、「乳
幼児用製品の安全規格体系」を策定しまし
た（図表Ⅰ-2-4-5）。これは、Ａ規格（基
本規格）、Ｂ規格（グループ規格）、Ｃ規格
（個別製品規格）の三階層で構成されるも
ので、頂点であるＡ規格には、後述する国
際規格ISO/IEC�Guide�50（JISZ8050）及
びJISZ8150（子どもの安全性―設計―開発
のための一般原則）が位置付けられていま
す。Ｂ規格は、子どもを取り巻く様々なハ
ザードに対する具体的な安全基準や試験方
法を記載した製品横断的な規格です。Ｃ規
格は、例えば、木製ベビーベッドや子ども
用衣料、幼児用自転車等個別製品ごとに安
全要件を定めた規格です。

Ｃ規格が存在する場合は、それを優先し
て使用すれば安全を確保することが可能と
なります。Ｃ規格が存在しない製品であっ
ても、この規格体系によりＡ規格、Ｂ規格

規格の体系化：NITEによる「乳
幼児用製品の安全規格体系」

図表Ⅰ-2-4-4 JIS L4129（具体的事例）

ひもの要求事項（具体的事例）

★頭部及びけい部の範囲：

★背面の範囲：

年少の子供用衣料：

年長の子供用衣料：

年少及び年長の子供用衣料：

ひもが付いた衣料をデザイン、製造又は供給してはならない。

年少及び年長の子供用衣料：

〇印：許容できる事例 ×印：許容できない事例

図１ 図３

×

図２

× ×

× 〇

a
〇

引きひもは自由端があってはならない。衣料の開口部が最大の場合、突き出たルー
プがあってはならない。ループの円周は150mmを超えてはならない（図１参照）。
ホルターネックひもは、頭部及びけい部の範囲に自由端がないようにしなければな
らない（図２参照）。

衣料の後部から出す又は後部で結ぶ引きひも、装着ひも及び装飾ひもがあってはな
らない（図３参照）。

（出典） 経済産業省「子ども用衣料（ひもの安全基準）のJIS案を公表します。～子ども服メーカー・消費者等、関係者へのJIS普及・周
知に向けて～」（2014年 6 月24日公表）
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を活用することで、乳幼児を取り巻く様々
なハザードに対してリスクを低減すること
が可能となります。

現在、NITEでは、特に事故が多いハザー
ド（身体挟み込み、部品の外れ、製品破損
等）についてＢ規格案を作成しており、
2017年から、JIS制定に向けた審議も開始
されています。

国際規格ISO/IEC�Guide�50（以下「ガ
イド50」という。）は、子どもを傷害事故
から守るための基本安全規格です。日本で
は、ガイド50改訂第３版（2014年12月発行）
を翻訳したJIS規格（JISZ8050）「安全側面
―規格及びその他の仕様書における子ども
の安全の指針」が2016年12月に制定・発行
されました。

ガイド50は、「子どもは小さな大人では
ない」という考え方の下、子どもの安全を
社会全体で共有すべき責任と位置付け、子
ども向けの製品に限定して考えるのではな

く、子どもが接触する可能性のある全ての
製品・プロセス・サービスを対象に考える
べきとしています。そして、子どもの安全
を考えるには、子どもの特性を考慮しなけ
ればならないとし、子どもの運動能力や生
理機能、認識力の発達、探究心などの特徴
を系統立てて解説し、どのようなけがのリ
スクがあり得るか、どのように対処すべき
かを様々な事例を挙げて詳細に記述してい
ます。

製品の安全のための基準については、例
えば、14歳以下の子ども向け玩具に付けら
れる「STマーク」のように、事業者団体
等が製品安全に関する自主基準を定め、基
準に適合する商品にマークを表示していま
す。中には、マーク付の製品の欠陥により
事故が起こった場合に備えた制度となって
いるものもあります。（図表Ⅰ-2-4-9参
照。）。また、個別事業者が自らの製品に関
して自主基準を設けているものもあります。

国際規格ISO/IEC Guide 50

事業者団体等による自主基準

図表Ⅰ-2-4-5 乳幼児用製品の安全規格体系

B規格B規格

A規格
（基本規格）

C規格
（個別製品規格）

子ども用衣類、幼児用自転車、木製ベビーベッド等

（グループ規格）
機械的及び落下によるハザード
温度のハザード
化学的ハザード…

〈ISO/IEC Guide50（JIS Z 8050）〉
子どもの特性を考慮した安全配慮事項、子ども

をとりまくハザードに対する危害を最小限にする
方策が記載された安全方針

〈JIS Z 8150〉
子どもの安全確保のため、Guide50を踏まえ、

事業者が取り組むべき活動を規定した規格

〈乳幼児共通規格〉
Guide50で規定するハザードに対して

具体的な安全基準や試験方法を規定した製
品横断的な規格

〈乳幼児用製品のJIS規格等〉
子ども用衣料（JIS L 4129）
幼児用自転車（JIS D 9302）
木製ベビーベッド（JIS S 1103）
ほ乳びん（JIS T 9112）等

（出典）製品評価技術基盤機構（NITE）
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【公園や教育・保育施設での事故防止に関する取組】
子どもの事故を防止するために、公園や学校、保育施設等の子どもが過ごす環境の安全につい

て検討され、ガイドライン等が示されています。

（都市公園における遊具の安全確保に関する指針）
都市公園における遊具の安全確保に関する基本的な考え方を示すものとして、国土交通省は、

2002年に「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」をまとめ、地方公共団体等の公園管
理者に対する国の技術的助言として周知しました。都市公園における遊具等の設置状況の変化等
に対応して改訂し、2014年には、最近公園で設置が増加している健康器具系施設（図表Ⅰ-2-4-
6）について、主に大人を利用対象者としているところ、子どもが利用して事故に遭う可能性が
あること等から、安全確保を図るために改訂しました。同指針の改訂に合わせて、遊具メーカー
団体の一般社団法人日本公園施設業協会が定める自主基準も改訂されています。

（教育・保育施設等の関係者に向けた取組）
事故の再発防止を図るためには、過去の事故情報の共有や現場での活用が重要ですが、教育・

保育施設等における事故情報の集約及び情報共有は十分に図られてきませんでした。
子ども・子育て支援新制度の下、2014年９月に内閣府、文部科学省、厚生労働省が共同で「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」を設置しました。2014年11月に
中間取りまとめ（重大事故の集約範囲・方法・公表の在り方について）、2015年12月に最終取り
まとめ（重大事故の発生防止のための今後の取組について）を公表しています。これを踏まえ、
同府省は特に重大事故が発生しやすい場面ごとの注意事項や、事故が発生した場合の具体的な対
応方法等について、各施設・事業者、地方公共団体の参考となるよう、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」を公表しました。

検討会での検討を踏まえた体制整備が進んでいます。中間取りまとめを踏まえ、同府省は、
2015年４月から重大事故が発生した場合に、地方公共団体から国へ報告される仕組み等を整備し
ました。最終取りまとめを踏まえ、2016年４月からは、死亡事故等が発生した場合に、地方公共
団体は検証を実施し、必要な再発防止策を検討することとし、国の技術的助言として周知しまし
た。地方公共団体の検証報告等を踏まえた再発防止策を検討するため「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」が開催されています。

また、認可外保育施設又は児童福祉法に基づく一時預かり事業を行う者等に対しても、事故が
発生した場合は速やかに都道府県知事への報告を義務付けること等を内容とする、児童福祉法施
行規則の改正を行いました。

図表Ⅰ-2-4-6 健康器具系施設の例
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製品が原因で子どもに事故が発生しない
ように、前述のような、法令や任意規格等、
社会におけるルールを定める取組以外に、
事故防止に配慮した製品の開発、安全に配
慮された製品を普及させるための取組、安
全に配慮した製品であることを示すマーク
表示、安全上の問題が生じる可能性のある
製品の市場からの回収等、安全に配慮され
た製品を使用できる環境整備に向けた取組
が行われています。

事業者には、事故情報や行政等からの要
請、消費者からの情報提供などをいかし、
子どもの事故防止に配慮した安全な製品を
開発することが求められます。最近では、

子どもの歯磨き中の転倒事故による喉突き
事故が起きていることから、柔らかく曲が
る歯ブラシ、ケトルが倒れてこぼれたお湯
や電気ケトルから出る蒸気によるやけど事
故が起きていることから、転倒流水防止構
造と蒸気レス機能が付いた電気ケトル等が
開発されています。また、食物アレルギー
を引き起こす特定原材料７品目〈小麦・乳・
卵・落花生（ピーナッツ）・そば・えび・
かに〉を除いたカレールー等も開発されて
います。

事業者には、安全性と機能性を兼ね備え
た製品の開発に向けて創意工夫の発揮が期
待されます。

事故防止のためには、子ども向けの製品
に限らず社会に供給される製品全てが安全
に配慮されたものであることが理想です。

（ ３ ）安全に配慮された製品を使用
できる環境整備に向けた取組

① 事故防止に配慮した製品
の開発 ② 安全に配慮された製品を普及させ

るための取組：キッズデザイン賞

【柔らかく曲がる歯ブラシの開発】
歯みがき中の転倒による喉突き事故を防止するため、開発に取り掛かった事業者では、転倒時

に歯ブラシにかかる負荷を測る実験や歯磨きの際の歯ブラシの動きの測定などから検討しまし
た。その結果、歯を磨くために力をかける方向と、負荷がかかった際に曲がる方向を変えること
で、歯ブラシを動かす力は歯に伝わる一方で、万一の転倒時にはハンドルが曲がり、口の中の負
担を軽減する歯ブラシを開発しました（図表Ⅰ-2-4-7）。

図表Ⅰ-2-4-7 柔らかく曲がる歯ブラシ
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しかし、現実には、子どもの安全に配慮さ
れた設計となっている製品と配慮されてい
ない製品が混在しています。子どもの安全
に配慮された製品を広く社会に伝え、消費
者に安全な製品を選択してもらうための取
組が大切になります。

特定非営利活動法人キッズデザイン協議
会では、優れた製品・取組等を広く社会に
普及・啓発するための取組の一つとして、
「キッズデザイン賞」を主催し、子どもの
安全・安心と健やかな成長発達に役立つ製
品・空間・サービス・研究活動等を顕彰し、
その普及を図っています。

審査委員にはデザイナーや技術者のほ
か、研究者、医師等子どもの安全に関する
専門家を迎え、乳幼児用品や玩具など子ど
も向けの製品等だけでなく、大人向けのも
のも対象とし、子どもの安全をベースに、
創造性があり、大人にとっても良いもので
あるか、という視点から選考しています。
日用品・住宅、街づくり等幅広い分野から
の応募があり、これまでに、同賞「子ども
の安全・安心に貢献するデザイン」部門で
は、子ども向けの製品以外にも、転倒流水
防止構造と蒸気レス機能が付いた電気ケト
ルなどの日用品やベランダからの転落事故
や駐車場での事故等マンションで起こりう
る事故を未然に防ぐ対策を施した分譲マン
ションの設計等が受賞しています。

受賞作品には、「キッズデザインマーク」
（本項③参照。）の使用が認められます。

また、記者発表や表彰式、シンポジウム
等報道を通じた消費者へのPRの機会が設
けられるほか、全国の地方公共団体や子育
て支援団体等が開催する展示会への出展や
各種イベントでの展示において、消費者に
直接紹介されます（図表Ⅰ-2-4-8）。

消費者が子どもの月齢や年齢に合った商
品・サービスを選び、正しい方法で使うよ
うに、事業者には、取扱説明書や使用上の
注意等を消費者に分かりやすいものにする
ことが求められます。

また、消費者が安全に配慮された製品を
選ぶことができるように、一定の基準を満
たすものであることを示す様々なマークが
あります。子どもの事故防止に役立ついく
つかのマークを図表Ⅰ-2-4-9に示しまし
た。消費者にこのようなマークとその意味
を知ってもらうことが課題となっています。

③ 安全に配慮した製品であ
ることを示すマーク表示

図表Ⅰ-2-4-8 キッズデザイン賞受賞作の展示
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図表Ⅰ-2-4-9 安全に配慮した製品であることを示すマーク表示

マーク 対象製品 概要

法
定

〈PSCマーク〉

特
定
製
品

特
別
特
定
製
品

乳児用ベッド 消費生活用製品安全法の規定に基づき表示が義務付
けられたマーク。
対象製品は、国の定めた安全基準に適合した旨の
PSCマークがなければ販売できない。製造又は輸
入業者は国の安全基準に適合しているか自己確認が
義務付けられている。「特別特定製品」は更に第三
者機関の検査が義務付けられている。

携帯用レーザー応用装置
浴槽用温水循環器
ライター
登山用ロープ
家庭用の圧力なべ及び圧力がま
乗車用ヘルメット
石油給湯機
石油ふろがま
石油ストーブ

任
意

〈JISマーク〉 日用品、電気用品、家具類、建築資材等 日本工業規格（JIS）に適合する製品が表示するこ
とができるマーク。
JISに該当する商品を製造する事業者等は、登録認
証機関から認証を受けた後、JISマークを商品など
に表示することができる。

〈SGマーク〉 構造・材質・使い方等からみて生命・身
体に危害を与えるおそれのある消費生活
用製品。子ども向け製品では、ベビー
カー、滑り台、乳幼児用ベッド、抱っこ
ひも、幼児用ベッドガード等

一般財団法人製品安全協会が製品ごとに制定する製
品の安全性に関する認定基準に適合した製品に表示
されるマーク。
SGマーク付製品に欠陥があり、それを原因として
人身損害が起きた場合、対人損害を賠償する制度も
付加されている。

〈Ｓマーク〉 電気用品安全法（昭和36年法律第234号）
の対象製品のほか、あらゆる電気製品

電気用品安全法を補完する民間の第三者認証制度
（Ｓマーク認証制度）により、「Ｓマーク認証基準」
に適合した製品に表示されるマーク。
Ｓマーク認証機関が、電気用品安全法の規制対象品
目については、同法の技術基準、同法の規制外の製
品については、Ｓマーク認証機関が定める又は認め
るJIS等の基準の適合性を検査している。
電気製品認証協議会（SCEA）が、第三者認証制度
の公平な運営及び普及等についてＳマーク認証機関
に提言を行っている。

〈STマーク〉 14歳以下の子ども向けの玩具（対象外商
品あり）

一般社団法人日本玩具協会が制定した玩具安全基準
（ST基準）に適合した製品であることを示すマーク。
第三者検査機関によるST基準適合検査に合格した
製品に表示される。また、STマーク付玩具には対
象年齢が記載されている。
STマーク付玩具の欠陥が原因の事故に備え、事業
者への賠償補償が付けられている。

〈SPマーク〉 公園の遊具 一般社団法人日本公園施設業協会が制定した安全基
準（遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2014）
に適合した製品であることを示すマーク。同基準に
おいては、遊具の構造、設置面の素材、点検・修繕
方法、表示等の基準を定めている。
この基準に基づいて、遊具の設計、製造、販売、施
工、点検、修繕ができることを、外部審査委員会の
審査により認定された会員企業だけが表示できる。

そ
の
他

〈キッズデザインマーク〉 限定なし 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会が主催す
る「キッズデザイン賞」を受賞した作品に使用が認
められるマーク。
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安全上の問題が生じる可能性のある製品
は市場から取り除く必要があります。製品
の欠陥等により安全上の問題が生じる可能
性がある製品、消費者が製品を安全に使用
するための予防的措置が必要な製品等につ
いて、法令の規定又は事業者の自主判断に
より、その製品の回収、修理、注意喚起等
が行われています。現在実施されているリ
コールの多くは、事業者が自主的に行って
いるものです。

このようなリコール情報は、消費者に伝
わって初めて意味をなします。消費者庁は、
各府省庁や地方の行政機関が公表したリ
コール情報や事業者の自主的なリコールの
情報のうち消費者にとって有用なものを、
2012年４月からリコール情報専用のウェブ
サイト「リコール情報サイト」91に一元的に
集約し公開しています（図表Ⅰ-2-4-10）。

同サイトのリコール情報検索では、カテ
ゴリによる絞込みと、キーワードを指定し
た検索が可能です。また、子ども向け用品
については、家庭内にあるリコール対象製
品を見つけることができるように、製品別

（「玩具」、「のりもの」、「ベビーカー」、「ベ
ビーシート」、「幼児用椅子」、「抱っこひも」、
「ベビーベッド・ベビーゲート」、「ベビー
服」）の特集を組んでいます。また、子ど
も向け用品と食品のアレルギー物質の表示
欠落に関するリコール情報のみを送る「子
ども向けメール」も配信しています。

「リコール情報サイト」を活用し、実際
に製品を回収する取組も行われています。

消費者行政充実ネットちばは、千葉県の
「消費生活の安定及び向上に向けた県民提
案事業委託業務92」として幼児向けリコー
ル製品回収事業を実施しました。

2017年10月１日から31日までの間、未就
学児とその保護者の交流の場等10か所に、
案内板とリコール製品一覧表を設置し、訪
れる保護者に幼児向け製品のリコール情報
を発信しました。そのリコール対象製品の
情報は、消費者庁「リコール情報サイト」
を基に、どれくらいの数が市場に出回って
いるか、事故が生じた場合に重篤な症状が
予想されるかといった観点等から選定しま
した。

リコール対象製品が家庭にあるか、合わ
せてリコール手続を行ったか等を問うアン
ケート用紙も１か所当たり200部設置した
ところ、回収数は422名でした（図表Ⅰ-2-
4-11）。アンケートの結果、リコール対象

④ 安全上の問題が生じる可能性
のある製品の市場からの回収

リコール（製品を安全に使用する
ための回収・修理）情報

幼児向けリコール製品回収事業

91�）http://www.recall.go.jp/
92�）千葉県ウェブサイト「平成29年度消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業委託業務の選定結果について」

https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/fund/h29/29teiansenteikekka.html

図表Ⅰ-2-4-10 消費者庁「リコール情報
サイト」 第
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製品が家庭にあったと回答した人は72名で
した。また、この72名のうち、アンケート
の時点でリコール対象製品について事業者
に連絡したと回答した人は12名で、リコー
ル情報の発信が実際の行動につながったこ
とが分かりました。

アンケートの自由記述欄から、リコール
制度自体に対する知識が不足していた人が
多いことがうかがえ、「自動車のリコール
は知っていたが、身の回りの製品でもリ
コールがあることは知らなかった」といっ
た声もありました。このような消費者行政
充実ネットちばの取組をきっかけに、自動
車等だけではなく身近な製品にもリコール
対象製品があることを知り、消費者庁リ
コール情報メールサービスに登録した人も
いました。

こうした取組が評価され、経済産業省の
第11回製品安全対策優良企業表彰（2017年
度）の特別賞を受賞しています。

地方公共団体や医療関係者ら専門家等
が、子どもの事故防止に向けて啓発活動に
取り組んでいます。いくつかの特徴のある
活動について紹介します。

札幌市では、様々な機会を捉え、保護者
だけでなく、保育関係者や子ども本人など、
様々な関係者に向けた啓発活動を行ってい
ます（図表Ⅰ-2-4-12）。
ⅰ �イベントに参加する親子とふれあいな

がらの啓発活動
親子が参加する2017年12月16日に開催さ

れた「こそだて★さっぽろ SORAこそだ
てフェスティバル2017」に出展しました。
この中で、キッズデザイン賞受賞製品の展

（ ４ ）保護者等子どもの周囲に
いる人への啓発の取組

① 地方公共団体による啓発
活動事例

札幌市：様々な関係者に向けた啓
発活動

図表Ⅰ-2-4-12 様々な関係者に向けた啓発活動（札幌市）

（ 1）親子イベントでの啓発活動の様子 （ 2）親子向け出張講座の様子

図表Ⅰ-2-4-11
幼児向けリコール対象
製品に関するアンケート
に回答する様子

（備考）写真提供：消費者行政充実ネットちば
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示や事故防止講座、国民生活センターの注
意喚起を参考とした事故事例の紹介、キッ
ズデザイン賞受賞製品などを使用できる体
験プログラム、子ども安全メールの周知等
を行いました。また、札幌市の消費者教育
イメージキャラクターで消費者教育推進大
使でもある「しろうくま」も登場し、子ど
もとふれあいながら、啓発活動を行いました。
ⅱ 親子向け出張講座

子育てサロンや児童会館等、親子が集ま
る場所での出張講座を開催しました。講座
では、子どもへの安全教育を目的とした紙
芝居や事故防止に関する情報を載せたリー
フレットの配布、子どもの視野を体験でき
るチャイルドビジョンや誤飲防止のために
身の回りのものが子どもの口に入らないか
を確認する誤飲防止ルーラーの説明等を行
いました。
ⅲ 保育関係事業者向け講座

保育所、幼稚園等向けの講座を開催しま
した。2017年度は2018年２月に産業技術総
合研究所から講師を招き、科学的に事故を
防止する方法について学びました。参加者
から「園で今回の講座の内容を伝えたい」
といった感想があったとのことです。
ⅳ フリーペーパーへの記事掲載

2017年度からの新しい取組として、子育
てサロンや保育所、幼稚園等に配布されて
いる親子向けのフリーペーパーに、子ども
の事故防止等も含めた消費者教育に関する
記事を載せました。これらのフリーペー
パーを読んでいるという保護者の声が多
かったことを踏まえた取組です。記事に加
えて、親子で学べるよう、幼児とその保護
者向けの消費者教育動画を収録したDVD
も添付しています93。

福岡県では、豊かな経験や知識を持つ高
齢者に地域の子育て現場で活躍してもらう
ことを目的に、2012年度から「ふくおか子
育てマイスター」制度を実施しています。

子育て支援に意欲がある60歳以上の高齢
者が子育て全般について研修を受けた後、
子育て支援の現場で活躍できるというもの
で、2018年３月末時点で1,419名が認定さ
れています。研修プログラムには子どもの
事故防止や緊急時の処置対応も含まれてお
り、2017年度には認定者を対象として、乳
幼児の応急救護についてのフォローアップ
研修も行っています。

徳島県では、医師会、助産師会、看護協
会、学識経験者、子育て支援団体、保育関
係者、学校関係者、行政の保健部局、消費
者行政部局等の関係機関が連携することを
目的に、2017年度に「子どもの事故防止プ
ロジェクト関係者ネットワーク会議」を設
置しました。多様な関係者が持っている「事
故防止から事故発生時の対応まで」のノウ
ハウを用いて保護者等の多様な対象者に合
わせた啓発活動を行っています。

具体的には、各関係機関が開催する保護
者を対象にした講演会等で消費者庁が作成
した「事故防止ハンドブック」を配布したり、
乳幼児健診時や子育て広場でこの会議が作
成した「子ども安全・安心チェックリスト」
を用いて個別指導・啓発等を行っています。
その他、保護者と関わる機会の多い保育関

福岡県：子育てを支援する高齢者
に向けた啓発活動

徳島県：地域の関係団体が連携し、
集中的に啓発

93�）親子で知ろう！消費生活 https://www.youtube.com/watch?v=6A3SPJqHrWk
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係者や医療関係者等に対し、子どもの事故
防止に関する研修も実施しています。関係
機関が同じ資料を用い、集中的に啓発を行
うことで認知が進むと期待されます。

愛媛県西条市では、2012年７月、幼稚園
でのお泊り保育中、河川での水遊び中に増
水により園児が流され、園児１名が死亡す
る事故が発生しました。

この事故の教訓をいかし、二度と同様の
事故を起こさないという思いから、保護者
を中心とした市民による様々な活動が行わ
れ、同市では、河川情報アラームメールや
防災情報アプリでの情報配信等水難事故防
止のための体制整備が進んでいます。

また、市内の保育所・幼稚園・小中高等
学校関係者が情報を共有するための合同連
絡会（西条市就学前関係者合同連絡会）や
関係部署による協議会が定例で開催されて
います。2017年７月からは、川や海での教
育活動の際には、ライフジャケットを着用
することを奨励しています。2018年４月か
らは子ども用ライフジャケットを無料で貸
し出す事業が始まり、市内２か所の消防署
がレンタルステーションになっています。

子どもの事故が起きたとき、医療関係者
は、治療を行うため、事故の状況を発生直
後に把握しています。こうした日々の診療
において集められた、事故による子どもの
傷害情報を基に、専門知識を持つ医療関係
者が事故情報や防止策の発信を行っている
取組があります。

公益社団法人日本小児科学会こどもの生
活環境改善委員会では、重症度の高い傷害
を繰り返さないために、会員である小児科
医などからの投稿に基づき、2008年に日本
小児科学会雑誌とウェブサイトに「Injury�
Alert（傷害速報）」の項目を設け、傷害の
事例を報告する取組を行っています（図表
Ⅰ-2-4-13）。さらに、事故に関係した製品
の使用上の注意の周知徹底や製品自体の改
善課題といった、事故を防ぐためのコメン
トも掲載されています。他に、ウェブサイ
ト「こどもの救急」の「こどもの事故と対
策コーナー」では、生後１か月から６歳ま
での子どものいる家庭で、知っておくと役
に立つ一次救命処置や、溺水、誤飲など家

愛媛県西条市：事故の教訓をいか
した安全対策の実施

② 専門家の知見をいかした
啓発

医療関係者の取組：日本小児科学
会、佐久医師会

 

図表Ⅰ-2-4-13 Injury Alert （傷害速報）のウェブサイト（日本小児科学会）
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庭内で起こりやすい事故を防ぐためのポイ
ントを紹介しています。

また、長野県佐久市では、子育て力向上
事業の一環として、2015年に一般社団法人
佐久医師会が「教えて！ドクタープロジェ
クト」を実施しています。小児科医が保護
者の子育て不安に寄り添うことを目的にし
ていますが、あらかじめ必要な知識を伝え
ることにより、小児救急外来の負担軽減の
取組も兼ねています。

同プロジェクトでは、子どもの病気や
ホームケア、受診の目安等を解説した冊子
の作成や、市内の保育園等での小児科医に
よる保護者を対象とした出前講座、講座の
内容をまとめた無料アプリの作成や、SNS
を活用しての発信を行っています。また、
「乳幼児で注意する食物とその予防につい
て」（図表Ⅰ-2-4-14）や「子どもが溺れる時」

（本章第２節参照。）の実態を分かりやす
くイラストで説明しています。

図表Ⅰ-2-4-14 乳幼児で注意する食物とその予防について

出典：佐久医師会、佐久市 教えて！ドクタープロジェクト
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子どもの事故防止に向けて、政府では、
関係府省庁や関係者と連携した活動を展開
しています。

政府では、2016年度から「子供の事故防
止に関する関係府省庁連絡会議」を設置し、
関係府省庁９省庁（内閣府、警察庁、消費
者庁、総務省消防庁、文部科学省、厚生労
働省、農林水産省、経済産業省、国土交通

省）が、子どもの事故防止に関する取組の実
施状況等について情報共有を図り、関係府
省庁間の連携を推進しています（図表Ⅰ-2-
4-15）。2018年度には新たに海上保安庁が
加わっています。

これまで広報面での連携強化から取組を
進めており、特に事故防止のために保護者
や教育・保育関係者、子どもができること
や注意すべきことを伝えています。例えば、
各府省庁が事故防止に向けTwitterによる
情報発信を行った際、府省庁間でリツイー
トをして周知の範囲を拡大させています。
また、施設等での事故防止に関する指針等
の周知、製品の改善、安全対策の推進等を
行っています（図表Ⅰ-2-4-16）。

（ 5 ）最近の政府における取組

「子供の事故防止に関する関係府
省庁連絡会議」の設置

図表Ⅰ-2-4-15 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

保護者と子どもに向け
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
・子どもを事故から守る！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
・「子ども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）
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図表Ⅰ-2-4-16 2017年度 子どもの事故防止について 関係府省庁の主な取組
※主な取組（関連する非営利団体を含む）を記載。月日の記載がない場合は、2017年度より前から継続している取組

（ 1）保護者等の事故防止意識を高めるための啓発活動 府省庁名・団体名 実施時期

①「子どもの事故防止週間」

2017年
5 月22日～28日

テーマ：「外出時の子どもの事故に気を付けて、安全にお出かけを楽しみましょう！」
〈海、川、プールでは安全に遊びましょう〉
〈公園等の遊具は安全に正しく使いましょう〉
〈外出時に使用する乳幼児向け製品等は、安全に正しく使いましょう〉

内閣府、警察庁、消費者庁、総務
省消防庁、文部科学省、厚生労働
省、農林水産省、経済産業省、国
土交通省

②個別テーマの注意喚起記者公表

「屋外の製品事故から子どもを守りましょう」 NITE 2017年 6 月

「海の事故ゼロキャンペーン」 海上保安庁 2017年 7 月

「こんろグリルでの子どものやけど事故」 国民生活センター 2017年 9 月

「 0～ 1歳児の大人用ベッドからの転落事故」 消費者庁 2017年11月

「家具やテレビの転倒事故」 消費者庁 2017年11月

「小さいおもちゃの誤嚥・窒息事故」 消費者庁 2017年11月

「乳幼児の加熱式たばこの誤飲事故」 国民生活センター 2017年11月

「電気ケトルや炊飯器での子どものやけど事故」 消費者庁 2017年12月

「豆やナッツ類による子どもの誤嚥事故」 消費者庁 2018年 1 月

「窓やベランダからの子どもの転落事故」 消費者庁 2018年 3 月

「幼児のハンドスピナーの部品の誤飲事故」 国民生活センター 2018年 3 月

③SNS、メール、ホームページでの消費者への直接的な情報発信

消費者庁 子どもを事故から守る！Twitter 消費者庁 2017年 4 月～

子ども安全メール from 消費者庁 ※Twitterと安全メールは連動して情報発信 消費者庁 ―

首相官邸LINEの活用 消費者庁 2018年 1 月～

内閣府子ども・子育て本部Twitter 内閣府 ―

海上保安庁Twitter 海上保安庁 ―

Twitterによる事故防止の情報発信について、府省庁間でリツイート等の周知連携 関係府省庁 ―

ホームページでの事故防止の情報発信について、府省庁間でリンク等の周知連携 関係府省庁 ―

④啓発資料による周知活動

母子健康手帳 厚生労働省 ―

子どもを事故から守る！事故防止ハンドブック 消費者庁 2017年 4 月～

救急事故防止に係るリーフレット乳幼児編 総務省消防庁 2017年 4 月～

海で安全に楽しむために 海上保安庁 ―

公園遊具の安全利用に関するパンフレット（幼児編、児童編） 国土交通省、日本公園施設業協会 ―

（ 2）施設等に係る事故防止の取組 府省庁名・団体名 実施時期

①教育・保育施設に関する指針 他

「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

―

「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」の開催 ―

「災害共済給付制度を通じて得られた情報を活用した事故防止の取組」 文部科学省、
日本スポーツ振興センター ―

「学校事故対応に関する指針」 文部科学省 ―

②公園・遊戯施設・公共施設に関する指針 他

「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 ―

③啓発資料による周知活動

学校安全ナビ、スポーツ事故防止ハンドブック等 文部科学省、
日本スポーツ振興センター ―

（ 3）子どもの安全に配慮された製品の普及 府省庁名・団体名 実施時期

PSCマーク等、消費生活用製品安全法による規制 経済産業省 ―

安全に配慮された製品の機能や各種マーク（事業者団体の任意の安全基準に適合し
た製品に付けられるマーク）の紹介 関係府省庁 ―

キッズデザインの取組の周知、キッズデザイン賞受賞製品の普及 経済産業省、キッズデザイン協議会 ―

製品安全教育 経済産業省 ―
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「子供の事故防止に関する関係府省庁連
絡会議」の取組として、2017年度から「子
どもの事故防止週間」を創設し、関係府省
庁が連携し、共通テーマを掲げて集中的に
広報を実施しています。

2017年度は５月22～28日（５月第４週）
に、外出時の子どもの事故防止をテーマと
して、「海、川、プールでは安全に遊びましょ
う」、「公園等の遊具は安全に正しく使いま
しょう」、「外出時に使用する乳幼児向け製
品等は、安全に正しく使いましょう」との
メッセージについて、関係府省庁が連携し
て集中的な広報活動に努めました。具体的
には、報道発表のほか、「子ども安全メー
ルfrom消費者庁」、「消費者庁 子どもを
事故から守る！Twitter」で５日間の集中
発信を実施したほか、ポスター作成、地方

公共団体や教育機関、事業者団体等への周
知啓発依頼を行っています。

2018年度は2018年５月21～27日（５月第
４週）に、「水の事故」、「幼児用座席付自
転車の事故」の防止をテーマに実施しまし
た。

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
について認識を高め、こうした問題に対処
するため、2014年から、世界各国の事故情
報を共有し、同じ期間に同じ事案について
関係各国と共同で啓発活動を行っており、
日本も参加しています。

これまでのテーマは、全て子どもの事故
に関するもので、ボタン電池の誤飲事故
（2014年度）、洗濯用パック型液体洗剤の
誤飲事故（2015年度）、ブラインド等のひ
もによる窒息事故（2016年度）、家具やテ
レビの転倒による下敷き事故（2017年度）
について、国際啓発週間を設定し、共同メッ
セージを発表し、注意喚起、情報提供を実
施しています。

また、海外諸国との協力を通じて得た潜
在的な危険情報は、日本の関係者に共有さ
れ、製品規格の見直し等、日本の事故防止
の取組に活用されています（第２部第１章
第６節（４）参照。）。

消費者庁では、「子どもを事故から守る！
プロジェクト」を推進し、子どもの事故防
止の取組を行っています。
「保護者に対する情報のつなぎ（子ども

「子どもの事故防止週間」におけ
る啓発

国際的な共同キャンペーンの実施

消費者庁の活動：「子どもを事故
から守る！プロジェクト」

図表Ⅰ-2-4-17 「子どもの事故防止週間」
ポスター
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にとって何が危険で、どのように注意すべ
きか等に関する情報の提供等）」、「地方公
共団体、学校等の関係者に対する情報のつ
なぎ（他の関係者の取り組んでいる様々な
事例の紹介等）」、「事故原因となる製品、
施設の改良の促進」を三つの柱とし、「予防」
の観点に立って「子どもを事故から守る」
ことに取り組んでいます。

消費者庁として、事故防止の注意点等を
まとめた資料を報道発表しているほか、「子
ども安全メールfrom消費者庁」や「消費
者庁 子どもを事故から守る！Twitter」
で、子どもの保護者などに対して情報発信
を行っています（第２部第１章第２節（２）
参照。）。そのほか、「子どもを事故から守
る！プロジェクト」のシンボルキャラク
ター「アブナイカモ」が各地の子ども関連

イベントに参加するなど、子どもの事故防
止に関する啓発活動を行っています。

「アブナイカモ」は、カルガモ一家をモ
チーフに、その親鳥が子ども達を温かく見
守るその姿を通して、子どもへの愛情と、
子どもの身の回りにあるちょっとした危険
を親しみやすく伝えることを、キャラク
ターコンセプトとしています。

子どもたちを不慮の事故から守るため、
消費者庁を中心として関係府省庁で推進す
る「子どもを事故から守る！プロジェクト」
の顔として、あらゆるシーンで活躍してい
ます。

「子どもを事故から守る！プロジェクト」
シンボルキャラクター アブナイカモ

図表Ⅰ-2-4-18 アブナイカモ

長崎県大村市 アブナイカモダンスコンテストの様子
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子どもは小さな大人ではありません。大
人には思いもよらぬ行動であっても、子ど
もの身体機能や好奇心、探究心からは自然
な行動であり、それによって、事故が起き
ることがあります。このような子どもの事
故の特徴等について理解することで、「想
定外と認識されていた事故」を「予測でき
る事故」として、安全対策を講じ、子ども
の事故のリスクを軽減することができます。

ここまで、子どもの事故の現状、保護者
等子どもの周囲にいる人々の事故に対する
意識、事故防止へ向けた取組について概観
してきました。本節では、これらを踏まえ
ながら、各主体が子どもを安全な環境で育
てるために取り組むべきことについて、考
察していきます。

消費者の安全の確保は、消費者基本法に
おいて、消費者の権利の一つとして位置付
けられ、国は、消費生活における安全を確
保するため、商品・サービスについての必
要な基準の整備及び確保、事業者による安
全を害するおそれがある商品の回収の促
進、安全を害するおそれがある商品・サー
ビスについて情報を収集し、提供する等の
必要な施策を講ずることが定められていま
す。

子どもの事故の発生や生活環境の変化等
を踏まえ、危険な商品・サービス等に対し
て、法令による規制や事業者への措置等を
実施していくことが求められます。最近で
は、ドラム式電気洗濯機に子どもが入りド
アが閉まった際、内部から開けられないた
め、死亡に至ったとみられる事故が発生し
たことを踏まえ、2018年に電気用品安全法
（昭和36年法律第234号）に関する経済産
業省通達94を改正し、内側から前面のドア
が開けられる構造であることを義務付ける
要求事項を追加する予定となっています。

子どもの事故が発生した場合には、事故
に関する情報を迅速に収集することが求め
られるとともに、重要な事故等については
幅広い安全確保の観点からの原因究明とそ
れに応じた対策の実施が求められます。消
費者庁が設置されたことにより、子どもの
事故を含め、消費者事故等の情報は、消費
者庁に一元的に集約され、消費者への注意
喚起等に活用されています。また、消費者
事故調において、事故原因の調査や再発防
止に向けた提言が行われています。

事故情報は幅広く収集する必要があると
ともに、有効な対策を講じるためには、事
故が発生した原因を科学的に究明できるだ
けの詳細で具体的な情報が必要になりま
す。一方で、事故の後の混乱した状況下で、
詳細な情報収集を行うことは関係者にとっ

子どもを安全な環境で育てるために第 ５節

（ １）行政機関に求められる取組

法令等による消費者の安全確保

子どもの事故に関する情報収集・
原因究明の充実・強化

94）「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」（20130605商局第３号）
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ての負担が大きいという側面があります。
こうした中で、子どもの死亡という最悪の
事態については、その死を無駄にしないた
めにも、医療機関、警察、消防、行政関係
者等複数の機関や専門家が死因調査を行う
ことにより、効果的な防止策を導き出すと
い う 死 因 究 明 の 制 度（Child Death Re-
view）が注目されています。この制度は
既に米国、英国等で導入されていますが、
日本でも、同制度の導入について検討する
ことが、2017年に衆議院における児童福祉
法及び児童虐待の防止等に関する法律の一
部を改正する法律案に対する附帯決議に盛
り込まれました。

事故の防止に向けては、行政機関は、注
意喚起やリコールの情報等安全に関わる情
報を、保護者を始め子どもの周囲にいる大
人に周知することが必要です。その際には、
事故防止に向けた行動が求められる人が、
知識が必要なときに情報を届けることが求
められます。消費者庁では、季節的な発生
傾向がある事故について注意喚起する等、
時期を考慮した発信を行っています。

子どもの事故には発達段階に応じた傾向
があることを踏まえれば、月齢・年齢等、
子どもの成長に合わせた情報提供が効果的
と考えられます。現在では、情報通信技術
の発達により、地方公共団体が民間事業者
と連携しつつ、スマートフォンのアプリ
ケーション等を活用して、月齢・年齢等の
子ども一人一人の成長に合わせて予防接種
に関する情報や育児情報を提供する取組も
みられます。このような仕組みを利用して、
子どもの事故防止に関する情報をタイム
リーに提供していくことも期待されます。

消費者庁が実施した意識調査によれば、
事故防止に関する情報源として最も利用さ
れているのは「新聞・テレビなどの報道」
でした。消費者庁では、メディア報道や地
方公共団体等による周知につながるよう
に、個別テーマごとに注意喚起の記者公表
を行っています。その他に、「子ども安全
メールfrom消費者庁」や「消費者庁 子
どもを事故から守る！Twitter」で保護者
等に直接情報を届けるとともに、関係府省
庁や地方公共団体等にリツイートを依頼す
るなど、情報発信がより幅広く関係者に届
くように工夫しています。

一方で、意識調査の結果からは、事故防
止に関する情報源として、「行政」を利用
していると回答した割合は、母親の方が父
親に比べて高く、行政の情報発信がどちら
かといえば母親に届きやすくなっている面
があるとみられます。イクメン、イクジイ
という言葉もあるように、子育ては、母親
だけでなく、父親や祖父母、地域の人も担
うようになっています。子育てに関わる周
囲の大人全員に届くような情報提供・啓発
活動が期待されます。

事業者が安全な商品・サービスを提供す
ることは、消費者基本法において、事業者
の責務とされています。特に、子どもや高
齢者等に対しては、一層の配慮が必要とさ
れます。子どもが使用する商品・サービス

子どもの発達に合わせたタイム
リーな情報提供を

母親だけでなく、子どもの周りに
いる大人全員に届く啓発活動を

（ ２）事業者・事業者団体に求められる取組

安全の確保に向けた、事業者団体
等の自主基準の作成等
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はもとより、子どもを対象としていないも
のであっても、子どもが接する機会のある
商品・サービスについての安全の確保が求
められています。

そのため、事業者は、法令等に定められ
た安全基準等を遵守して、製造・販売等す
ることが必要とされますが、より具体的か
つ高いレベルで安全性に配慮した商品・
サービスを消費者に提供していくために、
事業者団体・事業者がそれぞれの商品・サー
ビスに即した安全を確保できる基準を自主
的に定めることが重要です。

多くの消費者は、商品・サービスを選ぶ
ときに安全性を意識しています（図表Ⅰ-1-
6-25参照。）。事業者には、ルールとして守
るべきことを守るだけではなく、消費者が
求めるものとして、より安全な商品・サー
ビスを開発・提供することが期待されてい
ます。子どもの事故が起きた場合には、事
業者自らが、原因を究明し、商品・サービ
スの改善を図り、消費者に周知することも
求められています。また、子どもの事故を
防ぐための商品・サービスの工夫が現実の
日常生活の中でどのように活用されている
か、誤使用されやすい構造になっていない
か等の観点からの検討も求められます。さ
らに、これまでの子どもの事故に関する知
見、例えば子どもを傷害事故から守るため
の安全規格である国際規格ISO/IEC Guide 
50が翻訳されたJISZ8050を用いる等によ
り、新しい商品・サービスの開発・提供に
当たっても、事故の防止に配慮していくこ
とが期待されます。そのほか、商品・サー
ビスの使い方について、誤使用などがない
よう、表示等の工夫や消費者への啓発も求

められます。
一般社団法人日本経済団体連合会（経団

連）「企業行動憲章」では、第一原則とし
て「イノベーションを通じて社会に有用で
安全な商品・サービスを開発、提供し、持
続可能な経済成長と社会的課題の解決を図
る」と掲げています。事業者による、安全
な商品・サービスの開発・提供が、社会全
体の安全な暮らしと持続可能な経済成長の
実現につながることが期待されます。

子どもの事故は、前述の行政機関や事業
者・事業者団体等の取組を始め、社会全体
で防ぐものであり、決して、保護者等の子
どもの周囲にいる大人だけで防ぐものでは
ありません。一方で、いつの間にか子ども
がお風呂で溺れるといった事故が起きない
ように、入浴後は浴槽の水を抜く、浴室に
外鍵をかける、といった行動は、家庭の中
で子どもと一緒に過ごしている人にしかで
きません。子どもの事故は屋内で多く起き
ていること等を踏まえれば、保護者等の子
どもの周囲にいる大人は、子どもが安全に
過ごせる環境を整える役割を担っています。

保護者や保育者を始め、子どもの周囲に
いる人が、事故防止についての正しい知識
を身に付け、事故防止に役立つように行動
することが重要です。目を離しても、子ど
もの安全が確保されている環境を整える、

より安全な商品・サービスの開発・
提供

（ ３）子どもの周囲にいる大人に求められる事故を防ぐ行動

子どもの周囲にいる大人に、事故
の防ぎ方を知ってもらう

月齢・年齢等によって起きる可能
性のある事故を知る
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安全に配慮した製品を選び、誤った使い方
をしない、リコール対象製品に注意する、
そして、本当に必要なときは目を離さない
ことが求められます。事故防止に役立つよ
うに行動する際には、子どもの発達状況に
よって、どのような事故が、なぜ発生して
いるのか、正しく把握することが重要です。
例えば、安全に配慮した製品といっても、
子どもの月齢・年齢によってはそれが逆効
果となる場合もあり、製品についての注意
書きをよく読み、理解することが必要です。

もし、事故が起きてしまった場合には、
応急手当や相談・連絡等の行動を取ること
が重要です。応急手当の方法は資料だけで
は理解が難しい場合もあります。消費者庁
「子どもの事故防止調査」（2017年度・保
育士アンケート）の結果からは、子どもで
起きる可能性が高い誤飲等に対して、保育
士においても応急手当の実習経験の割合が
高くないこと等が分かりました。もしもの
ときにすぐに行動ができるような普及啓発
活動が求められます。

自動車のチャイルドシート使用は、法律
で義務付けられており、意識調査によれば、
９割以上の人が認識しています。しかし、
残念ながら、対象者全員が使用しているわ
けではないのが現実です。

事故の危険性及び事故防止についての知
識、事故防止に役立つ製品があったとして
も、現実には、「子どもが嫌がるから」、「面
倒だから」、「まあ、大丈夫」という理由で、

事故防止に有効な対策がとられていないこ
とがあります。育児中であれば特に日々の
生活に余裕はなく、事故防止の配慮まで手
が回らない、といった状況もあるでしょう。

このような状況をどのように打開してい
くかは、今後の課題です。多忙な保護者等
に実際に行動してもらえるような効果的な
啓発活動、また、視点を変えて、例えば、
子どもがチャイルドシート等を使用したく
なるような工夫についての情報提供等が考
えられます。

注意喚起、啓発活動は、子どもの周囲に
いる大人の日々の生活や行動を踏まえた上
で、事故を防止する行動を促すような内容
であることが求められます。前述のとおり、
母親だけでなく子どもの周囲にいる大人に
幅広く伝わること、実際に、即座に必要と
される知識であること等、事故を防ぐ行動
につながるような高い効果のある内容で取
り組まれることが期待されています。

これまでみてきたように、情報収集・原
因究明、法整備・ルール化、啓発活動等に
ついては、国・地方公共団体、関係機関・
団体の多様な主体が、様々な取組を既に実
施しています。

個々の取組がバラバラに行われるのでは
なく、社会の中で有機的に連携することで、
事故を防止する効果が発揮されます。事故
の内容は多岐の分野にわたるため、有効な
対策を講じていくためには行政の担当者、
医療や技術等の専門家、事業者、保護者等、
多くの関係者との連携・調整が、重要です。

事故が起きた後の応急手当につい
て啓発を

事故を防止する行動につながる啓
発・教育を

（ ４）幅広い連携によって、社会全体で事故防止を

社会の中で、事故防止の取組を有
機的に連携
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政府では、2016年度に「子どもの事故防
止に関する関係府省庁連携会議」を設置し、
関係府省庁間の情報共有、共通テーマを掲
げての広報等、連携して推進しています。

そのほか、連携している例として、東京
都商品等安全対策協議会の取組がありま
す。毎年度、事故に関するテーマを一つ定
めて、包括的に検討し、提言をまとめ、事
業者等による商品の改良や法制度・規格に
ついての改正といった事故防止の対策の具
体的な進展に結び付けています（コラム参
照：東京都商品等安全対策協議会）。

また、医療関係者、専門家、民間団体等
が専門知識を子どもの事故防止のために活
用することが期待されます。特に、医療関
係者は、治療を行うために事故の状況を発
生直後に把握し、傷害等についての医学的
な専門知識等を持っています。医療関係者
を始めとした有識者が、子どもの事故を防
ぐことを目的として設立した団体では、市
民を巻き込んで情報収集、工学的な原因究
明、啓発活動、製品改善へ向けた提言等、
幅広く活動が行われています（コラム参照：
セーフキッズジャパン）。

子どもの生活圏である地域の中で、関係
者が連携した取組は、事故防止の効果が高
いと言われています。京都府亀岡市では、
地域全体で協働して安全・安心な街づくり・
学校づくりを進めており、保育園に通う園
児を対象にして、事故の情報収集や、収集
された情報を基に環境整備や啓発活動等を
実施しています（コラム参照：京都府亀岡
市）。この取組により、園児の転倒による
けがの減少や、保護者及び子ども自身の安

全意識の向上等の成果がみられています。
このような地域ぐるみの取組が、更に多く
の地域に広がることが期待されます。

子どもの発達の在り方は時代が変わって
も大きく変わらないと思われますが、消費
者を取り巻く生活環境、消費者の生活スタ
イルは、時代と共に変化しています。生活
スタイルが変わり、昔から使われているも
のが当時の想定にはない使い方をされて事
故のリスクが生じることや、消費者のニー
ズに応えた便利な新製品が、一方で事故の
原因になることも考えられます。事故を防
止する取組は継続的に行っていくことが必
要です。

子どもの事故防止は、2015年に国連で採
択された2030年までの持続可能な開発目標
（SDGs：Sustainable Development 
Goals）の達成に向けて、日本として実施
する指針である「持続可能な開発目標
（SDGs）実施指針」に掲げられています。
子どもが安全・安心な社会で健やかに育つ
「豊かで活力ある未来像」を実現するため
に、行政、事業者、保護者、保育関係者、
医療関係者、地域社会等子どもの安全に関
わるあらゆる主体が当事者として行動して
いくことが求められます。

そして、子どもの事故を防止するための
対策は、高齢者等の事故防止の対策ともな
ることがあります。子どもの安全を確保す
る動きが組み込まれた社会では、子どもだ
けでなく、高齢者を含めあらゆる層の人々
の安全・安心な暮らしを確保する動きが広
まると考えられます。

地域ぐるみの取組で事故防止の効
果を上げる

子どもの事故防止を社会に組み込
み、持続可能な社会へ
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地域全体で安全なまちづくりに取り組む
～京都府亀岡市～

C O L U M N 4

京都府亀岡市は、地域全体で協働して安全・安心なまちづくりを進めています。安
全な地域づくりに関する国際的な認証「セーフコミュニティ（SC）」を2008年に日本
国内で初めて取得し、2015年には、安全・安心な学校づくりに関する認証「インター
ナショナルセーフスクール（ISS）」も取得しました１。SC認証、ISS認証の取得とは、
「けがや事故のリスクがないと認められた」という意味ではなく、「安全なまち、学
校づくりのための仕組みが確立され機能していると認められた」という意味で、SC
は５年、ISSは３年に１度、取組状況について国際的な認証機関２,３の審査を受けて認
められるものです。このコラムでは、その取組の一部として、保育園児の安全に向け
た取組を紹介します。

亀岡市では、市内９園（市立全８園、私立１園）の保育所が、ISS認証を取得し、
園児の保育環境、けがの状況等について情報を収集・分析し、抽出された課題の解消
に向けてプログラムを実施し、効果を検証するといった形で包括的に取組を進めてい
ます。取組に当たっては、関係機関や地域と連携し、子どもに安全な環境づくり、子
ども自身が考え、危険を回避する力を養う安全・安心教育等を進めています。

〈情報収集・分析から課題を抽出〉
● けがの状況の記録、傾向の分析には、亀岡市独自の電子登録システム「乳幼児外傷
予防システム」を活用しています。このシステムは、看護師等が、けがをした園児
の年齢、性別、けがの発生場所、状況、処置、病院搬送の有無等の情報を、パソコ
ン上で該当する選択肢をクリックするだけで簡単に登録できるようになっています。
● 登録された情報は、各保育所で保育士が見ることができ、園全体でのけがの傾向（け
がの発生しやすい月、時間帯、年齢、場所など）を知ることができます。また、亀
岡市立保育所は、立地により園の状況が大きく異なります。JRの駅に近い住宅地
は人口も多く保育所の在園児数も多い一方、田畑に囲まれた地区は保育所の在園児
数も少なくなっています。そのため、在園児数によって「大規模園」（園児100人以
上）、「中規模園」（園児50～99人）、「小規模園」（園児50人未満）にグループ分けし、
グループ別に連携して活動し、けがの状況の分析、課題の設定等を行っています。
特に小規模園は、けがの発生数の増減を測るのに、各園単独では子どもの数が少な
すぎて難しいところ、同じ小規模園のグループで集計することでけがの傾向を分析
することが可能になります。
● 集積されたけがの情報については、看護師を中心に保育士が分析します。分析の結
果、多くの保育所で、保育室での「衝突」、運動場での「転倒」、「衝突」によるけ
がが多いことが課題でした。

１）市立小学校１校、市立保育所８園及び私立保育所１園
２）International Safe Community Certifying Center
３）International Safe Schools Certifying Centers
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〈課題に応じた具体的取組を体系的に実施し、効果を検証〉
● 課題の解決に向けて、保育所は、全年齢・環境をカバーするように取組プログラム
を作成、実施しています。「体力づくり」、「安全教育」、「環境改善」の三つを柱とし、
それぞれに対して「園児向け」、「職員向け」、「保護者向け」の取組を進めています。
具体的な取組の内容は全園共通のもの、保育所規模別グループ共通のもの、各園独
自のものがあります。
● 「園児向け」の取組は、園児が主体的に行い、園児自身に気付きや考える力を付け
ることを目指した内容になっています。例えば、「運動場で滑って転倒してけがを
することが多い」という課題に対する取組として、「砂がある場所は滑りやすい」
ことを園児に教え、園児自身が、自分がよく滑る場所をほうきで掃いて砂を払う、
という活動が実施されています。

乳幼児外傷予防システムの登録画面

保育所サーベイランスの仕組み

④対策の効果を測定

ISS研究部
で分析

助言助言

改善

けが発生

①養護師等が調査票
にケガ情報を記載

②乳幼児外傷予防シ
ステムに入力

③各保育所で予防対
策を検討・実施

小児科医（乳幼児の安全対
策委員会委員）より助言

安全安心マップ

園児がシールを貼り、ケガ
の「場所」「原因」を確認

チェックしたことを報告します

砂があると滑るのでほうきで
掃除をしています

割れたり欠けたりしている玩具がない
かをチェックしています
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● 地域とも保育園児の安全に関する問題点（リスク）を共有し、協力して取組を進め
ていることも特徴の一つです。例えば、自治会や近隣住民の協力によって、保育所
付近の溝に落ちないように柵や蓋が設置されたり、園のそばの大きな川が氾濫した
ときに備えて近隣住民や中学校の生徒と一緒に避難する訓練を実施したりして いま
す。
● 「保護者向け」の取組では、ヒヤリハットの経験と改善点を保護者が報告し合う研
修会を行っています。参加できなかった保護者には、後日お便りでの共有等も行っ
ています。
● 取組の効果は、けがのデータなどから検証し、その後のプログラムに反映します。
防止策の検討・実施、効果測定においては、小児科医の助言を受けています。

〈取組の手応え・広がり〉
● このような取組を進めた結果、保育所全体のけがが減少傾向となっていることから、
引き続き、工夫や改善を加えながら取組を進めています。通園時に保護者ときちん
と手をつないでいる割合が高くなるなど、子ども自身の安全に関する意識の向上と
いった成果もみられます。保護者からも、「『○○しちゃいけないんだよ』と子ども
が教えてくれ、子どもの成長を感じられる」などの感想が寄せられています。この
ように、取組によって、子どもが守られるだけでなく、子どもが自分や周囲の人の
安全を確保する力を育てています。

改修前 改修後

自治会と地域の方の協
力により、溝ぶたが設
置されました

避難訓練

中学生の参加

地元地域の参加
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東京都では、商品の使用又はサービスの利用に伴う危害を防止し、都民の安全な消
費生活を確保するため「東京都商品等安全対策協議会」（以下本コラムでは「協議会」
という。）を設置しています。消費者、事業者、学識経験者等がテーマに選定した商
品やサービスの安全 性について検討を行っています。
テーマには、子どもの事故防止に関係するものが多く、2013年度以降は、「ブライ
ンド等のひもの安全対策」（2013年度）、「抱っこひも等の安全対策」（2014年度）、「子
供に対するボタン電池等の安全対策」（2015年度）、「子供に対する歯ブラシの安全対策」
（2016年度）、「子供のベランダからの転落防止のための手すりの安全対策」（2017年度）
と、子どもの事故防止に関するものが選ばれました。
協議会では、東京消防庁の「救急搬送データ」を始め幅広く情報収集した事故事例
からの検証のほか、事故発生状況を模擬した実験や、保護者等を対象としたアンケー
ト調査、業界団体等の取組状況のヒアリング調査などを実施した上で検討を行い、今
後の取組案（提言）を取りまとめます。この提言に基づいて、東京都は、消費者への
積極的な注意喚起や啓発活動、国や関係する業界団体への情報提供と要望等を行って
います。また、協議会では、過去に取り組んだテーマについて、その後の取組状況等
をフォローアップしています。電池のパッケージの変更など、事業者や事業者団体に
よる商品の改良や注意表記の強化のほか、ブラインド等のひもやボタン電池等につい
ては、JIS規格の制定、改正１など、事故防止に向けた具体的な進展が確認されています。

テーマを定めて、包括的に取り組む
～東京都商品等安全対策協議会～

C O L U M N 5

1 ）ブラインド等のひもについて、子どもの首に絡まるリスクを最小限に抑えるため、JISA4811「家庭
用室内ブラインドに附属するコードの要求事項-子どもの安全性」を制定（2017年12月）。電池誤飲事
故予防の観点から、JISC8500に、乳幼児が容易に電池を取り出せないようにする設計指針を、推奨事
項として追加（2017年９月）。

〈取組例〉 一般社団法人電池工業会が発行する「コイン型リチウム一次電池の誤飲防止パッケージガイ
ドライン」（2016年10月発行、2017年10月改訂）に準拠したパッケージの市場導入が進められ
ています。
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特定非営利活動法人Safe Kids Japanは、国際組織であるSafe Kids Worldwide
（本部:米国ワシントン）や国立成育医療研究センター、産業技術総合研究所等と連
携し、子どもの事故に関する調査・研究、エビデンスに基づいた啓発活動、製品開発
の協力やアドバイス、政策的提言等、幅広く活動を展開しています。

〈調査・研究活動〉
● 科学的な根拠に基づいた事故予防策を打ち出していくため、市民が持つ情報を収集・
分析することにより、事故の具体的な状況から原因、背景を検証する取組を実施し
ています。「ベランダ1000プロジェクト」では、2016年12月から2018年２月まで、
インターネットを通じて自宅ベランダの写真や柵の高さ、ベランダの奥行きなどの
データを募集しまし
た。集まった資料か
ら実際に使われてい
るベランダを検証し
た結果、ベランダの
柵のデザイン等消費
者個人が除去するの
は難しい危険要素が
多いことが分かり、
対策案をまとめると
同時に、引き続き、
建物を「作る」、「売
る」、「管理する」立
場の人と共に対策を
検討していくことと
しています。

社会のあらゆる領域へ多角的にアプローチ
～セーフキッズジャパン～

C O L U M N 6
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〈啓発活動〉
●社会全体への啓発
 保護者だけの責任で子どもの事故を予防するのは非常に困難です。子どもの事故を
予防するために何ができるのか、一人一人が自分のできることを考え、実際に子ど
もの事故予防活動を行えるよう、広く社会に向けた啓発活動を行っています。
●保護者への啓発
 保護者や保育者等に向けては、「目を離さないように」ではなく、安全な製品の紹
介や正しい製品の使い方等、科学的根拠に基づく具体的な情報提供を行っています。

〈製品開発協力・アドバイス等〉
● 研究成果を踏まえて製品開発に協力しており、歯磨き中の喉突き事故防止の安全対
策が施された歯ブラシの開発などにいかされています。

お布団柔らかさチェック

（写真提供：株式会社ベネッセコーポレーション
「たまひよSHOP」）

「赤ちゃんの布団は適度な固さが
必要。柔らかい寝具では窒息の危
険があります」という注意喚起だ
けでなく、どのような固さの布団
が安全なのか、家庭で簡単に
チェックできる方法を紹介してい
ます。 

シンポジウム（朝日新聞と共催）子どもの傷害予防リーダー養成講座
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消費者基本計画は、消費者基本法第９条
の規定に基づき、長期的に講ずべき消費者
政策の大綱及び消費者政策の計画的な推進
を図るために必要な事項について閣議決定
するものです。

現行の消費者基本計画（平成27年３月閣
議決定。以下「第３期消費者基本計画」と
いう。）は、折り返しを迎えるまでの期間
においても、情報通信技術の活用の加速度
的な拡大など、消費者を取り巻く環境には
大きな変化が見受けられます。そのため、
新たな計画の策定に際しては、このような
情勢変化を的確に捉える必要があります。
また、新たな計画は東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会が開催される2020年
度を初年度として策定されるものであり、
時代の転換期であることも意識する必要が
あります。

このような状況の中で、新たな計画につ

いての検討を的確に進めていくため、2017
年10月、多様な分野の有識者の参画を得て、
「第４期消費者基本計画のあり方に関する
検討会」を開催し、検討を開始しました。

消費者の利益を擁護・増進するための諸
施策をより強力に推進していく原動力とし
て、新たな計画は非常に重要であり、丁寧
に検討を進めていきます。

消費者基本計画工程表（2015年３月消費
者政策会議1決定）は、第３期消費者基本
計画を着実に推進するため、第３期消費者
基本計画に基づいて関係府省庁等が講ずべ
き具体的施策を明らかにするとともに、第
３期消費者基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
を示すものです。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、第３期消費者基本計画とそろえて、

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）第 ４期消費者基本計画の策定に向けた検討

第 ４期消費者基本計画の検討につ
いて

（ ２）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

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で構成。
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六つの項目に整理しています。
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
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。

2017年６月、工程表策定後２回目の改定
を行いました。具体的には、2016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、
2017年１月に提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。工程表の改定素案については、同年
４月から５月まで、意見募集手続（以下、
「パブリックコメント」という。）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、改定案を取り
まとめ、同年６月21日に消費者政策会議で
工程表の改定を決定しました（改定におけ

る主要な追加事項等の概要は、図表Ⅱ-1-
1-1参照。）。

なお、この改定では、2016年７月の工程
表改定以降の消費者を取り巻く状況の変化
等を踏まえ、最近の政策課題への対応状況
が分かりやすく示せるよう、成年年齢引下
げへの対応、持続可能な開発目標（SDGs）
の推進への対応、徳島県において実施する
モデルプロジェクトに関する取組の状況に
ついて整理しました。

また、次回の工程表改定に向けては、
2017年12月時点での施策の進捗状況につい
て、関係府省等から確認するとともに、同
年６月の改定時と同様に、直近の施策の進
捗状況や消費者を取り巻く最近の社会状況
の変化、同年12月に提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。工程表の改定素案については、
前回の改定と同様、パブリックコメントと
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、2018年５
月中旬をめどに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
及び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。

消費者基本計画工程表改定（２0１7
年 ６ 月）とそのポイント

図表Ⅱ-1-1-1 消費者基本計画工程表の改定事項・主要事項の概要について

【Ａ 最近のトピックへの対応】

1 持続可能な開発目標（SDGs）の推進
2 電力・ガス小売全面自由化への対応
3 美容医療に関する消費者問題への対応

【Ｂ 食品関係の取組】

1 食品の安全・安心の確保
2 食品ロス削減の推進
3  食品表示の充実による多様な選択機会の
確保

1 消費者と事業者の連携・協働
2  消費者の被害救済・利益保護の枠組等の
強化

【Ｄ 横断的な枠組み等の取組】

1 子どもの事故防止
2 成年年齢引下げに対する対応
3 高齢者の消費者被害の防止策の強化

【Ｃ 消費者の年齢層に着目した取組】
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「経済財政運営と改革の基本方針2017」
（平成29年６月９日閣議決定）に掲げられ
た、消費の活性化のためには、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、消費者庁では2017年８月に「消費
者の安全・安心暮らし戦略2017」を取りま
とめました（図表Ⅱ-1-1-2）。本戦略では、
「誰一人取り残されない」社会の実現に向
け、政策課題に対応しつつ地方消費者行政
の強化を推進するとともに、財産被害への
対策、生命身体の安全・安心に係る機能強
化、多様な消費への対応等に取り組むこと

としています。
「政策課題に対応した地方消費者行政の

強化」では、持続可能な開発目標（SDGs）
に対応した課題への対応等地方と連携・協
働した地方消費者行政の充実・強化、消費
者問題に関する分析・研究及び実証実験の
実施といった新未来創造プロジェクトを推
進します。また、適格消費者団体・特定適
格消費者団体の設立・活動促進、事故の未
然防止等に関する事故情報周知等「財産被
害対策、生命身体の安全・安心に係る機能
強化」を図るほか、訪日・在日外国人の消
費の安全確保、EBPM（実証に基づく政策
立案）推進体制の整備等「多様な消費への
対応等」も行います。

（ ３）消費者の安全・安心暮らし戦略２0１7

図表Ⅱ-1-1-2 消費者の安全・安心暮らし戦略2017

経済財政運営と改革の基本方針2017（平成29年６月９日閣議決定）

３．多様な消費への対応等

２）新未来創造プロジェクトの推進 ２）働き方・業務運営の変革

１）多様な消費への対応等

政
策
連
携

◆ 消費者の安全・安心を確保するため、消費者事故等の情報収集・分析強化と発生・拡
大防止、悪質事案においても確実に被害の回復を図る取組、消費者教育や消費者志向
経営の促進、高齢者等の見守りネットワーク構築等を図る。

第193回国会における安倍総理大臣施政方針演説（2017年1月20日）

徳島県に「消費者行政新未来創造オフィス」を開設（2017年7月24日）

◆ お年寄りなどを狙った悪質業者が後を絶ちません。被害者の救済を消費者団体が代
わって求める新しい訴訟制度が昨年スタートしました。これを国民生活センターが
バックアップする仕組みを整え、より迅速な救済を目指します。

１．政策課題に対応しつつ地方消費者行政の
強化を推進するとともに、

２．財産被害対策、生命身体の安全・安心に
係る機能強化、

３．多様な消費への対応等、を行う。

１．政策課題に対応した地方消費
者行政の強化

１）地方と連携・協働した地方消費
者行政の充実・強化

１）財産被害防止・救済のための機
能強化等

２）生命身体の安全・安心のための
事故対応機能の強化

①身近で質の高い相談救済を受けら
れる地域体制の強化

①法執行体制の強化
②適格消費者団体・特定適格消費者
団体の設立・活動促進

③ビッグデータ活用によるトラブル
対応強化

④公益通報者保護制度の実効性向上
⑤消費者契約法の見直しの検討

①訪日・在日外国人の消費の安全確
保

②越境取引増加に伴うトラブル対応
強化

③加工食品の新たな原料原産地表示
制度の普及・啓発

④機能性表示食品制度の運用体制強
化

①事故調査能力向上のための人材育
成

②事故の未然防止等に係る事故情報
周知

③生命身体事故等の背景要因の研究
による事故調査の質の向上

④食の安全に関するリスクコミュニ
ケーションや情報発信の強化

①働き方改革の推進による効率的・
効果的な業務執行体制の確立

②EBPM（実証に基づく政策立案）
推進体制の整備

③セキュリティ強化や働き方の見直
し等に資する情報システムの整備

①消費者教育推進などモデル事業の
実施

②政府全体としての政策課題に対応
するための地方消費者行政の充
実・強化
－SDGs(持続可能な開発目標)に対応し
た課題(倫理的消費、食品ロス削減等)
への対応
－成年年齢引下げ、軽減税率導入、訪日
外国人等への対応 など

②豊かな未来に向けた消費者行政の
創造
③消費者問題に関する分析・研究及
び実証実験の実施
－シェアリングエコノミーに関する実証
実験

－世代別等の特性を踏まえた調査研究
など

２．財産被害対策、生命身体の安
全・安心に係る機能強化

「誰一人取り残されない」社会の実現に向け、
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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「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（第１部第２章第４節（５）参
照。）。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。

なお、事故原因の調査や再発防止に向け
た提言の発信については、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」という。）が担っています。

事故の未然防止・再発防止のための注意
喚起やリコール情報など安全に関わる情報
を多くの消費者へ幅広く周知・広報するた
めに、消費者庁では、様々なツールを用い
た情報発信に取り組んでいます。

報道発表で注意喚起を行う場合には、消
費者庁ウェブサイトへ掲載するとともに、
連動する形で消費者庁公式Twitter、Face-
bookでも発信を行っています。併せて地
方公共団体の消費者行政担当部局にも周知
を依頼しています。2017年度は、新たに「消
費者庁 子どもを事故から守る！Twitter」
を開設し、既存のメールマガジン「子ども
安全メールfrom消費者庁」と連動し、子
供の事故防止に特化した情報発信を開始し
ているほか、内容に応じて首相官邸LINE
を活用して発信することもあります（図表
Ⅱ-1-2-1）。

ハチミツの摂取による乳児ボツリヌス症
による死亡事故、ベッドガードによる乳児
の死亡事故や鳥インフルエンザの発生時な
ど、国民の高い関心を集める情報について
は、Twitterでの迅速な情報提供を行って

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）多様なツール、手段による情報発信／注意喚起

図表Ⅱ-1-2-1 注意喚起と情報発信方法

報道発表 Twitter
@caa_shohishacho

Facebook
@caa.shohishacho

首相官邸
LINE

@kantei

子どもを事故から
守る！Twitter
@caa_kodomo

子ども安全メール
From消費者庁

m.kodomo@caa.go.jp

消費者

注意喚起
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います（図表Ⅱ-1-2-2）。
また、高齢者の事故防止に関する情報の

場合、高齢者の見守りネットワークや、介
護・福祉関連団体にも情報提供を行うなど、
発信する内容や対象となる消費者の属性に
応じ、必要とする消費者へ情報が行き届く
ような周知に取り組んでいます。

消費者事故調は、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。
消費者事故調の事故等原因調査等の流れ
は、図表Ⅱ-1-2-3のとおりです。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。消費者事
故調発足以来、15件の調査等を開始し、う
ち12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。意見については、フォローアッ
プを行い、事故の発生状況はどのようになっ
ているか、再発防止の取組がなされている

（ ３）消費者安全調査委員会（消費者事故調）の取組

図表Ⅱ-1-2-2 高い関心を集める情報の
迅速な提供

図表Ⅱ-1-2-3
消費者安全調査委員会に
おける事故等原因調査等
の流れ

必要に応じて当該行政機関の長に意
見 更に必要があると認める場合

事故等の発生

端緒情報の入手

情報の収集

調査等の対象の選定

事故等原因調査（自ら調査）

他の行政機関等による
調査等の結果の評価

実施

実施

報告書の作成・公表

評価書の作成・公表

勧告・意見

フォローアップとして、原則、報告書公表から１年後に、関係行政機
関の取組状況を把握

他の行政機関で調査等が行われ
ていない場合

他の行政機関等で調査等が行わ
れているが、消費者安全の確保
の見地から必要な事故等原因の
究明結果が得られない場合

他の行政機関等で調査等が行われて
おり、その結果が得られる場合

166



かについて確認することとしています。
2017年からは、消費者事故調に寄せられ

た申出に関連して収集した情報のうち、消
費者安全確保の見地から有益であると考え
られるものについて、「情報提供」という
形で公表しています。これまで、「手動車
いすのフットサポート」、「ライターの残り
火」、「靴底の剥がれによる転倒」、「屋外コ
ンテナ式収納スペースの移動式足場の階段
からの転落」、「自転車使用中の転倒」の５
件について公表しました。

引き続き、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。

2017年11月に、玩具による乳幼児の気道
閉塞事故の報告書を公表しました（図表Ⅱ- 
1-2-5）。

乳幼児には、「何でも口に入れる」とい
う行動特性がみられ、また、身体的には、
咽頭の大きさが最大開口量に比べて小さ

玩具による乳幼児の気道閉塞事故
報告書の公表

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

エレベーター事故（東京都内）3 2016年 8 月報告書公表とともに国土交通省に意見

体育館の床板の剝離による負傷事故 2017年 5 月報告書公表とともに文部科学省に意見

玩具による乳幼児の気道閉塞事故 2017年11月報告書公表とともに消費者庁、経済産業省に意見

家庭用コージェネレーションシステム
の事案

2017年12月報告書公表とともに消費者庁、経済産業省、環境省、
公害等調整委員会に意見

調
査
中
の
事
案

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4

2017年 9 月経過報告公表

電動シャッター動作時の事故 2017年 7 月選定

歩行型ロータリ除雪機による事故 2018年 2 月テーマ選定4
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い、口腔
くう

とのどが近い、唾液が多い、のど
に物が詰まるとそれを自力で飲み込んだ
り、吐き出したりする力が不十分であると
いった特徴があります。

報告書では、アンケート調査によって、
どの程度の月年齢、どのような玩具で誤嚥

えん

事故が発生しているかについて明らかにし
ました。また、口やのどのCT画像と飲み
込む動きの造影画像とを組み合わせ、大き
さや形状を変えた玩具のモデルを用いたコ
ンピューターシミュレーション（仮想の実
験）によって、玩具による気道閉塞のメカ
ニズムを明らかにしました。このコン
ピューターシミュレーションによって、大
きな玩具では、のどの上の方が詰まる咽頭
閉塞型の窒息、小さな玩具であってものど
の下の方が詰まる喉頭閉塞型の窒息が発生

する可能性があること、また、大きさや形
状からは喉の閉塞が発生するとは考えにく
い玩具であっても、唾液などの粘度のある
液体等と入り混じって、咽頭や喉頭にとど
まり、窒息に至る可能性があることが示さ
れました（第１部第２章第４節（１）参照。）。

消費者事故調では、乳幼児の行動特性や
身体的特徴、また、窒息を起こす可能性の
ある玩具の特徴等について、行政機関、玩
具関連事業者、消費者等といった子供に関
わる全ての関係者が理解することが必要で
あると考え、啓発資料として、動画「窒息
事故から子どもを守る」、及び頭部と口・
のどについて９か月児の実サイズに組み上
げられるペーパークラフト（紙模型）を作
成し消費者庁ウェブサイト等で紹介してい
ます（図表Ⅱ-1-2-6）。

図表Ⅱ-1-2-5 玩具による乳幼児の気道閉塞事故の報告書（概要）

事案の概要
消費者安全調査委員会では、生後９か月の男児が兄姉（幼児）の玩具（直径約10mm）をのどに詰まらせて死亡した

事故について、事故等原因調査の申出を受けた。この申出をきっかけとして、調査委員会は、玩具による乳幼児の気道閉
塞事故の情報収集を行うこととした。

消費者安全調査委員会から経済産業省への意見の要旨

消費者安全調査委員会から消費者庁への意見の要旨

１．事故リスクの周知
玩具関連事業者に対して、安全な玩具を製造・販売等するために、乳幼児の行動特性、口腔の構造や嚥下の特徴、誤嚥

や窒息を起こす可能性のある玩具の特徴を理解するよう促すべき。

１．事故リスクの周知
子供の事故防止に関する司令塔として、内閣府、消防庁、文部科学省及び厚生労働省等と連携しながら、事故のリスク

を消費者に対して継続的に広く周知すべき。

２．事故防止策の周知のための取組
以下に示す事故防止策を消費者に周知するなど、消費者

の事故防止のための具体的な行動に結びつく取組を行うべ
き。
・子供に離乳食を食べさせたり、ミルクを飲ませたりする
前には、玩具等の異物が口腔内にないことを確認する。

・玩具の購入時には、当該玩具の対象年齢を確認し、対象
年齢に満たない子供に対しては、購入を控える。玩具の
購入後は、特に６～20mmの大きさの玩具は、年少の子
供の手に触れないところに置く。

３．安全性向上に向けた情報の収集及び共有
再発防止のための必要な対応が採れるよう、事故に関す
る様々な情報を収集、蓄積して、その情報を関係者間で広
く共有できるような対応をすべき。

４．重篤化の防止に関する周知
消防庁と連携しながら、消費者に対して、気道閉塞と

なった場合の正しい対処方法について、最寄りの消防署や
日本赤十字社等で専門家から学ぶことを促すべき。

２．安全な玩具の製造、設計、販売
（１）ST基準等の玩具の安全性に関わる基準や国際的な規格等に基づいた対象年齢を設定することの徹底を玩具関連事

業者に促すべき。また、その効果について検証し、十分な実効性が確保されない場合には、更なる施策を検討する
こと。

（２）玩具関連事業者に対して以下に示す取組を行うよう求めるなどして、安全な玩具の設計、製造及び販売につながる
よう努めるべき。

①更なる安全性の検討を行う。
・様々な試験方法の併用、小部品に分解されることも想定した設計、可能な限り大きな穴を多方向に設ける

②消費者に対して、対象年齢やSTマーク等の安全性に係る表示の意味を、分かりやすく、正確に伝える。

えん げ
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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年に成立した食品安全基本
法により、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。

リスクアナリシスは、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（図表
Ⅱ-1-2-7）。リスクアナリシスに基づき、リ
スク評価機関である内閣府食品安全委員会
と、リスク管理機関である厚生労働省、農
林水産省、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。
「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、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、消費者政策の観
点からは、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月閣議決定）
に基づいて、食品に関するリスクコミュニ

（ ４）食品安全に関するリスクコミュニケーション

図表Ⅱ-1-2-6 啓発用の資料（動画、ペーパークラフト）

（a）啓発動画タイトル （c）ペーパークラフト全体像

（b）乳幼児の口・のどの大きさ（啓発動画から抜粋） （d）口腔、咽頭、喉頭部分
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ケーションについて関係府省庁間の事務の
調整を行っています。

これまで消費者庁は、関係府省庁や地方
公共団体等と連携しながら、全国各地でリ
スクコミュニケーションを実施しています
（図表Ⅱ-1-2-8）。2017年度は、「食品中の
放射性物質」、「健康食品」や「食品安全全
般」等をテーマに取り組み、消費者を含む
関係者が相互の状況を共有し、食品安全に
ついて正確に理解できるよう努めました。

これまで消費者庁が実施してきたリスク
コミュニケーションは、シンポジウム形式
が中心であり、子供や子育て世代の方々の

参加は多くありませんでした。そこで2016
年度より、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省と共に、親子参加型のイ
ベントに出展する取組を行っています。

2017年度は、夏休みの期間に行われた「夏
休み2017 宿題・自由研究大作戦！」（東
京３日間、仙台２日間）及び「おおさか食
育フェスタ2017」（大阪２日間）に参加し
ました。
「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
ントにブース出展し、生活に直結する食品
安全や暮らしの安全に関する六つのテーマ
について、ミニセミナー、ポスター・パネ
ル展示、オリジナルすごろくを作成する
ワークショップを行いました（図表Ⅱ-1-
2-9）。

消費者庁は、リスクコミュニケーション
の一助となるよう、啓発資材の作成も行っ
ています。健康食品は広く消費者に利用さ
れている一方、健康食品による健康被害の
報告が寄せられているほか、「期待された
効果がなかった」、「安全性・有効性に関す

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

パンフレット「健康食品Ｑ＆Ａ」及びリー
フレット「健康食品 ５つの問題」について

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）

図表Ⅱ-1-2-8 消費者庁が実施したリスクコミュニケーションの実績

主なテーマ 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 テーマ別合計

食品中の放射性物質 45 175 99 99 100 100 108 726

牛海綿状脳症（BSE） － 2 2 － － 2 － 6

健康食品 3 － 3 2 2 2 5 17

輸入食品 － 3 － － － 1 － 4

農薬 － － － 1 2 － － 3

食中毒 － － － － 4 － － 4

食品安全全般等 － － － － 3 4 22 29

年度別合計 48 180 104 102 111 109 135 789
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る情報が得にくかった」などの相談があり
ます。このため、消費者庁は、消費者にとっ
て分かりやすいよう、健康食品についての
基本的な内容を網羅し、より専門的な内容
については関係府省庁等が作成している資
料を紹介する内容のＱ＆Ａ形式のパンフ
レット「健康食品Ｑ＆Ａ」及び要点をまと
めたリーフレット「健康食品５つの問題」
を2017年10月に公表しました2（図表Ⅱ-1-
2-10）。

パンフレット等では、健康食品を利用す
る際に注意すべきポイントや、自分で調べ
る場合の信頼できる情報源を紹介していま
す。また、健康食品を使う上では、摂取目
安量を守ること、自分の体調に悪い影響が
ないかを把握することが重要なため、利用
した健康食品を自身で記録できるようメモ
の例を掲載しています。

このパンフレット等を多くの方に周知
し、消費者が健康食品を利用する際の参考
となることを期待しています。

消費者庁は、食品安全に関する関係府省
庁の総合調整役として、これまでも、意見
交換会やTwitter等で、食品安全に関する
正確な情報発信に努めてきました。一方、
近年ではSNS等が発達し、食品安全に関す
る、科学的根拠に基づかない様々な情報が
もたらされています。これによって、消費
者に疑問や不安が生じていることから、消
費者庁のウェブサイトにおいて、「食品安
全に関する総合情報サイト3」を開設し、
疑問や不安の解消の糸口となる、より分か
りやすい情報発信を行っています。（図表
Ⅱ-1-2-11）。

消費者が日々の暮らしの中で、食品安全
に関して感じた気掛かりなことや不安に思
うことなどがあれば活用できるよう、情報
の更新や内容の充実化に取り組んでいます。

食品安全に関する総合情報サイト
について

図表Ⅱ-1-2-9 イベント当日の様子：「食と暮らしの安全」をテーマとしたセミナー、ワー
クショップ

２）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/index.html#pamphlet
３）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/food_safety/food_safety_portal/
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図表Ⅱ-1-2-11 消費者庁「食品安全に関
する総合情報サイト」

図表Ⅱ-1-2-10 「健康食品Ｑ＆Ａ」、「健康食品 5つの問題」
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2011年３月に発生した福島第一原子力発電所の事故後、科学的知見に基づき食品中
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
されているものの、被災県産の農林水産物を買い控えるという消費行動がみられました。
このことから消費者庁は、風評被害払拭のためには、消費者を含む関係者が相互の
状況を共有し、正確な理解に基づき行動することが必要であると考え、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を重点的に実施しています。そのリスクコ
ミュニケーションにおける説明内容や開催地選定等に活用するために、食品と放射性
物質に関する消費者意識の実態等を調べています。
2017年度は二つの意識調査を実施しました。
まず、「風評被害に関する消費者意識の実態調査」です。この調査は、被災地域及
び都市圏の消費者約5,000人を対象とするインターネット調査で、2013年から半年に
一度、継続的に実施してきました（図表１）。2018年２月に実施した第11回調査の詳
細はこちら⇒http://www.caa.go.jp/earthquake/understanding_food_and_
radiation/pdf/understanding_food_and_radiation_180307_0003.pdf

この調査は、震災２年後からの消費者意識の傾向を時系列的に確認できることから、
一定の役割を担っているといえます。一方、震災から７年が経過し、この調査では確
認しきれない消費者の現状や意識が生じてきているとの指摘もありました。そこで、
新たに全国47都道府県の消費者約7,000人を対象とした「放射性物質をテーマとした

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

C O L U M N 7

【図表１】 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
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福島県産食品の購入をためらう人は、今回の調査では12.7％とこれまでで過去最小、第４回
（2014年８月）調査以降、減少傾向。他地域でも同様の傾向。⇒食品中の放射性物質に対する拒
否感は薄らぐ傾向が継続

※全回答者（5,176人）のうち、産地を気にする人が放射性物質を理由に購入をためらう産地とし
て選択した産地の割合

東日本全域産

茨城、栃木、
群馬県産

東北全域産

岩手、宮城、福島県産

福島県産
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食品安全に関するインターネット意識調査」を2018年１月に実施しました（図表２）。
詳細はこちら⇒
http://www.caa.go.jp/earthquake/understanding_food_and_radiation/

pdf/understanding_food_and_radiation_180307_0001.pdf

これらの意識調査の結果や、2017年12月に復興庁及び関係府省庁により策定された
「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」も踏まえ、消費者庁は、リスクコ
ミュニケーションの開催地について、被災地から消費地に重心を移していくとともに、
伝達すべき情報や手法を精査し、消費者の理解増進に努めます。
なお、消費者の理解増進の一助として、「食品と放射能Ｑ＆Ａ」、「食品と放射能Ｑ
＆Ａミニ」を作成し、リスクコミュニケーションの場で活用しています（図表３）。
これらは、放射線の基礎知識、食品中の放射性物質の基準値や検査結果等を分かりや
すく説明している冊子です。是非ご覧ください。

【図表３】

食品と放射能Q&A 食品と放射能Q&Aミニ

【図表２】 福島県産の食品を購入している理由
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8.3 回答者数1,276人（全体の18.1%）

0 4020
⑫特に理由はない

⑪産地を気にしていないから

⑩安全性を理解しているから

⑨放射性物質を気にしていないから

⑧基準値を超えたものは出荷制限され
ているから

⑦放射性物質の検査がされているから

⑥基準値を超えない食品を生産する
ように取り組んでいるから

⑤福島県や福島県の生産者を
応援したいから

④よく見かけるから

③値段が安いから

②昔から購入していたから

①おいしいから

福島県産の食品を購入している理由は多い順に、
⑤福島県や福島県の生産者を応援したいから 40.9%（全体の7.4%）
①おいしいから 38.3%（全体の6.9%）
⑩安全性を理解しているから 27.3%（全体の4.9%）

（%）
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2016年度から課徴金制度の運用が開始さ
れるなど、景品表示法の重要性は一層高
まっているところです。
2017年度は、オンラインゲームを提供す
る事業者に対する措置命令及び課徴金納付
命令、ランキングサイトを運営する事業者
に対する措置命令などを行いました。この
ようなインターネット消費者取引に係る広
告表示への対応を含め、引き続き、同法の
適切な執行に取り組みます。

2014年11月の景品表示法の改正に伴い、
課徴金制度が導入された同改正法は2016年
４月に施行されました（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。

消費者庁は、2017年度に、オンラインゲー
ム内で提供される役務の仕様に関する不当
表示や、葛の花由来イソフラボンを機能性
関与成分とする機能性表示食品の痩身効果
に関する不当表示等について19件の課徴金

表示の充実と信頼の確保第 ３節

（ １）景品表示法の執行 20１6年度に導入された課徴金制度
の執行

図表Ⅱ-1-3-1 課徴金制度の概要

目
的

課徴金納付命令（第８条） 返金措置の実施による課徴金額の減額（第10条・第11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。

改正法成立：2014年11月19日（同月27日公布）
制 度 開 始：2016年４月１日

１：実施予定返金措置計画の作成・認定

２：返金措置の実施

３：報告期限までに報告

返金措置における
金銭交付相当額が
課徴金額以上の場合

課徴金額の減額

返金措置における
金銭交付相当額が
課徴金額未満の場合

課徴金の納付を命じない

・対 象 行 為：優良誤認表示行為、有利誤認表示行為を対象と
する。

・課徴金額の算定：対象商品・役務の売上額に３％を乗じる。
・対 象 期 間：３年間を上限とする。
・主 観 的 要 素：違反事業者が不当な表示であることを知らず、

かつ、知らないことにつき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。

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

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

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

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

事業者は、実施予定返金措置計画に沿って返金措置を実施する。

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

課徴金対象行為該当事実の報告による課徴金額の減額（第９条）

違反行為をやめた日から５年を経過したときは、課徴金を賦課し
ない。

除斥期間（第12条第７項）

違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。

賦課手続（第13条） 制度開始日等
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納付命令（合計３億9153万円）を行うとと
もに、事業者から提出された１件の実施予
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。

広告表示において、割安料金を強調する
一方で実際は割安料金の適用には制約があ
る旨を分かりにくく記載している表示や、
痩身効果を強調する一方で「効能効果を表
すものではない」などと小さな文字で記載
している表示などがみられます。

消費者庁は、このような「打消し表示」
について調査を行い、2017年７月14日、「打
消し表示に関する実態調査報告書」を公表
しました。本報告書では、収集した打消し
表示が含まれる表示物（計494点）の実態
を明らかにするとともに、模擬広告（表示
例）を制作してWebアンケート調査（回
答数1,000件）及びグループインタビュー
調査（12名）を実施し、これらの調査結果
に基づいた景品表示法上の考え方を示しま
した。

本報告書では、上記各調査より判明した、
多数の者が打消し表示を見落としていたと
いう結果等を踏まえ、打消し表示の内容を
一般消費者が正しく認識できるように適切
な表示方法で表示されているか否かを判断
する要素を示しています（図表Ⅱ-1-3-
2）。例えば、打消し表示の文字が見落とし
てしまうほど小さい場合など、一般消費者
が打消し表示を認識できないような表示方
法がとられている場合に、商品・サービス
の内容や取引条件について、実際のもの等
よりも著しく優良又は有利であると一般消
費者に誤認されるときは、景品表示法上問
題となるおそれがあるとの考え方を示して
います。

上記各調査の結果によれば、例えば、何
らかの例外がある旨を記載している打消し
表示を見た上でも、回答者は内容を理解で
きずに例外事項がないと誤認していまし
た。本報告書では、このように一般消費者
が打消し表示を読んでも内容を理解でき
ず、商品・サービスの内容や取引条件につ

（ 2）打消し表示に関する実態調査報告書

表示方法に問題のある打消し表示

表示内容に問題のある打消し表示

図表Ⅱ-1-3-2 打消し表示が適切な表示方法で表示されているか否かを判断する要素

〈全ての媒体に共通する要素〉
 打消し表示の文字の大きさ、強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス、打消し表示の配
置箇所、打消し表示と背景との区別

〈動画広告における要素〉
 打消し表示が含まれる画面の表示時間、音声等による表示の方法、強調表示と打消し表示が別の画面に
表示されているか、複数の場面で内容の異なる複数の強調表示と打消し表示が登場するか

〈Web広告における要素〉
強調表示と打消し表示が 1スクロール以上離れているか
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いて、実際のもの等よりも著しく優良又は
有利であると一般消費者に誤認されるとき
は、景品表示法上問題となるおそれがある
との考え方を示しています。

調査対象者（1,000人）に、当該商品を
摂取した人の体験談が掲載された表示例
（図表Ⅱ-1-3-3）を見せたところ、体験談
の記載に気付いた回答者のうち、42.2％が

「『大体の人』が効果を得られる」と回答し、
さらにこの中の33.7％が「この商品の購入
を検討しても良い」と回答しました。一方、
体験談の記載に気付かなかった回答者のう
ち、「この商品の購入を検討しても良い」
と回答した人は、4.3％でした。このこと
から、体験談が効果に関する認識や商品選
択に強い影響を与えていることが考えられ
ます。

さらに、体験談の記載には気付いたが打
消し表示には気付かなかった回答者のう
ち、体験談の記載を見て「『大体の人』が

効果を得られる」と回答した人は、打消し
表示に気付く前は42.8％であり、打消し表
示を見た後でも36.6％でした。このように、
体験談の記載には気付いたが打消し表示に
は気付かなかった回答者に対し、改めて打
消し表示を見せたところ、体験談から受け
る効果に関する認識に大きな変化はみられ
ませんでした。

以上の調査結果から、実際には、商品を
使用しても効果、性能等を全く得られない
者が相当数存在するにもかかわらず、商品
の効果、性能等があったという体験談を表
示した場合、打消し表示が明瞭に表示され
ていたとしても、一般消費者は大体の人が
何らかの効果、性能等を得られるという認
識を抱くと考えられます。そのため、本報
告書では、このような体験談は景品表示法
上問題となるおそれがあるとの考え方を示
しています。

事業者が強調表示を行おうとする場合に

体験談を用いる場合の打消し表示

事業者における留意点

図表Ⅱ-1-3-3 体験談の調査に用いた表示例
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は、打消し表示がなくても商品・サービス
の内容や取引条件の実際を一般消費者が認
識できるような内容とすることが求められ
ます。やむを得ず、打消し表示を行う場合
でも、一般消費者が打消し表示の内容を正
確に理解できるように分かりやすく表示
し、表示物全体として、表示から受ける一
般消費者の認識と実際のものとの間に差が
生じないように留意する必要があります。

各事業者においては、報告書で示した考
え方を十分に理解し、（１）表示チェックの
体制やルールの構築、不断の見直し、改善、
（２）一般消費者の視点の活用、（３）正し
い知識の習得、（４）「チェックリスト」の
作成・見直しなどの取組を行うことが望ま
れます。

食品表示は、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法の食品表示に関する規定
が統合されたことにより、食品表示に関す
る包括的かつ一元的な制度が創設されまし
た（図表Ⅱ-1-3-4）。

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、事業者等への普及啓発を行
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2020年３月31日ま
での間、以前の制度に基づく表示も認める

（ 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

図表Ⅱ-1-3-4 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

原材料名

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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という経過措置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
経過措置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
保する上で重要です。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、
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おり、機能性表示食品
制度の検討過程において残された課題であ
る厚生労働大臣が定める食事摂取基準にお
いて摂取基準が策定されている栄養成分
（ビタミン・ミネラル等）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
も、引き続き検討することとされています。

これを受け、準備が整ったものから検討
会等を開催し、議論をするなど検討を進め
ており、2015年12月より「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」、「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」及び
「加工食品の原料原産地表示制度に関する
検討会」を順次開催し、2016年度に報告書
の取りまとめを行い、それぞれの報告書の
内容に基づき、対応を進めています。

遺伝子組換え表示については、2017年４
月から消費者庁において「遺伝子組換え表
示制度に関する検討会」を開催し、2016年

度に消費者庁が実施した調査の結果や消費
者団体・事業者等からのヒアリングの結果
等を踏まえて「義務表示対象品目」、「表示
方法」等の各論点について議論しました。
2018年３月14日の第10回検討会において、
報告書案の取りまとめを行い、同月28日に
報告書を公表しました。今後は、この報告
書の内容を踏まえた新たな遺伝子組換え表
示制度の具体化のため、食品表示基準（平
成27年内閣府令第10号）等の改正を行う予
定です。

また、食品添加物表示については、2017
年度に、事業者が独自の取組として行って
いる食品添加物の情報提供に関する事例の
調査及び海外の食品添加物表示制度に関す
る調査を実施しています。今後はこの調査
結果等を踏まえ、食品添加物表示の在り方
について、検討を進めていきます。

加工食品の原料原産地表示については、
消費者団体、事業者団体等の有識者から構
成される「加工食品の原料原産地表示制度
に関する検討会」を2016年１月から同年11
月まで開催し、同年11月に全ての加工食品
について重量割合上位１位の原材料の原産
地を義務表示の対象とすること等を盛り込
んだ中間取りまとめを公表しました。中間
取りまとめの内容を踏まえて食品表示基準
の一部改正案を作成し、2017年３月に消費
者庁から消費者委員会に諮問するととも
に、パブリックコメント等を実施しました。
同年８月に消費者委員会から諮問案に対す
る答申があり、これに加えてパブリックコ
メント等で寄せられた意見等を踏まえ、同
年９月に食品表示基準を改正し、新たな加
工食品の原料原産地表示制度が施行されま

新たな食品表示制度の適切な運用

新たな加工食品の原料原産地表示
制度
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した。なお、2022年３月31日までの間、以
前の制度に基づく表示も認めるという経過
措置期間を設けています。

新制度の特徴としては、全ての加工食品
について、重量割合上位１位の原材料の原
産地を義務表示の対象とすること、また、
原産地の表示方法は国別重量順を基本と
し、一定の条件を満たす場合は過去の実績
等を踏まえた「又は表示」、「大括り表示」
を認める、中間加工原材料は「製造地表示」
を基本とすることなどが挙げられます（図
表Ⅱ-1-3-5）。

今回の制度改正により、消費者は、加工
食品の原料原産地についてこれまでよりも
充実した情報を得ることが可能となるた
め、消費者の自主的かつ合理的な食品の選
択に大いに貢献する制度となることが期待
されます。消費者庁では新制度の普及啓発
資料（図表Ⅱ-1-3-6）の作成・配布を始め

として、全国説明会の開催、政府広報の実
施などあらゆる機会を捉えて、新制度につ
いて消費者や事業者等への普及啓発に努め
ていきます。

「規制改革実施計画」（平成25年６月閣議
決定）及び「日本再興戦略」（平成25年６
月閣議決定）を踏まえ、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-
7）。制度の主な特徴として、特定保健用食
品とは異なり国が安全性と機能性の審査を
行っていないため、事業者にとって時間と
費用が抑えられる届出制であること、届け
出られた内容は消費者庁のウェブサイトで

機能性表示食品制度

図表Ⅱ-1-3-5 新たな加工食品の原料原産地表示制度の概要

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

又は表示

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

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＋
又は表示

「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、又は表示など上記の考え
方を準用
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図表Ⅱ-1-3-7 機能性表示食品制度とは

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。

図表Ⅱ-1-3-6 ご存知ですか？全ての加工食品の原材料の産地が表示されます！（消費者
向けパンフレット・リーフレット）
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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、2018年
３月末時点で1,269件の届出情報を公表し
ています。

また、消費者庁では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、残
された検討課題であった栄養成分及び機能
性関与成分が明確でない食品の取扱いにつ
いて検討を行い、同年12月に報告書を公表
しました。本報告書の内容を踏まえ、2018
年３月28日に、糖質・糖類及び植物エキス
等を機能性表示食品制度の対象とする旨の
「機能性表示食品の届出等に関するガイド
ライン」の改正を行いました。

また、「規制改革実施計画」において、
制度の改善事項として、届出手続について
迅速化・効率化を実現することや「機能性

表示食品の届出等に関するガイドライン」
の見直し等が位置付けられました（図表Ⅱ- 
1-3-8）。2017年度までに実施することとして
定められた事項については、全て対応を終
えており、引き続き、残りの課題についても、
定められた時期までに着実に実施していきま
す。

消費者が自らの食生活の状況に応じた適
切な食品の選択ができるようにするために
は、栄養成分表示等の活用によるバランス
の取れた食生活の普及啓発及び保健機能食
品の適切な利用に関する消費者の理解促進
が重要です。

消費者庁では、栄養成分表示や保健機能

栄養成分表示等の活用に向けた消
費者教育

図表Ⅱ-1-3-8 規制改革実施計画（平成29年 6 月 9 日閣議決定）

※ 1 a  事業者からの質問の集約や事業者への情報発信を行う業界団体等の機能を活用するため、業界団体等と消費者庁との間で情報共有な
どの連携強化を図る。

b  業界団体等からの質問・相談等に対応するため、専門窓口を消費者庁に設置する。
※ 2 c  業界団体等による点検を経た届出書類について、消費者庁での確認作業が迅速に進む仕組みを構築する。また、機能性表示食品の届

出に当たり業界団体等を利用することができることについて、消費者庁のホームページなどで周知し、促進する。
d  届出済の機能性表示食品に軽微な修正を施したのみの場合は、軽微修正の基準を明確にした上で、迅速な手続を実現する。

事 項 名 実施時期

運用改善目標の設定及び目標を実現する工程表の策
定・公表

2017年度上期検討・結論・措置

届出書類の簡素化 2017年度上期に簡素化目標の設定、
2017年度検討・結論、2018年度措置

業界団体等との連携強化を通じた機能性表示食品届
出手続の運用改善

a，b※ 1：2017年上期検討・結論・措置
c，d※ 2：2017年度検討・結論、2018年度措置

「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」
の見直し及びＱ＆Ａの策定・周知

2017年検討・結論・措置

生鮮食品の機能性表示食品制度の活用促進 2017年度検討・結論、2018年度措置

18歳及び19歳の者を含むデータを届出資料として利
用するための条件の周知

2017年上期周知、
2017年にガイドライン及びＱ＆Ａに反映

アウトカム評価項目を疾病とする観察研究をデータ
として用いる場合に認められる機能性表示の表現の
明確化

2017年検討・結論・措置

機能性表示食品制度における軽症者データの取扱範
囲の拡大

2017年度検討、2018年度結論・措置
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食品に関する消費者教育を推進するため、
徳島県において、新未来創造プロジェクト
の一環として調査事業を実施しています
（図表Ⅱ-1-3-9）。様々なライフステージ
や地理的状況（地域ごとの食生活の多様性、

食品の購買形態、家族構成等）の違いを踏
まえた栄養成分表示や保健機能食品の表示
の適切な活用方法について検討・検証して
おり、今後は調査事業の結果を踏まえ、全
国展開に向けた取組を実施する予定です。

図表Ⅱ-1-3-9 調査事業において使用している消費者教育資料
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消費者庁では、時間貸し駐車場の料金表示、とりわけ「最大料金」表示とその適用
条件等に関し、景品表示法上の考え方を明らかにするとともに、消費者の方に注意し
ていただきたいことを整理し、公表しました。

【問題となる料金表示の例】
（１ ）料金看板の【例１】のように、「24時間最大○○円」などと表示されている場合、

24時間ごとに繰り返し最大料金が適用されると認識されます。
  それにもかかわらず、実際には、最大料金が繰り返し適用されず、最大料金の
適用は１回限りで、その後は通常料金が加算されるときは、景品表示法上問題と
なるおそれがあります。

【例１】 

（２ ）料金看板の【例２】では、適用条件の表示が、一般消費者が見落としてしまう
ほど小さな文字で、かつ、大きな文字で表示された最大料金の表示と比べても小
さく表示され、さらに、最大料金の表示と適用条件の表示とが離れており、一般
消費者が適用条件を正しく認識できないおそれがあります。

【例２】 

最大料金が24時間ごと
に繰り返し適用される
かのように表示されて
いる。
※適用条件に関する表
示はない。

最大料金から離れたと
ころに、「当サービスは
21時から翌８時までに
入庫した場合に適用さ
れます。」との表示が小
さな文字で表示されて
いる。

時間貸し駐車場の料金表示（景品表示法上の
考え方の公表）

C O L U M N 8

消費者の方へ
時間貸し駐車場の料金の適用は複雑な場合もあり、利用する際は料金表示をよ
く確認しましょう。特に最大料金が設定されている場合は、その繰り返し適用が
あるかを確認し、よく分からないときには、利用前に、看板等に記載されている
駐車場の連絡先に問い合わせてみるようにしましょう。
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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、通信販売、電話
勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務
提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入）
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、勧誘に先
立つ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。こうした行為規制
に違反した場合には、業務停止命令や指示、
法人役員等に対する業務禁止命令といった
行政処分や罰則の対象となります。また、
民事ルールとしては、書面による契約の申
込みの撤回又は契約の解除に係る特例（い
わゆるクーリング・オフ制度）、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。

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

質事業者の手口がますます巧妙化している
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。消費
者委員会特定商取引法専門調査会での議論
を踏まえた改正法案を国会に提出し、国会
での審議の結果、2016年５月に特定商取引
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）が成立しました。この改
正特定商取引法は関連政省令と共に2017年
12月１日に施行されました。

本改正法の施行に当たり、全国各地での
説明会の実施や各種講演会への講師派遣を
行ったほか、分かりやすいリーフレットを
作成・配布し、改正法の普及・啓発を行っ
ています。

改正法及び改正政省令等は、取引の公正
及び消費者の利益の保護を図るため、以下
のような措置を盛り込んでいます（図表Ⅱ-
１-４-１）。
①悪質事業者への対応

近年、業務停止命令を受けた法人の役員
等が、その後直ちに別の法人を立ち上げる
こと等により、実質的に業務を継続する事
案など、悪質な事案が発生していました。
そこで、業務停止を命ぜられた法人の役員
や当該業務を統括する使用人等に対して、
当該業務停止命令の範囲内の業務について
新たに法人を設立して継続すること等を禁
止できることとしました。また、業務停止
命令の最長期間を１年から２年に伸長する

適正な取引の実現第 ４節

（ １）改正特定商取引法の施行

特定商取引法の改正

改正特定商取引法等の主な内容
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とともに、特定商取引法に違反した場合の
罰金や懲役刑の上限を引き上げました。
②過量販売への対応

電話勧誘販売において、健康食品や化粧
品等の過量販売に関する相談件数が増加し
ていたことを踏まえ、訪問販売におけるい
わゆる過量販売規制を電話勧誘販売にも拡
張し、電話勧誘販売においても、正当な理
由がないのに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勧誘することを行政処
分の対象としました。また、そうした契約
について消費者による契約の申込みの撤回
又は契約の解除が可能となりました。
③美容医療を規制対象に追加

特定商取引に関する法律施行令（昭和51
年政令第295号）を改正し、役務の提供期
間が１か月を超え、かつ支払総額が５万円
を超える美容医療契約のうち、脱毛、にき

び・しみ・そばかす・ほくろの除去、肌の
しわ・たるみ取り等の一定のものであって、
主務省令で定める方法によるものを、特定
継続的役務提供として規制対象に追加しま
した。これにより、一定の美容医療契約に
ついても消費者によるクーリング・オフが
可能となりました。
④いわゆる定期購入契約に関する対応

インターネット通信販売等における「お
試しで購入したつもりが、実際には定期購
入契約になってしまった」という相談等を
踏まえ、特定商取引に関する法律施行規則
（昭和51年通商産業省令第89号）及び関係
ガイドラインを改正し、通信販売における
いわゆる定期購入契約について、２回以上
継続して売買契約を締結する必要がある場
合にはその旨及び金額等の販売条件を広告
に表示するよう義務付けるなど、表示義務
の追加・明確化を行いました。

図表Ⅱ-1-4-1 改正特定商取引法及び同法施行令

１．悪質事業者への対応

４．美容医療契約の規制対象への追加

○●次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処
・業務停止を命ぜられた法人の役員（取締役等）や当該業務を統括する使用

人（例：営業部長）等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立
して継続すること等を禁止する。［違反した場合、個人は３年以下の懲役
又は300万円以下の罰金、法人は３億円以下の罰金〈新設〉］

○業務停止命令の期間の伸長（最長１年→２年）
○刑事罰の強化
・不実告知等に対する法人への罰金を300万円以下から１億円以下に引上げ
・業務停止命令違反に対する懲役刑の上限を２年から３年に引上げ 等
●立入検査等の対象者の拡大
・販売業者の親会社が販売業者に対して勧誘方法の指示をしている場合があ

ること等を踏まえ、立入検査及び報告徴収の対象となる「密接関係者」に
販売業者等の親法人、子法人等を追加する。

２．所在地不明の違反事業者への対応
○所在地不明の違反事業者に対する公示送達による処分
・違反事業者の所在地が不明な場合に、処分書を交付する旨を一定期間掲示

することにより事業者に交付されたものとみなし（公示送達により）処分
を可能とする。

●一定の美容医療契約を特定継続的役務提供に追加
・役務の提供期間が１か月を超え、かつ支払総額が５万円を超える美容医療

契約のうち、①脱毛、②にきび・しみ・そばかす・ほくろの除去、③肌の
しわ・たるみ取り、④脂肪の溶解、⑤歯のホワイトニング 等について、
主務省令で定める方法（例：光の照射、薬剤の注射）によるものを特定継
続的役務提供に追加する。

３．過量販売への対応
○電話勧誘販売における過量販売規制の導入（訪問販売ルー
ルの拡張）

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

【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） など

【効果】
◇美容医療を提供する事業者に対し、契約書面等の交付が義務付けられ

る。
◇消費者は契約書面の受領から８日間は「クーリング・オフ」が可能と

なる。
◇クーリング・オフ期間経過後の中途解約時に、消費者が請求される違

約金の金額に上限が設けられる。 等

５．その他
○訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における規制対象の
拡大（指定権利制の見直し）
○通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入（電子
メール広告における規制の拡充）

・ファクシミリ広告を請求等していない消費者に対するファクシミリ広告
の提供を禁止する（オプトイン規制）。
○取消権の行使期間の伸長
・現在の６月から１年に伸長する。 など

※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（所在地不明）

【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など

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

B社（実質はA社と同じ）
A社の元取締役Xを代表取締役として設立
※健康食品の電話勧誘販売（新規勧誘等）

A社（健康食品の電話勧誘販売）
※特商法違反によりA社に対して業務停止命令（新規勧誘等の禁止）

C社（実質はA社と同じ）
A社の元営業部長Yが取締役に就任
※健康食品の電話勧誘販売（新規勧誘等）

○：法律事項 ●：政令事項
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消費者庁は、取引の公正及び消費者の利
益の保護を図るため、特定商取引法及び預
託法を厳正かつ適切に執行しています。特
に、全国的な広がりがあり、甚大な消費者
被害のおそれのある重大事案に対する行政
処分等に重点的に取り組んでいます。2017
年度の特定商取引法及び預託法に基づく国
の行政処分件数は、34件（2016年度は32件）
となり、このうち売上高410億円以上の事
業者に対する行政処分は15件と、消費者庁
設置後最高となった2016年度の21件に引き
続き高水準でした。

これらの行政処分事案については、事案
の概要及び処分内容に加えて具体的な勧誘
事例を公表するとともに、事案に応じて、
注意喚起のチラシ等も作成・公表すること
により、消費者の啓発に努めています。

なお、特定商取引法の執行は、国（消費
者庁及び各経済産業局）に加え、都道府県
も自治事務として行っており、原則として
被害が一の都道府県を越え広域にわたる事
案については国が、被害が主に一の都道府
県の区域内に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。

2017年度における国による主な行政処分
事案は以下のとおりです。
①�ジャパンライフ株式会社に対する行政処
分（2017年11月及び12月）
家庭用永久磁石磁気治療器を主に高齢者

に対し連鎖販売取引等により販売していた
同社に対し、特定商取引法及び預託法に基
づき、業務提供誘引販売取引、連鎖販売取
引及び預託等取引契約に係る新規の契約の
勧誘や締結等の業務のそれぞれ１年間の停

止を命じるとともに、既存契約者に対し正
確な財務状況の通知を指示する等の行政処
分を行いました。なお、同社に対しては、
2016年12月及び2017年３月にも行政処分を
行いました。
②�48（よつば）ホールディングス株式会社
に対する行政処分（2017年10月）

「Clover Coin（クローバーコイン）」と
称する電子的な情報の提供と管理の役務を
連鎖販売取引により提供していた同社に対
し、特定商取引法に基づき、連鎖販売取引
に係る新規の契約の勧誘や締結等の業務の
３か月間の停止を命じる等の行政処分を行
いました。
③�フォーデイズ株式会社に対する行政処分
（2017年11月）
清涼飲料水を連鎖販売取引により販売し

ていた同社に対し、特定商取引法に基づき、
連鎖販売取引に係る新規の契約の勧誘や締
結等の業務の６か月間の停止を命じる等の
行政処分を行いました。
④�株式会社iXSに対する行政処分（2018年
２月）

「FGN」と称するビジネススクールの役
務を主に学生等の若年者に対し連鎖販売取
引により提供していた同社に対し、特定商
取引法に基づき、連鎖販売取引に係る新規
の契約の勧誘や締結等の業務の６か月間の
停止を命じる等の行政処分を行いました。

2009年度以降の特定商取引法の対象取引
類型に関する消費生活相談件数及び同法に
基づく行政処分件数の推移は、図表Ⅱ-１-４-
２のとおりです。

消費生活相談件数及び過去の行政処分件
数の多い訪問販売や電話勧誘販売について
は、ここ数年の相談件数は減少傾向にあり
ます。一方で、2012年度以降規制対象に追

（ ２）特定商取引法及び預託法の厳正かつ適切な執行

４）売上高は、消費者庁において確認することができた直近事業年度のもの。
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図表Ⅱ-1-4-2 特定商取引法対象取引に関する消費生活相談件数及び行政処分件数の推移
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（備考） 1. 相談件数はPIO-NETに登録された消費生活相談情報の件数（2018年3月31日までの登録分）。
2.  「訪問販売」、「電話勧誘販売」及び「訪問購入」の相談件数は、それぞれ、販売購入形態として「訪問販売」、「電話勧誘販売」及び「訪
問購入」が登録されたもの。「連鎖販売取引」の相談件数は、販売購入形態として「マルチ取引」が登録されたもの。「通信販売」
の相談件数は、販売購入形態として「通信販売」が登録されたものから、「架空請求」がキーワードとして登録されたものを除外し
たもの。

3.  「特定継続的役務提供」の相談件数は、キーワードとして「エステティックサービス」、「外国語・会話教室」、「家庭教師」、「学習塾」、
「パソコン・ワープロ教室」又は「結婚相手紹介サービス」が登録されたもの。

4. 「業務提供誘引販売取引」の相談件数は、キーワードとして「内職・副業」又は「モニター商法」が登録されたもの。
5. 特定商取引法の改正により、訪問購入が2013年2月から規制対象取引に追加された。
6.  各取引類型に関する相談には、重複がありうる。また、登録された相談の内容は、必ずしも特定商取引法の対象となるものとは限
らない。

7. 行政処分とは別に、通信販売に係る広告上の表示義務に違反しているおそれがある事業者等に対し、行政指導を行っている。
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加された訪問購入に関する相談件数は増加
傾向にあります。なお、これらの相談には、
例えば事業者の信用に関する問合せやアダ
ルトサイト等からの請求に関する相談な
ど、必ずしも特定商取引法違反行為による
被害に関する相談ではないものも含まれる
点に留意する必要があります。

仮想通貨に関しては、マネーロンダリン
グ・テロ資金供与対策に関する国際的要請
がなされたことや、国内で当時世界最大規
模の仮想通貨交換業者が破綻したことを受
け、資金決済に関する法律（平成21年法律
第59号）等を改正し、2017年４月から、仮
想通貨と法定通貨等の交換業者に対し、登
録制を導入し、本人確認義務等の導入や説
明義務等の一定の利用者保護規定の整備を
行いました。

また、同改正法において、仮想通貨は、
以下の性質を有する財産的価値と定義され
ました。
・ 不特定の者に対して、代価の弁済に使用

でき、かつ、不特定の者を相手方として
法定通貨と相互に交換できる。

・電子的に記録され、移転できる。
・ 法定通貨又は法定通貨建ての資産（プリ

ペイドカードなど）ではない。

消費者庁は、金融庁及び警察庁と連携
し、仮想通貨に関連する消費者トラブルが

増加していること、仮想通貨価格が大きく
変動している実態があること等を踏まえ、
2017年９月29日に、利用者に対する注意喚
起を実施しました。

当該注意喚起においては、以下のような
ことが示されました。
・ 仮想通貨交換業者は金融庁・財務局への

登録が必要であり、登録を受けた事業者
であるか確認すべきであること。

・ 仮想通貨の価格変動リスクやサイバーセ
キュリティリスク等をよく理解してから
取引を行うべきであること。

・ 仮想通貨交換業の導入に便乗したりする
詐欺や悪質商法に注意すべきであること。
また、消費者庁では、金融庁及び警察庁

と連携し、2018年３月17日に、政府広報と
して、新聞紙上に仮想通貨に関する注意喚
起の広告を掲載しました。

（ ３）仮想通貨の取引に関する注意喚起の実施

改正資金決済法・仮想通貨の概要

仮想通貨の取引に関する注意喚起
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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、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（2017
年度までに28回）開催しています5。

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。2017年度は、６月に「オン
ライン動画配信サービス」をテーマとした
第25回会合を、９月に「健康関連サービス」
をテーマとした第26回会合を、12月に「定
期購入」をテーマとした第27回会合を、さ
らに2018年３月に「スキルシェアリング
サービス」をテーマとした第28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。

（ ４）インターネット上の消費者トラブルへの対応

５）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_committee/
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民法では、未成年者が親権者等の法定代
理人の同意を得ずに締結した契約は、事業
者の行為の不当性の有無にかかわらず、取
り消すことができます（未成年者取消権）。
20歳になった若者（成人）に注目すると、
消費生活相談件数は未成年者と比べて多く
なっており（図表Ⅱ-1-5-1）、また、その
契約金額も高額になる傾向があります。そ
れらの相談の中には、未成年者取消権によ
る保護がなくなる満20歳を迎えた直後に、
悪質な事業者のターゲットとなった事例も
みられます。

民法の成年年齢引下げに伴い、これまで
未成年者取消権で保護されていた18歳、19
歳の若者が保護の対象から外れることにな
るため、消費者被害の拡大を防止すべく万
全を期する必要があります。

消費者庁では、内閣府消費者委員会に
よって取りまとめられた「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、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）を踏
まえ、①若年者の自立を支援する消費者教
育の充実、②社会生活上の経験の不足する
若年者の被害事例を念頭に置いた、消費者
契約法の改正による取消権の追加などの制
度整備等、③消費生活相談窓口の充実及び
消費者ホットライン188の周知に取り組ん
でいます（図表Ⅱ-1-5-2）。

特に、消費者教育の充実が重要であるこ
とから、2018年２月には、消費者庁、文部
科学省等の関係省庁の局長で構成する連絡
会議を発足させ、2018年度から2020年度ま
での３年間を集中強化期間とする「若年者
への消費者教育の推進に関するアクション
プログラム」を決定しました。このアクショ
ンプログラムでは、2020年度までに、消費
者庁で作成した高校生向け消費者教育教材
「社会への扉」を活用した授業が全ての都
道府県の全高校で行われることを目指す、
消費者教育コーディネーターの全都道府県
での配置を促進するといった、実践的な消
費者教育を推進するための目標を掲げてい

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）成年年齢引下げに対する対応

問題の背景

消費者庁の取組

図表Ⅱ-1-5-1
契約当事者18-22歳の
年度別消費生活相談件数
（平均値）

（備考）  PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3
月31日までの登録分）。
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ます。
また、制度整備については、消費者庁は、

2018年３月２日に「消費者契約法の一部を
改正する法律案」を国会に提出しました。
この法律案では、主として若年者に発生し
ている被害事例を念頭に置き、①消費者の
不安をあおる告知（いわゆる就職セミナー
商法など）、②恋愛感情等に乗じた人間関
係の濫用（いわゆるデート商法など）といっ
た不当勧誘行為に対して取消権を追加する
ことなどを規定しています。

民法の成年年齢引下げを見据えた環境整

備に関し、関係行政機関相互の密接な連携・
協力を確保し、総合的かつ効果的な取組を
推進するため、2018年４月16日には、「成
年年齢引下げを見据えた環境整備に関する
関係府省庁連絡会議」（第１回）が開催さ
れました。

この会議は、法務大臣を議長、構成員を
関係府省庁の局長級の職員とし、各府省庁
における取組の進捗管理を行うとともに、
特に府省庁横断的な検討が必要な論点を重
点的に検討するものです。

この会議には、消費者庁も参画しており、
今後は、検討テーマの一つとして掲げられ
ている「若年者の消費者教育・消費者保護」
について、取組状況を報告していくことに
なっています。

成年年齢引下げを見据えた環境整
備に関する関係府省庁連絡会議

図表Ⅱ-1-5-2 成年年齢引下げに対する消費者庁の取組

消費者教育の充実

教材の開発、手法の高度化
・ 消費者庁で2016年度に作成した高校生向け消費者教育教材について、全国の学校教育現場での活用
を推進
（2017年度は、徳島県内の全高校で教材を活用した授業を実施）
・ 主体的・対話的で深い学びの視点（アクティブ・ラーニングの視点）からの授業改善を図った学習
により、実践的な知識の習得を推進

実務経験者の学校教育現場での活用
・ 実務経験者(消費生活相談員、弁護士、司法書士等)を外部講師として学校教育現場で活用すること
を推進
（連携の推進のため、消費者教育コーディネーターの育成・配置の促進に向けた活動を支援）

教員の教育・研修
・ 大学の教員養成課程、現職教員研修、教員免許更新講習等において、消費者教育に関する取組を推進
大学、専門学校等と消費生活センターの連携
・ 大学、専門学校等と地元の消費生活センターとの連携を支援し、被害事例に関する情報共有や出前
講座等を実施

消費者教育推進の体制整備
・ 地方公共団体における「消費者教育推進計画」の策定及び「消費者教育推進地域協議会」の設置を
推進

制度整備等

消費者契約法の改正
・社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為に対して取消権を追加
・ 事業者の努力義務として個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを
明示

特定商取引法施行規則の改正
・ 若年成人の知識・判断力等の不足に乗じて契約を締結させる行為が行政処分の対象となることを明
確化

特定商取引法に違反した事業者に対する厳正な法執行
・地方公共団体の法執行体制強化の支援等

消費生活相談窓口
の充実・周知

消費生活相談窓口の充実
・地方公共団体における消費生活センターの整備
消費者ホットライン188の周知
・消費者ホットライン188、消費生活センターの存在と役割について、積極的な広報
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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（以
下「推進会議」という。）の設置等につい
て定めています。

消費者教育推進法第９条の規定に基づき、
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」という。）
が閣議決定されました。消費者教育を総合
的・一体的に推進するための指針である基
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。

基本方針は、推進会議における関係府省
庁、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や、消費生活を取り
巻く環境の変化と消費者教育の推進に関す
る施策の実施状況を踏まえた検討を行い、
2018年３月に変更について閣議決定されま
した。今回の変更に当たっては、「当面の
重点事項」を示しています。具体的には、
①若年者の消費者被害の防止・救済、及び
自主的かつ合理的に社会の一員として行動
する自立した消費者の育成のための学校に
おける消費者教育の推進、②消費者の特性
に配慮し、ライフステージに応じた消費者
教育の推進、③高度情報通信ネットワーク
社会の発展に対応した消費者教育の推進を
挙げています。今後も、変更後の基本方針
に基づき、消費者教育を推進していきます。

消費者教育推進法の規定に基づき、2013
年３月に設置された推進会議は、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。

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施策の実施状況の把
握のため、関係府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。

（ ２）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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また、社会情勢等の変化に対応した課題
について検討を行い2017年６月に取りまと
めました。具体的な検討内容については以
下のとおりです。

まず、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、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。さらに、若年者
への消費者教育の充実のため、「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て、検討を行いました。

特に、2016年６月に選挙権年齢が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高等学校段階までに理
解できるようにする必要があります。そこ
で、消費者庁は、「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
と連携し、2017年３月に高校生（若年者）
向けの消費者教育教材「社会への扉」を、
作成しました（図表Ⅱ-1-5-3）。2017年度
にされた新未来創造オフィスの取組とし
て、徳島県と連携し、徳島県内の全ての高
校等でこの教材を使用した授業を行ってい
ます。

2017年８月から始動した第３期推進会議
では、基本方針の見直しについて検討を行
い、この変更について、2018年３月20日に
閣議決定されました。今後、具体的な取組
として、変更された基本方針に基づき、①

図表Ⅱ-1-5-3 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 ―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

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

消費者教育の必要性についてのメッ
セージ
・消費者教育を実践している
教師、弁護士、消費生活相談員

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）

・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を掲載

・暮らしに潜む危険の例を紹介し、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進

・「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を紹介

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

消費者庁 社会への扉 検索
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若年者の消費者被害の防止・救済、及び社
会の一員として自主的かつ合理的に行動す
る自立した消費者の育成のための、学校に
おける消費者教育の推進、②消費者の特性
に配慮し、ライフステージに応じた消費者
教育の推進、③高度情報通信ネットワーク
社会の発展に対応した消費者教育の推進等
を行っていきます。

さらに、推進会議の下で「若年者の消費
者教育分科会」を開催し、成年年齢の引下

げに向けた消費者被害の防止等の対応を含
む、若年者への効果的な消費者教育につい
て、学校や地方公共団体の現状、若者の実
態に則した検討を行っています。特に、消費
者教育の推進役としての役割が期待される
学校の教員の指導力向上のため、教員養成
や教員研修の充実について検討しています。

今後も、推進会議で選定したテーマにつ
いて分科会を開催し、機動的な議論、具体
的な提言を行う予定です。

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。
これまでに22のマスコットキャラクターに対して消
費者教育推進大使を委嘱しています。
2017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
大使の委嘱

C O L U M N 9

はぁすちゃん（岩国市）

くまったちゃん（高知県）てるみ～にゃ（川崎市）
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「エシカル消費（倫理的消費）」とは、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
動をいいます。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
ロスの削減や省エネ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。

エシカル消費や持続可能なライフスタイ
ルへの理解が促進されることは、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、日本の経済社会を物心両面から豊か
にする大きな可能性を秘めています。その
ためには、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。

消費者庁では、2015年５月から2017年３
月までの約２年間、「倫理的消費」調査研
究会を実施し、エシカル消費の内容やその
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
を行いました。

この研究会では、様々な分野の専門家が

参加し、エシカル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。
また、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、「エシカルファッショ
ン」のように、動物由来素材の使用を極力
減らすべく配慮するだけではなく、農薬や
工場排水などによる環境汚染や児童労働等
の問題を排除するため、オーガニックコッ
トンやリサイクル素材等を用いるといっ
た、複合的な要素について議論しました。
これらの内容や地球環境の状況、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。

研究会での検討と併せて、広くエシカル
消費についての理解を深めるための関連事
業として、エシカル消費に関する「エシカ
ル・ラボ」を2015年12月に東京で、2016年
７月に徳島で開催するとともに、「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聞かれたことから、そ
の趣旨が伝わる表記案を2016年７月に募集
しました。

日本語表記案については、キーワードで
みると、「未来」、「優しい」、「社会」、「つ
ながる」、「心」といった様々な言葉が寄せ
られ、消費者がエシカル消費に対し肯定的
なイメージを持っていることが裏付けられ
る結果となりました。一方で、一つの名称
で言い換えることの難しさを示す結果でも
あり、まずは、人、社会、環境、地域、動
物に配慮した様々な消費活動の総称として
のエシカル消費の認知度向上を目指すこと
が重要です。

（ ３）「エシカル消費」の普及・啓発

消費者行動・意識の変化と「エシ
カル消費」

「倫理的消費」調査研究会の活動
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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。これ
は、国連の「持続可能な開発サミット」で
「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択さ
れたこともあり、全世界的に、より一層重
大な課題となっています。持続可能な消費
生産形態を確保するためには、消費者がエ
シカル消費を自覚し、自発的に行動するこ
とが重要であり、官民共同によるエシカル
消費の普及促進を継続していく必要があり

ます。
今後は、研究会において議論されてきた

内容を踏まえ、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
ための取組を推進していきます。

例えば、多様な主体との連携や協働によ
る具体的な行動を伴う運動としていくため
のプラットフォームづくりが挙げられま
す。広く国民に向けた情報提供を行い、国
民全体による幅広い議論の喚起を目的とす
る「エシカル・ラボ」の開催がその例です。
また、学校での教育などを通じた消費者の
意識の向上、消費者の選択の指針となる商
品の表示や認証ラベル、広報活動などを通
じて、消費者が必要とする環境を作り、エ
シカル消費の具体的行動を推進します。

「エシカル消費」の普及・啓発に
向けた今後の方策
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消費者庁は、2017年10月に、鳥取県米子市で「エシカル・ラボinとっとり～あなた
の消費が世界の未来を変える」を開催しました。「エシカル・ラボ」は過去にも2015
年に東京ビッグサイトで、2016年に徳島を本会場とし東京会場と中継で結んで開催し
ています。
第１部では、俳優・気象予報士である石原良純氏と、一般社団法人日本エシカル推
進協議会副会長の中原秀樹氏が、エシカル消費が注目を集めている背景について、「気
候変動」を基軸に、ユーモアを交えながら対談を行いました。
第２部では、鳥取県内の大学生、生産者、事業者、行政職員の４名が登壇し、有機
農業や「水福連携活動」など、エシカル消費に関連した鳥取ならではの取組を発表し
ました。
第３部では、公立鳥取環境大学の泉美智子准教授による身近な暮らしの中で実践で
きるエシカル消費の紹介と、泉ゼミの学生たちによる「エシカルファッションショー」
を行いました。
その後、平井伸治鳥取県知事と来場者と共に、県内におけるエシカル消費の普及を
願い、「エシカル宣言」を唱和しました。
最後は、2018年「エシカル・ラボ」開催予定地である秋田県へとバトンタッチを行
うセレモニーで締めくくりました。
また、本シンポジウムでは、詩人の谷川俊太郎氏が創作した詩「お金名人」の披露
を行いました。この詩はエシカル消費をテーマにしたもので、子供から大人まで、お
金の使い方について考えるきっかけになってほしいとの願いが込められています。泉
ゼミの学生たちは、この詩に覚えやすいメロディを組み合わせ、歌にした映像を発表
しました。
会場には10歳代から70歳代まで300名
近い来場者を迎え、大盛況に終わりまし
た。参加者からは、「商品やサービスの
正当な価値を認め、安いものを大量に求
める考え方を改めたい」という声や「エ
シカルはとても前向きな考え方。全国に
鳥取のような取組が広がっていけば」と
いった声が寄せられました。

エシカル消費に関するシンポジウム
「エシカル・ラボinとっとり」を開催

C O L U M N 10
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「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、日本国内の
事業系及び家庭系の食品ロス発生状況
（2015年度）の調査に基づき、2018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
廃棄物量等は約2842万トン、そのうち食品
ロスの量は約646万トンです。この量は、
世界全体の食料援助量約320万トン（2015
年WFP6）の約２倍に相当します。その内
訳は、事業系の発生量が約357万トン、家
庭系の発生量が約289万トンとなっていま
す（図表Ⅱ-1-5-4）。

消費者庁では、2018年１月に、全国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。
「食品ロス削減の周知及び実践状況に関

する調査」によれば、「『食品ロス』が問題
となっていることを知っていますか」とい
う問に「知っている」と回答した人の割合
が73.4％（「よく知っている」16.9％＋「あ
る程度知っている」56.6％）でした。前年
度の65.4％から上昇しています。

年齢層別の認知度をみると、「知ってい
る」と回答した人の割合が最も高かった年
齢層は70歳代以上で85.7％（「よく知って
いる」23.5％＋「ある程度知っている」
62.3％）でした。一方、「知らない」と回
答した人の割合が最も高かった年齢層は20
歳代で43.0％（「あまり知らない」23.8％＋

「全く知らない」19.2％）となっています（図
表Ⅱ-1-5-5）。

（ ４）食品ロスの現状と削減に向けた取組

国内の状況

食品ロスに対する消費者の意識調
査の結果

図表Ⅱ-1-5-4 食品廃棄物等の発生状況等（概念図）

資料：農林水産省及び環境省「平成27年度推計」

食品廃棄物等
2842万トン

食用仕向量
（粗食料＋加工用）
8291万トン

食
品
資
源
の
利
用
主
体

食品関連事業者

一般家庭

事業系食品廃棄物等
（2010万トン）

家庭系食品廃棄物等
（832万トン）

うち食品ロス量
（可食部分と考えられる量）

646万トン

規格外品、返品、
売れ残り、食べ残し
（357万トン）

食べ残し、過剰除去、
直接廃棄

（289万トン）

６）国際連合世界食糧計画
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食品ロス削減に向けて、消費者庁を始め
とした関係府省庁（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年度から毎年度「食品ロス削減関係省
庁等連絡会議」を開催し、各府省庁の取組
の実施状況について情報共有を行っていま
す。2013年から「ろすのん」（図表Ⅱ-1-5-
6）をロゴマークとして、関係府省庁が連
携し、食品ロス削減に向けた国民運動
「NO-FOODLOSS PROJECT」を展開し
ています。

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。また、消費者への普及・啓発用のパン

フレットを作成し、消費者団体や地方公共
団体等に配布しています。

さらに、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。

2017年６月には、大臣が福岡県北九州市
を訪れ、「食品ロスの削減」をテーマに「車
座ふるさとトーク」を行いました。当地で

食品ロス削減に向けた取組

図表Ⅱ-1-5-5 食品ロス問題の認知度（年齢層別）

0 10080604020

70歳代以上
（N＝673）

60歳代
（N＝510）

50歳代
（N＝437）

40歳代
（N＝522）

30歳代
（N＝441）

20歳代
（N＝349）

18―19歳
（N＝68）

全体
（N＝3,000）

（％）
よく知っている ある程度知っている あまり知らない 全く知らない

8.1

11.8

19.2

17.5

8.4

3.9

1.6

3.1

18.5

19.1

23.8

22.7

23.6

20.4

14.1

11.1

56.6

51.5

43.8

45.8

56.5

62.0

63.1

62.3

16.9

17.6

13.2

14.1

11.5

13.7

21.2

23.5

73.4 26.6

69.1 30.9

57.0 43.0

59.9

68.0

75.7

84.3

85.7

40.1

32.0

24.3

15.7

14.3

（備考） 1． 消費者庁「食品ロス削減の周知及び実践状況に関する調査」（2017年度）により作成。
2． 「あなたは『食品ロス』が問題となっている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。

図表Ⅱ-1-5-6
「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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活動している10名の方々と、家庭における
食品ロス削減の取組等について、意見交換
を行いました。

同年10月には、長野県松本市において、
「第１回食品ロス削減全国大会7」を開催
しました。国内の食品ロス削減の取組が一
層広がっていく契機となるよう、食品ロス
について一緒に学び、考える場として、トー
クショーやパネルディスカッション、研修
会などが行われました。

また、新未来創造オフィスでは、家庭に
おける食品ロス削減に効果的な取組の検証
することを目的に、徳島県の協力の下、徳
島県内のモニター家庭に食品ロスの計測を
依頼し、取組実施による削減効果の把握を
行いました。その結果、取組を行ったグルー

プは、取組を行わなかったグループに比べ
て、食品ロスの削減率が約20ポイント高く、
取組実施による削減効果を確認することが
できました。今後は、家庭での効果的な食
品ロス削減につながる取組をまとめた啓発
資料を作成し、全国に展開していきます。

食品ロス削減に向けた取組は、地方公共
団体や各種団体等の幅広い主体により行わ
れています。今後も、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。

食品ロス削減に向けた取組が大きく広が
るよう、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。

７）主催：松本市・全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会、共催：消費者庁・農林水産省・環境省
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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。
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、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8（プラットフォーム。以下「推
進組織」という。）」が発足しました。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-1-5-7、図表Ⅱ-1-5-8）。

また、2017年５月に開催した「消費者月
間シンポジウム」において、消費者志向経
営の取組事例について紹介したほか、11月
と12月には、消費者志向経営に関連した業
務に従事している担当部局の責任者や担当
者を対象とした「消費者志向経営推進セミ
ナー」を、東京都と大阪府で開催するなど、
消費者志向経営の推進に向け、普及・啓発
に努めています。

2018年３月末時点で、78の事業者が自主
宣言を公表しています。

さらに、2017年10月には、新未来創造オ
フィスにおける取組として、徳島県との共
催により、「とくしま消費者志向経営推進
キックオフシンポジウム」を開催し、徳島
県、事業者団体、消費者団体等で構成され
る「とくしま消費者志向経営推進組織」が
発足しました。新未来創造オフィスと徳島
県の取組の結果、2018年３月末時点で、18
の徳島県内の事業者が自主宣言を公表して
います。

消費者庁では、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、消費者志向経営のより一層の推進
に向けて、優良事例を発信していくため、
2018年度から「消費者志向経営優良事例表
彰」を開始します。自主宣言を公表し、か
つ、フォローアップ結果を公表している事

（ ５）消費者志向経営

消費者志向経営の推進

消費者志向自主宣言・フォロー
アップ活動

今後の推進活動について

８）事務局は消費者庁。
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業者の取組のうち、優れた取組に、「内閣
府特命担当大臣表彰」を授与します。2018
年４月から募集を開始し、11月頃に表彰を
行う予定です。

さらに、2018年は、明治元年（1868年）
から起算して満150年の年に当たり、各府

省が「明治150年」関連施策に取り組んで
います。消費者庁でも、関連施策として、
明治期の消費者志向の取組を発掘し、その
成果を現在の消費者志向経営の推進に活用
する取組を進めています。

図表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

事業者

消費者志向経営優良事例表彰

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（推進組織のウェブページ等）
・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（2018年
度以降）

○2018年度から開始
○消費者志向自主宣言を公表し、かつ、フォローアップ結果を公表している事業者の取組が対象
○内閣府特命担当大臣表彰等を授与

図表Ⅱ-1-5-8 消費者志向自主宣言の例

※各事業者の消費者志向自主宣言の内容を基に消費者庁が分類したものであり、各事業者の分類と同じとは限らない。

ア）経営トップのコミットメント
・消費者志向の経営方針を内外に発信する。
・企業理念を従業員に周知し、浸透を図る。
・リスク情報を経営トップに報告する体制を構築する。

イ）コーポレートガバナンスの確保
・「消費者の声」を取締役会等に共有し、改善を図る。
・外部有識者との会議を開催し、開発や改善に活用する。
・内部統制システムの整備や法令等遵守の徹底を図る。
・ISO10002等、国際規格に基づき対応する。

ウ）従業員の積極的活動
（企業風土や従業員の意識の醸成）

・ 感謝や称賛の声を含む「消費者の声」を、事業者内で共有
する。

・改善事例や成功体験を共有し、事業者内での横展開を図る。
・企業理念やコンプライアンスに関する研修を実施する。
・ 消費者対応窓口の体験等、消費者対応に関する研修を実施
する。

・従業員の資格（消費生活アドバイザー等）取得を促進する。

エ）事業関連部門と品消法関連部門の有機的連携
・ 「消費者の声」を元に改善を推進する専任部署や関係部門
で構成される委員会等を設置する。

・トラブル発生時に、関係部門が連携し対応する。
・トラブルへの対処方針を予め策定する。
・ 品質保証体制を強化し、トラブルの未然防止や再発防止を
図る。

事業者の組織体制の整備・充実
ア）消費者への情報提供の充実・双方向の情報交換
・消費者に分かりやすいウェブサイトや資料を作成する。
・ 契約に際し、十分に情報提供するとともに、適切に意向確
認を行う。
・ 商品情報や品質情報の提供（包装・容器、広告を含む）を
充実、適正化する。
・高齢者や障害者に配慮し、分かりやすい情報提供を行う。
・ 消費者団体や地方公共団体と連携し、情報交換や情報提供
を行う。
・ 消費者との意見交換会や、消費者に対するアンケート調査
等を実施し、「消費者の声」を吸い上げる。
・ 食育イベント（料理教室や自然体験を含む）や工場見学等
を開催する。

イ）消費者・社会の要望を踏まえた改善・開発
・消費者のニーズを先取りし、商品やサービスを開発する。
・ 環境負荷軽減や自然との共生につながる取組や、商品等の
開発を行う。
・ 健康増進や健康寿命の延伸につながる取組や、商品等の開
発を行う。
・ 高齢者や障害者視点で商品等を開発する（ユニバーサルデ
ザインを含む）。
・次世代育成や子育て支援につながる取組を行う。
・ CSV（Creating Shared Value）の考え方を踏まえ、消費
者との価値の共有を目指す。
・ 事業を通じて、健康（又は安心）で豊かな社会・生活の実
現に貢献する。
・社会のニーズを踏まえ、新しい価値の創造に挑戦する。

事業者の消費者に対する具体的な行動
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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-1-5-9）。

同法制定後、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、一定の成果が上がってきました。一方
で、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。

そこで、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」を開催し、2016年12月に最終報告
書が取りまとめられました。

同報告書では、制度の運用改善により対
応可能なものは早期に実現を図り、法改正が
必要なものについては、関係団体や国民等か
らの意見集約を図り、法改正の内容を具体化
していくことが必要との提言がなされました。

この提言を踏まえて、消費者庁では、制
度の運用改善に関する部分について、民間
事業者向け、国の行政機関向け及び地方公
共団体向けの各ガイドラインを改正・策定
しました。今後は、ガイドライン等の積極
的な周知・広報等を行うとともに、事業者
に対するインセンティブとして、内部通報
制度に係る認証制度の導入・普及に向けた
検討を進めていきます。また、法改正に関
する部分について、2016年12月から2017年

（ ６）公益通報者保護

制度の実効性の向上のための取組

図表Ⅱ-1-5-9 公益通報者保護法の概要

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）

〈公務員を含む〉

事業者
（行政機関を含む）

（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、イ、ウに加えて、
エ 以下のいずれかの要件を満たすこと
ⅰ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

ⅱ内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合
ⅲ労務提供先から内部及び行政機関へ公益通報
をしないことを正当な理由がなく要求された
場合

ⅳ書面により労務提供先に公益通報をした日か
ら二十日を経過しても、調査を行う旨の通知
がない場合又は正当な理由がなくて調査を行
わない場合

ⅴ生命・身体への危害が発生する場合

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
めた法律事務所
・民間専門機関
・事業者団体の共
通窓口 等

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 等

（１）内部通報の保護要件
ア 不正の目的の通報でないこと
イ 通報対象事実が生じ、又は生
ず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、イに加えて、
ウ 通報内容に真実相当性があるこ
と
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２月にかけてパブリックコメントを実施し
ました（2017年４月公表）。

これらの取組の成果等を踏まえつつ、公
益通報者保護法について、規律の在り方や
行政の果たすべき役割等に係る方策を検討
するため、2018年１月に、内閣総理大臣か
ら消費者委員会に対し諮問が行われました。
現在、消費者委員会に設置された公益通報
者保護専門調査会において、制度の実効性
向上に向けた更なる審議が行われています。

消費者庁が行った調査9によれば、事業
者の不正発見の端緒として内部通報を挙げ
る割合は、内部監査等を挙げる割合を上回
り、最も高くなっているほか、内部通報制
度の導入の効果として、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
割合が高くなっています。また、国の行政
機関や地方公共団体に対して行った施行状
況調査10によると、各行政機関において受
理した通報のうち約７割が是正措置につな
がっていることが明らかになっています。
これらの調査結果から、公益通報者保護制
度は、事業者や行政機関等の組織内部にお
ける自浄作用による法令遵守に資するとと
もに、通報を端緒とした行政機関の法執行
力の強化にもつながるなど、重要な意義を
有するといえます。

しかし、規模の小さな市区町村や中小企
業の通報窓口の整備率はいまだ十分ではあ
りません。このような現状を踏まえ、消費
者庁では、徳島県に開設した新未来創造オ
フィスで、公益通報者保護制度の整備を促

進するための先進的な取組を行っています
（図表Ⅱ-1-5-10）。

まず、県内地方公共団体の通報窓口の整
備について、消費者庁、徳島県及び県内市
町村が連携して促進に取り組むことにより、
2017年10月までに、県内市町村で、内部職
員等からの通報窓口及び外部の労働者等か
らの通報窓口のいずれについても整備率
100％を達成しました（図表Ⅱ-1-5-11）。今
後は、これらの通報窓口に加え、県内各市
町村の外部に共通の通報窓口を設置するこ
とにより、通報者の選択肢を増やし、より
窓口を利用しやすい環境を整えるとともに、
これらの通報窓口において、地方公共団体
向けガイドラインを踏まえた通報制度の円
滑な運用を促進するなど、地方公共団体の
通報制度の実効性の向上を図っていきます。

また、県内事業者のコンプライアンス経営
に係る取組を促進し、消費者等からの一層
の信頼向上を図るため、県内事業者による実
効性の高い内部通報制度の整備等を促進支
援しています。しかし、中小企業等において
は、資金・人手・ノウハウ等の不足、従業員
が少ないために通報者が特定されやすいな
どの理由で、通報窓口を独自に設けるのが困
難である場合が多いのが実情です。そこで、
事業者組合や業界団体等における事業者が
共通で利用できる通報窓口の設置など、県
内事業者における取組を促進していきます。

今後は、これらのモデル事業の効果を検
証し、全国展開のための課題等を分析した
結果を踏まえ、先進事例を紹介するなど積
極的に周知広報を行い、全国の地方公共団
体及び事業者の通報窓口の整備等を促進
し、制度の一層の実効性の向上に取り組ん
でいきます。

新未来創造オフィスにおける取組

９）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）
10）消費者庁「行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（2016年度）
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図表Ⅱ-1-5-10 徳島県内における地方公共団体の通報受付窓口の整備促進

国・県・市町村の密接な連携による取組の推進 今後の取組

プロジェクト実施の背景 消費者行政新未来創造プロジェクト
「公益通報者保護制度の整備促進」

徳島県

市町村

・市区町村においては、通報・相談窓口や通報に適切に
対応するための体制の整備が十分に進んでいない。

・市区町村における制度の整備を促進するためのモデル
事業として、徳島県において先駆的に実施。

【県と市町村の連携】
県のリーダシップによる市町村への支援
①担当課を決定（徳島県は消費者行政担当課）
②県から市町村幹部に対し、通報・相談窓口の
整備の必要性を丁寧に説明

③県が具体的な整備・運用の方法を提示（要綱
の雛形の提供等）

④県から他の地方公共団体の運用実績や事例等
を情報提供（市町村の負担感を軽減）

【市町村における取組】
市町村幹部のコミットメントによる着実な取組
①窓口担当課を決定
②通報の設置要綱を作成
③通報・相談窓口の設置を周知、制度を運用

【消費者庁と県の連携】
消費者庁から県に対する後方支援
（助言、協力、情報提供等）

【県内各地方公共団体の通報制度の実効性の向上】
・通報制度の円滑な運用
→「地方公共団体向けガイドライン」を踏まえ、各
地方公共団体の規模等の実情に応じて通報制度を
円滑に運用

・より安心して通報できる窓口の整備
→徳島県内の市町村共通の窓口設置の検討等

・通報制度の評価・改善
→通報制度の運用状況を定期的に評価・点検、制度
の継続的改善

【全国の市区町村における通報窓口の整備率の向上】
・徳島モデルの検証・評価
→効果の検証、全国展開のための課題の把握等

・徳島モデルの全国展開
→先進的な取組事例等を全国に展開
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図表Ⅱ-1-5-11 市役所・町村役場等における通報・相談窓口設置状況（都道府県別）

0 80604020 100
（％）

①内部の行政職員等からの通報・相談を
受け付ける窓口（注１）

１位 愛媛県
２位 千葉県
３位 大分県
４位 愛知県
５位 佐賀県
６位 埼玉県
７位 兵庫県
８位 岡山県
９位 京都府
10位 神奈川県
11位 東京都
12位 島根県
13位 富山県
14位 大阪府
15位 滋賀県
16位 宮崎県
17位 新潟県
18位 三重県
19位 香川県
20位 岐阜県
20位 静岡県
22位 茨城県
23位 秋田県
24位 鳥取県
25位 青森県
26位 山口県
27位 広島県
28位 福岡県
29位 岩手県
30位 長崎県
31位 奈良県
32位 群馬県
33位 宮城県
34位 山梨県
34位 栃木県
36位 和歌山県
37位 石川県
38位 徳島県
39位 熊本県
40位 北海道
41位 福井県
42位 鹿児島県
43位 福島県
44位 長野県
45位 山形県
46位 沖縄県
47位 高知県

2017年７月
徳島県１位
100％

2017年３月
徳島県38位
33.3％

0 80604020 100
（％）

②外部の労働者等からの通報・相談を
受け付ける窓口（注２）

１位 愛媛県
２位 千葉県
３位 神奈川県
４位 京都府
５位 鳥取県
５位 大分県
７位 東京都
８位 滋賀県
８位 島根県
10位 愛知県
11位 大阪府
12位 埼玉県
13位 兵庫県
14位 新潟県
15位 三重県
16位 山口県
17位 岡山県
18位 富山県
19位 茨城県
20位 宮城県
21位 広島県
22位 岐阜県
23位 秋田県
23位 山梨県
25位 佐賀県
26位 静岡県
27位 群馬県
28位 宮崎県
29位 石川県
30位 福岡県
31位 香川県
32位 青森県
32位 栃木県
34位 長崎県
35位 岩手県
36位 奈良県
37位 福井県
38位 和歌山県
39位 熊本県
40位 北海道
41位 徳島県
42位 沖縄県
43位 鹿児島県
43位 福島県
45位 長野県
45位 山形県
45位 高知県

2017年10月
徳島県１位
100％

2017年３月
徳島県41位
12.5％

100.0
94.3

83.3
81.5
80.0
79.4
78.0
77.8
76.9
75.8
74.2
73.7
73.3
71.4
68.4
65.4
63.3
60.7
58.8
57.1
57.1
56.8
56.0
55.6
55.0
52.6
52.2
51.7
50.0
47.6
47.4
45.5
44.1
44.0
44.0
40.0
36.8
33.3
30.2
30.1
29.4
28.6
27.1
26.3
23.5
19.5
17.6

80.0
71.7
63.6
61.5
61.1
61.1
56.5
52.6
52.6
51.9
50.0
47.6
43.9
43.3
42.9
42.1
40.7
40.0
38.6
35.3
34.8
33.3
32.0
32.0
30.0
28.6
27.3
26.9
26.3
25.9
23.5
22.5
20.0
19.0
18.8
18.4
17.6
16.7
16.3
14.8
12.5
12.2
11.9
11.9
11.8
11.8
11.8

全国平均 52.4％

全国平均 31.8％

（注 1）  行政機関内部の職員等から当該行政機関内の法令違反行為等に関する通報・相談を受け付ける窓口
（注 2）  外部の労働者等から事業者内の法令違反行為等に関する通報・相談を受け付ける窓口

（備考） 1． 消費者庁「行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査」（2016年度）により作成。
2． グラフ中の数字は、調査に対して回答のあった都道府県内の市区町村のうち、通報・相談窓口を設置している市区町村の割合を示
す（2016年 3 月末時点）。
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消費者契約に関連した被害は、同種の被
害が多数発生するという特徴があり、消費
者被害の未然防止・拡大防止を図ることが
重要です。消費者契約法は、消費者被害の
未然防止・拡大防止の実効性を確保するた
め、2006年６月に改正され、適格消費者団
体が事業者の不当な行為に対して差止請求
権を行使することができる制度を創設し、
2007年６月に施行されました。適格消費者
団体の差止請求権は、2009年４月から景品
表示法に、同年12月から特定商取引法に、
2015年４月から食品表示法に、それぞれ規
定されています。

差止請求権を行使する主体である「適格
消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費
者の利益のために差止請求権を行使するの
に必要な適格性を有するとして内閣総理大
臣の認定を受けた法人をいい、2018年４月
１日時点では、17団体が認定されています。
適格消費者団体による差止請求権の行使の
件数は、制度の運用開始から2018年４月１
日までの間に450件強が報告されており、
うち53件につき、差止請求訴訟が提起され
ています。差止請求権を行使できる場合は、
おおまかに不当な勧誘、不当な契約条項、
不当な表示に分類でき、これまでは不当な
契約条項に関する差止請求が多い状況です。

また、消費者被害では、消費者と事業者
に情報や交渉力の格差があり、紛争解決に

費用及び労力がかかることから、個々の消
費者が被害の回復を図ることが困難です。
そこで、消費者の財産的被害を集団的に回
復するため、消費者裁判手続特例法が制定
され、2016年10月に施行されたことにより、
消費者団体訴訟制度は、被害の防止だけで
はなく被害の回復でも機能するようになり
ました。

消費者裁判手続特例法では、二段階の手
続により消費者被害の回復が図られます
（図表Ⅱ-1-6-1）。①第一段階の手続（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第一段階の手続で事業者の義務が認
められた場合、第二段階の手続（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。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。

手続の主体となる「特定適格消費者団体」
とは、適格消費者団体のうちから、上述の
被害回復裁判手続を追行する適格性を有す
るとして内閣総理大臣の認定を受けた法人
をいい、2018年４月末時点では３団体が認
定されています。

消費者団体訴訟制度の機能を強化するた

消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備第 ６節

（ １）消費者団体訴訟制度の運用

消費者団体訴訟制度の概要

適格消費者団体等に対する支援
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めには、適格消費者団体等に対する支援が
重要な課題となります。

特定適格消費者団体は、財産の隠匿・散
逸を図る事業者に対しては「仮差押え」と
いう手続により事業者の財産の保全を図っ
た上で、共通義務確認訴訟をすることが考
えられます。しかし、仮差押えに際しては、
裁判所から高額な担保を立てるよう命じら
れることが通例です。そのため、2017年に
は、国民生活センター法が改正され、国民
生活センターが特定適格消費者団体に代
わって、仮差押えの担保を立てることがで
きるようになりました。

また、消費者庁では、2017年10月に、適
格消費者団体等に対する寄附がより集まり
やすくなるよう、関係する内閣府令を改正
するとともに、制度の周知の一環として、
消費者団体訴訟制度に関するシンポジウム
を開催しました。「消費者意識基本調査」

（2017年度）では、消費者団体訴訟制度等
について知っていると回答した割合11は
16.3％となっています。

さらに、2017年には、適格消費者団体等
に対して助成を行うことを目的とした民間
基金（消費者スマイル基金）が設立されま
した。消費者庁では、今後はこの民間基金
を含めた制度等の周知に取り組むととも
に、引き続き、適格消費者団体等に対する
支援に取り組んでいきます。

図表Ⅱ-1-6-1 二段階型の訴訟制度

第一段階
（共通義務確認訴訟）

事業者の共通義務を確認

第二段階
（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

団

体

団

体

団

体
勝
訴
判
決
等

裁
判
所

訴
え
提
起

共
通
義
務
の
審
理

敗
訴
判
決

消
費
者

事
業
者

裁
判
所

消
費
者
へ
の
通
知
・
公
告

手
続
に
加
入
（
授
権
）

債
権
届
出

債
権
届
出
に
対
す
る
認
否

簡
易
確
定
決
定

異
議
後
の
訴
訟認

否
を
争
う
場
合

異
議
が
あ
る
場
合

11�）消費者団体訴訟制度、適格消費者団体、特定適格消費者団体、それぞれの認知度を問い、いずれかを知っている
と回答した割合。
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社会の高齢化の進展に伴い、高齢者の消
費者被害が多発しているという状況を受
け、2014年８月に内閣総理大臣から消費者
委員会に対し、消費者契約法の見直しにつ
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月に消費
者委員会から諮問に対する答申がなされま
した。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、同年の通常国会で
は、いわゆる過量契約に係る取消権の創設
等を内容とする改正法が成立し（以下「2016
年消費者契約法改正」という。）、2017年６
月に施行されました。

高齢者のみならず、若年者も含めた幅広
い世代において消費者被害は依然として生
じています。その中には、契約の締結につ
いて合理的な判断をすることができないよ
うな事情を事業者に不当に利用され、不必
要な契約を締結させられたという被害事例
等も存在し、対策が必要とされています。

また、2016年１月の消費者委員会からの
答申では、複数の論点につき更なる検討を
加えるとされたほか、2016年消費者契約法
改正の際には衆・参両院から今後の検討課
題について必要な措置を講ずることを内容

とする附帯決議が提出されました。
こうした状況を踏まえ2016年消費者契約

法改正の際に更なる検討を加えるとされた
論点については、2016年９月に消費者委員
会で審議が再開され、2017年８月に消費者
委員会から答申がなされました。

2017年８月の消費者委員会からの答申を
踏まえ、消費者庁及び法務省では、所要の
改正を行う法案の検討を行い、2018年３月
に「消費者契約法の一部を改正する法律案」
が閣議決定され、国会に提出されました
（図表Ⅱ-1-6-2）。

消費者庁「消費者意識基本調査」（2017
年度）で、消費者契約に関する制度の認知
度について調査したところ、「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・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」12を知ってい
た割合は67.1％、「消費者の利益を一方的
に害する不当な契約条項は、無効となるこ
と」13を知っていた割合は43.1％となってい
ます。

これに対し、「消費者契約法上の取消し」
と「消費者契約法上の無効」の認知度につ
いて、契約が取り消せるか、条項が無効に
なるか、具体的事例をそれぞれ３問示して
尋ねたところ、「取消し」について２問以
上正解した割合は72.3％、「無効」につい

（ ２）消費者契約法の見直し

法施行後の社会経済状況の変化

見直しの検討

改正法案の閣議決定、国会提出

消費者契約に関する制度の認知度

12�）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）。

13）消費者契約法第８条から第10条まで。
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て２問以上正解した割合は39.1％となり、
後者では比較的低い正答率となっています
（図表Ⅱ-1-6-3）。

そのため、消費者庁では、2016年消費者
契約法改正の内容について解説した「消費

者契約法の一部を改正する法律に関する一
問一答」の公表や、消費者契約法の逐条解
説の改訂等を通じて周知し、制度の更なる
理解増進を図っています。

図表Ⅱ-1-6-2 消費者契約法の一部を改正する法律案

【衆・参消費者特委 附帯決議】
今後の検討課題について
必要な措置を講ずる旨

①条項の作成：解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮
②情報の提供：個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供

〈経緯〉

取り消しうる不当な勧誘行為の追加等

事業者の努力義務の明示

2016年改正
・過量契約の取消権
・消費者の解除権を放棄させる条項の無効 等

2018年改正
消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、
消費者契約に関する被害事例等を踏まえ対応

消費者
委員会
答申

（2017年８月）

①社会生活上の経験不足の不当な利用
（１）不安をあおる告知

例：就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生
成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘

（２）恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
例：消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれな

いと関係を続けない」と告げて勧誘
②加齢等による判断力の低下の不当な利用（※）

例：認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を
知りつつ「この食品を買って食べなければ、今の
健康は維持できない」と告げて勧誘

③霊感等による知見を用いた告知（※）
例：「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いており

そのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば
悪霊が去る」と告げて勧誘

④契約締結前に債務の内容を実施等
例：注文を受ける前に、消費者が必要な寸法にさお竹

を切断し、代金を請求

⑤不利益事実の不告知の要件緩和
例：「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが

建つことを故意に告げず、マンションを販売
→故意要件に重過失を追加

無効となる不当な契約条項の追加等

①消費者の後見等を理由とする解除条項
 例：「賃借人（消費者）が成年被後見人になった場合、直

ちに、賃貸人（事業者）は契約を解除できる」

②事業者が自分の責任を自ら決める条項
 例：「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は

損害賠償責任を負う」

○施行期日は、公布日から起算して１年を経過した日

（備考） ※は、2018年 5 月に衆議院での議員修正により追加されたもの。
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図表Ⅱ-1-6-3 消費者契約法に関する制度の認知度

0 100
（％）

80604020

（ウ）デジタルCSチューナーセットを買えばすぐに某
CS放送が見られると思ったのに、別途取付け機
材が必要で、見られなかった。販売店でそのよ
うな説明がなかったという場合には、契約を取
り消せる（正解は「×取り消せない」）。

（イ）自宅で浄水器を勧められ、何度も断ったのに事業
者が居座って帰らないので仕方なく契約した場
合には、契約を取り消せる（正解は「○取り消
せる」）。

（ア）「この機械を付ければ電気代が安くなる」と言わ
れたので機械を買ったが、実際にはそのような
効果のない機械であった場合には、契約を取り
消せる（正解は「○取り消せる」）。

正答 誤答 無回答

2.9

2.8

3.1

20.8

25.2

60.4

76.3

72.0

36.5

①消費者契約法上の取消しに関する問の正答率

0 100
（％）

80604020

（ウ）「入学を辞退した場合であっても、一旦納付され
た授業料は一切ご返金できません」という契約
条項は、無効になる（正解は「○無効になる」）。

（イ）「販売した商品については、いかなる理由があっ
ても契約後のキャンセルはできません」という
契約条項は、無効になる（正解は「○無効にな
る」）。

（ア）「当施設の利用に際し生じた傷害、盗難等のいか
なる事故についても、当施設は一切責任を負い
ません。」という契約条項は、無効になる（正解
は「○無効になる」）。

正答 誤答 無回答

3.4

3.2

3.3

57.5

45.1

59.4

39.0

51.7

37.3

②消費者契約法上の無効に関する問の正答率

0 100
（％）

80604020

０個 １個 ２個 ３個

消費者契約法上の取消しの問
（ア）から（ウ）

消費者契約法上の無効の問
（ア）から（ウ） 16.3

17.7

22.8

54.6

33.6

22.6

27.3

5.1

③問ごとの正答数の割合

（備考） 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）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。
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全国の消費生活センターや国民生活センター等には、10歳代、20歳代の女性を中心
に、タレント・モデル契約関連の様々なトラブルについての相談が寄せられています。
中には、インターネットで見つけたモデル事務所の面接に行ったところ、アダルトビ
デオの出演を勧められたというケースもあり、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題
に対する対策が必要です。
このような状況を踏まえ、消費者庁は「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジ
ネス』問題等に関する関係府省対策会議」に参画し、アダルトビデオ出演強要問題への対
応に取り組んでいます。具体的には、消費者庁では、国民生活センターと協力し、2017年４
月にリーフレット「タレント・モデル契約のトラブルに注意！！」を作成し、注意喚起を実施
しました。2018年４月のAV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間には、全国の大学及
び大学生協施設内でのリーフレット掲示を要請するなど、若年女性への訴求に努めました。

また、アダルトビデオ出演強要問題と消費
者契約法の適用について、アダルトビデオの
業界関係者に対し、次の事項に関し周知を行
いました。
・ 例えば、これまでアダルトビデオに出演し
たことのない女性が街を歩いていたところ
突然スカウトされ、継続する意図なくアダ
ルトビデオに出演する契約を締結したとき
には、この女性は消費者に該当し、女性と
プロダクション等の事業者との間には消費
者契約が成立していると考えられるため、
消費者契約法が適用される場合があること。
・ 消費者契約法には、①消費者が勧誘されて
いる場所から退去する旨の意思を示したに
もかかわらず退去させないなどの事業者の
不当な勧誘行為があれば、消費者は締結し
た契約を取り消すことができること、②契
約の解除に際して事業者に生ずべき平均的
な損害の額を超える違約金を定める契約条
項等の不当な契約条項は無効となることな
どが規定されていること。

・ 上記のように、不当な勧誘行為がなされていたり、不当な契約条項が用いられてい
たりする場合には、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、その差止めを求め
ることができること。

国民生活センターでは、2017年度の消費生活相談員向けの研修において、タレント
やモデルのスカウトに関する消費生活上のトラブル事例を取り上げました。この中で
は、アダルトビデオへの出演を強要されたという相談が寄せられた場合、相談内容に
応じて、適切に、警察、女性センター、法テラス等の専門機関の紹介を行うなどの対
応要領を説明しました。
2018年度の研修においては、引き続き、同様のトラブル事例を取り上げ、必要に応
じて、契約に関し、民法や消費者契約法等に基づく助言等を講義する予定です。

アダルトビデオ出演強要問題
C O L U M N 11
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公営競技やぱちんこを多くの人々が楽し
む一方で、それらにのめり込んでしまい、
生活に支障が生じ、治療を必要とする状態

（ギャンブル等依存症）に陥ってしまう人々
がいます。ギャンブル等依存症については、
消費者問題としての多重債務の要因の一つ
と考えられ、また、家庭崩壊、自殺、犯罪
等にもつながるなど、深刻な問題が提起さ
れています。

政府は、特定複合観光施設区域の整備の
推進に関する法律（平成28年法律第115号）
の衆・参両院での採決時における附帯決議
などを踏まえ、ギャンブル等依存症患者へ
の対策を抜本的に強化し、ギャンブル等依
存症により不幸な状況に陥る人をなくすた
め、関係行政機関の緊密な連携の下、政府
一体となって包括的な対策を推進する体制

として、2016年12月に「ギャンブル等依存
症対策推進関係閣僚会議」を立ち上げまし
た。その後、2017年８月に、同閣僚会議は
検討の取りまとめとして、「ギャンブル等依
存症対策の強化について」を決定しました。

消費者庁でも、この決定に基づき、消費
者教育や、相談体制の強化に係る取組を推
進しています（図表Ⅱ-1-6-4）。

具体的には、多重債務者の増加抑制に資
するよう、ギャンブル等依存症対策として、
各地方公共団体に対して各地域における自
主的な取組の推進を依頼したほか、消費者
向けの注意喚起、普及啓発用の資料を作成・
公表しました。

また、消費生活相談員の相談体制の強化
のため、国民生活センターにおいて、消費生
活相談員等を対象とした研修を実施したほ
か、金融庁及び消費者庁において、関係機
関との連携方法などを整理した消費生活相
談員向けの対応マニュアルを作成しました。

（ ３）ギャンブル等依存症対策の強化

図表Ⅱ-1-6-4 消費者庁におけるギャンブル等依存症対策の取組の実施状況等

［消費者向けの注意喚起、普及啓発用の資料の作成］
 多重債務者の増加抑制に資するよう、ギャンブル等依存症対策として、各地方公共団体に対して各地域における自
主的な取組の推進を依頼したほか、消費者向けの注意喚起、普及啓発用の資料を作成・公表。（2018年3月30日付け公表）

［消費者の生活管理・家計運営に必要な力のかん養を図る消費者教育の推進］
 引き続き、消費者の生活管理・家計運営に必要な力のかん養を図る観点から、ギャンブル等依存症に起因するもの
を含め、多重債務を防止するための取組事例を消費者教育ポータルサイトに掲載するなど、幅広く消費者に向けた情
報を発信。

① 消費者教育

［消費生活相談員の相談体制の強化］
・ 2017年10月 6 日及び11月14日並びに2018年 1 月25日及び 2月20日に、独立行政法人国民生活センターにおいて、
消費生活相談員等を対象とした研修を実施。
・ 関係機関との連携方法などを整理した対応マニュアルを作成・公表。（2018年3月30日付け公表）

② 消費生活センター等の相談体制の強化

［消費生活センター等の相談窓口機能の維持・強化］
 ギャンブル等依存症への対応を始めとする国の重要課題への対応の中で、消費生活センター等の相談窓口機能の維
持・強化への期待・必要性の高まりを踏まえ、2018年度予算で「地方消費者行政強化交付金」を創設。
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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（図表Ⅱ-1-6-5、図表Ⅱ-1-6-6）。

日本では、内閣総理大臣を本部長とする
「SDGs推進本部」を設置するとともに、
「SDGs実施指針」を策定し、SDGsの達成
に向けて取り組んでいます。「SDGs実施指
針」には、消費者を含む様々なステークホ
ルダーの連携により、取組を推進していく
ことが位置付けられています。

2017年７月には、ニューヨークで国連ハ
イレベル政治フォーラム（HLPF）が開催
され、SDGsの達成に向けた日本の取組が
報告されました。報告書には、消費者庁の
施策として、①倫理的消費の普及啓発の推
進（目標12）（本章第５節（３）参照。）、②
高齢者・障害者等の消費者被害防止のため
の見守りネットワークの構築（目標１）（本
章第７節（１）参照。）、③食品ロス削減国民
運動「NO-FOODLOSS�PROJECT」の展開

（目標12）（本章第５節（４）参照。）、④「子
どもを事故から守る！プロジェクト」の展
開（目標３）（第１部第２章参照。）、⑤消
費者志向経営の推進（目標12）（本章第５

（ ４）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

図表Ⅱ-1-6-5 SDGsのゴール（目標）（出典：国連広報センター）

図表Ⅱ-1-6-6 SDGs ジャパンロゴマー
ク
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節（５）参照。）が紹介されました。消費者
庁は、これらについて優先課題14として取
り組んでいます。

2017年12月、日本は主要貿易・投資相手
であるEUと経済連携協定の交渉妥結に至
りました。

また、TPPについては、2017年11月に
オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、
マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、
シンガポール、ペルー及びベトナムと
TPP11協定の大筋合意に至りました。

日EU・EPA及びTPP11協定の内容には、
日本の消費者行政に関する見直しを必要と
するものはありませんが、海外との間で人と
物の移動が活発化することなどへの国民か
らの懸念・不安の声を払拭するため、消費
者庁では2017年11月に決定された「総合的
なTPP等関連政策大綱」に関連する以下の
取組を適切に実施します（図表Ⅱ-1-6-7）。

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、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
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
引に関す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

日EU経済連携協定（EPA）及び環太平洋
パートナーシップ協定（TPP）について

経済協力開発機構（OECD）にお
ける連携

図表Ⅱ-1-6-7 「総合的なTPP等関連政策大綱」に関連する消費者庁の取組

その他
（海外事業者とのトラブルに係る消費者支援）

国民生活センター越境消費者センター
（CCJ）

食の安全・安心

リスクコミュニケーション

新たな加工食品の原料原産地表示

消費者生活相談窓口における
外国人対応の整備等

TPP等を通じた
地域経済の活性化の促進

14）http://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/sdgs/
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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
を全面改定した「電子商取引における消費
者保護に関する理事会勧告15」がOECD理
事会で採択され、同勧告の実施等について
検討が行われています。また、電子商取引
がますます活発化していく昨今の情勢を受
け、2003年に策定された「詐欺的・欺瞞的
越境消費者取引に関する理事会勧告」の見
直しに向けた議論が行われています。

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：
2017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-1-6-8）。日本政府代表は2016年
１月１日に議長に就任し、2017年11月の第
15回会合では、再々任され、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。

2017年度は、IoT（物のインターネット）
の普及が製品安全に及ぼす影響や、製品安
全規制を規律する法のオンライン取引への
適用に関して活発な議論が行われました。
また、リコール情報の共有が進む一方で、
リコール製品を市場や家庭からいかに排除
するかというテーマについて討議が行わ
れ、リコール通知に対する消費者の反応に
ついて行動経済学的観点からの分析結果が
示されるとともに、回収につながるリコー
ル情報の提供方法の在り方について、引き

OECD製品安全プロジェクトにつ
いて

図表Ⅱ-1-6-8
ＯＥＣＤ消費者政策委員
会製品安全作業部会
本会合

15）「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
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続き検討が行われています。

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。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。2017年度には、79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、デザイン面の改
善が進められました。日本も、海外のリコー
ル情報を日本語で閲覧がしやすくすること
を目指し、ポータル・サイト16の改善に積
極的に参加しています。

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、世界各国の事故情報を共有
し、同じ期間に同じ事案について、2014年
から関係各国と共同で啓発活動を行ってい
ます。

2017年度のOECDグローバル共同啓発
キャンペーンでは、2017年11月６日から10
日までを「家具転倒防止に関する国際啓発
週間」とし、日本、カナダ、オーストラリ
ア等の約20か国が参加し啓発に取り組みま

した。参加国はそれぞれの事故情報を共有
し、事故防止のためのメッセージを共同で
作成しました。具体的には、家具やテレビ
が転倒した場合、子供が下敷きになる危険
性があり、死亡事故があることを注意喚起
し、事業者には、販売時における家具の固
定に関する情報提供を促すこと、消費者に
は、家具の上に子供の興味をひくものを置
かないこと等の情報発信を行いました。

このキャンペーンの一環として、日本も
家具転倒関連の事故情報の概要を情報提供
したほか（図表Ⅱ-1-6-9）、国内ではプレ
スリリース「家具やテレビの転倒に気を付
けましょう！―下敷きになった子どもが死
亡する事故も―」（2017年11月10日）を行い、
記者会見やSNSを通じて、地方公共団体、
事業者、消費者に向けて家具転倒の危険性
について周知しました（図表Ⅱ-1-6-10）。

このように、海外諸国との協力を通じて
得た潜在的な危険情報は、日本の関係者に
共有され、製品規格の見直し等、日本の事
故防止の取組に活用されています。

16）http://globalrecalls.oecd.org/
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国際消費者製品健康・安全機構（ICPHSO:�
International�Consumer�Product�Health�
and�Safety�Organization）は、世界で流通
する消費者製品に関する健康や安全性向上
のため、1993年から開始された国際会合で、
製品の安全性向上に関する取組の発表、情
報・意見交換等が行われています。

2017年11月に開催された東京会合では、
消費者庁から基調講演を行い、消費者行政
における消費者庁の役割や、事故情報デー
タバンクの活用について解説するととも
に、「子どもを事故から守る！プロジェク
ト」を例に、消費者への情報提供、関係者

国際消費者製品健康・安全機構会
合（ICPHSO）への出席

図表Ⅱ-1-6-10 家具転倒防止のための
注意喚起

家具転倒防止を呼びかけるプレスリリース（2017年11月10日消
費者庁公表）資料中の画像。
OECDには、家具転倒による死亡事故が、世界各国から報告さ
れている。
米国では、転倒してきたテレビや家具の下敷きになり多くの子
供が亡くなっている。
出典：米国消費者製品安全委員会(CPSC)
（https://twitter.com/USCPSC/status/921705042398334976）

図表Ⅱ-1-6-9 OECDグローバル共同啓発キャンペーン家具転倒防止ウェブサイト17

17）http://www.oecd.org/sti/consumer/furniture-tipovers/
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の連携、より安全な製品の提案等の消費者
安全行政の取組について報告しました（図
表Ⅱ-1-6-11）。

消費者庁では、海外の消費者行政機関の
ウェブサイトからも消費者向けの注意喚起
情報を収集し、日本に関連する情報を消費
者に向けて発信し、事故防止を図っていま
す。

2017年度は、米国における注意喚起を参
考に、ハロウィーンの仮装衣装での歩行や
電球の老朽化等によるクリスマスイルミ
ネーションの発火の危険性について、「消費
者庁 子どもを事故から守る！Twitter」を
通じて注意を促しました。

第１部第１章第３節に記載したとおり、
「国民生活センター越境消費者センター
（CCJ：Cross-border�Consumer� center�
Japan）」では、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
しています。

CCJでは、2011年11月の設置以降これま
で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
知見等を活用して、国内外で発生した消費
者トラブルについても、より円滑な解決に
向け、取り組んでいます。

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（図表Ⅱ-
1-6-12）。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取り組みます。

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、3,533件（全体の約
14％18）が相談者の望む結果で解決に至っ
ています。そのうち、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、

海外の製品安全情報収集と日本の
消費者への情報提供

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

図表Ⅱ-1-6-11
国際消費者製品健康・安
全機構会合(ICPHSO)の
様子
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トラブル解決に至った件数は146件（調査
依頼を行ったうちの約39％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。

また、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・メキ
シコのBBB（Better�Business�Bureaus）の
他、アジア諸国の消費者相談機関を中心に
連携を拡大してきたところですが、2017年
６月には台湾の消費者文教基金会と、2018

年１月には南米諸国及びスペインを管轄す
るODRLA（ODR�Latinoamerica）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、
2018年４月１日時点で23の国・地域を管轄
する12機関となっています（図表Ⅱ-1-6-
13）。

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。

図表Ⅱ-1-6-12 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

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。
19）前掲注18参照。
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2016年３月に取りまとめられた「明日の
日本を支える観光ビジョン」20においては、
訪日外国人旅行者数について、東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会が開催さ
れる2020年に4000万人、2030年に6000万人
という目標が掲げられました。訪日外国人
旅行者数は５年連続で過去最高を更新して
おり、今後も増加を続けていくと仮定すれ
ば、それに伴い訪日外国人の消費者トラブ
ルも増加していくことが見込まれます。こ
のため、消費者庁及び国民生活センターは、
訪日外国人及び在留外国人の消費者トラブ
ルへの対応を進めています。

消費者庁では、在留外国人等を対象とし

た消費生活相談体制の整備に取り組む地方
公共団体を、「地方消費者行政推進交付金」
及び「地方消費者行政強化交付金」により
支援しています。地方公共団体の取組例と
しては、消費生活センター等が外国語での
消費生活相談を受け付けるための通訳の手
配、外国語のパンフレットによる在留外国
人等に対する消費生活相談窓口の周知、消
費生活相談体制の整備のためのアンケート
等による実態調査等が挙げられます。

国民生活センターでは、相談者、相談員、
通訳者を三者間通話でつなぎ、外国語での
相談に対応できる消費生活相談窓口を2018
年度中に開設すべく取り組んでいます。

また、国民生活センターでは、日本政府
観光局（JNTO）との連携により、2018年
２月、中国人観光客向けの注意喚起を
JNTOの中国語（簡体字）ウェブサイトに
掲載し（図表Ⅱ-1-6-14）、日本旅行中の消
費者トラブルの防止を図っています。購入

（ ５）消費者政策の国際連携やグローバル化への対応

訪日外国人及び在留外国人の消費
者トラブルへの対応

図表Ⅱ-1-6-13 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

（注）  アルゼンチン、ウルグアイ、コスタリカ、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキシコ

国・地域 機 関 名

米国、カナダ、メキシコ BBB（Better Business Bureaus）

韓国 韓国消費者院（Korea Consumer Agency）

台湾 SOSA（Secure Online Shopping Association）
消費者文教基金会

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（National Consumer Complaints Center）

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（注）、スペイン ODRLA（ODR Latinoamerica）

（2018年 4 月 1 日時点）

20）明日の日本を支える観光ビジョン構想会議「明日の日本を支える観光ビジョン」（2016年３月30日）
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した商品が不良品だった、著しく高額な請
求を受けた等の外国人観光客からの相談事
例と、それに対するアドバイスについて情
報提供しています。

消費者庁は、2014年９月から2017年９月
までの３年間、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」（以下「本
プロジェクト」という。）への協力を行い
ました。本プロジェクトは、ベトナム消費
者保護行政機関の執行力強化等を目的とし
た３年間の技術協力プロジェクトです。消
費者庁は、協力官庁として、国民生活セン
ターと共に政府開発援助（ODA）に関わ
りました。

本プロジェクトでは①日本の専門家（長
期・短期）のベトナム派遣、②ベトナムで
消費者保護行政に関わる人材の日本での研
修実施という二つの柱を設け、ベトナム及
び日本の両国において、ベトナムの消費者
保護担当職員に対する研修を行いました。

ベトナムの消費者保護行政は近年著しく
進歩しており、日本の政策に類似したもの
もみられます。３年間にわたる技術協力プ
ロジェクトを通じ、法執行担当者向けの研
修による消費者権利保護法の執行力の強
化、相談員向けFAQsの作成による相談能
力の強化、消費者の権利保護に関するビデ
オクリップの作成による消費者教育の実
施、消費者権利デー企業応援プログラムの
作成による官民ネットワークの強化等が図
られ、本プロジェクトは目的を達成し全て
を終了しました。

ベトナム消費者保護行政への協力

図表Ⅱ-1-6-14 中国人観光客向けの注意喚起（中国語）、注意喚起の日本語訳・概要

〈トラブル事例〉
1 販売店とのトラブル
1 ‒ 1 購入した商品が不良品だった
1 ‒ 2  免税店で著しく高額な商品を購入させられた
1 ‒ 3  購入した商品をキャンセルしたいが、キャンセルを受けつけてもらえない

2 飲食店とのトラブル
2 ‒ 1 飲食店で著しく高額な請求を受けた

3 ホテルとのトラブル
3 ‒ 1  ホテルの宿泊予約をキャンセルしたら、高額のキャンセル料を取られた

日本で消費者トラブルにあわないために

日本は、外国人観光客のみなさまが安心して観
光や買い物ができる国ですが、販売店や飲食店、
ホテルなどとの間で、思わぬトラブルにあうこと
もあります。

みなさまの日本での旅行を楽しいものとするた
めに、次のようなトラブルにあわないよう注意し
てください。

独立行政法人 国民生活センター独立行政法人 国民生活中心
National Consumer Affairs Center of Japan
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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2017年度までで約540億円）
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。

また2014年以来、「地方消費者行政強化
作戦」において、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
設立の促進、消費者教育の推進、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。

これらの取組の結果、2015年度には消費
生活相談窓口が未設置の地方公共団体がな
くなり、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830か所（2017年４月１日時点）
へ329か所増加しています。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3,434名（2017年４月１日時点）へ634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5,255名（2017
年４月１日時点）へ65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。「地
方消費者行政強化作戦」の進捗状況をみる
と（図表Ⅱ-1-7-1）、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（全市町に消費生活センターを設置する
目標）については30道府県、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20 
道府県が目標を達成しているのにとどまって
います。「地方消費者行政強化作戦」に掲げ
られた五つの政策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していきます。

さらに、2018年度以降は、新たな枠組み
での支援を行います。地方消費者行政推進
交付金等による支援が2017年度で区切りを
迎えることから、消費者庁では、2018年度
以降の地方消費者行政の充実・強化に向け
た今後の在り方に関して、有識者による検
討会を開催しました。検討会では、従来の
地方消費者行政推進交付金の活用ととも
に、国として取り組むべき新たな消費者問
題や重要課題に対する支援の必要性が指摘
され、これらに意欲的に取り組む地方公共
団体を中期的・計画的に支援するために「地
方消費者行政強化交付金」を創設すること
としました（図表Ⅱ-1-7-2）。

今後は、「地方消費者行政強化交付金」
を活用して、国として取り組むべき重要な
消費者政策を推進するとともに、消費生活
センターを中心とした消費生活相談体制の
充実・強化について、地方公共団体の自主
財源に裏付けられた消費者行政の充実を促
していきます。

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

地方消費者行政の充実・強化
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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、
2017年度は約156億円（当初予算額）となっ
ています。

2016年度から、改正消費者安全法が一部
を除き施行されました。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
で、消費者行政の体制の強化として消費生
活センターの組織運営等についての条例整
備、消費生活相談員を法定の職として位置

付けること、消費者被害防止のために地方
公共団体が「消費者安全確保地域協議会」
を設置できること等を定めています。

改正消費者安全法により、消費生活相談
員の職が法律で明確に位置付けられ、消費
生活に関する専門家であることが明らかに
されました。

消費者等にとって分かりやすく、かつ、
消費生活相談員に必要な知識、技術等を十
分に担保する資格制度として、内閣総理大
臣の登録を受けた試験機関が試験を実施し

改正消費者安全法が20１6年度から
施行

消費生活相談員資格試験制度

図表Ⅱ-1-7-1 「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況

1 － 1 相談窓口未設置の自治体を解消

【2016年 4 月 1 日 → 2017年 4 月 1 日】

0市町村 → 0 市町村

2－ 1 消費生活センター設立促進
・人口 5万人以上の全市町
・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）

【2016年 4 月 1 日 → 2017年 4 月 1 日】

・24府県  → 30道府県 （485市区町 → 507市区町）
・15道府県 → 20道府県 （467市町村 → 533市町村）

・39都道府県 → 41都道府県
 （1,327市区町村 → 1,404市区町村）
・22都府県  → 24都府県 （2,701人 → 2,704人）
・ 9県  → 9 県 （平均参加率：91.8% → 90.9%）

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

【2017年 4 月 1 日 → 2018年 4 月 1 日】

14団体 → 17団体
「特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく」
 （2017年 4 月25日認定）
「特定非営利活動法人消費者支援ネットワークいしかわ」
 （2017年 5 月15日認定）
「特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会」
 （2018年 2 月 5 日認定）

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）

【2017年 4 月 1 日 → 2018年 4 月 1 日】

46都道府県・15政令市 → 47都道府県・18政令市

45都道府県・17政令市 → 46都道府県・18政令市

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 3 月 → 2018年 3 月末】
 
24市区町 → 51市区町

 （人口 5万人以上の全市町で設置済： 1県（徳島県））

政策目標 1 相談体制の空白地域解消
〈未設置地方公共団体〉

政策目標 2 相談体制の質の向上
〈達成都道府県（設置・配置市町村数、資格保有者数等）〉

政策目標 3 適格消費者団体の空白地域解消
〈適格消費者団体数〉

政策目標 4 消費者教育の推進
〈推進計画の策定〉

〈推進地域協議会の設置〉

政策目標 5 「見守りネットワーク」の構築
〈人口 5万人以上の設置地方公共団体〉
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ています（図表Ⅱ-1-7-３）。
法定資格である消費生活相談員の試験

は、登録試験機関である国民生活センター
及び一般財団法人日本産業協会により、両
機関が行う独自の資格試験「消費生活専門

相談員資格認定試験」（国民生活センター）、
「消費生活アドバイザー資格試験」（日本
産業協会）と兼ねる形で実施されます。
2017年度試験では合わせて1,055名が試験
に合格しました。

図表Ⅱ-1-7-2 地方消費者行政強化交付金

⇒ 中期的・計画的な取組を支援
・複数年（３年程度）の取組
・PDCAサイクルによる進捗管理

 国が指定する研修への参加

概要

※：毎年度の交付金の支出限度額は、各都道府県（管内市町村を含む）の消費者行政予算の総額の２分の１まで（被災４県及び熊本県は３分の２まで）

地方消費者行政推進事業（旧地方消費者行政推進交付金）（補助率：定額※）

○国として取り組むべき重要消費者政策
●SDGsへの対応
●若年者への消費者教育の推進
●訪日・在日外国人向け相談窓口の整備
●地方公共団体における法執行の強化
●風評被害防止のための取組 等

○国の政策推進等への対応
●ギャンブル等依存症対策
●AV出演強要問題
●成年年齢の引下げ
●軽減税率の導入 等

地方公共団体
への支援

地方消費者行政強化事業（補助率：1/2）

○2017年度までに『地方消費者行政推進交付金』等を活用し行ってきた消費生活相談体制の整備等の事
業について引き続き支援。
○被災４県及び熊本県においては、特例的に2018年度の新規事業の立ち上げを支援。

○地方公共団体における国として取り組むべき
重要な消費者政策の推進。

○消費生活センターにおける国の政策推進等へ
の対応力を強化

○国として取り組むべき重要な消費者政策の推進のため、積極的に取り組む地方公共団体を支援する。
○国の政策による制度変更等について正確な情報を消費生活センターが消費者に提供できるよう消費生活
センターの機能の維持・充実を図る。
○引き続き、どこに住んでいても質の高い相談・救済が受けられるよう体制整備を支援する。

（国として取り組むべき重要消費者政策への取組）

（消費生活センターの機能の維持・充実）

図表Ⅱ-1-7-3 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

○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

登録試験機関とは

○内閣総理大臣によって登録された登録試験機関が消費生活相談員試験を実施
○登録試験機関は「国民生活センター」「日本産業協会」の２機関（2018年３月末時点）

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）

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
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高齢者等の消費者被害が深刻化する中
で、高齢者等を取り巻く家族、近隣住民、
介護・福祉関係者、警察等、地域の様々な
主体が、高齢者等の消費生活上の安全に気
を配り、何かあったときに消費生活セン
ター等につなぐ体制の構築が消費者被害防
止に有効です。

改正消費者安全法では、地方公共団体が
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、特に配慮を要する消費者
の見守り等の取組を行うことができるとさ
れています（図表Ⅱ-1-7-４）。さらに地域
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。

消費者安全確保地域協議会は構成員間で
秘密保持義務を課し、見守り対象者の個人
情報、必要な情報をやり取りできる旨を法
により定めており、更に効果的な見守りが
可能となります。

全国で消費者安全確保地域協議会を設置
している地方公共団体の数は、2018年３月
末時点で85となっています。

消費生活センター等の消費生活相談窓口
の存在や連絡先を知らない消費者の方に、
近くの消費生活相談窓口を案内することに
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日より全国で開始
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-1-7-５）。

消費者安全確保地域協議会の設置
促進

消費者ホットラインの運用・周知

図表Ⅱ-1-7-4 地方公共団体における消費者安全確保地域協議会

・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（平成26年６月成立）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」
（2017年３月24日））（2018年３月末時点 85地方公共団体（うち、人口５万人以上の市区町は47市区町））

・消費者安全確保地域協議会設置済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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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。消費生活で困ったと
きにすぐ利用できるよう、2015年７月１日
より、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21。

2017年度の入電件数は75万8971件とな
り、導入前の約34万4000件から約2.2倍と
なりました。

消費者ホットラインの認知度について、
2017年に実施した調査22では「名前」、「番号」、
「内容」の全てを知っていたと回答した人の
割合は4.3％と、前年の3.3％に比べ１ポイント
増となっていますが、いまだ十分でなく、認
知度向上が課題となっています。また、全て
を知っていたと回答した人を年齢層別にみる
と、60歳以上の認知度は７％前後なのに対し、

10歳代後半から40歳代は２～３％程度となっ
ており、特に若年層への普及啓発が必要です。

これまで、消費者庁では、政府広報等によ
る周知のほか、地方公共団体の協力を得て、
様々な啓発を行ってきました。今後もあらゆ
る機会を捉えてさらなる啓発に努めます。

また、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「社会への扉」
（本章第５節（２）参照。）などにより、若
年層への周知も進めていきます。

図表Ⅱ-1-7-5 消費者ホットライン188チラシ

21 ）従来の電話番号「0570-064-370（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよみんなを）」も利用可能。
22 ）消費者庁「消費者意識基本調査」（2017年度）
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2017年７月24日、消費者庁と国民生活セ
ンターは、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・
創造の拠点として、「消費者行政新未来創造
オフィス」を徳島県に開設しました（図表

Ⅱ-1-7-６）。これは、「政府関係機関の地方
移転にかかる今後の取組について」（2016年
９月まち・ひと・しごと創生本部決定。以
下「地方移転にかかる今後の取組」という。）
に基づき、徳島県と周辺（関西、中国・四国）
地域の協力を得て、全国の都道府県及び消
費者の利益に資する高い成果を創り出すこ
とで、新たな人の流れを生み出すとともに、
消費者行政を進化させ、それにより地方創
生への貢献を目指すものです。なお、これ
まで行ってきた迅速な対応を要する業務、
対外調整プロセスが重要な業務（国会対応、
危機管理、法執行、司令塔機能、制度整備等）
は引き続き東京で行います。

新未来創造オフィスは、消費者庁と国民
生活センターの職員のほか、徳島県及び周
辺地域の行政、企業、学術機関等からの人
材も含めた多様な人員で構成されており、
また、徳島県の協力を得た上で、周辺地域
も含めた消費者行政の関係者とのネット
ワークを整備しています（図表Ⅱ-1-7-7）。

（ 2）新未来創造オフィスにおける新たな取組

新未来創造オフィスの開設

図表Ⅱ-1-7-7 「消費者行政新未来創造オフィス」の機能・業務

「 政府関係機関の地方移転にかかる
今後の取組について」
（ 2016年９月１日まち・ひと・しごと創生本部
決定）

【試行の結果】
• 消費者教育、倫理的消費、人材育成の面で、
熱心な取組がみられた

• 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

これまで行ってきた迅速な対応を
要する業務、対外調整プロセスが
重要な業務（国会対応、危機管理、
法執行、司令塔機能、制度整備等）
は東京で行う。

学術的・人的連携
実証実験の実施

外部機関との
ネットワーク

消費者行政新未来創造オフィス
（徳島）［2017年度～2019年度］

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

消費者庁
分析・研究、実証実験等のプロジェクト
を集中的に実施
○全国展開を見据えた
モデルプロジェクト

○基礎研究プロジェクト
○消費者庁の働き方改革の拠点

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県の協力の
もと実施
（例） 錠剤、カプセル状の健康食品

の品質等に関する実態調査

成果を共有し、有機的に連携

※2017年７月24日開設
（徳島県庁舎10階北側）
※参事官など約50名が参画
（ 消費者庁［うち定員は14名］、地方
公共団体、国民生活センター、そ
の他非常勤職員［企業、学術機関等］）

検証・見直し【2019年
度を目途に結論を得る】
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
・ 政府内の各府省庁共通のテ
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。

・ 分野に応じ、連携、共同研究
の実施

・ 研究等の成果に基づく、施策
の企画・立案

→成果を全国に普及

消費者庁（東京）

国民生活センター

図表Ⅱ-1-7-6 「消費者行政新未来創造
オフィス」開設式の様子
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新未来創造オフィスでは、消費者庁と国
民生活センターが「新未来創造プロジェク
ト」を実施しています。消費者庁では、こ
れまで取組が十分ではなかった理論的・先
進的な調査・研究、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してい
ます。また、国民生活センターでは、主と
して関西、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、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しています。

具体的には図表Ⅱ-1-7-８のとおりです
が、いずれのプロジェクトも、得られた成

新未来創造プロジェクト

図表Ⅱ-1-7-8 新未来創造プロジェクトの概要

プロジェクト名 プロジェクトの主な内容

消

費

者

庁

基
礎
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

行動経済学等を活用した消費行動等
の分析・研究

行動経済学等を活用し、消費者に対する情報
提供のあり方について実験を実施 学術的知見に

基づく
調査・分析・
研究

消費者庁の
政策の

企画・立案能
力の向上障がい者の消費行動と

消費者トラブルに関する調査
アンケートやヒアリングの実施による、障が
い者の消費行動及び消費者被害実態等の把握

若者の消費者被害の心理的要因
からの分析に係る検討会

心理学等を活用し、若者が消費者被害に遭う
要因等について調査・分析を実施

全
国
展
開
を
見
据
え
た
モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

若年者向け消費者教育の取組
徳島県内の全ての高校等において、消費者庁
で作成した教材「社会への扉」を活用した授
業を実施

・県内全域
での実施

・県内での
働きかけ

・県内での
取組事例
の収集

・普及啓発に
係る取組の
効果検証

徳島県内で
得られた
課題や検証
結果等を
踏まえて
全国展開

見守りネットワーク（消費者安全確
保地域協議会）の構築

全県的に見守りネットワークを構築し、県内
の全ての高齢者等が地域で見守られる体制を
構築

倫理的消費（エシカル消費）の普及
徳島県内での事例収集・意識調査・地域版プ
ラットフォームとの連携／エシカル・ラボの
開催

食品ロスの削減
徳島県内のモニター家庭（約100世帯）を対
象として食品ロス削減の取組効果を測定する
調査を実施

子どもの事故防止
徳島県内での子どもの事故防止に対する保護
者等の意識や関係機関の取組について調査を
実施

栄養成分表示等の活用に向けた
消費者教育

栄養成分表示等に関する啓発を行う検証事業
を実施／ 地方公共団体、事業者等へのヒア
リング等を実施

消費者志向経営の推進
地方版の消費者志向経営推進組織（プラット
フォーム）設立等による消費者志向経営の普
及促進

公益通報受付窓口（市区町村）及び
内部通報制度（事業者）の整備促進

県内地方公共団体の通報受付窓口の整備促
進／県内事業者による実効性の高い内部通報
制度の整備を促進支援

食品に関するリスクコミュニケー
ション

徳島県内での効果的なリスコミの手法、コ
ミュニケーターの養成及びその活用方法等に
ついて調査・検証

シェアリングエコノミーに関する
実証実験等

阿波おどり期間中の民泊などシェアリングエ
コノミーに関する調査等を実施

国民
生活

センター

研修事業 主として関西、中国・四国地域の対象者を想
定した研修及び徳島独自の研修を実施 新たな観点

からの取組

成果を踏まえ
全国展開

商品テスト 徳島県を実証フィールドとして活用した先駆
的な商品テストを実施

全国へ
周知啓発
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果を、全国に展開することで消費者行政全
体の発展につなげ、また消費者庁の政策の
企画・立案能力の向上につなげるよう取り
組んでいます。
【国民生活センターが行うプロジェクト】
○研修

徳島県という立地特性から、主として、
「関西、中国・四国地域の対象者を想定し
た研修」及び徳島県独自の取組を取り入れ
た「徳島独自の研修」を実施しています。
特に「徳島独自の研修」は、徳島県で熱心
に取り組んでいる消費者教育や倫理的消費
などを取り上げ、研修実施を積み重ねる中
で研修ノウハウを確立し、全国に向けて展
開して行く予定です。
○商品テスト

徳島県を実証フィールドとした先駆的な
商品テストを行っています。

2017年度は「地震による転倒の防止策」
を実施しました。具体的には、徳島県の協
力のもと、県内のモニター家庭を訪問し、熊
本地震や東日本大震災の際に転倒したとい
う相談が多かった自然冷媒ヒートポンプ給湯

機などの貯湯タンクについて、その設置状況
等の実態を調査しました（図表Ⅱ-1-7-９）。
また、地震に対する転倒防止策を調べるな
どして、全国の消費者が活用できるよう取
りまとめを行いました。

2018年度は、「錠剤、カプセル状の健康
食品の品質等に関する実態調査」を実施す
ることとしています。

新未来創造オフィスの取組は、「地方移
転にかかる今後の取組」に沿って、同決定
から３年後に当たる2019年度を目途に検
証・見直しを行い、結論を得ることとされ
ています。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、県庁の消費者行政担当部局
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、また、自ら「課題
解決先進県」と述べているとおり、少子高
齢化など、日本の将来の課題を見据えた検
証が可能です。今後も新未来創造オフィス
は、地域の協力を得て、自ら課題を発見し、
地域に根ざした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」を創るためにチャレ
ンジしていきます。

今後に向けて

図表Ⅱ-1-7-9 徳島での調査の様子
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 消費者を取り巻く環境が急速に変化し、消費行動が多様化する中、消費生活の現状
や消費者問題について的確に把握するとともに、消費者に対する普及・啓発、情報提
供の手法について調査・研究を行うことがますます重要になっています。
新未来創造オフィスでは、依田高典教授（京都大学大学院経済学研究科、消費者庁
客員研究主幹）の指導の下、消費者の行動と行政による情報発信の手法に関する調査・
研究の一環として、行動経済学（※注）等の知見を活用した、「健康と生活に関する
社会実験」プロジェクトを実施しています。
具体的には、生活協同組合とくしま生協の協力の下、消費生活上の意識や行動、食
品の選択等について、2018年１月にアンケート調査を行いました。
2018年度から2019年度までにかけては、この結果を踏まえ、消費生活上の問題意識
ごとにモニターをグループ分けし、それぞれ異なる方法で情報提供・働き掛けを行う
ことで、消費行動や健康の改善にどのような影響が及ぶかについて明らかにします。

（※注 ）行動経済学とは、心理学の研究成果を用いて、より「現実的な」人間の経済
行動をモデル化し、経済・社会現象を実証的に分析する学問です。

 

「健康と生活に関する社会実験」プロジェクト（～行動経済学を活用した消費行動の分析・研究～）

概要

具体的
には

情報提供の消費者行動への影響と、効果的・効率的な情報提供のあり方を把握し、
その成果を消費者庁における政策対応（情報発信・広報等）に生かしていく。

今年度から平成31年度にかけて、生活協同組合とくしま生協の協力を得て、生協
組合員を対象に、「アンケート調査」及び現実の社会の生活の中で仮説検証の為の
「フィールド実験」を行う。

（社会実験の内容のイメージ）

消費者全体に
対する画一的な
情報提供

消費者一人一人
に寄り添った
情報提供

消 費 者

消費者行動にどのような違いがあるのか

分析・研究
行動経済学・フィールド実験の知見を活用

実験結果の
分析・報告

（スケジュール）

（協力体制）

H31年12月 フィールド実験エンド

H30年９月 フィールド実験スタート

H30年１月 アンケート調査
フィールド実験中は、毎月
チラシの配布と、隔月で簡
単なアンケートを実施。

とくしま生協組合員
（５万７千世帯）

生活協同組合
とくしま生協

消費者行政新未来
創造オフィス
徳島県

依田 研究主幹
（京都大学教授）
室岡准教授（大阪大学）
牛房准教授（北九州市立大学）

民 産

学 官

「健康と生活に関する社会実験」プロジェクト

「健康と生活に関する社会実験」プロジェクト
C O L U M N 12
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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、
2015年 度 のPRTRデ ー タ の 集 計 結 果23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、2017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、2017
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、2018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。2018年３月

末時点で５種類の手引を作成しています。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の改定が行われ、第３版が作
成されました。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・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的
な対策」（以下本節では「総合的な対策」という。）
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について整理しており、85項目
全てについて着実に実施することとしています。

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24に公表し、2017年12
月に貸切バス事業者の安全情報の更新及び項目等の
充実を図りました。民間指定機関25は2017年６月ま
でに10機関が指定され、同年８月から巡回指導を順
次開始しました。

このほか、国土交通省及び警察庁では、乗客への

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

23�）「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。

24�）http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000086.html
25�）貸切バス適正化機関は、国が行う監査を補完するため、国の監査対象事業者以外の事業者を対象に巡回指導を実

施する機関のこと。

第
２
部

第
２
章

第
第
第

消
費
者
の
安
全
の
確
保

233



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３月に、貸切バスツアーに
関する消費者意識調査を実施し、その結果を同年４
月に公表しました。

（ 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26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「宅地耐震対策工法選定
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
りまとめるとともに、2016年２月に「市街地液状化
対策推進ガイダンス」の改定を行いました。

（ 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。133社中133社全てが、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ます。

また、併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、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、2017年度におい
て６万4520名となっています。

（ 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」27

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、

2017年度に発生したまつ毛エクステンションに関す
る事故の件数は、101件となっています。

このほか、厚生労働省では、2016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159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28、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、関係府省庁と連携し、「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、０歳～小学校入学前の子供の事故情報分
析結果などを基にした、事故防止の注意点等を記し
た注意喚起の記者公表を行っているほか、メールマ

26）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。
27）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150604_1.html
28）厚生労働省「人口動態統計」（2014年）
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ガジン「子ども安全メールfrom消費者庁」を、毎
週１回配信しています。2017年度は、注意喚起の記
者公表を７回実施し、「子ども安全メールfrom消費
者庁」の配信を62回、「子どもを事故から守る！公
式Twitter」を117回発信しました。

また、2016年６月に設置した「子供の事故防止に
関する関係府省庁連絡会議」の取組として、2017年
５月に「子どもの事故防止週間」を設定し、外出時
の子供の事故防止をテーマに、関係府省庁が連携し
た集中的な広報活動を実施しました。

その他、徳島県で、保護者等への意識調査を実施
したほか、安全に配慮された製品の普及啓発のため、
それらの製品を展示するイベントを開催しました。

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29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。

（ 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月薬物乱用
対策推進会議決定。2014年８月一部改正。）に基づ
く取組を進めています。

内閣府から事務局の移管を受けた厚生労働省にお
いては、同戦略及び同緊急対策のフォローアップを
2017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、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。

警察庁では、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、2017年中は、危険ドラッグ事犯を628事件
651人検挙しています。

消費者庁では、関係機関と連携しつつ、特定商取
引法の表示義務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。2017
年度は１件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）30と連携して危険ドラッグなど
の合成薬物対策を始めとする様々な国際協力を継続
しています。

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

29�）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）。

30�）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。

第
２
部

第
２
章

第
第
第

消
費
者
の
安
全
の
確
保

235



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」31

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
薬物として指定しました。2017年度までに指定した
指定薬物は2,373物質となっています。

また、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
体制を強化しました。

なお、麻薬取締部における2017年中の危険ドラッ
グ事犯の事件数は88件、検挙人員は75人となってい
ます。

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
追い込むように取り組んでいます。

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。

警察庁では、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（2015年以降毎年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、小学校５年生、中学校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」
（2017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
ドラッグを含めた薬物の危険性・有害性の周知徹底、
訴求対象に応じた広報啓発活動の推進を図っていま
す。また、近年、若年層における薬物の乱用が問題
となっていることから、大麻や危険ドラッグ等の危
険性・有害性について解説した薬物乱用防止啓発読
本を作成し、2017年12月に高等学校卒業予定者へ向
けて120万部、小学校６年生の保護者へ向けて130万
500部を配布し、また2018年２月には青少年へ向け
て20万1100部配布しています。

法務省では、「“社会を明るくする運動”～犯罪や

31）http://www.kaiho.mlit.go.jp/doc/tel118.html
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非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～」32

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。2017年には、1,654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Twitter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。

（ ９）�臍帯血を用いた医療の適切な提供に関す
る検証・検討

2017年５月に、経営破綻した臍帯血プライベート
バンクから流失した臍帯血を用いて無届の再生医療
等が提供された事案を踏まえて、契約者の意に沿わ
ない臍帯血の提供を防ぐとともに、臍帯血を利用し
た医療が適切に行われるよう、新たに、臍帯血プラ
イベートバンクに対し、業務内容等の国への届出を
求める等の措置を講じました。本措置の実効性につ
いて、臍帯血の品質管理・安全性に関する情報を提
供できるようにすること（トレーサビリティ）が確
保されているか、契約者の意に沿わない臍帯血の提
供がなされないような仕組みとなっているか、契約
者である母親などへ正確で分かりやすい情報を提供
できているかの観点から検証を行い、必要に応じ、
更なる対策を行います。

2017年６月から８月に、臍帯血プライベートバン
クの業務実態に関する調査を実施し、同年９月に調
査結果を取りまとめ、公表しました。

また、同月に、厚生労働省ウェブサイトにおいて、
出産予定の母親向けのサイトを開設し、公的臍帯血
バンクの役割や臍帯血プライベートバンクとの違い
等を掲載するとともに、臍帯血プライベートバンク
からの事業の届出の状況や内容等を公開しました。

さらに、同年11月に、「臍帯血を用いた医療の適
切な提供に関する検証・検討会議」を開催し、臍帯
血プライベートバンクの業務実態に関する調査を踏
まえた厚生労働省の対応とその進捗を報告し、今後
の検証・検討の進め方について議論しました。

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
消費者庁と国民生活センターが連携し、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、収集した事故情報を事故防止に役立てるた
めに提供する「事故情報データバンク」33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、2017年度には、重大事故等1,280件の事故の
概要等の公表を行いました。

さらに、消費生活用製品安全法の規定に基づき報
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、2017年度には、845件
の事故の概要等の公表を行いました。

このほか、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
保育事業所、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」34を開催し、2015年12月に最終取りまとめ35

を行いました。2015年４月から、教育・保育施設等
において重大事故が発生した場合には国への報告を
行うこととしており、2016年３月には「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、
地方公共団体による教育・保育施設における死亡事
例等重大事故についての検証等を踏まえ、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、注意喚起を行うなど情報を発信しています。

32�）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。

33）http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
34）http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/index.html#kyouiku_hoiku
35）http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/27_torimatome.pdf
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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」36として、重大事故
のあった地方公共団体からの第一報（原則当日又は
翌日）を四半期ごとにまとめ公表しています。

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年に開催し、
「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、同年６月に公表しました。

また、同年７月、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、
2017年度は、2017年12月に食品安全委員会、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。

（ ３）�リコール情報の周知強化
消費者庁では、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」37の運用
を2012年４月から開始しました。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、2017年度までに5,466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8,064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
経済産業省では、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38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」という。）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。

2017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、説明会等を通じた設備の
設置工事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

36）http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html
37）http://www.recall.go.jp/
38）http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/
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車確認等による技術的検証を行っています。2017年
度は、リコール届出件数が377件、リコール対象台
数が770万台となっています。また、2017年度には、
複数の自動車メーカーによる、型式指定車の完成検
査における不適切な取扱いが判明したことを受け、
市場措置を速やかに行うことを促しました。さらに、
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」39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、2018年３月に、全国会議の場や

有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォロー
アップ調査結果を踏まえた通知の発出を通じて、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。また、2018年４
月２日付けで「有料老人ホームの設置運営標準指導
指針」を改正し、都道府県等の指導指針に反映する
よう周知・徹底を図りました。

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」という。）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・拡大の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15件の事案を調査等
の対象として選定し、2017年度は以下の３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。
・�体育館の床板の剝離による負傷事故（2017年５月

に調査結果を取りまとめた報告書を決定・公表し、
消費者事故調から文部科学大臣に対して消費者安
全法第33条の規定に基づき意見）

・�玩具による乳幼児の気道閉塞事故（2017年11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及び経済産業大臣
に対して消費者安全法第33条の規定に基づき意見）

・�家庭用コージェネレーションシステムから生じる
運転音により不眠等の症状が発生したとされる事
案（2017年12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、
公害等調整委員会委員長、経済産業大臣及び環境
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、太陽光発電システムから発生した火災等

事故について、2017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2017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294件受
け付け、2017年度は45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2017年度に９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身体保持装置の技術基準
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。2017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344件について内容を検討し、
123件については過去の同種事例や知見による技術
相談等を行い、221件を商品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

39）http://www.mlit.go.jp/RJ/
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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、2017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845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を逐次実施してお
り、また、消費者に対しても、毎月実施しているプ
レスリリース、隔週で配信しているメールマガジン
等を通じて、迅速に誤使用・不注意等に関する注意
喚起を行っています。

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、2017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39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」�として四半期ごとに公表してい
ます。2017年に製品の不具合により発生したと判断
され、2018年４月１日時点で公表している火災は
110件となっています。

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
うとともに、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い、迅速かつ的確な同種事故
の未然防止、再発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（平成16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は、相互の密接な
連携を図るために、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ます。

関係府省間の連携強化を図るため、「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１回）、「リスクコミュニケーション担当者会議」

（隔週１回）、「リスク情報関係府省担当者会議」（毎
月１回）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」40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
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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、
海外でも導入が進められている（定量的）構造活性
相関（（Q）SAR）、ベンチマークドーズ法等について、
リスク評価への活用方策の検討を進めています。
2017年度には、アレルゲンを含む食品に関するワー
キンググループ等三つのワーキンググループを設置
し、それぞれ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、既に協力文書を締結している欧州食
品安全機関（EFSA）、豪州・ニュージーランド食
品基準機関（FSANZ）、ポルトガル経済食品安全庁
（ASAE）、フランス食品環境労働衛生安全庁

（ANSES）及びドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）
と連携強化のための会合を開催するとともに、デン
マーク工科大学（DTU）との協力文書の締結に向
けて検討を進めています。

また、必要に応じ、米国食品医薬品庁（FDA）
等の他の外国政府機関との情報交換、連携の構築を
行う予定です。

（ 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、2017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25件、食品添加
物の新規指定件数が０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講ず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。

2017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、26件の実態調査を実施しま
した。

低減対策に関しては、2017年９月に豚肉の生産段
階での食中毒菌の侵入・まん延を防止するための衛
生管理をまとめたハンドブックを作成しました。ま
た2018年１月にコメ中のカドミウムの低減対策をま
とめた実施指針を改訂し、指針等の普及を図りまし
た。

また、消費者に向け、2017年４月にバーベキュー
を楽しむ方に食中毒の発生を防止するための注意点
を紹介したリーフレットを、2018年１月に学校や保
育園向けに学校等の菜園で栽培したジャガイモによ
る食中毒の発生を防止するための注意点を紹介した
リーフレットの作成を行い、これらを広く周知する
ことで対策の普及を図りました。

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、乳児ボツリヌス症予防（４
月）やアニサキスによる食中毒予防（６月）、ビワ
の種子に含まれる天然の有害物質に関する情報（12
月）等、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月に改正された食品安全基本法第21条第
１項に規定する基本的事項としての食品安全に関す
る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

40�）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。
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（以下「４府省」という。）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リスクコ
ミュニケーションの取組として、2017年度は、「食
品の安全を守る取組に関する意見交換会」を３回、
「食品中の放射性物質に対する現状と取組に関する
意見交換会」を４回開催しました。

また、消費者庁、食品安全委員会及び厚生労働省
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年度に続き４府省が連携して、東
京都、宮城県で実施された親子参加型イベント及び
大阪府で実施されたショッピングモールでの食育イ
ベントに出展し、小学生とその保護者及び一般消費
者に食品安全に関する情報提供（ミニセミナ－、ワー
クショップ）を実施しました。これらのイベントの
中で、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、2017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108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日に初版発行、適宜改訂、
2018年３月８日に第12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、適宜改訂、2018年３月８日に第
４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、本章第
２節（４）を参照。）。

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Twitter、Facebook等を通
じて、消費者へ情報提供を行っています。

消費者の疑問や不安の解消の糸口となる、信頼で
きる、より分かりやすい情報発信を行うべく、2017
年度に消費者庁のウェブサイトに「食品安全に関す
る総合情報サイト」を開設しました。

また、健康食品を利用する際の参考となるよう、
注意すべきポイント等をQ&Aで紹介するパンフ
レット「健康食品Q&A」及びその要点をまとめた
リーフレット「健康食品５つの問題」を2017年10月
に、公表しました。

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
見交換会や講師派遣、マスコミや消費者団体との意
見交換会、事業者団体や日本栄養士会等の関係職能
団体との意見交換を実施しました。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、広く一般消費者を対象とし
た「みんなのための食品安全勉強会」及び食品関係
事業者等を対象とした「精講：食品健康影響評価」
の２種類の講座を開設しました。2017年度は、「み
んなのための食品安全勉強会」においてカフェイン
の安全性をテーマに、「精講：食品健康影響評価」
において加熱時に生じるアクリルアミドの食品健康
影響評価をテーマに、それぞれ講座を開催しました。

さらに、ウェブサイトや季刊誌等による情報提供
に加え、Facebook、オフィシャルブログによる情
報発信をするとともに、メールマガジンとして、食
品安全委員会の審議結果概要等を毎週配信する
「ウィークリー版」、実生活に役立つ情報や安全性
の解説等を月２回配信する「読み物版」を、それぞ
れ配信しています。2017年度からは、新たに食品安
全委員会公式YouTubeを開設し、食品安全委員会
が開催した講座を動画配信しています。また、リス
ク評価の内容などを国内外に広く発信するため、英
文電子ジャーナル「Food�Safety」を年４回発行す
るとともに、「食の安全ダイヤル」41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、2017年度には食品衛生規制等の
見直しに向けた検討状況に関する説明会、輸入食品
の安全性確保に関する意見交換会、検疫所における
子供（保護者）を対象とした施設見学等を含む意見
交換会等を開催しました。

また、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

41）http://www.fsc.go.jp/dial/
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供するとともに、都道府県等が策定した検査計画や
実施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。

また、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」42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」43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、2018年３月に農林水産省「消費者の部
屋」44において、食品中の放射性物質に対する取組
などを東日本大震災の復興状況として紹介する特別
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、2018年３月に公表された「2018年度
輸入食品監視指導計画」45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、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。

42）http://www.maff.go.jp/j/fs
43）http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/mail_magagine.html
44）http://www.maff.go.jp/j/heya/
45）http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117541.html
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（ 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（2017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、本章第１節４．（４）を参照。）。

また、2017年度は、風評被害等に関する消費者意
識の実態を把握する調査を２種類実施しています。

一つは、2013年２月から半年に１度、インターネッ
トを通じて、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人を対象として実
施する、消費者意識の実態調査です。2018年２月に
実施した第11回目の調査結果では、「放射性物質を
理由に福島県の食品の購入をためらう」という回答
は、12.7％とこれまでで最も小さい値になりました。

もう一つは、2018年１月に新たに実施した「放射
性物質をテーマとした食品安全に関するインター
ネット調査」です。全国約7,000人を対象に、福島
県産の食品の購入実態や、放射性物質に対する意識
等を確認しています。福島県産を購入する理由は、
「福島県や福島県の生産者を応援したいから」とい
う回答が多くなりました。

これらの調査結果では、食品中の放射性物質に関
する消費者の有する知識や理解の度合いは、福島県
内に比べ、福島県外は低い傾向があることから、今
後も、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
者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、消費者サイドで食品
の放射性物質を検査する体制の整備を支援していま

す。2017年度において、194の地方公共団体に対し、
250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」46という。）とは、

農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の
持続可能性を確保するための生産工程管理の取組で
す。さらに農業者が第三者機関の審査を受けて、
GLOBALG.A.P.47、ASIAGAP、JGAP48等 のGAP認
証を取得することで、GAPを正しく実施している
ことを客観的に証明できるようになります。

GAPの実施と認証取得の拡大は、2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会への国産農畜
産物の供給だけでなく、輸出の拡大や農業の人材育
成等、農業競争力の強化を図る観点からも極めて重
要です。

このため、農林水産省では、GAPを指導するこ
とができる人材を2018年度中に1,000人以上確保す
ること、GAP認証取得済みの農業経営体数を2019
年度末までに2017年度４月末時点の３倍以上に拡大
することを目標に掲げ、団体認証の推進等により、
GAPの普及の推進と認証の効率的な取得の拡大を
図っています。

（ 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に沿った衛生管理の制度化
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。この取りまとめや2017年11月に取り
まとめた「食品衛生法改正懇談会報告書」などを踏

46）Good�Agricultural�Practice�の略。
47�）ドイツの民間団体Food�PLUS�GmbHが策定したGAP認証。主に欧州で普及している。
48�）ASIAGAP、JGAPは、一般財団法人日本GAP協会が策定した日本発のGAP認証。2017年８月からJGAPと共に

ASIAGAPの運用開始。
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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まえ、改正の方針案についてパブリックコメントを
実施した上で、食品衛生法等の一部を改正する法律
案を第196回通常国会へ提出しました。

また、2015年から、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ブロックで開催しているほか、
中小規模の事業者へHACCPを普及するため、①
「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）、②「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）、③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
習会を実施するとともに、④「食品衛生管理に関す
る技術検討会」において、食品等事業者団体が策定
する手引書の策定過程における助言及び確認を行い
ました。

農林水産省では、HACCP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、2017年度は81回開催しました。

また、食品事業者向け手引書の作成も支援してお
り、2017年度は９種類の手引書の作成を支援しました。

（ 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

反に関する指導件数等を取りまとめ、公表していま
す。取引記録の作成に関する指導件数は、2017年度
上半期においては指導11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50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
は厳正に対処します。

（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～」（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。

また、2015年６月から、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51しました。2017
年度は研修会を通じて食品関係事業者に対し同手引
きの改訂内容とコンプライアンスの重要性等につい
て周知を図りました。

（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。

50）http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trace/index.html
51）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/kikaku/sinrai/pdf/gaiyou.pdf
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なお、2017年中は、食品衛生関係事犯を21事件28
人、食品の産地等偽装表示事犯を５事件10人検挙し
ています。

（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、2017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月食品安全行政に関する関係府省連絡会議申合
せ）52が取りまとめられました。2017年９月に、関
係府省の実施した対策を取りまとめて、上記申合せ
を改訂しました。

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）」53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に係るチェッ
クリスト」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６月に都道府県等へ通知しまし
た。

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。

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2017
年度に50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、消費者庁では、景品表示法に
基づく課徴金納付命令を2017年度に19件行いました。

表示の充実と信頼の確保第 ２節

52）http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_002
53）http://www.env.go.jp/press/102227.html
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（ 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、研修会等に講師を派遣し
ています。2017年度は景品表示法に係る説明会等に
163回講師派遣を行い、受講者は計１万1400人集まっ
ています。

また、消費者庁は、2016年度下期に打消し表示に
関する実態調査を行い、その結果に基づき、景品表
示法上の考え方を取りまとめた「打消し表示に関す
る実態調査報告書」を2017年７月に公表しました。
この考え方についても、上記の説明会等を通じて普
及啓発を行っているところです。

さらに、2016年度に課徴金制度を盛り込んだ内容
に改訂したパンフレット「事例でわかる 景品表示
法」を、2017年度に、消費者団体、地方公共団体、
事業者団体等に約6,470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。

2017年度は、削りぶしの表示に関する公正競争規
約等、７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35回講師を派遣し、公正取引協議会
等関連団体の会員が約4,400名参加しています。さ
らに、公正競争規約の数の増減や景品表示法の改正
に伴い内容を改訂したパンフレット「よくわかる景
品表示法と公正競争規約」を2017年度に、各公正取
引協議会等を通じ事業者等に１万7147部配布しまし
た。

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、
2017年度には、11件の講師派遣を行いました。

2016年度以前に行った家庭用品品質表示法施行
令、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の改正
に伴い、家庭用品品質表示法のガイドブック（日本
語版）を改訂・公表し、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て
配布するとともに、ハンドブック（日本語版・英語
版）を改訂・公表しました。

（ 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。

また、2015年８月から2018年３月までに、登録講
習機関による評価員講習会を計21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
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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）」54等の普
及促進を図るため、省エネ関連の講習会等で2017年
度に112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、2017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3,377品目（2018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、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
のウェブサイトの表示適正化のため、地方公共団体
に対し医療機関のウェブサイトに関するガイドライ
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
を図っていました。

2016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ウェブサイトに関する相談・苦
情件数は470件55となっており、そのうち118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６月に「医療法等の一部を改正する法律」が成立
しました。広告規制に関係する省令・告示の一部改
正を行い、2018年３月に省令・告示を公布し、新た
な医療広告ガイドラインの発出を行いました。

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
等に周知しました。また、2016年９月以降、行政の
Twitter等を活用し、定期的に注意喚起・普及啓発
を行っています（このほか、本章第３節２．（17）も
参照。）。

（ 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

かい

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

54） http://www.ibec.or.jp/CASBEE/
55）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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供手法等に関するガイドライン」を策定しました。
また、電気通信サービス向上推進協議会が策定す

る「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準・
ガイドライン」等も踏まえて、関係事業者における
適切な広告表示を推進しています。

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、2017年度までに公
表した届出情報は1,269件となっています。

また、消費者庁では、第３期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、準備が整ったものから順次検討会等
を開催し、取りまとめた報告書の内容に基づき、対
応を進めています。

加工食品の原料原産地表示については、2017年９
月１日に食品表示基準を改正し、全ての加工食品を
義務表示の対象とする新たな加工食品の原料原産地
表示制度が施行されました。

遺伝子組換え表示については、2017年４月から消
費者庁において「遺伝子組換え表示制度に関する検
討会」を開催し、2018年３月28日に報告書を公表し
ました。

また、食品添加物表示については、2017年度に制
度の見直しに向けた必要な調査を実施しており、今
後はこの調査結果等を踏まえ、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
で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、2017年度
では381事業者の425商品について改善要請を行い
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。

（ 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））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10回開催されました。

2017年９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。

また、食品表示法違反に対し、国及び都道府県等
が指示又は命令を行った場合は公表しており、2017
年度上半期は指示10件、命令１件を行いました。

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
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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、2017年中は、食品の産地等偽装表示事
犯を５事件10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、2017年度上半
期においては命令０件、勧告０件、指導973件。）。

消費者庁も、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、米トレーサビリ
ティ法違反に対しては厳正に対処しています。

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、2017年度は
業務停止命令を15件、指示を17件実施しました。

（ ２）�特定商取引法の改正
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）の施行から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、これを受けて、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報告書が取りま
とめられ、答申がなされました。

同答申を踏まえ、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）2016年５月
に成立、同年６月に公布され、2017年12月１日に改
正政省令とともに施行されました。

改正法の施行に当たっては、全国各地での説明会
の実施や各種講演会への講師派遣を行ったほか、本
改正の内容も含めたリーフレットを作成し、全国の
消費生活センターや地方公共団体に対して配布して
います。

（ 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
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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、消費者基本計画工程表
の別表として公表しています。

（ 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
会に設置された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な
どを内容とする「消費者契約法の一部を改正する法
律」が、2016年６月に公布され、2017年６月に施行
されました。

ただ、高齢者のみならず、若年者も含めた幅広い
世代において消費者被害は依然として生じていま
す。その中には、契約の締結について合理的な判断
をすることができないような事情を事業者に不当に
利用され、不必要な契約を締結させられたという被
害事例等も存在し、対策が必要とされています。

こうした状況を踏まえ、上記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、2017年８月に消費者
委員会の答申がなされました。

同答申を踏まえ、消費者庁及び法務省では、所要
の改正法案の検討を行い、2018年３月２日に「消費
者契約法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、
国会に提出されました。

（ 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、関係機関等の
消費者行政担当職員に対し、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、2017年度における同通知件数は
8,272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、消費者に対し、2017年度
において10件の注意喚起を実施しました。

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年度及び2017年度に開催された、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
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います。
2015年５月に説明義務の充実、書面交付義務、初

期契約解除制度、勧誘継続行為・不実告知等の禁止、
媒介等業務受託者（代理店）に対する指導等等の規
定を盛り込んだ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）（以下「改正法」という。）
が成立・公布されました。

総務省では、改正法施行に向けて、「ICTサービ
ス安心・安全研究会」等での検討及びパブリックコ
メント等の手続を経て、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。
また、同年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、同
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・評価等をする
「消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会
合」を立ち上げました。

2016年度のモニタリングでは、総務省及び全国の
消費生活センター等で受け付けた電気通信サービス
に係る苦情の相談件数把握及び内容の分類整理を行
う苦情等分析、消費者保護ルールに関連する業務の
運用方法や書面記載状況について、各調査対象事業
者から書面回答を得て検証を行う書面等調査、利用
者に扮した調査員が販売現場において具体的な説明
状況の調査等を行う実地調査などを実施したところ
です。

2017年２月の第２回会合では、契約書面等調査、
苦情相談分析の結果を踏まえ、MNO56・FTTH57サー
ビスについて、総支払額の明示及び、明示した書面
の交付を行う運用を基本とすること等を指摘し、改
善・検討事項として調査対象事業者に対応を要請し

ました。
さらに、同年６月の第３回会合では、MNO・

FTTHサービスの販売現場における説明状況等の覆
面調査を実施した結果、特に実施の状況が全体的に
悪いと判明した事項を公表し、これまでの調査結果
等を「平成28年度消費者保護ルール実施状況のモニ
タリング（評価・総括）」（以下「評価・総括」とい
う。）として取りまとめました。

本評価・総括等を踏まえ、同年６月に調査対象事
業者に所要の改善指導を実施するとともに、運用上
の適切な事項等を明記の上、同年９月に同ガイドラ
インを改定しました。
2017年度においても、前年度に引き続きモニタリ
ングを実施しており、2018年２月の第４回会合では、
これまでのモニタリングにおける指摘事項に対する
フォローアップや、2017年度上半期の苦情相談傾向
分析の結果及びMVNOサービス58の販売現場におけ
る説明状況等の覆面調査を実施した結果の報告を行
い、各電気通信サービスの要改善・検討事項を取り
まとめました。
さらに、初期契約解除制度の対象とされていない
音声通話付きのMVNOサービスについても、対象
とする方向で検討していくべきである旨の意見集約
がなされ、総務省として、制度化に向けた検討を進
めているところです。

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
新たに「モバイルサービスの提供条件・端末に関す
る指針」を策定し、SIMロック解除が可能となるま
での期間の短縮等更なるSIMロック解除の推進を図
りました。

56�）電気通信役務としての移動通信サービス（以下「移動通信サービス」という。）を提供する電気通信事業を営む
者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設（開設された無線局に係る免許人等の地位の承継を含
む。以下同じ。）又は運用している者。

57�）光ファイバー回線でネットワークに接続するアクセスサービス（集合住宅内等において、一部に電話回線を利用
するVDSL等を含む。）

58�）（１）MNOの提供する移動通信サービスを利用して、又はMNOと接続して、移動通信サービスを提供する電気通
信事業者であって、（２）当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者。
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（ 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、2017年度に、金融商品取引法（昭和

23年法律第25号）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２者に対して行政処分を行った
（行政処分の端緒はいずれも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54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、2017年度には、
無登録業者による金融商品取引法違反行為に係る裁
判所への禁止命令等の申立てを２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、監督上の対応を行い、2017年度までに投資型
クラウドファンディング事業者３社に対し行政処分
を行っています。

なお、2017年度末時点で登録されている投資型ク
ラウドファンディング事業者数は25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５月に成立
し、同年６月に公布、2016年３月に施行されました。
その後、改正法に基づく政省令の整備を経て、2016
年３月から施行されています。

2017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600
件となっています。

（ ６）�不動産特定共同事業法の改正に伴う制度
整備・運用

国土交通省及び金融庁では、不動産投資市場政策
懇談会の下に設置された制度検討ワーキング・グ
ループにおいて、不動産特定共同事業に関する制度
の在り方について検討を行い、2016年９月に本懇談
会にて報告書が取りまとめられ、「不動産特定共同
事業法の一部を改正する法律」（平成29年法律第46
号）が、第193回国会で成立し、2017年６月に公布、
同年12月１日に施行されました。同法の周知及び適
切な運用の確保のため、事業者向け説明会を全国20
箇所・都道府県担当者向け説明会を全国10箇所で開
催するとともに、消費者等向けパンフレット・実務
手引書・モデル約款の作成等必要な措置を実施しま
した。

（ ７）�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、金融庁は、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月に成立、同年６月に公布され、
2017年４月に施行されました。

また、サーバ型電子マネー発行者における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。

事務ガイドラインの改正等を踏まえ、以下の取組
等を実施しました。
・�コンビニ等で購入できる手軽さや匿名性など悪用

されやすいサーバ型電子マネーの発行者主要約10
先に対して、重点的にモニタリングを実施。

・�上記主要約10先に対して、月次で被害発生状況及
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び返金状況等を確認。
・�返金状況については、2017年上半期におけるID

の詐欺被害申出金額の合計約８億円のうち、約1.3
億円の返金を実行していることを確認。

・�さらに、特に被害件数・金額が多い先に対し、
2017年３月及び９月にヒアリングを実施し、より
一層の取組を指導。

・�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、全国の高校等や地方公
共団体への配布、学校や地域で開催される講座等
への講師派遣の実施等、注意喚起を実施。

（ ８）�仮想通貨と法定通貨の交換業者について
の対応

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、
2017年３月に当該政令等を公布しました（2017年４
月１日施行）。

制度の運用に当たっては、一部の事業者の詐欺的
行為による消費者被害が発生していることを踏ま
え、利用者保護の観点から、引き続き、消費者庁及
び警察庁と情報共有しつつ、無登録業者等に対する
警告書の発出等を行います。また、仮想通貨の実態
等を踏まえ、消費者保護上の問題が生じているか仮
想通貨交換業者をモニタリングするとともに、必要
があれば立入検査も含め適切な対応を行うこととし
ました。具体的には、2018年２月以降複数の仮想通
貨交換業者へ立入検査を実施しており、また、全て
のみなし仮想通貨交換業者に対し、順次立入検査を
実施しています。

仮想通貨価格の乱高下や仮想通貨の分岐など、仮
想通貨市場で様々な動きが見られていることや、仮
想通貨に関連する消費者トラブルが増加しているこ
とを踏まえ、2017年９月に金融庁及び消費者庁では、
警察庁と連携して注意喚起を行ったほか、2018年３

月に、政府広報として、新聞紙上に仮想通貨に関す
る注意喚起の広告を掲載しました。

また、国民生活センターにおいても、2017年９月
に注意喚起を実施したほか、改正資金決済法に関連
する研修を2017年度に５回実施しました。

（ ９）�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
行っています。

また、2018年６月の「割賦販売法の一部を改正す
る法律」（平成28年法律第99号）の円滑な施行に向け、
関係政省令の見直し作業を進め、2017年12月に改正
政省令が公布されました。引き続き、同法及び関係
政省令の関係事業者等への周知を徹底します。

さらに、改正法で規定されているセキュリティ対
策については、「クレジット取引セキュリティ対策
協議会」（事務局：一般社団法人日本クレジット協会）
が策定する「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」（以下「実行
計画」という。）を実務上の指針として位置付けて
います。

関係事業者等の取組を更に推進するため、2018年
３月に「実行計画」の改訂を行いました。

（１0）�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。2017年度は、業務改善命令の該当は
ありませんでした。

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、2017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2018年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
確認できた事業者として、2017年度は10社公表して
います。
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（１１）�旅行業における企業ガバナンスの強化及
び弁済制度の在り方の見直し

旅行業者が多額の負債を抱えたまま経営破たんし
た事案の発生を踏まえ、2017年８月に有識者により
取りまとめられた「新たな時代の旅行業法制に関す
る検討会 経営ガバナンスワーキンググループとり
まとめ」に基づき、旅行業者の企業ガバナンスの強
化及び弁済制度の在り方の見直しを行いました。

同とりまとめに盛り込まれた旅行業者の企業ガバ
ナンスの強化策及び弁済制度の在り方の見直しを実
施するため、2017年度に旅行業法施行規則の改正を
行い、旅行業登録更新等の際に提出書類の手続上の
正当性を観光庁が簡易に確認できる方式を導入する
とともに、営業保証金の水準の見直しを行いました。
また、同年12月に、日本旅行業協会及び全国旅行業
協会においては「海外募集型企画旅行の企画・実施
に関する指針」の策定を行うとともに、「旅行広告・
取引条件書面ガイドライン」の改定を行いました。

（１２）�住宅宿泊事業法の適正な運用
急速に拡大するいわゆる民泊について、安全面・

衛生面の確保がなされていない、騒音やゴミ出しな
どによる近隣トラブルが社会問題となっていること
や、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることな
どに対応するため、一定のルールを定め、健全な民
泊の普及を図ることを目指して、2017年６月に住宅
宿泊事業法（平成29年法律第65号）が成立しました。
2018年６月の施行に向け、国土交通省及び厚生労働
省において、政省令、ガイドラインの策定等を行い
ました。

（１３）�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、家賃債務保証業者を利用する
賃借人及び賃貸人の基本的属性、家賃債務保証業者
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
保証業者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、家賃債務保証の業界団体のセミナー等にお
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まとめ、2017
年10月に適正かつ確実に家賃債務保証の業務を行う
ことができる者として、一定の要件を満たす家賃債
務保証業者を国に登録する制度を創設しました。

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」についてウェブ
サイト掲載等を通じ、広く周知を図るとともに、相
談業務に携わる者に向けた相談対応に関する研修会
の実施を支援しています。

2018年３月に国土交通省及び消費者庁では、サブ
リースに関するトラブルの防止に向けて、サブリー
ス契約を検討されている方及びサブリース住宅に入
居する方に対して、注意喚起を行いました。

（１４）�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59で、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」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10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

59）https://www.chord.or.jp/index.php
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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。

（１５）�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、2018年３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、「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」（2017年度）の調査結果を公表しました。

このほか、有料老人ホームの入居者保護のための
施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措
置の義務の対象拡大等）を盛り込んだ「地域包括ケ
アシステムの強化のための介護保険等の一部を改正
する法律」が2018年４月１日から施行されました。

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。

（１６）�身元保証等高齢者サポート事業に関する
消費者問題についての対応

身元保証等高齢者サポート事業について関係省庁
と連携し実態把握を行い、その結果を踏まえ、必要
な措置を検討・実施しています。

消費者の保護のため、2016年度、身元保証等高齢
者サポート事業に関する実態把握の実施に係る調査
体制の検討など、実態把握のための準備・調整を行
い、2017年度、事業者に対するヒアリングを行うな
ど、実態把握のための調査を実施しました。
2017年度は、身元保証等高齢者サポート事業の実

態に関する調査研究及び消費者が安心して身元保証
等高齢者サポートサービスを利用できるようにする

ための必要な措置に関する調査研究を行い、報告書
を取りまとめました。2017年４月には、医療機関に
おける身元保証人等に求める役割等の実態を把握す
るため、2017年度厚生労働科学研究費補助金厚生労
働科学特別研究事業において、「医療現場における
成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求め
る役割等の実態把握に関する研究」を行う研究班を
立ち上げ、2017年９月から11月にかけてアンケート
調査を行い、2018年５月に調査研究報告書が取りま
とめられる予定です。

2017年10月に、適正かつ確実に家賃債務保証の業
務を行うことができる者として、一定の要件を満た
す家賃債務保証業者を国に登録する制度を創設しま
した。

（１７）�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、2016年度における相談・苦情件数
は6,312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74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）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。

2017年度には医業等に係るウェブサイトの監視体
制強化事業を開始し、美容医療等に関する不適切な
表示を認めた場合には、適切な修正を行うよう指導
しています。

このほか、厚生労働省と消費者庁が協力・連携し、
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しま
した。また、2016年９月以降、行政のTwitter等を
活用し、定期的に注意喚起・普及啓発を行っています。

また、2017年度から、美容医療サービスの提供状
況の把握に資するよう、「美容医療サービス」関連
としてPIO-NETに登録された消費生活相談情報を
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消費者庁から厚生労働省に提供し、同省から地方公
共団体に提供しています。

加えて、消費者庁では、2017年12月に、改正特定
商取引法の施行（美容医療のルールが追加）のタイ
ミングに合わせて、美容医療に関するウェブサイト
を更新し、注意喚起を行いました。

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、特定商取引法施
行令を改正し、一定の美容医療契約を特定継続的役
務提供として規制対象に追加しました。具体的には、
役務の提供期間が１か月を超え、かつ支払総額が
５万円を超える美容医療契約のうち、①脱毛、②に
きび・しみ・そばかす・ほくろ等の除去、③肌のし
わ・たるみ取り、④脂肪の溶解、⑤歯の漂白等につ
いて、光の照射や薬剤の使用など主務省令で定める
方法によるものを規定しています。これにより、消
費者が一定の美容医療契約についてもクーリング・
オフや中途解約を行うことが可能となりました。

（１８）�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。

2017年度においても、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。

（１９）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」という。）
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。

2017年度においても、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。

（２0）�電気・ガスの小売供給に係る取引の適正
化

2016年４月及び2017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・都市ガス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・都
市ガス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、2016年４月の電力小売全面自由化
の開始に当たり、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」、

第
２
部

第
２
章

第
第
第

適
正
な
取
引
の
実
現

257



「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
五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、電気・都市ガスの小売供給に関

する取引の適正化を図るため、「電力の小売営業に
関する指針」及び「ガスの小売営業に関する指針」
を踏まえ、需要家への情報提供や契約の形態・内容
などについて、電気事業法及びガス事業法上問題と
なる行為を行っている事業者に対して指導等を行い
ました。加えて、2016年５月及び10月並びに2017年
６月及び12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い、料金の標準メニューの
公表、電源構成の開示等、同指針で「望ましい」と
されている取組を事業者に促しました。

また、2017年７月に「ガスの小売営業に関する指
針」に関する取組状況調査を行い、料金の標準メ
ニューの公表等、同指針で「望ましい」とされてい
る取組を事業者に促しました。

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・
ガス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。

消費者庁では、電力及び都市ガスの小売全面自由
化の開始に向け、2016年２月と2017年３月に特定商
取引法施行令を改正し、電力及びガスの供給契約に
関する特定商取引法の適用除外の範囲の見直しを行
いました。
従来、電力及び都市ガスの供給契約については特

定商取引法に基づくクーリング・オフの適用が除外
されていましたが、本改正により、消費者が訪問販
売又は電話勧誘販売により小売電気事業者やガス小
売事業者と電気やガスの供給契約を締結した場合、
特定商取引法に基づくクーリング・オフを行うこと
が可能となりました。

また、都市ガスの小売全面自由化の開始に当たり、
2017年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、電気・都市ガスの小売全面自由

化について、全国各地での説明会開催や、ラジオ・
雑誌などのメディアを通じた広報、コールセンター
の運営など、電気・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、電気及び都市ガスに係る消費者保護強化の
ための連携協定に基づき、経済産業省と国民生活セ
ンターが共同で、消費者から寄せられたの小売全面
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。

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」（以下「改正液石法
省令」という。）及び「液化石油ガスの小売営業に
おける取引適正化指針」（以下「取引適正化ガイド
ライン」という。）等を2017年２月に公布しました。

同年６月の改正液石法省令の施行後、順次LPガ
ス販売事業者への立入検査を実施し、改善指導等を
行うとともに、2018年２月には、取引適正化ガイド
ラインを改訂し、より一層料金の透明化・取引の適
正化に向けた取組を行っています。

（２１）�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、2018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。

このほか、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
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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。

なお、振り袖の販売・貸出業者が事実上事業を停
止し、破産手続が開始されたことに関連する相談が
各地域の消費生活センター等に寄せられた案件につ
いて、消費者庁では、2018年１月11日以降、消費者
庁のSNSやウェブサイトを活用して注意喚起等を行
いました。国民生活センターでは、消費者トラブル
メール箱60に寄せられた情報提供を基に2017年１月
30日に注意喚起を行ったところですが、2018年１月
10日に、着物等のレンタルにおける留意点について
ウェブサイトにて再度注意喚起を行いました。
その他、ひきこもり支援を目的として掲げる民間
事業の利用に関して、2018年２月28日に、消費者庁
のSNSやウェブサイトを活用して注意喚起等を行い
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、ISP61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、2017年度は
1,342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

消費者庁及び総務省では、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�（平成14年法律第26号）の

規定に基づき、行政処分や行政指導の実施により、
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。

2017年度は、同法に違反したことが疑われる送信
者に対する警告メール（行政指導）を約3,400件送
信したほか、同法に違反した送信者に対する措置命
令を２件実施しました。

（ 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。

2017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7,100
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。これまでに28回開催しており、2017年度は、
2017年６月に「オンライン動画配信サービス」をテー
マとした第25回会合を、同年９月に「健康関連サー
ビス」をテーマとした第26回会合を、同年12月に「定
期購入」をテーマとした第27回会合を、2018年３月
に�「スキルシェアリングサービス」をテーマとした
第28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、2017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10万件となっています。

60�）消費者被害の実態を速やかに把握し、同様な消費者被害の発生の防止に役立てるため、国民生活センターが2002�
年４�月からホームページ上に設置している情報収集システム。

61）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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（ 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」62

によれば、2016年の我が国のBtoC63電子商取引の市
場規模は15.1兆円（前年比9.9％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」という。）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、2017年６月５日に、準則の改訂
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、2018年６月をめどに改訂案を取りまとめる
予定です（2018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・団体等と連携して、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、2017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4,644件（前年比173件増）であ
り、このうち架空請求詐欺の検挙件数が1,034件（前
年比115件減）、金融商品等取引名目の特殊詐欺の検
挙件数が188件（前年比223件減）となっています。

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

ぴょう

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、2015年から2017年までの生活安全警察の運
営重点として、「被害の拡大防止を意識した悪質商
法事犯の早期事件化」等を掲げ、その推進を指示し
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、2017年中には、利殖勧誘事犯を43事件115人、
特定商取引等事犯を164事件274人検挙しています。

（ 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、生活経済事犯に利用された口座の金融
機関への情報提供、携帯電話契約者確認の求め及び
役務提供拒否に関する情報提供、契約条項に基づく

62�）経済産業省「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）」（2015年度）
63�）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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レンタル携帯電話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、2017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の金融機関
への情報提供を行っており、2017年中は１万9680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、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。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。

なお、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を含む。）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64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、2017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及び役務提供拒否に関する
情報提供、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、2017年中は、ヤミ金融事犯を743事件881人

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、2017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）を適用した「フィッ
シング」行為の検挙件数は４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65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。

64）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。
65�）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。
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（ 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。2017年中は、ウイル
ス対策ソフト事業者等に対して7,948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、2017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212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、2017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「ほんと？ホント！フェア」（全

国６道府県で開催）を支援するなど、関係者と連携
した広報啓発活動を行いました。

なお、2017年中は、商標権侵害事犯を302事件375
人、著作権侵害事犯を172事件207人検挙しています。

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の規定において輸出又は
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。

2017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、３万627件、輸入差
止点数が、50万6750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け
る我が国農林水産物・食品の産地偽装・模倣品に係
る現地調査等を実施しています。2017年度は中国、
タイ、インドネシア、ベトナムにおいて、日本の農
林水産物・食品の産地偽装・模倣品に係る現地調査
やインターネットによる監視等を実施し、都道府県
等関係団体に情報提供しました。また、2016年度の
調査によりタイで発見された、日本の地理的表示産
品模倣品である旨の警告状を送付した件について
も、タイの模倣品生産業者が日本の地理的表示産品
の名称の使用を停止したことを確認しました。

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。2017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108件について、特定商取引法の遵守状況を
調査し、うち79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、2017年度も消費者への標準化66

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」
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を全国で計20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、15種類の委員

会を合計49回開催しました。
さらに、第196回通常国会に「工業標準化法等の

一部を改正する法律案」を提案し、日本工業規格
（JIS）の対象をサービス等に拡大することやJISマー
クを用いた取引の信頼性確保に向けた罰則強化など
を検討しています。

（ ２）新たなJAS規格等の検討
日本農林規格（JAS）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省消費安全技術センター法
の一部を改正する法律」（平成29年法律第70号）が、

2017年６月に成立しました。
これに伴い、農林水産省では、消費者・事業者の

ニーズを踏まえた新たなJAS規格の制定に向けた検
討を進め、2018年３月には「日持ち生産管理切り花
の日本農林規格」、「べにふうき緑茶中のメチル化カ
テキンの定量－高速液体クロマトグラフ法の日本農
林規格」等３規格を新たに制定しました。

また、説明会（全国で計38回開催）や消費者教育
情報誌により情報発信を行うとともに、標準・認証
に関する大学での出張講座を実施するなど、新たな
JAS制度の普及・啓発に向けた取組を実施しました。

さらに、消費者が一見して認証内容が分かるよう、
JASマークの在り方を検討し、見直し方向を農林物
資規格調査会に報告しました。

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。2017年度は、６月９日
に2016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。2016年度の通知
については、2017年６月９日に国会へ報告、公表を
行いました。

2017年版「消費者白書」では「若者の消費」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（英語版を含む。）をPDF形
式、HTML形式で公表しています67。

（ 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2017年11月に実施し
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、2017年の「消
費者被害・トラブル額の推計」を実施しました。

さらには、新未来創造オフィスにおいて、2017年

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

66�）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。

67�）http://www.caa.go.jp/adjustments/index_15.html
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９月から、「若者の消費者被害の心理的要因からの
分析に係る検討会」を開催し、同年10月から、「障
がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査」
を開始しました。さらに、2018年１月から、行動経
済学等の知見を活用した消費行動等の分析・研究と
して、「健康と生活に関する社会実験」を実施して
います。

（ 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」の結果を踏まえてまとめた、
消費者の意見を代表する審議会等の委員についての
考え方を整理しました。2017年12月に、消費者庁は、
関係府省等に対して、消費者の意見を代表する委員
の任用を促すとともに、選任状況の調査を実施し、
結果を取りまとめました（別表１：章末参照。）。

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」の結果を取りまとめ、「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68。

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」という。）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」という。）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69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。

基本方針に掲げられた「今後検討すべき課題」に
ついては、推進会議に置かれた三つの小委員会（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月に始動した第２期推進会議70では、①
「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（平成
25年６月閣議決定）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、関係府省庁と連携しつつ、高校生向け消費者教
育教材「社会への扉」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。2017年度には、徳
島県内の全高校において、「社会への扉」を活用し
た授業を行っています。

2017年８月から始動した第３期推進会議では、基
本方針の見直しについて検討を行い、これを踏まえ、
2018年３月に変更について閣議決定がされました。

さらに、推進会議の下で開催されている「若年者
の消費者教育分科会」では、成年年齢の引下げに向
けた消費者被害の防止等の対応を含む、若年者への
効果的な消費者教育について、学校や地方公共団体
の現状、若者の実態に則した検討を行っています。
特に、学校の教職員には、消費者教育の推進役とし

68�）http://www.caa.go.jp/region/index10.html
69�）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。

70�）第10回推進会議（2015年７月開催）から第２期。
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ての役割が期待されることから、その指導力の向上
のため、教員養成や教員研修における消費者教育の
推進について検討を行っています。

（ 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、2017年度は「消費者教
育アドバイザー」71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（2017年度は13会場）で社会
教育主事講習72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。2018年４月１日時点で、消費者教育推進計画
は47都道府県で策定し、消費者教育推進地域協議会

は46都道府県で設置しています（2017年度は、５県
で計画策定、２県で協議会設置。）。また、2017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回（受講者数766人）実施しました。

消費者庁では、2017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41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期推進会議において、関係府
省庁、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、これらを基に、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
直しを行いました。第３期推進会議においても引き
続き検討を行い、これを踏まえ、2018年３月に変更
について閣議決定がされました。今回の変更に当
たっては、「当面の重点事項」を示しています。多
様な主体が取り組む広範囲にわたる消費者教育を効
果的に進めるため、消費生活を取り巻く社会経済情
勢等を踏まえ、重点的に取り組むことが求められる
課題を共有することを目的としています。具体的に
は、①若年者の消費者被害の防止・救済のため、ま
た、自主的かつ合理的に社会の一員として行動する
自立した消費者の育成のため、学校における消費者
教育の推進を図ること、②消費者の特性に配慮し、
ライフステージに応じた消費者教育を推進するこ
と、③高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応
した消費者教育を推進することを挙げています。今
後も、変更後の基本方針に基づき、消費者教育を推
進していきます。

（ 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。

71�）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。

72�）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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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73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年度末時点で、教材
が812件、各地域での実践事例に関する情報が284件、
講座等に関する情報が533件、合計1,629件の情報が
掲載されています。また、2017年度末時点で、ポー
タルサイトのアクセス数は1061万4115件となってい
ます。

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。2017年11月に千葉県柏市で開催し
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、2016年度に実施した「消費者教育に関する
取組状況調査」を2018年１月に公表しました。

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、2017年12月に札幌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」という。）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、子供たちの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74。

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年度からは、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とともに、低年齢層に対応
するため、講座の対象年齢を小学３年生まで引き下
げました。なお、2017年度は2,309件の講座を実施
しています。

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

73�） http://www.caa.go.jp/kportal/index.php
74�）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_literacy.html

266



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学習
内容の充実を図っています。

また、2016年12月の中央教育審議会答申を踏まえ、
2017年３月には小・中学校の学習指導要領を、2018
年３月には高等学校の学習指導要領を改訂し、関連
する教科等において消費者教育に関する学習内容の
更なる充実を図っています。今回改訂した学習指導
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、高等学校では2022年度の入学生か
ら年次進行で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。
2017年度には、「大学等及び社会教育における消費
者教育の指針」の改定について検討しました。また、
同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を実施
しました。さらに、2016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
用いて、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普
及・啓発を行いました。

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2017年度に10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ました。これを踏まえ、
高校生向け消費者教育教材「社会への扉」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。
2017年度には、徳島県内の全高校において、「社会
への扉」を活用した授業を行いました。

（ 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75。

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、2017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独立行政法人国立女
性教育会館、千葉県柏市、北海道札幌市の３か所で
開催しました。

独立行政法人国立女性教育会館では、平成29年度
男女共同参画推進フォーラムにおいて、「男女が共
につくる消費者市民社会」をテーマに地域や学校に
おける消費者教育の実践者の講演やパネルディス
カッションを実施しました。千葉県柏市では、「身
近なところから始めよう！～あなたの一言から始ま
る！消費者教育～」をテーマに、多くの教科・領域
で消費者教育の観点を持った授業を実践している柏
市内の小・中・高等学校の取組について、授業公開
という形で紹介するとともに、基調講演や身近なと
ころから始める消費者教育のヒント等についてのパ
ネルディスカッションを実施しました。北海道札幌
市では、消費者庁との共催で「消費者が主役の社会
を目指して～新たな取組から未来づくりへ～」を

75�）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
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テーマに消費者一人一人の行動が社会に与える影響
及び消費者教育・啓発の在り方について、消費者団
体、消費者行政と教育機関との連携を考えることで、
消費者市民社会、持続可能な社会の構築を目指して
実施しました。

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。2018年４月１日時点で、消費者教
育推進計画は47都道府県で策定、消費者教育推進地
域協議会は46都道府県で設置しています。

金融庁では、地域で開催される講座等への講師派
遣を2017年度に946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。

このほか、金融リテラシーの向上を目的とした、
シンポジウムを各財務局と共催しました（2017年度
は、全国５か所で開催。）。

公正取引委員会では、2017年度には、「消費者セ
ミナー」76を92回、「独占禁止法教室」77を214回、「一
日公正取引委員会」78を８回開催しました。また、
消費者の暮らし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」という。）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、市場経済の仕組みや企業間で競争するこ
との大切さについての理解が、「深まった」、「やや
深まった」との回答が、「消費者セミナー」につい
ては79％、「独占禁止法教室」については90％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の推進
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。

（ 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、2018年３月８日時点で18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、2017年４月に取りまとめを公
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、これまで、倫理的
消費シンポジウム「エシカル・ラボ」を、東京都、
徳島県、鳥取県で開催しました。

（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2017年度
に10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2017年度に1,251回実施しました。

76�）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。

77�）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。

78�）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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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。

このほか、金融リテラシーの向上を目的としたシ
ンポジウムを各財務局と共催しました（2017年度は、
全国５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ます。

（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（2017年度は
10回開催。教材作成部会を含む。）、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において普及を図
りました。

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2017」

を4,500部作成し、関係機関に配布したほか、3R79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、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）80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。2017年９月には、「第６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、理解を深めてもらう
ため、2017年６月に開催された「第12回食育推進全
国大会inおかやま」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。

同年９月には啓発パンフレットを更新し、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
て紹介されています。

さらに、新未来創造オフィスにおいて、家庭におけ
る食品ロス削減に資する取組を推進するため、徳島
県内のモニター家庭を対象に実証事業を行いました。

農林水産省では、食品関連事業者を始めとする関

79�）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。

80�）国連WFP支援実績を参照。
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係者にロゴマーク「ろすのん」の普及を実施してい
ます（2018年３月末時点の利用者数は334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
見直しや消費者への普及啓発に向けた取組を支援し
たほか、経済産業省と連携して、卸売業者と小売業
者の業界団体へ、「食品ロス削減に向けた加工食品
の納品期限の見直しについて」を発出しました。

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」と呼ばれる活動について、
2017年度は食品関連事業者とフードバンク活動団体
等を対象としたセミナーや衛生管理講習会を全国６
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、「学校給食の実施に伴い発生する廃棄
物の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、宴会での食品ロスを削減するための取組で
ある、「3010運動」の普及啓発のため、食品ロス削
減に関連するイベントにてクリアファイルの配布を
行いました。

加えて、2017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」などの主催により、「第
１回食品ロス削減全国大会」を長野県松本市におい
て開催し、食品ロスに関する普及啓発を行いました。

（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12回食育推進
全国大会」を岡山市等と共催し（2017年６月30日及
び７月１日）、２日間で約２万1000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、2017年３月に、小学校、中学校
及び特別支援学校（小学部・中学部）の学習指導要
領の改訂を行い、引き続き総則において「学校にお
ける食育の推進」を明確に位置付けました。また、
食育について、体育科（保健体育科）、家庭科（技術・
家庭科）及び特別活動はもとより、それ以外の各教
科等でもそれぞれの特質に応じて適切に行うことと
し、学校の教育活動全体を通じて食育を推進するこ
とをより明確に示しました。

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、2017年度は、
在京12団体と２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
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交換システムを運用し81、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
表するなど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2017年度消費者月間シンポ
ジウム（2017年５月）では、「行動しよう消費者の
未来へ」をテーマにパネルディスカッション等が行
われ、様々な方の活躍を紹介し、未来に向けた行動
について考えていただく機会となりました。

（ 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」82等の推進活動

を進めています。2018年３月末時点で、78事業者が
自主宣言を公表しており、宣言内容に基づいた取組
のフォローアップ結果も６事業者が公表しています。

さらに、2017年10月には、新未来創造オフィスに
おける取組として、徳島県との共催により、「とく
しま消費者志向経営推進キックオフシンポジウム」
を開催し、徳島県、事業者団体、消費者団体等で構
成される「とくしま消費者志向経営推進組織」が発
足しました。新未来創造オフィスと徳島県の取組の
結果、2018年３月末時点で、徳島県内の18事業者が
自主宣言を公表しています。

また、消費者志向経営のより一層の推進に向けて、
優良事例を発信していくため、2018年度から「消費
者志向経営優良事例表彰」を開始します。自主宣言
を公表し、かつ、フォローアップ結果を公表してい
る事業者の取組のうち、優れた取組に、「内閣府特
命担当大臣表彰」等を授与します。2018年４月から
応募を開始し、11月頃に表彰を行う予定です。

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
告書を取りまとめました。

（ 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・行政機関が講ずるべき措置等が定められて
います。

81�）「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。
82�）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。

第
２
部

第
２
章

第
第
第

消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

271



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、2017年度末時点で、464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
（2017年度は６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、各種ガイドラインの改正
等を行い、その積極的な周知を行っているほか、事
業者に対するインセンティブとして認証制度の導入
に向けた検討を行っています。また、公益通報者保
護法について、規律の在り方や行政の果たすべき役
割に係る方策を検討するため、2018年１月に、内閣
総理大臣から消費者委員会に対し諮問が行われまし
た。これを受けて、消費者委員会に設置された公益
通報者保護専門調査会における審議を踏まえ、更な
る取組を進めてまいります。

さらに、公益通報者保護制度の整備を促進するた
め、新未来創造オフィスにおいても先進的な取組を
行っており、2017年10月までに、県内市町村におい
て、内部職員等からの通報窓口及び外部の労働者等
からの通報窓口のいずれについても通報等窓口設置
率100％を達成しました。今後は、徳島県における
取組の成果を検証等した上、その結果を踏まえ、全
国展開し、各地方公共団体における通報等窓口設置
率の底上げや制度の実効性の向上に取り組むことと
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、2017年度に延べ41名の事業者等に対して13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。

加えて、306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、
１件については、報告等の要請を行い、2017年12月
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。

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、2017年度には、下請代金支払遅延等
防止法（昭和31年法律第120号）に基づく下請取引
の適正化のため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、2014年に電気料金の値上げを行っ
た中部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2017年11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、2018
年１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、2017年１月から５月まで
に公共料金等専門調査会を計13回開催しました。同
専門調査会では、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。

2017年８月には、関西電力による高浜原子力発電
所３・４号機の再稼働に伴う電気料金値下げ後の
フォローアップを行い、2017年12月から2018年１月
にかけて、2014年に電気料金の値上げを行った中部
電力の原価算定期間終了後のフォローアップと、
2016年９月に伊方原子力発電所３号機が再稼働した
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四国電力の再稼働後の追加フォローアップを行いま
した。

さらに、2018年２月から前年に引き続き、電力小
売自由化（2016年４月）及び都市ガス自由化（2017
年４月）が消費者に及ぼす影響のフォローアップを
行っており、結論を取りまとめます。

経済産業省では、電力及び都市ガスの小売全面自
由化に当たり、意見募集手続を実施した上で、都市
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月にかけて、電気料金値上げ後
の東京電力の小売電気料金について、2017年２月か
ら３月にかけて、電気料金値上げ後の関西・九州・
東北・四国・北海道電力の小売電気料金について、
2017年10月から11月にかけて、電気料金値上げ後の
中部電力の小売電気料金について、電力・ガス取引
監視等委員会の料金審査専門会合（東京電力の事後
評価時点では電気料金審査専門会合）においてそれ
ぞれ事後評価を行いました。

また、関西電力による高浜原子力発電所３・４号
機の再稼働に伴う電気料金引下げについて、2017年
７月に電力・ガス取引監視等委員会の料金審査専門
会合において、中立的・客観的かつ専門的な観点か
ら確認を行いました。

そのほか、2017年１月の電力・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、2018年１月から３月にかけて
一般送配電事業者の収支状況（託送収支）の事後評
価を行い、一般送配電事業者の収支状況の確認及び
経営効率化に向けた取組について評価しました。

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国
民が賢く選択（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。ごみを減らし、資源をできるだけ有効に活用す
るために日常生活においてできることなどについて
分かりやすく情報提供することにより、3Rの取組
を促進しています。

（ 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、2017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：一般社
団法人産業環境管理協会）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、2017年10月に沖縄県宜野湾市で「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84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

83）http://www.re-style.env.go.jp/
84�）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。
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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85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」86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2017年度は９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、2017年度から、未
来につながる持続可能な農業推進コンクールを実施
し、有機農業を始めとする環境保全型農業に対する
国民の理解を深める取組を行いました（表彰式：
2018年３月１日）。

2017年度は、生産者と実需者のマッチングフェア
を引き続き計２回開催しました。有機農業の啓発を
図るセミナーを計３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、2016年６月に農林
物資の規格化等に関する法律施行規則等を改正しま
した。引き続き、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適正な施行
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月に公布され
ました。この法律では、二段階の訴訟手続を新設し

消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備第 ５節

85�）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。

86�）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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ました（被害回復制度）。
具体的には、①まず、第一段階の手続で、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第一段階で特定適格消費者団体が勝訴
した場合、個々の消費者が第二段階の手続に加入し、
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事業者の財産
の仮差押えの仕組みが設けられています。

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。被害回復制度の担い手となる特定適格
消費者団体は2018年４月末時点で３団体が認定され
ています。

加えて、2017年６月に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、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（平成29年法律第43号）
が公布され、2017年10月に施行されました。同年９
月には、同法の国会審議における附帯決議を踏まえ
て、適格消費者団体等が寄附を受けやすくするため、
必要な内閣府令等の改正等の作業を行いました。

また、制度について分かりやすく詳細に解説した
動画やパンフレット等を用いたり、2017年10月には
シンポジウムを開催したりして、消費者団体訴訟制
度の周知・広報に取り組んでいます。

（ ２）�製造物責任法に関する裁判例の収集・分
析

PL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。PL法は、1994年７月に公布され、1995年７
月から施行されました。

消費者庁では、PL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・公表し
ています。2017年３月末時点で消費者庁ウェブサイ
トに掲載されているPL法関連訴訟一覧の掲載件数
は、累計で訴訟関係398件、和解関係71件、PL法論
点別裁判例一覧の掲載件数は34件となっています。

（ 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。

2017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。

2017年度の実績として、コールセンターへの問合
せ件数33万9344件のうち多重債務問題を含む金銭の
借入れについては４万7300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６万4021
件、多重債務問題法律相談援助件数11万4675件とな
りました（2018年１月時点）。

（ 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
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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」87という。）を実施しています。

紛争解決委員会では、2017年度には164件の和解
仲介手続が終了し、このうち114件について和解が
成立しました。さらに、手続が終了した172件の結
果概要を公表しました。また、2017年度に新たに
161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。
【上記取組の実績】
・�「生命保険協会とのADR情報交換会」（2017年９月）
・「東京簡易裁判所等との意見交換会」（2017年９月）
・�「東京都消費者被害救済委員会、都内市町村区・

埼玉県との意見交換会」（2017年10月）
・�「東京弁護士会紛争解決センターとの意見交換会」

（2017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」（2017
年12月）

・�「公益社団法人民間総合調停センターとの意見交
換会」（2018年１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」という。）の下、現在、銀行・保険・証
券等、業態別に八つの指定紛争解決機関（以下「機
関」という。）が当該業務に従事しています。2017
年度においては、これら８機関において、苦情処理
手続7,313件、紛争解決手続1,159件の処理を行いま
した（件数は速報値）。

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。

2017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、１月）に開催し、各機関の
業務実施状況や高齢者・障害者事案への対応状況等
について議論を行いました。また、同協議会に提示
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も取り組
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、各消費生活セ
ンター等へ送付するなどの周知を行いました。また、
2017年度においても引き続き、同協会において当該
制度の周知を行っており、苦情相談手続15件、紛争
解決手続11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関
す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

87�）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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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88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。

2018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、株式会社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」という。）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。

2017年度には、振り込め詐欺救済法の規定に基づ
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は、ここ数
年は横ばいですが、改正貸金業法の施行以降、減少
傾向にあること、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。

2017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（６月、12月）しました。また、「多
重債務者相談強化キャンペーン2017」（９月１日か
ら12月31日まで）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

88）https://www.chord.or.jp/index.php
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」の四つの柱に沿って、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。
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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（平成25年法律第105号）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、2015年から2017年まで生活安全警察
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。
【上記取組の実績】
・�2017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：8.5万人（2016
年12月末：９万人）

・�2017年度末時点の多重債務に関する消費生活相談
の件数・内容：２万4442件（2016年度末：２万
6045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。

・�2017年中の多重債務を理由とする自殺者数：656
人（全自殺者数２万1321人）

・�2017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：98件（2016年12月：107件）

・�2017年中におけるヤミ金融事犯の検挙事件数及び
検挙人員：743事件、881人（前年比215事件増、
219人増）

・�2017年中におけるヤミ金融事犯に利用された口座
の金融機関への情報提供件数：１万8979件（前年
比4,682件減）

・�2017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：3,308
件（前年比3,624件減）（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）

・�2017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：１万232件（前年比4,533件増）

（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」（平
成24年８月閣議決定）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
化を図ってきました。

また、同法は施行から10年の節目にあたる2016年
に改正され、地方公共団体に対しては地域の実情等
を勘案した地域自殺対策計画の策定が義務付けられ
ました。さらに、同大綱についても、国は、地域レ
ベルの実践的な取組への支援を強化する等の抜本的
な見直しを行い、新たな大網を2017年７月に閣議決
定しました。

厚生労働省では、2017年５月に自殺対策白書を作
成しました。また、同年６月には全国自殺対策主管
課長等会議を開催しました。自殺予防週間（2017年
９月10日から16日まで）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。

同年10月に神奈川県座間市で発覚した、SNSを利
用し、自殺願望を投稿するなどした被害者の心の叫
びに付け込んで、言葉巧みに誘い出し殺害した事件
を受け、再発防止に関する閣僚会議を開催し、関係
省庁における従来の取組を検証した上で、同年12月
に再発防止策を取りまとめました。また、厚生労働
省では2018年３月の自殺対策強化月間において、
SNS等を活用した相談事業への支援等を行いました。

引き続き、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
対応した自殺対策等、特に必要性の高い自殺対策に
関し、地方公共団体への支援を行っていきます。
なお、自殺統計によれば2017年の自殺死亡率（人口
10万人当たりの自殺者数）は16.8となり、2010年以
降、８年連続の減少となっています。

（１１）�ギャンブル等依存症対策の強化
ギャンブル等依存症患者への対策を抜本的に強化

するために、「ギャンブル等依存症対策の強化につ
いて」（2017年８月ギャンブル等依存症対策推進関
係閣僚会議決定）等を踏まえ、関係府省等との連携
の下で次の①から④までの取組を推進しています。

①消費者向けの注意喚起、普及啓発の実施
2018年３月に、金融庁、厚生労働省を始めとする

関係府省の協力を得て、消費者向けの注意喚起・普

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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及啓発用資料を作成し、公表しました。
②関係機関との連携方法などを整理した対応マ

ニュアルの策定
2018年３月に、金融庁、厚生労働省と連携し、多

重債務相談窓口等におけるギャンブル等依存症に関
する相談拠点との具体的な連携方法や相談実施方法
等を整理したマニュアルを策定しました。

③消費生活相談員等を対象とした研修の実施
2017年度は、消費者庁の要請により、国民生活セ

ンターにおいて、消費生活相談員等を対象とした研
修を４回実施しました。

④地方公共団体に対する地域における自主的な取
組の推進の依頼

2017年10月11日付けで、都道府県・政令指定都市
の消費生活相談課宛てに、「ギャンブル等依存症対
策の強化について」を周知し、各地域における自主
的な取組の推進を依頼しました。

（１２）�生活困窮者自立支援法に基づく支援の推進
厚生労働省では、生活困窮者自立支援法に基づき、

生活困窮者を自立相談支援事業に着実につなげると
ともに、就労準備支援、家計相談支援等の推進によ
り、生活困窮者に対する包括的な支援を推進してい
ます。

2015年４月の生活困窮者自立支援法の施行以降、
都道府県等における事業の実施体制の整備の支援や
事業の従事者に対する研修等により、都道府県等に
おける制度の定着を図るとともに、任意事業の実施
促進を図ってきました。

法施行３年後の見直しの規定に基づき、2017年５
月から、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生
活保護部会において、生活困窮者自立支援制度の見
直しに関する議論が行われ、同年12月、その見直し
に関する報告書が取りまとめられました。その報告
書の内容も踏まえ、2018年通常国会に所要の法案を
提出したほか、制度の見直しに関する必要な措置を
進めていく予定です。

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月に個人情報保護
委員会が設置、2017年５月30日に改正法が全面施行
されました。

これに伴い、個人情報の保護と効果的な活用のバ
ランスを図りながら、個人情報の適正な取扱いを確
保するため、各主務大臣が行使していた監督権限を
個人情報保護委員会が一元的に所掌することとなり
ました。また、改正法の内容を含めた個人情報保護
法制について、積極的に周知・啓発を行い、全国各
地で事業者団体が開催する説明会等に講師を派遣し
たほか（2017年度末時点で計173回）、基本的なルー
ルを解説したパンフレットを作成して広報を実施し
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
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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ナンバー制
度等説明会を開催しています（2018年３月末時点で
計554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（2018
年３月末時点で計107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。
2018年３月末時点で１万2858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っ
ています（本章第６節１．（５）参照。）。

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、2017年度には２機
関（台湾93、南米及びスペイン94）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23となっ
ています。さらに、2017年11月にはオランダ、ドイ
ツ及びフランスの消費者機関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、2017年12月に都道府県に調査を行った
結果、47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
て検討を行いました。さらに、経由相談95において、
情報通信分野等で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。

そのほか、関係各所と協議し、訪日外国人向けの
情報提供を実施しました。

（ 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、2017年９月にアジア消費者政策
フォーラム96に参加し、各国の消費者保護政策の現
状や、電子商取引における紛争解決事例の報告等の
最近の消費者政策の進展について、意見交換等を行
いました。

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。

93）台湾消費者文教基金会（Consumers’�Foundation,�Chinese�Taipei）
94�）ODRLA（ODR�Latinoamerica）
95�）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。
96�）日中韓、ASEAN各国を中心に、アジア各国における消費者政策・消費者問題に関する情報交換により消費者政

策の向上を図る会合。
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（ 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
行ってきました。３年にわたる活動を通じ、法執行
担当者向けの研修による消費者権利保護法の執行力
の強化、相談員向けFAQsの作成による相談能力の
強化、消費者の権利保護に関するビデオクリップの
作成による消費者教育の実施、消費者権利デー企業
応援プログラムの作成による官民ネットワークの強
化等が図られ、本プロジェクトは目的を達成し2017
年９月をもって全てを終了しました。

（ 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、2017年４月にOECD消費
者政策委員会（CCP97）第93回本会合、同年11月に
第94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

勧告の実施やピア･プラットフォーム（インターネッ
ト上での取引の場を提供するサービス）を取り巻く
環境についてでした。

また、2017年４月にOECD製品安全作業部会第14
回本会合、同年11月に第15回本会合に参画しました。
これらの会合では、IoT（物のインターネット）の
普及が製品安全に及ぼす影響や、製品安全規制を規
律する法のオンライン取引への適用、リコール製品
を市場や家庭からいかに取り除くか等のテーマにつ
いて討議が行われました。

日本は、CCP、製品安全作業部会のビューロー（幹
事役）を担ってきており、2016年１月から再々選さ
れ議長を務めています。

（ 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、2017年４月及び11月に、ICPEN98本
会合に出席しました。

４月の本会合のテーマは、デジタル化時代におけ
る消費者問題への対応等、11月の本会合のテーマは、
同問題に対する官民協力の強化、各関係者の取組の
共有等でした。

2017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。

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

2016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月消費者庁長
官決定。2016年11月一部改正。）及び「平成28年度
消費者庁政策評価実施計画」（2016年11月消費者庁
長官決定）に基づき、2017年８月にその評価書を公
表しました。

この2016年度の政策評価を踏まえた上で、2017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。
とりわけ、法律の執行体制について８人の定員増を

国や地方の消費者行政の体制整備第 ６節

97）Committee�on�Consumer�Policy（消費者政策委員会）の略。
98�）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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確保しました。
また、2017年７月には「政府関係機関の地方移転

にかかる今後の取組について」（2016年９月まち・
ひと・しごと創生本部決定。以下「政府関係機関の
地方移転にかかる今後の取組について」という。）
に基づき、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、徳島県に新未来創造オフィスを開設しました。

消費者委員会は、「政府関係機関の地方移転にか
かる今後の取組について」に基づき、消費者庁や国
民生活センターの徳島県での取組につき、消費者行
政の進化等の観点から成果を検証し、提言・助言を
行うとともに、３年後めどの新未来創造オフィスの
取組の検証・見直しに当たっての意見を述べること
とされています。このため、必要な重要事項につい
て調査審議するため、2017年11月に「消費者行政新
未来創造プロジェクト検証専門委員会」を設置し、
同年12月以降、専門調査会等を開催しています。

（ 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、以後、庁内の国際担当者が連携して国際会議
に参加しました。

（ 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、消費
者委員会が行う活動をしっかりと支えることとして
います。

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いかされています。

2017年度においては「消費者行政における執行力
の充実に関する提言」、「事故情報の更なる活用に向
けた提言」（共に2017年８月）の公表、「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）に係るフォローアップを実施
しました。

また、2017年３月に消費者庁より諮問された加工
食品の原料原産地表示に関する「食品表示基準案」
について調査審議を行い、同年８月に答申を発出し
たほか、消費者契約法の見直しについては、2016年
１月の消費者庁への一次答申を発出後、「今後の検
討課題」とされた論点につき、2016年９月に専門調
査会での調査審議を再開し、翌年８月に報告書を取
りまとめ、消費者委員会において二次答申を発出し
ました。

さらに、消費者庁より諮問のあった公益通報者保
護法における規律の在り方や行政の果たすべき役割
等に係る方策に関する事項について、2018年１月に
公益通報者保護専門調査会で調査審議を開始したほ
か、消費者法（取引分野）におけるルール形成の在
り方及びルールの実効性確保に資する公正な市場を
実現するための方策並びに行政、事業者、消費者の
役割について検討することを目的として消費者法分
野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・
グループを設置し、同年３月から調査審議を行って
います。

（ 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、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、障害の有無にかかわらず共に暮らせ
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
ワーク連絡協議会」を2007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
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仕組みの構築を図ってきました。2017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
談を引き続き受け付けるとともに、相談体制の更な
る整備を行っています。

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では音声読み上げ
ソフトへの対応等を実施しました。

さらに、2018年版「くらしの豆知識」99は、カラー
ユニバーサルデザインに配慮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、
2017年度には、専門家からのヒアリング、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、消費者から電話で相談を受け付ける「お昼の消
費生活相談」を行っています。

2017年度に「経由相談」は7,271件、「平日バック
アップ相談」は3,714件、「お昼の消費生活相談」は
3,056件を受け付けました。

また、2017年９月14日から15日まで「アクティブ

シニアのトラブル増加！60歳以上の消費者トラブル
110番」を実施し、88件の相談を受け、その結果を
公表しました。

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。

このほか、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、2018年３月末時点で１万2858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
供を行いました。うち２件については、国民生活セ
ンターのウェブサイトでの公表を行いました。なお、
海外提携機関は2018年４月１日時点で12機関となっ
ています。

（ 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、2017年11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、関係府省と消
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（平成22
年３月閣議決定）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

99�）消費者トラブル対策に役立つ情報をコンパクトにまとめた年１回発行の冊子で、2018年版は「ネット活用の心得」
を特集。
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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。

2017年度は、計97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

93.8％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
２（章末参照。）のとおりです。2017年11月の消費
者政策担当課長会議では、受付体制の状況を把握す
るのに併せ、受付体制の維持・強化を促しました。

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」という。）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
透明な状況にあったことから、2014年度予算は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、
2017年度補正予算には12億円を措置し、交付金約
345億円と合わせて、これまで累計約507億円を措置
してきました。また、2013年度から2016年度までに
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
施しました。

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。

2018年度以降は、新たな枠組みでの支援を行いま
す。地方消費者行政推進交付金等による支援が2017
年度で区切りを迎えることから、消費者庁では、
2018年度以降の地方消費者行政の充実・強化に向け
た今後の在り方に関して、有識者による検討会を開
催しました。検討会では、従来の地方消費者行政推
進交付金の活用と共に、国として取り組むべき新た
な消費者問題や重要課題に対する支援の必要性が指
摘され、これらに意欲的に取り組む地方公共団体を
中期的・計画的に支援する仕組みを構築することが
提案されました。これに基づき、「地方消費者行政
強化交付金」が創設され、2018年度は24億円を措置
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
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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、2017年度には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月に施行されました。

また、2015年３月に公表した改正消費者安全法の
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地方公共団体における取
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。さらに、同月に、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につい
ての長官通達及び地方公共団体向けQ&Aを発出し、
同年７月に、消費者安全確保地域協議会における個
人情報の取扱いの促進について都道府県宛て通知を
発出しました。

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。2017年
度は、2017年10月に北海道・東北ブロック（北海道）、
関東ブロック（千葉市）、近畿ブロック（奈良県）、
11月には九州・沖縄ブロック（長崎県）、中部・北
陸ブロック（浜松市）、中国・四国ブロック（広島市）
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。2017年度は、2017年
10月に東北・北海道ブロック（北海道）、関東・甲
信越ブロック（千葉県）、四国ブロック（愛媛県）、
近畿ブロック（奈良県）、11月には東海・北陸ブロッ
ク（浜松市）、中国ブロック（広島市）、九州・沖縄
ブロック（長崎県）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、2017年４
月に同会議を開催しました。
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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。

2017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24日か
ら25日にかけて実施し（358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11月28日から12月１日にかけて実施しました
（124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）100の運用を行い、
2017年度には75万8971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月に都道府県等に依頼しまし
た。また、2016年度及び2017年度に開催された消費
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地方公共
団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。

さらに、次期PIO-NETシステム構築に向けた取
組を進めています。

（ 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

100�）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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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」（平成25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」101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で

は、2017年度は企業職員研修６回を含む77回102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、徳島県に設置された新未来
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
ました。

101�）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。

102�）（実施コース数）
・消費者行政職員研修：11回
・消費生活相談員研修：46回
・消費者教育推進のための研修：12回
・消費生活サポーター研修：２回
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（ １） 調査対象とした審議会等（34）の状況 （20１7年１2月 １ 日時点）
（Ａ）審議会等及びその下部組織の双方で選任 17

（Ｂ）審議会等で選任 9

（Ｃ）下部組織で選任 5

（Ｄ）審議会等及びその下部組織のいずれにも不在 3

（ 2） 消費者意見を代表する委員の選任状況
類 型 人 数※1

消費者団体の役職員 80

高齢者、障がい児・者、児童・母子などに関する福祉関係団体の役職員 49

生活情報や福祉・金融・食品・情報通信・住宅などの身近な商品・サービスに詳しいジャーナリスト、
評論家など 44

労働関係団体の役職員 33

消費者問題に関連する分野の研究者 18

消費者問題に詳しい弁護士・司法書士などの法律専門職 17

地方公共団体で消費者からの相談に対応している職員・消費生活相談員 7

企業などで消費者からの意見などに対応しているお客様窓口担当者 3

民生委員など、住民の生活援助や福祉の増進に従事している者 2

その他※2 23

消費者の意見を代表するという観点から選任している者（合計） 276

（参考）調査対象の審議会等及び下部組織の委員総数 2,184
※ １ 「消費者の意見を代表する委員」の人数は事務局を務める担当課室の認識に基づいて抽出したもの。
※ ２ 「その他」に含まれる者の例

� 交通事故被害者団体役職員／元お客様センター所長／マスコミ／公募委員／NPO役員／バリアフリー・ユニバーサルデザイン等消費者行政の推
進に貢献している会社職員／鉄道案内関係において利用者に分かりやすい商品開発を行う会社代表

【別表 １】調査結果概要
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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

労働者、民間事業者、行政機関等から寄せられる公益
通報者保護制度や通報先等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
相談ダイヤル

「個人情報保護法」に関する解釈等の一般的な質問へ
の回答や個人情報の取扱いに関する苦情の申出につい
ての必要なあっせんを行う。

個人情報保護委員会 TEL：03-6457-9849
https://www.ppc.go.jp/application/pipldial/

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

カードローン
ホットライン

利用者からの預金取扱等金融機関のカードローンに関
する情報を受け付ける。 金融庁

TEL：0570-00-6825（ナビダイヤル）
TEL：03-5251-6825（IP電話）
下記ウェブサイト参照
http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20170901.
html

多重債務相談窓口 多重債務に関する相談を受け付ける。 金融庁 下記ウェブサイト参照
http://www.fsa.go.jp/soudan/index.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：03-3506-6266
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
MAIL：pension-hotline@fsa.go.jp
下記ウェブサイト参照
http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm 

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

生活困窮者の自
立支援に関する
相談窓口

生活全般にわたる困りごとの相談を受け付ける。 厚生労働省
下記ウェブサイト参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000073432.html

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

【別表 ２】消費者からの情報・相談の受付体制
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主な相談等窓口 役割 所管省庁等 電話番号等

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（ナビダイヤル）
メール問合せ窓口：
https://www.houterasu.or.jp/cgi-bin/toiawase/
show_entry.cgi
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：47１
・メールのみ：5２
・FAXのみ：48
（参考）
都道府県：47、政令市：２0、市区町村：１,7２１、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。
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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

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
消費者事故等 12,627 12,078 12,282 10,186 10,952
生命身体事故等 3,511 2,906 2,897 2,905 2,680
重大事故等 1,317 1,248 1,304 1,286 1,280
重大事故等を除く生命身体事故等 2,194 1,658 1,593 1,619 1,400

財産事案 9,116 9,172 9,385 7,281 8,272

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 1,317 1,248 1,304 1,286 1,280

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 11,310 10,830 10,978 8,900 9,672

（備考） 1．2013年 4 月 1 日から2018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 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

事故内容
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 1,066 80.9% 1,007 80.7% 1,056 81.0% 1,077 83.7% 1,053 82.3%
発煙・発火・過熱 3 0.2% 2 0.2% 3 0.2% 3 0.2% 1 0.1%
点火・燃焼・消火不良 0 0.0% 2 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
破裂 1 0.1% 5 0.4% 1 0.1% 3 0.2% 2 0.2%
ガス爆発 3 0.2% 3 0.2% 2 0.2% 1 0.1% 0 0.0%
ガス漏れ 2 0.2% 3 0.2% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0%
燃料・液漏れ等 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0%
化学物質による危険 50 3.8% 5 0.4% 2 0.2% 2 0.2% 1 0.1%
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 13 1.0% 17 1.4% 9 0.7% 7 0.5% 7 0.5%
部品脱落 2 0.2% 9 0.7% 7 0.5% 2 0.2% 3 0.2%
機能故障 3 0.2% 0 0.0% 3 0.2% 4 0.3% 3 0.2%
転落・転倒・不安定 77 5.8% 72 5.8% 98 7.5% 81 6.3% 95 7.4%
操作・使用性の欠落 4 0.3% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 1 0.1%
交通事故 34 2.6% 25 2.0% 29 2.2% 21 1.6% 30 2.3%
誤飲 1 0.1% 1 0.1% 4 0.3% 1 0.1% 1 0.1%
中毒 4 0.3% 14 1.1% 12 0.9% 9 0.7% 10 0.8%
異物の混入・侵入 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
腐敗・変質 1 0.1% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
その他 49 3.7% 81 6.5% 65 5.0% 68 5.3% 73 5.7%
無記入 3 0.2% 0 0.0% 9 0.7% 5 0.4% 0 0.0%

計 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0%
（備考） 2013年 4 月 1 日から2018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。

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。

292



○資料 ２ - ２ 　事故内容別分類と通知月別件数（２0１7年度）
通知年月

事故内容

2017年 2018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 71（59） 92（90） 65（74） 90（101）109（106） 94（83） 80（80） 82（100） 99（77）121（113） 85（121） 65（73） 1,053(1,077）

発煙・発火・過熱 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（1） 0（0） 1（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（0） 0（0）

破裂 1（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（1） 0（0） 2（3）

ガス爆発 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（1）

ガス漏れ 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1）

燃料・液漏れ等 0（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）

化学物質による危険 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（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（0） 0（0） 2（1） 0（0） 1（0） 1（2） 0（2） 0（0） 2（0） 1（0） 0（1） 0（1） 7（7）

部品脱落 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（2） 0（0） 1（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 3（2）

機能故障 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 1（2） 1（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 3（4）

転落・転倒・不安定 6（7） 7（9） 3（8） 6（6） 11（10） 9（5） 9（5） 12（8） 10（7） 7（7） 5（5） 10（4） 95（81）

操作・使用性の欠落 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）

交通事故 3（3） 4（1） 5（3） 3（1） 2（1） 1（1） 3（0） 4（2） 2（3） 0（1） 0（3） 3（2） 30（21）

誤飲 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 1（1）

中毒 0（0） 0（0） 1（0） 0（1） 1（3） 2（3） 0（1） 1（0） 0（0） 2（0） 1（0） 2（1） 10（9）

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（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） （0） 0（0）

その他 4（4） 7（5） 3（4） 6（6） 7（9） 5（8） 4（6） 6（2） 9（5） 11（3） 7（6） 4（10） 73（68）

無記入 0（1） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（2） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（5）

計 85（75）112（106） 79（92）106（115）133（133）113（108） 96（95）107（113） 122（92）144（126） 98（139） 85（92） 1,280（1,286）

（備考）　件数欄の（　）内の数字は2016年度の件数。資料11を参照。

○資料 ２ - ３ 　商品等別件数（大分類）

　 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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% 5 0.4% 2 0.2% 5 0.4% 2 0.2%
家電製品 336 25.5% 327 26.2% 321 24.6% 339 26.4% 362 28.3%
住居品 153 11.6% 169 13.5% 186 14.3% 177 13.8% 146 11.4%
文具・娯楽用品 12 0.9% 35 2.8% 30 2.3% 26 2.0% 40 3.1%
光熱水品 4 0.3% 5 0.4% 2 0.2% 4 0.3% 10 0.8%
被服品 6 0.5% 4 0.3% 2 0.2% 4 0.3% 2 0.2%
保健衛生品 71 5.4% 36 2.9% 13 1.0% 15 1.2% 8 0.6%
車両・乗り物 430 32.6% 401 32.1% 449 34.4% 438 34.1% 402 31.4%
建物・設備 155 11.8% 122 9.8% 131 10.0% 130 10.1% 138 10.8%
保健・福祉サービス 17 1.3% 23 1.8% 39 3.0% 59 4.6% 68 5.3%
他の商品・サービス 102 7.7% 117 9.4% 126 9.7% 87 6.8% 101 7.9%
無記入 27 2.1% 4 0.3% 3 0.2% 2 0.2% 1 0.1%

計 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0%
（備考）　2013年 4 月 1 日から2018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12を参照。
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○資料 ２ - ４ 年齢層別商品等別件数（中分類）３（２0１7年度）

年齢層 商品等内訳 年齢層
別合計

5歳未満 福祉（14） 住生活用品（2） 玩具・遊具、住宅設備、他の被服品（各1） 19

5 歳以上
10歳未満 他の建物・設備、福祉（各2） 玩具・遊具、生活家電（各1） 6

10歳代 自転車・自転車用品（3）商品・サービスその他（2）
パソコン・パソコン関連機器、住宅構成材、理
美容、福祉、医療、玩具・遊具（各1） 11

20歳代 自転車・自転車用品（2）理美容、医療（各1） 4

30歳代 生活家電、電話機・電話機用品、自転車・自転
車用品、商品・サービスその他（各2）

パソコン・パソコン関連機器、家事用品、身の
回り品、住生活用品（各1） 12

40歳代 住生活用品、健康器具、医療（各1） 3

50歳代 商品・サービスその他（5）自転車・自転車用品（3）福祉、理美容（各2）
家事用品、他の建物・
設備、医療、他の住居
品（各1）

16

60歳代 福祉（4） 商品・サービスその他
（3）

生活家電、理美容、自
転車・自転車用品（各2）

住生活用品、他の保健
衛生品、医療、他の文
具・娯楽用品、他の保
健・福祉（各1）

18

70歳代 商品・サービスその他（18）福祉（3） 住生活用品、他の住居品（各1） 23

80歳以上 商品・サービスその他（33）福祉（29）
家事用品、住生活用品、化粧品類、自動車、自
転車・自転車用品、他の乗り物、健康器具、他
の建物・設備（各1）

70

無記入 1,098
計 1,280

（備考） 1．商品等内訳欄の（ ）内の数字は件数。資料12を参照。
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
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 473 35.9% 357 28.6% 358 27.5% 358 27.8% 453 35.4%
店舗・商業施設 76 5.8% 102 8.2% 109 8.4% 111 8.6% 93 7.3%
学校 8 0.6% 12 1.0% 10 0.8% 14 1.1% 6 0.5%
病院・福祉施設 19 1.4% 35 2.8% 39 3.0% 65 5.1% 61 4.8%
公園 2 0.2% 4 0.3% 7 0.5% 3 0.2% 7 0.5%
道路 285 21.6% 231 18.5% 298 22.9% 262 20.4% 251 19.6%
公共施設 1 0.1% 5 0.4% 7 0.5% 6 0.5% 6 0.5%
海・山・川等自然環境 2 0.2% 4 0.3% 9 0.7% 6 0.5% 2 0.2%
車内・機内・船内 68 5.2% 78 6.3% 73 5.6% 53 4.1% 77 6.0%
その他 51 3.9% 40 3.2% 24 1.8% 26 2.0% 18 1.4%
無記入 332 25.2% 380 30.4% 370 28.4% 382 29.7% 306 23.9%

計 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0%
（備考） 2013年 4 月 1 日から2018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。

３�）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12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４

発生地域
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 165 12.5% 153 12.3% 169 13.0% 143 11.1% 163 12.7%
関東 420 31.9% 388 31.1% 408 31.3% 406 31.6% 390 30.5%
中部 218 16.6% 227 18.2% 219 16.8% 215 16.7% 243 19.0%
近畿 258 19.6% 248 19.9% 236 18.1% 285 22.2% 238 18.6%
中国 80 6.1% 68 5.4% 84 6.4% 72 5.6% 78 6.1%
四国 33 2.5% 33 2.6% 32 2.5% 26 2.0% 29 2.3%
九州・沖縄 143 10.9% 131 10.5% 156 12.0% 139 10.8% 139 10.9%

計 1,317 100.0% 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0%
（備考） 2013年 4 月 1 日から2018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 291 62 1 354
原因特定に至らず 408 9 0 417
消費者事故等に該当せず 506 17 0 523
未進展・その他 3 14 0 17

小計 1,208 102 1 1,311
調査中 原因分析及び対策検討着手 480 32 1 513
その他 非公表等 0 0 0 0

計 1,688 134 2 1,824
（備考） 1．�2017年 1 月 1 日から2017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」（2017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、2018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。

４）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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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
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 672 30.6% 382 23.0% 275 17.3% 235 14.5% 130 9.3%
点火・燃焼・消火不良 31 1.4% 23 1.4% 16 1.0% 1 0.1% 4 0.3%
破裂 57 2.6% 51 3.1% 16 1.0% 11 0.7% 9 0.6%
ガス爆発 7 0.3% 7 0.4% 1 0.1% 2 0.1% 6 0.4%
ガス漏れ 44 2.0% 61 3.7% 35 2.2% 10 0.6% 24 1.7%
燃料・液漏れ等 2 0.1% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1% 2 0.1%
化学物質による危険 45 2.1% 51 3.1% 25 1.6% 39 2.4% 32 2.3%
漏電・電波等の障害 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
製品破損 16 0.7% 11 0.7% 10 0.6% 6 0.4% 9 0.6%
部品脱落 2 0.1% 4 0.2% 6 0.4% 4 0.2% 3 0.2%
機能故障 1 0.0% 5 0.3% 4 0.3% 0 0.0% 1 0.1%
転落・転倒・不安定 3 0.1% 3 0.2% 15 0.9% 7 0.4% 8 0.6%
操作・使用性の欠落 1 0.0% 6 0.4% 5 0.3% 1 0.1% 0 0.0%
交通事故 0 0.0% 0 0.0% 4 0.3% 6 0.4% 4 0.3%
誤飲 0 0.0% 1 0.1% 5 0.3% 0 0.0% 3 0.2%
中毒 661 30.1% 821 49.5% 727 45.6% 781 48.2% 711 50.8%
異物の混入・侵入 8 0.4% 5 0.3% 2 0.1% 18 1.1% 2 0.1%
腐敗・変質 3 0.1% 7 0.4% 1 0.1% 2 0.1% 3 0.2%
その他 635 28.9% 200 12.1% 423 26.6% 474 29.3% 449 32.1%
無記入 6 0.3% 20 1.2% 21 1.3% 21 1.3% 0 0.0%

計 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0%
（備考） 1．2013年 4 月 1 日から2018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。

2．�2017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
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 754 34.4% 983 59.3% 845 53.0% 958 59.2% 848 60.6%
家電製品 77 3.5% 70 4.2% 50 3.1% 54 3.3% 51 3.6%
住居品 132 6.0% 144 8.7% 93 5.8% 70 4.3% 54 3.9%
文具・娯楽用品 1 0.0% 9 0.5% 7 0.4% 10 0.6% 13 0.9%
光熱水品 15 0.7% 14 0.8% 10 0.6% 2 0.1% 4 0.3%
被服品 1 0.0% 2 0.1% 1 0.1% 4 0.2% 2 0.1%
保健衛生品 25 1.1% 23 1.4% 11 0.7% 22 1.4% 8 0.6%
車両・乗り物 13 0.6% 55 3.3% 310 19.5% 297 18.3% 283 20.2%
建物・設備 563 25.7% 309 18.6% 203 12.7% 141 8.7% 70 5.0%
保健・福祉サービス 31 1.4% 10 0.6% 30 1.9% 28 1.7% 29 2.1%
他の商品・サービス 525 23.9% 31 1.9% 27 1.7% 26 1.6% 38 2.7%
無記入 57 2.6% 8 0.5% 6 0.4% 7 0.4% 0 0.0%

計 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0%
（備考） 2013年 4 月 1 日から2018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12を参照。
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○資料 ３ - ３ 　発生施設別件数

発生施設
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 745 34.0% 472 28.5% 307 19.3% 215 13.3% 134 9.6%
店舗・商業施設 618 28.2% 822 49.6% 721 45.3% 772 47.7% 735 52.5%
学校 33 1.5% 24 1.4% 18 1.1% 24 1.5% 29 2.1%
病院・福祉施設 47 2.1% 40 2.4% 63 4.0% 49 3.0% 42 3.0%
公園 2 0.1% 4 0.2% 3 0.2% 3 0.2% 3 0.2%
道路 5 0.2% 4 0.2% 15 0.9% 12 0.7% 19 1.4%
公共施設 34 1.5% 6 0.4% 6 0.4% 5 0.3% 9 0.6%
海・山・川等自然環境 13 0.6% 1 0.1% 9 0.6% 6 0.4% 8 0.6%
車内・機内・船内 4 0.2% 2 0.1% 5 0.3% 7 0.4% 0 0.0%
その他 59 2.7% 117 7.1% 81 5.1% 155 9.6% 82 5.9%
無記入 634 28.9% 166 10.0% 365 22.9% 371 22.9% 339 24.2%

計 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0%
（備考）　2013年 4 月 1 日から2018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５

発生地域
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 233 10.6% 163 9.8% 134 8.4% 118 7.3% 119 8.5%
関東 737 33.6% 689 41.6% 520 32.6% 510 31.5% 419 29.9%
中部 291 13.3% 229 13.8% 190 11.9% 197 12.2% 180 12.9%
近畿 478 21.8% 291 17.6% 262 16.4% 295 18.2% 196 14.0%
中国 120 5.5% 83 5.0% 63 4.0% 58 3.6% 76 5.4%
四国 63 2.9% 34 2.1% 31 1.9% 31 1.9% 31 2.2%
九州・沖縄 261 11.9% 121 7.3% 102 6.4% 122 7.5% 105 7.5%
無記入 11 0.5% 48 2.9% 291 18.3% 288 17.8% 274 19.6%

計 2,194 100.0% 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0%
（備考）　2013年 4 月 1 日から2018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。

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
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（ ２）財産事案

○資料 ３ - ５ 商品等別件数

商品別分類
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 526 5.8% 247 2.7% 489 5.2% 496 6.8% 353 4.3%
食料品 671 7.4% 597 6.5% 565 6.0% 497 6.8% 388 4.7%
住居品 635 7.0% 613 6.7% 574 6.1% 409 5.6% 400 4.8%
教養娯楽品 1,018 11.2% 907 9.9% 731 7.8% 589 8.1% 671 8.1%
光熱水品 241 2.6% 236 2.6% 245 2.6% 205 2.8% 216 2.6%
被服品 464 5.1% 467 5.1% 368 3.9% 249 3.4% 279 3.4%
保健衛生品 265 2.9% 297 3.2% 247 2.6% 225 3.1% 239 2.9%
車両・乗り物 289 3.2% 247 2.7% 235 2.5% 190 2.6% 177 2.1%
土地・建物・設備 548 6.0% 443 4.8% 307 3.3% 200 2.7% 305 3.7%
他の商品 105 1.2% 110 1.2% 48 0.5% 16 0.2% 10 0.1%

商品全体 4,762 52.2% 4,164 45.4% 3,809 40.6% 3,076 42.2% 3,038 36.7%
クリーニング 13 0.1% 11 0.1% 6 0.1% 5 0.1% 7 0.1%
レンタル・リース・貸借 130 1.4% 102 1.1% 99 1.1% 68 0.9% 132 1.6%
工事・建築・加工 223 2.4% 263 2.9% 279 3.0% 279 3.8% 261 3.2%
修理・補修 111 1.2% 57 0.6% 94 1.0% 72 1.0% 183 2.2%
管理・保管 5 0.1% 4 0.0% 13 0.1% 12 0.2% 16 0.2%
役務一般 0 0.0% 33 0.4% 12 0.1% 7 0.1% 17 0.2%
金融・保険サービス 999 11.0% 1,150 12.5% 1,203 12.8% 1,086 14.9% 1,604 19.4%
運輸・通信サービス 593 6.5% 631 6.9% 910 9.7% 831 11.4% 930 11.2%
教育サービス 187 2.1% 229 2.5% 251 2.7% 155 2.1% 156 1.9%
教養・娯楽サービス 547 6.0% 474 5.2% 468 5.0% 392 5.4% 404 4.9%
保健・福祉サービス 331 3.6% 328 3.6% 420 4.5% 409 5.6% 403 4.9%
他の役務 600 6.6% 691 7.5% 701 7.5% 515 7.1% 433 5.2%
内職・副業・ねずみ講 129 1.4% 132 1.4% 343 3.7% 210 2.9% 398 4.8%
他の行政サービス 26 0.3% 7 0.1% 15 0.2% 11 0.2% 34 0.4%

サービス全体 3,894 42.7% 4,112 44.8% 4,814 51.3% 4,052 55.7% 4,978 60.2%
他の相談 460 5.0% 896 9.8% 762 8.1% 153 2.1% 256 3.1%

計 9,116 100.0% 9,172 100.0% 9,385 100.0% 7,281 100.0% 8,272 100.0%
（備考） 2013年 4 月1日から2018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13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
2013年 2014年 2015年 2016年 2017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 38,081 4.2% 48,752 5.2% 43,342 4.6% 40,342 4.5% 99,760 11.0%
食料品 81,663 8.9% 47,761 5.1% 45,783 4.9% 52,723 5.9% 52,788 5.8%
住居品 37,462 4.1% 39,799 4.2% 35,623 3.8% 34,090 3.8% 30,467 3.3%
教養娯楽品 70,561 7.7% 73,174 7.8% 66,570 7.1% 61,956 7.0% 60,515 6.6%
光熱水品 8,001 0.9% 8,078 0.9% 7,698 0.8% 8,929 1.0% 9,799 1.1%
被服品 42,304 4.6% 44,772 4.8% 36,848 3.9% 32,450 3.6% 33,622 3.7%
保健衛生品 24,707 2.7% 22,287 2.4% 22,376 2.4% 23,738 2.7% 26,462 2.9%
車両・乗り物 22,300 2.4% 22,197 2.4% 22,029 2.4% 22,988 2.6% 20,744 2.3%
土地・建物・設備 31,176 3.4% 30,082 3.2% 28,054 3.0% 26,657 3.0% 26,246 2.9%
他の商品 2,281 0.2% 1,911 0.2% 1,469 0.2% 1,278 0.1% 1,324 0.1%

商品全体 358,536 39.1% 338,813 36.0% 309,792 33.1% 305,151 34.2% 361,727 39.7%
クリーニング 5,987 0.7% 5,812 0.6% 5,809 0.6% 4,773 0.5% 4,626 0.5%
レンタル・リース・貸借 46,349 5.1% 46,477 4.9% 47,092 5.0% 45,371 5.1% 43,399 4.8%
工事・建築・加工 29,819 3.3% 30,015 3.2% 28,333 3.0% 27,369 3.1% 25,530 2.8%
修理・補修 12,269 1.3% 12,447 1.3% 12,495 1.3% 13,577 1.5% 13,001 1.4%
管理・保管 2,181 0.2% 2,597 0.3% 2,365 0.3% 2,038 0.2% 2,235 0.2%
役務一般 1,736 0.2% 3,086 0.3% 3,862 0.4% 3,865 0.4% 4,193 0.5%
金融・保険サービス 105,467 11.5% 98,337 10.5% 80,605 8.6% 69,570 7.8% 63,491 7.0%
運輸・通信サービス 212,158 23.2% 257,467 27.4% 293,992 31.4% 272,054 30.5% 255,052 28.0%
教育サービス 4,711 0.5% 5,406 0.6% 4,850 0.5% 4,509 0.5% 4,362 0.5%
教養・娯楽サービス 30,232 3.3% 27,500 2.9% 26,833 2.9% 25,254 2.8% 29,212 3.2%
保健・福祉サービス 35,082 3.8% 36,716 3.9% 39,334 4.2% 38,961 4.4% 37,559 4.1%
他の役務 39,481 4.3% 44,039 4.7% 46,550 5.0% 47,732 5.4% 40,021 4.4%
内職・副業・ねずみ講 3,590 0.4% 3,531 0.4% 4,221 0.5% 5,193 0.6% 5,062 0.6%
他の行政サービス 4,411 0.5% 4,954 0.5% 6,359 0.7% 5,718 0.6% 3,809 0.4%

サービス全体 533,473 58.2% 578,384 61.5% 602,700 64.4% 565,984 63.5% 531,552 58.4%
他の相談 24,230 2.6% 22,736 2.4% 22,868 2.4% 20,041 2.2% 17,285 1.9%

計 916,239 100.0% 939,933 100.0% 935,360 100.0% 891,176 100.0% 910,564 100.0%
（備考） 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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13を参照。

○資料 ４ - ２ 相談内容別件数

相談内容
2013年 2014年 2015年 2016年 2017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 31,013 3.4% 34,741 3.7% 30,577 3.3% 29,957 3.4% 28,381 3.1%
品質・機能、役務品質 123,380 13.5% 123,231 13.1% 115,832 12.4% 111,727 12.5% 104,073 11.4%
法規・基準 33,151 3.6% 37,590 4.0% 29,467 3.2% 24,226 2.7% 21,394 2.3%
価格・料金 152,297 16.6% 159,920 17.0% 156,240 16.7% 139,059 15.6% 121,568 13.4%
計量・量目 1,496 0.2% 1,420 0.2% 1,285 0.1% 978 0.1% 896 0.1%
表示・広告 54,893 6.0% 58,156 6.2% 55,776 6.0% 56,951 6.4% 58,050 6.4%
販売方法 462,292 50.5% 480,881 51.2% 482,703 51.6% 463,175 52.0% 470,144 51.6%
契約・解約 647,210 70.6% 676,369 72.0% 680,195 72.7% 645,139 72.4% 673,280 73.9%
接客対応 136,093 14.9% 141,725 15.1% 133,738 14.3% 129,584 14.5% 123,414 13.6%
包装・容器 1,052 0.1% 1,139 0.1% 938 0.1% 744 0.1% 700 0.1%
施設・設備 1,929 0.2% 1,826 0.2% 1,616 0.2% 1,410 0.2% 1,506 0.2%
（備考） 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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度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

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
危害情報 13,659 11,539 10,699 11,674 10,582
危険情報 6,889 5,178 4,506 3,582 3,056

計 20,548 16,717 15,205 15,256 13,638
（備考） PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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

相談内容
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 363 2.7% 406 3.5% 358 3.3% 363 3.1% 296 2.8%
脱臼・捻挫 80 0.6% 69 0.6% 101 0.9% 72 0.6% 59 0.6%
切断 3 0.0% 9 0.1% 14 0.1% 13 0.1% 9 0.1%
擦過傷・挫傷・打撲傷 857 6.3% 822 7.1% 838 7.8% 782 6.7% 706 6.7%
刺傷・切傷 733 5.4% 723 6.3% 748 7.0% 631 5.4% 556 5.3%
頭蓋（内）損傷 32 0.2% 32 0.3% 39 0.4% 32 0.3% 24 0.2%
内臓損傷 15 0.1% 17 0.1% 24 0.2% 11 0.1% 27 0.3%
神経・脊髄の損傷 226 1.7% 218 1.9% 282 2.6% 270 2.3% 203 1.9%
筋・腱の損傷 75 0.5% 84 0.7% 70 0.7% 86 0.7% 73 0.7%
窒息 21 0.2% 20 0.2% 15 0.1% 19 0.2% 19 0.2%
感覚機能の低下 179 1.3% 189 1.6% 160 1.5% 141 1.2% 119 1.1%
熱傷 761 5.6% 726 6.3% 653 6.1% 680 5.8% 603 5.7%
凍傷 18 0.1% 14 0.1% 14 0.1% 14 0.1% 11 0.1%
皮膚障害 4,015 29.4% 2,769 24.0% 2,601 24.3% 3,060 26.2% 2,990 28.3%
感電障害 17 0.1% 19 0.2% 13 0.1% 15 0.1% 13 0.1%
中毒 190 1.4% 237 2.1% 180 1.7% 189 1.6% 133 1.3%
呼吸器障害 329 2.4% 325 2.8% 305 2.9% 343 2.9% 335 3.2%
消化器障害 2,001 14.6% 1,150 10.0% 1,232 11.5% 1,930 16.5% 1,732 16.4%
その他の傷病及び諸症状 3,603 26.4% 3,551 30.8% 2,862 26.8% 2,834 24.3% 2,542 24.0%
不明 141 1.0% 159 1.4% 190 1.8% 189 1.6% 132 1.2%

計 13,659 100.0% 11,539 100.0% 10,699 100.0% 11,674 100.0% 10,582 100.0%
（備考） PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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

相談内容
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 59 0.9% 57 1.1% 71 1.6% 64 1.8% 68 2.2%
発火・引火 307 4.5% 350 6.8% 298 6.6% 278 7.8% 250 8.2%
発煙・火花 580 8.4% 564 10.9% 480 10.7% 447 12.5% 413 13.5%
過熱・こげる 579 8.4% 587 11.3% 453 10.1% 447 12.5% 370 12.1%
ガス爆発 4 0.1% 5 0.1% 4 0.1% 5 0.1% 5 0.2%
ガス漏れ 34 0.5% 41 0.8% 23 0.5% 20 0.6% 17 0.6%
点火・燃焼・消火不良 88 1.3% 77 1.5% 57 1.3% 37 1.0% 36 1.2%
漏電・電波等の障害 37 0.5% 35 0.7% 41 0.9% 20 0.6% 20 0.7%
燃料・液漏れ等 145 2.1% 167 3.2% 172 3.8% 99 2.8% 79 2.6%
化学物質による危険 76 1.1% 41 0.8% 23 0.5% 40 1.1% 17 0.6%
破裂 196 2.8% 180 3.5% 178 4.0% 174 4.9% 125 4.1%
破損・折損 480 7.0% 533 10.3% 383 8.5% 292 8.2% 302 9.9%
部品脱落 164 2.4% 169 3.3% 132 2.9% 115 3.2% 103 3.4%
機能故障 577 8.4% 668 12.9% 503 11.2% 380 10.6% 347 11.4%
転落・転倒・不安定 76 1.1% 94 1.8% 73 1.6% 86 2.4% 62 2.0%
バリ6・鋭利 12 0.2% 13 0.3% 9 0.2% 10 0.3% 8 0.3%
操作・使用性の欠落 132 1.9% 125 2.4% 67 1.5% 44 1.2% 85 2.8%
腐敗・変質 56 0.8% 95 1.8% 67 1.5% 33 0.9% 43 1.4%
異物の混入 2,838 41.2% 843 16.3% 926 20.6% 469 13.1% 441 14.4%
異物の侵入 4 0.1% 17 0.3% 14 0.3% 12 0.3% 13 0.4%
その他 443 6.4% 510 9.8% 528 11.7% 508 14.2% 248 8.1%
不明 2 0.0% 7 0.1% 4 0.1% 2 0.1% 4 0.1%

計 6,889 100.0% 5,178 100.0% 4,506 100.0% 3,582 100.0% 3,056 100.0%
（備考） PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018年 3 月31日までの登録分）。

６）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
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 199 1.5% 183 1.6% 183 1.7% 147 1.3% 148 1.4%
食料品 3,114 22.8% 2,108 18.3% 2,268 21.2% 3,192 27.3% 2,838 26.8%
住居品 1,296 9.5% 1,092 9.5% 935 8.7% 938 8.0% 811 7.7%
教養娯楽品 411 3.0% 375 3.2% 347 3.2% 386 3.3% 344 3.3%
光熱水品 31 0.2% 37 0.3% 31 0.3% 47 0.4% 28 0.3%
被服品 451 3.3% 377 3.3% 352 3.3% 330 2.8% 324 3.1%
保健衛生品 3,252 23.8% 2,126 18.4% 1,803 16.9% 1,913 16.4% 2,085 19.7%
車両・乗り物 288 2.1% 255 2.2% 247 2.3% 221 1.9% 181 1.7%
土地・建物・設備 153 1.1% 254 2.2% 203 1.9% 185 1.6% 150 1.4%
他の商品 12 0.1% 9 0.1% 10 0.1% 20 0.2% 3 0.0%

商品全体 9,207 67.4% 6,816 59.1% 6,379 59.6% 7,379 63.2% 6,912 65.3%
クリーニング 11 0.1% 10 0.1% 8 0.1% 7 0.1% 7 0.1%
レンタル・リース・貸借 219 1.6% 262 2.3% 287 2.7% 260 2.2% 282 2.7%
工事・建築・加工 123 0.9% 123 1.1% 125 1.2% 125 1.1% 82 0.8%
修理・補修 28 0.2% 29 0.3% 21 0.2% 24 0.2% 13 0.1%
管理・保管 9 0.1% 8 0.1% 8 0.1% 4 0.0% 5 0.0%
役務一般 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 36 0.3% 23 0.2% 15 0.1% 21 0.2% 16 0.2%
運輸・通信サービス 99 0.7% 88 0.8% 84 0.8% 84 0.7% 60 0.6%
教育サービス 8 0.1% 11 0.1% 8 0.1% 12 0.1% 5 0.0%
教養・娯楽サービス 301 2.2% 304 2.6% 366 3.4% 356 3.0% 289 2.7%
保健・福祉サービス 3,083 22.6% 3,249 28.2% 2,822 26.4% 2,859 24.5% 2,468 23.3%
他の役務 520 3.8% 600 5.2% 557 5.2% 522 4.5% 428 4.0%
内職・副業・ねずみ講 1 0.0% 2 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 3 0.0%
他の行政サービス 14 0.1% 14 0.1% 18 0.2% 20 0.2% 12 0.1%

サービス全体 4,452 32.6% 4,723 40.9% 4,320 40.4% 4,295 36.8% 3,670 34.7%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 13,659 100.0% 11,539 100.0% 10,699 100.0% 11,674 100.0% 10,582 100.0%
（備考） 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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13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
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 10 0.1% 11 0.2% 11 0.2% 10 0.3% 11 0.4%
食料品 2,917 42.3% 891 17.2% 950 21.1% 463 12.9% 464 15.2%
住居品 1,542 22.4% 1,632 31.5% 1,312 29.1% 1,306 36.5% 865 28.3%
教養娯楽品 479 7.0% 513 9.9% 424 9.4% 404 11.3% 399 13.1%
光熱水品 89 1.3% 112 2.2% 77 1.7% 61 1.7% 55 1.8%
被服品 67 1.0% 76 1.5% 61 1.4% 45 1.3% 39 1.3%
保健衛生品 213 3.1% 162 3.1% 157 3.5% 139 3.9% 138 4.5%
車両・乗り物 884 12.8% 1,020 19.7% 882 19.6% 681 19.0% 665 21.8%
土地・建物・設備 212 3.1% 206 4.0% 146 3.2% 104 2.9% 94 3.1%
他の商品 11 0.2% 8 0.2% 10 0.2% 11 0.3% 5 0.2%

商品全体 6,424 93.3% 4,631 89.4% 4,030 89.4% 3,224 90.0% 2,735 89.5%
クリーニング 2 0.0% 0 0.0% 3 0.1% 3 0.1% 0 0.0%
レンタル・リース・貸借 77 1.1% 93 1.8% 91 2.0% 70 2.0% 68 2.2%
工事・建築・加工 67 1.0% 77 1.5% 71 1.6% 46 1.3% 44 1.4%
修理・補修 91 1.3% 125 2.4% 99 2.2% 84 2.3% 78 2.6%
管理・保管 3 0.0% 1 0.0% 5 0.1% 2 0.1% 1 0.0%
役務一般 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 5 0.1% 1 0.0% 2 0.0% 3 0.1% 1 0.0%
運輸・通信サービス 26 0.4% 33 0.6% 15 0.3% 23 0.6% 20 0.7%
教育サービス 0 0.0% 5 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
教養・娯楽サービス 15 0.2% 18 0.3% 22 0.5% 15 0.4% 13 0.4%
保健・福祉サービス 101 1.5% 81 1.6% 59 1.3% 46 1.3% 38 1.2%
他の役務 75 1.1% 106 2.0% 101 2.2% 57 1.6% 53 1.7%
内職・副業・ねずみ講 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
他の行政サービス 3 0.0% 5 0.1% 7 0.2% 8 0.2% 4 0.1%

サービス全体 465 6.7% 547 10.6% 476 10.6% 358 10.0% 321 10.5%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 6,889 100.0% 5,178 100.0% 4,506 100.0% 3,582 100.0% 3,056 100.0%
（備考） 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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13を参照。

資
料
編

303



○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）（２0１7年度）

年齢層 商品等内訳
年齢層
別合計

5歳未満
外食（12） ミネラルウォーター

（9） 不動産貸借（9） 医療サービス（9） 育児家具類（5）
153

遊園地・レジャー
ランド（5） 商品一般（4） ベビーカー（4） 乳製品、食器、電気空調・冷房機器、

他の化粧品、工事・建築（3）

5歳以上
10歳未満

外食（13） 商品一般（5） 洗濯用洗浄剤（4） 歯科治療（4） パーマ（4）

114
他の菓子類（3） 不動産貸借（3） 遊園地・レジャーラ

ンド（3）

パン類、加工肉、ケーキ、フライ類、他
の調理食品、椅子類、子供洋服類、運動靴、
遊具、他の玩具・遊具、自転車、工事・
建築、外国語・会話教室、スポーツ・健
康教室、遊興施設利用、浴場、他の保育サー
ビス（2）

10歳代
他の健康食品（50） 他の化粧品（40） 自転車（26） 外食（18） 基礎化粧品（14）

301
医療サービス（12） 骨つぎ整復（6） 他の美容サービス

（6）
コンタクトレンズ
（5） 歯科治療（5）

20歳代

エステティック
サービス（135） 他の健康食品（118）医療サービス（111）他の化粧品（74） 外食（51）

893
他の美容サービス
（40） 不動産貸借（37） 基礎化粧品（34） パーマ（24） 歯科治療（20）

30歳代
他の健康食品（184）他の化粧品（125） エステティック

サービス（105） 医療サービス（95） 基礎化粧品（57）
1,330

不動産貸借（49） 他の美容サービス
（44） パーマ（37） 歯科治療（34） 他の医療（33）

40歳代
他の健康食品（279）他の化粧品（157） 医療サービス（120）基礎化粧品（101） エステティック

サービス（85） 1,951
酵素食品（71） 外食（68） 歯科治療（51） パーマ（49） 不動産貸借（40）

50歳代
他の健康食品（274）基礎化粧品（112） 他の化粧品（90） 医療サービス（88） 酵素食品（66）

1,877
外食（59） パーマ（55） 頭髪用化粧品（49） エステティックサービス（49）

洗濯用洗浄剤、歯
科治療（47）

60歳代
他の健康食品（157）基礎化粧品（88） 医療サービス（78） 歯科治療（55） 頭髪用化粧品（42）

1,352
他の化粧品（36） 酵素食品（34） 洗濯用洗浄剤（31） 商品一般（30） 外食（29）

70歳代
他の健康食品（93） 医療サービス（93） 基礎化粧品（77） 歯科治療（38） ふとん類（24）

1,054
酵素食品（22） 商品一般（21） 頭髪用化粧品（21） 家庭用電気治療器具（20）

他の化粧品、外食
（19）

80歳以上
他の健康食品（61） 医療サービス（56） 老人ホーム（37） 健 康 食 品（全 般）

（22）
デイケアサービス
（19）

565
基礎化粧品（18） 歯科治療（15） 家庭用電気治療器

具（12）
保健衛生品その他
（12）

頭髪用化粧品、外
食（11）

無回答
医療サービス（88） 外食（59） 他の健康食品（56） 不動産貸借（46） 基礎化粧品（38）

992
他の化粧品（35） 歯科治療（25） 洗濯用洗浄剤（23） エステティックサービス（21） 老人ホーム（18）

計 10,582

（備考） 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2018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7件数（２0１7年度）

分野別内訳
申出件数

2017年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 2018年

1 月 2 月 3 月 累計

食 品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
製 品 1 3 1 3 2 5 1 2 2 4 2 0 26
施 設 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
役 務 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 1 15
総件数 1 4 1 3 3 7 1 2 2 16 3 2 45

（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。

７�）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。

資
料
編

305



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
2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017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 246 26.1% 206 23.1% 207 23.4% 167 20.8% 166 19.6%
電気製品 573 60.9% 526 59.0% 530 59.9% 537 67.0% 565 66.9%
その他 122 13.0% 160 17.9% 148 16.7% 98 12.2% 114 13.5%

合 計 941 100.0% 892 100.0% 885 100.0% 802 100.0% 845 100.0%
（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〉

2015年度 2016年度 2017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 45 21.7% 1 石油ストーブ 30 18.0% 1 石油ストーブ 40 24.1%
2 石油ストーブ 40 19.3% 2 ガスこんろ 24 14.4% 2 ガスこんろ 30 18.1%
3 石油給湯機 26 12.6% 3 石油給湯機 21 12.6%

3
ガスふろがま 17 10.2%

4 石油温風暖房機 18 8.7%
4

ガスふろがま 14 8.4% 石油給湯機 17 10.2%
5 ガスふろがま 15 7.2% 石油温風暖房機 14 8.4% 5 ガス湯沸器 14 8.4%

〈電気機器〉

2015年度 2016年度 2017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 53 10.0% 1 エアコン 63 11.7% 1 パソコン 41 7.3%
2 電気ストーブ 42 7.9% 2 電池（バッテリー） 41 7.6% 2 電気ストーブ 34 6.0%
3 照明器具 38 7.2% 3 電気ストーブ 33 6.1% 3 電池（バッテリー） 27 4.8%
4 延長コード 31 5.8% 4 パソコン 28 5.2% 4 エアコン 26 4.6%

5 電気洗濯機 29 5.5% 5 電子レンジ 23 4.3% 5
延長コード 23 4.1%
電子レンジ 23 4.1%

〈その他〉

2015年度 2016年度 2017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 20.3% 1 自転車 18 18.4% 1 自転車 34 29.8%
2 脚立・踏み台・はしご 16 10.8% 2 脚立・踏み台・はしご 17 17.3% 2 車いす 7 6.1%

3
靴・サンダル 6 4.1% 3 靴・サンダル 6 6.1%

3

介護ベッド 6 5.3%
運動器具 6 4.1% 4 収納家具 5 5.1%

椅子 6 5.3%
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%

脚立・踏み台・はしご 6 5.3%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消費者への注意喚起、勧告等〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 9 11 9 10 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〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 45 30 13 27 50

〈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〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 ― ― ― 1 19

〈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〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件数（認定／不認定） ― ― ― 2／1 1／0

〈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〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 21 40 34 28 32

〈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〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 0 0 0 4 2

〈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〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 7 7 7 0 2

〈家庭用品品質表示法の規定に基づく消費者庁の指示〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 20 4 7 35 1※1

〈食品表示法の規定に基づく消費者庁の指示・命令〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 0※2 0※2 0 0 0

〈健康増進法の規定に基づく消費者庁の勧告〉

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
件 数 0 0 1 0 0

※ 1  家庭用品品質表示法では、同法第 4 条第 1 項の規定に基づく指示に従わない場合に同条第 3 項の規定に基づいて公表することができるとされてお
り、2017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。
※ 3 特定商取引法の規定に基づく消費者庁の業務停止命令及び指示については、地方経済産業局等による処分件数も含む。
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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（２0１７年度）

実施時期 件 名 内 容

2017年
4 月14日

（注意喚起）

有料動画サイト等の未納料金
の回収を依頼されていると称
して金銭を請求してくる「株
式会社日本債権」、「TSB債権
回 収」、「CIC債 権 回 収 セ ン
ター」に関する件

・ 有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請
求してくる事業者 3 社（株式会社日本債権、TSB債権回収、CIC債権回
収センター）は、消費者の携帯電話やパソコンに「有料動画の未納が発
生しております。本日中に連絡なき場合、法的手続きへ移行させていた
だきます。」などと記載したSMSやメールを送信したり、消費者の携帯
電話に電話を掛けて着信履歴を残したりして、折り返し電話を掛けてき
た消費者に「有料動画サイトの利用料金の未納があり、サイト運営業者
から未納料金の回収を依頼されています。支払がなければ法的手続をと
らざるを得ません。」などと告げ、金銭を請求していた（消費者を欺き、
又は威迫して困惑させること）。

・ 消費者は、実際には有料動画サイトの未納料金等など存在しないにもか
かわらず、大手通販サイトのギフト券をコンビ二エンスストアで購入し
て、ギフト券のカード番号を伝えることによって、要求される金額を支
払っていた。

2017年
5 月22日

（注意喚起）

詐欺被害相談をかたる「株式
会社クラプラ」に関する件

・ 株式会社クラプラは、SMSやメール等で有料動画サイトの未納料金など
の名目で架空請求を受けた消費者に対し、「○○さん（消費者）に代わっ
て、これ以上請求をしてこないように架空請求業者と交渉します。」、「 1
社とはけりがついたが、あなた（消費者）は他にも数か所のサイトを閲
覧しています。未納料金の請求を取り消すにはあと○万円お支払いただ
く必要があります。」などと言って勧誘し、高額な依頼料を請求してい
たが、実際には何も交渉など行っていないことが判明した （不実告知）。

2017年
6 月20日

（注意喚起）

「高齢者支援センター」など
と称する事業者らに関する件

・ 公的機関を連想させる「高齢者支援センター」などと称する事業者は、
消費者の自宅に電話を掛け、消費者に対して「個人情報が漏れて別の団
体等に個人情報が登録されています。」、「個人情報の登録を取り消して
あげます。」などとして、個人情報の登録の取消しを持ちかけるとともに、
登録の取消しに協力する代わりに名義を貸してくれるよう依頼し、その
後、複数の団体や人物が登場し、消費者の行為が名義貸しに当たるので
家宅捜査が入るなどと威迫して消費者に様々な要求をし、最終的に、消
費者に多額の現金を宅配便で送付させていた（消費者を欺き、又は威迫
して困惑させること）。

※ 「高齢者支援センター」のほか、「高齢者福祉支援センター」、「高齢者
生活支援ボランティアセンター」など、類似の名称が用いられる場合も
あった。

2017年
10月30日

（注意喚起）

「あなたの写真が、今すぐお
金に変わる！」などとうたい
消費者に情報商材等の購入を
持ちかけ、多額の金銭を支払
わせる「株式会社アイデア」
に関する件

・ 株式会社アイデアは、インターネット上に「カシャカシャビジネス」と
いう名称のウェブサイトを開設し、「あなたの写真が、今すぐお金に変
わる！」などと記載して、写真をインターネット上にアップするだけで
簡単にお金が稼げるように見せかけて消費者を勧誘していたが、カシャ
カシャビジネスは誰もが簡単に稼げるような仕組みにはなっていないこ
とが判明した（不実告知）。

2017年
11月14日

（注意喚起）

SMSを用いて有料動画の未
納料金の名目で金銭を支払わ
せようとする「アマゾンジャ
パン合同会社等をかたる架空
請求」に関する件

・ アマゾンジャパン合同会社等をかたる事業者は、消費者の携帯電話に「有
料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡無き場合、法的
手続きに移行致します。アマゾン●●」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電話を掛けてきた消費者に、「お
客様は●●という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者
だとみなされて請求が上がっています。」、「本日中に支払わなければ民
事裁判へ移行します。」などと告げ、有料動画の未納料金の名目で金銭
を支払わせようとしていた（消費者を欺き、又は威迫して困惑させるこ
と）。

・ 消費者は、実際には有料コンテンツ利用料金の未払など生じていないに
もかかわらず、他のサイトの動画を閲覧したことと何らかの関係がある
のかもしれないと思うなどして、大手通販サイトのギフト券をコンビ二
エンスストアで購入して、ギフト券の番号を伝えることによって、要求
される金額を支払っていた。
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実施時期 件 名 内 容

2017年
12月22日

（注意喚起）

SMSを用いて未納料金の名
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
架空請求」に関する件

・ ヤフー株式会社をかたる事業者は、消費者のスマートフォンなどの携帯
電話に「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続に移
ります。ヤフー。」などと記載されたSMSを送信するとともに、SMSに
記載された電話番号に電話を掛けてきた消費者に「お客様は 1 年間のヤ
フーのご利用にあたって、料金を●万円滞納されています。」、「支払方
法はお近くのコンビニエンスストアでギフトカードを買って、そのギフ
ト券番号を教えてください。」などと告げ、インターネットサイトの有
料サービス等の未納料金名目で金銭を支払わせようとしていた（消費者
を欺き、又は威迫して困惑させること）。

・ 消費者は、実際にはインターネットサイトの有料サービス等の料金の未
払など生じていないにもかかわらず、スマートフォンでどこか間違った
ところを押してしまったかもしれないと思うなどして、特定の通販サイ
トで使用できるギフト券をコンビ二エンスストアで購入して、ギフト券
の番号を伝えることによって、要求される金額を支払っていた。

2018年
2 月19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Social Net」、「株
式会社Smart Plan」に関す
る件

・ 株式会社Social Net及び株式会社Smart Planの 2 社は、それぞれ、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、両社とも事業の実体がないことが判明した（不実告知）。

・ 2 社は、当該各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た上、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、ホームページ改良の名目で更に高額な追加費用を請求してい
た。

・ また、 2 社は、支払をちゅうちょしたり、拒んだりする消費者に対し、
金融機関等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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○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 （２0１７年度）

実施時期 件 名

2017年
4 月21日

プラスワン・マーケティング株式会社に対する措置命令（移動体通信役務に係る通信速度及びSIMカード
の販売数量シェアに関する不当表示（優良誤認表示）並びに同役務に係るデータ通信量の通信利用容量の
対象範囲に関する不当表示（有利誤認表示））

5 月12日 コスモ石油販売株式会社に対する措置命令（自動車の車検サービスに係る提供価格の割引期限に関する不
当表示及び同役務の提供価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認表示））

5 月19日 株式会社日本教育クリエイトに対する措置命令（介護職員講座の提供価格に関する不当な二重価格表示及
び医療事務講座の提供価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認表示））

6 月 8 日 株式会社ナイスリフォームに対する措置命令（住宅リフォーム工事の提供価格に関する不当な二重価格表
示（有利誤認表示））

6 月23日 株式会社ボーネルンドに対する措置命令（玩具の原産国に関する不当表示（原産国））

6 月28日 株式会社ビーラインに対する措置命令（自動車用タイヤの販売価格に関する不当な二重価格表示（有利誤
認表示））

7 月11日 東京瓦斯株式会社に対する措置命令（ガス機器の販売価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認表示））
7 月11日 東京ガスライフバル文京株式会社に対する措置命令（ガス機器の取引に関する不当表示（おとり広告））
7 月11日 東京ガスイズミエナジー株式会社に対する措置命令（ガス機器の取引に関する不当表示（おとり広告））

7 月19日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社に対する措置命令（オンラインゲーム内のガチャに
関する不当表示（優良誤認表示）及びオンラインゲーム内の仮想通貨に関する不当表示（有利誤認表示））

7 月19日 グリー株式会社に対する措置命令（オンラインゲームにおけるアイテムの使用許諾に係る懸賞企画に関す
る不当表示（有利誤認表示））

7 月27日 ソフトバンク株式会社に対する措置命令（通信端末の販売に関する不当表示（おとり広告））
9 月29日 ティーライフ株式会社に対する措置命令（飲料の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
10月19日 キッセイ薬品工業株式会社に対する措置命令（特別用途食品の許可要件に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 2 日 株式会社ARSに対する措置命令（日常生活における各種トラブルを解決するための役務に関する不当表
示（優良誤認表示））

11月 2 日 株式会社リュウセンに対する措置命令（日常生活における各種トラブルを解決するための役務に関する不
当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社太田胃散に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の
痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社オンライフに対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品
の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社CDグローバルに対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示
食品の痩身効果に関する不当表示及び同商品の注文数量に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社全日本通教に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品
の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 ありがとう通販株式会社に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示
食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社ECスタジオに対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食
品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社協和に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の痩身
効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社スギ薬局に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の
痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社ステップワールドに対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表
示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社テレビショッピング研究所に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする
機能性表示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社Naleluに対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の痩
身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
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実施時期 件 名

11月 7 日 株式会社ニッセンに対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の
痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 日本第一製薬株式会社に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食
品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社ハーブ健康本舗に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示
食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 ピルボックスジャパン株式会社に対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能
性表示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

11月 7 日 株式会社やまちやに対する措置命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の
痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

12月 1 日 株式会社イエローハットに対する措置命令（カー用品の販売価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認
表示））

12月 5 日 株式会社シーズメンに対する措置命令（衣料品の割引率に関する不当表示（有利誤認表示））
12月 8 日 株式会社IDOMに対する措置命令（中古自動車の保証に関する不当表示（有利誤認表示））
12月14日 株式会社SAKLIKITに対する措置命令（下着の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

12月19日 株式会社e－chanceに対する措置命令（自動車ボディ等の補修剤における効能に関する不当表示（優良誤
認表示））

12月22日 イオンライフ株式会社に対する措置命令（葬儀サービスの費用に関する不当表示（有利誤認表示））

12月27日 アマゾンジャパン合同会社に対する措置命令（クリアフォルダ等の販売価格に関する不当な二重価格表示
（有利誤認表示））

2018年
1 月12日

株式会社メガスポーツに対する措置命令（スポーツ用品等の販売価格に関する不当な二重価格表示（有利
誤認表示））

1 月26日 アワ・パーム・カンパニー・リミテッドに対する措置命令（オンラインゲーム内のガチャのキャラクター
出現確率に関する不当表示（有利誤認表示））

2 月 1 日 東レ株式会社に対する措置命令（ポット型浄水器のカートリッジの個数に関する不当表示（有利誤認表示））

3 月 2 日 株式会社SPRINGに対する措置命令（英会話教材の提供価格に関する不当な二重価格表示及び同商品の販
売価格の割引期限に関する不当表示（有利誤認表示））

3 月16日 ジュピターショップチャンネル株式会社に対する措置命令（テレビ等の販売価格に関する不当な二重価格
表示等（有利誤認表示））

3 月22日 マカフィー株式会社に対する措置命令（セキュリティソフトウェアの使用許諾に係る提供価格に関する不
当な二重価格表示及び同役務の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27日 生活協同組合連合会グリーンコープ連合に対する措置命令（ウインナーソーセージの添加物使用に関する
不当表示（優良誤認表示））

3 月29日 株式会社DMM.comに対する措置命令（液晶ディスプレイの機能に関する不当表示（優良誤認表示））
3 月29日 株式会社UPQに対する措置命令（液晶ディスプレイの機能に関する不当表示（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 （２0１７年度）

実施時期 件 名
2017年
6 月 7 日

日本サプリメント株式会社に対する課徴金納付命令（特定保健用食品（ペプチドシリーズ）の許可要件に
関する不当表示（優良誤認表示））

6 月 7 日 日本サプリメント株式会社に対する課徴金納付命令（特定保健用食品（豆鼓シリーズ）の許可要件に関す
る不当表示（優良誤認表示））

6 月14日 日産自動車株式会社に対する課徴金納付命令（軽自動車の燃費性能に関する不当表示（優良誤認表示））
7 月21日 三菱自動車工業株式会社に対する課徴金納付命令（軽自動車の燃費性能に関する不当表示（優良誤認表示））
2018年
1 月19日

株式会社オンライフに対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表
示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 株式会社協和に対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品
の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 株式会社ステップワールドに対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機
能性表示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 株式会社テレビショッピング研究所に対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分
とする機能性表示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 株式会社Naleluに対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食
品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 日本第一製薬株式会社に対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性
表示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 株式会社ハーブ健康本舗に対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能
性表示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 ピルボックスジャパン株式会社に対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とす
る機能性表示食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

1 月19日 株式会社やまちやに対する課徴金納付命令（葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示
食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

3 月23日 株式会社ミーロードに対する課徴金納付命令（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））

3 月23日 株式会社エネルギア・コミュニケーションズに対する課徴金納付命令（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23日
プラスワン・マーケティング株式会社に対する課徴金納付命令（移動体通信役務に係る通信速度及びSIM
カードの販売数量シェアに関する不当表示（優良誤認表示）並びに同役務に係るデータ通信量の通信利用
容量の対象範囲に関する不当表示（有利誤認表示））

3 月28日 株式会社日本教育クリエイトに対する課徴金納付命令（介護職員講座の提供価格に関する不当な二重価格
表示及び医療事務講座の提供価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認表示））

3 月28日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社に対する課徴金納付命令（オンラインゲーム内のガ
チャに関する不当表示（優良誤認表示））

○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
（２0１７年度）

事業者名 対象商品・役務 返金実施期間

グリー株式会社 オンラインゲーム内におけるア
イテムの使用許諾 2017年 2 月21日～2018年 3 月31日
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○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 （２0１７年度）

実施時期 件 名
2017年
5 月24日

電話勧誘販売業者株式会社アンチエイジングラボに対する指示（健康食品の電話勧誘販売に係る氏名等不
明示及び契約書面交付義務違反）

7 月 5 日 訪問販売業者株式会社ONE ROADに対する業務停止命令及び指示（株式投資に関する情報メール配信サー
ビス等の訪問販売に係る勧誘目的等不明示、契約書面記載不備、不実告知及び迷惑勧誘）

8 月31日 電話勧誘販売業者株式会社島田製薬に対する業務停止命令及び指示（健康食品の電話勧誘販売に係る勧誘
目的不明示、再勧誘、不実告知及び契約書面記載不備）

10月27日
連鎖販売業者48ホールディングス株式会社に対する業務停止命令及び指示（「Clover Coin（クローバーコ
イン）」と称する電子的な情報の提供及び管理の役務を提供する連鎖販売取引に係る氏名等不明示、不実
告知及び概要書面不交付）

11月17日
業務提供誘引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
器の業務提供誘引販売取引に係る勧誘目的等不明示、故意による事実不告知、契約書面不交付及び迷惑解
除妨害）

11月24日 連鎖販売業者フォーデイズ株式会社に対する業務停止命令及び指示（清涼飲料水の連鎖販売取引に係る氏
名等不明示及び不実告知）

12月15日 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連鎖
販売取引に係る勧誘目的等不明示、故意による事実不告知、契約書面不交付及び迷惑解除妨害）

2018年
2 月16日

特定継続的役務提供事業者株式会社アルファコーポレーションに対する指示（家庭教師の派遣及び学習塾
における指導の役務を提供する特定継続的役務提供に係る概要書面及び契約書面交付義務違反（記載不備）
及び迷惑勧誘）

2 月20日
連鎖販売業者株式会社iXSに対する業務停止命令及び指示（「FGN」と称する社会人又は社会人になろう
とする者を対象としたビジネススクールの役務を提供する連鎖販売取引に係る氏名等不明示、特定利益に
関する事実不告知、契約書面不交付、適合性原則違反、契約書面に虚偽記載をさせる行為）

3 月 5 日 訪問販売業者株式会社防災センターに対する業務停止命令及び指示（消火器のリースの役務を提供する訪
問販売に係る勧誘目的不明示及び不実告知）

3 月 8 日 訪問販売業者株式会社エコホームシステムに対する業務停止命令及び指示（家庭用ヒートポンプ給湯器（エ
コキュート）の訪問販売に係る勧誘目的等不明示、不実告知及び故意による事実不告知）

3 月22日
訪問購入業者株式会社リアライズ及び合同会社ROUND TWOに対する業務停止命令及び指示（貴金属等
の訪問購入に係る勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、契約書面交付義務違反（記載不備）、物品の
引渡しの拒絶に関する告知義務違反、氏名等不明示）

3 月27日 電話勧誘販売業者「海誠物産又はYAB」こと安野晃弘及び「北翔物産又はBrF」こと太田翔也に対する業
務停止命令及び指示（カニ等の海産物の電話勧誘販売に係る氏名等不明示、再勧誘、不実告知）

3 月28日
通信販売業者「家電のBigOnion」こと飯田伸一に対する業務停止命令及び指示（家庭用電気機械器具の
通信販売に係る販売業者の氏名又は名称及び電話番号の表示義務違反並びに売買契約の解除によって生ず
る債務の履行の不当な遅延）

3 月28日
特定継続的役務提供事業者株式会社グッドスタイルカンパニーに対する業務停止命令及び指示（脱毛、痩
身及び美顔の施術の役務を提供する特定継続的役務提供に係る不実告知、業務及び財産の状況を記載した
書類の備付け義務違反、迷惑勧誘、迷惑解除妨害及び適合性原則違反）

○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 （２0１７年度）

実施時期 件 名
2017年

12月15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書類の備置き義務違反）
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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 （２0１７年度）

実施時期 件 名
2017年

11月13日 株式会社ライトニングに対する措置命令

2018年
3 月 6 日 株式会社MOTHERに対する措置命令

○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 （２0１７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 （２0１７年度）

実施時期 件 名
該当なし

○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 （２0１７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

2017年
4 月28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 4 月～2017年 3 月：改善要請389件（336
事業者））

5 月24日
特定保健用食品に対す
る更なる品質管理等の
徹底について

消費者庁が平成28年度に実施した特定保健用食品買上調査において、調査対象と
なった一部の商品に、許可時の関与成分が規定量含まれていなかったことを受け
て、関係団体に対し、特定保健用食品の許可を受けている事業者に向けて、改め
て平時の品質管理体制を見直し、更なる自主的な品質管理の徹底を行うよう依頼。

6 月23日
食品表示の適正化に向
けた取組について（夏
期一斉取締り）

食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期における食品表示の適正化に向けた
取組の一環として、都道府県等に対し、啓発パンフレット等を活用したカンピロ
バクター食中毒の予防対策に係る周知啓発、特定保健用食品を製造又は販売する
事業者の品質管理体制の整備及びその管理記録に係る監視指導の徹底等を通知。

7 月28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。（2017年 4 月～ 6 月：改善要請125件（104事
業者））

8 月31日
特別用途食品と誤認さ
れるおそれのある表示
について

都道府県等に対し、脱水時における水分及び電解質補給を目的として調整された
清涼飲料水に、「経口補水液」又はこれに類する広告その他の表示をするためには、
特別用途食品の許可が必要であること等の周知を行うよう依頼。

9 月22日

プエラリア・ミリフィ
カを原材料に含む「健
康食品」の取扱いにつ
いて

プエラリア・ミリフィカに含まれる女性ホルモン様作用が原因と考えられる健康
被害情報が多数報告されていることを踏まえ、厚生労働省との連名により、都道
府県等に対し、健康被害発生防止の観点から、事業者が当該健康食品の安全性に
関する情報を容器包装への表示等により消費者に提供するよう自治体への指導を
依頼するとともに、関係団体に対しても、表示を含め製品の製造管理の改善等適
切な対応を行うよう事業者に周知するよう依頼。

11月 2 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。（2017年 7 月～ 9 月：改善要請153件（140事
業者））
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○資料 ７ -１３ 消費者安全調査委員会による事故に関する情報提供 （２0１７年度）

公表時期 件 名
2017年
4 月24日 ライターの残り火

6 月30日 靴底の剥がれによる転倒
6 月30日 屋外コンテナ式収納スペースの移動式足場の階段からの転落
8 月25日 手動車いすのフットサポート 続報
2018年
3 月13日 自転車使用中の転倒

（備考）  消費者安全調査委員会への申出を端緒として収集した情報のうち、消費者安全確保の見地から、事業者及び消費者に周知すべき有益な情報を関
係行政機関に情報提供するとともに、レポートの形で公表するもの。

○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 （２0１７年度）

（報告書）

公表時期 件 名
2017年
5 月29日 体育館の床板の剝離による負傷事故

11月20日 玩具による乳幼児の気道閉塞事故
12月21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により不眠等の症状が発生したとされる事案

（経過報告書）

公表時期 件 名
2017年
9 月22日 住宅用太陽光発電システムから発生した火災等事故

実施時期 件 名 内 容

11月27日
食品表示の適正化に向
けた取組について（年
末一斉取締り）

食品衛生の監視指導の強化が求められる年末における食品表示の適正化に向けた
取組の一環として、都道府県等に対し、啓発パンフレット等を活用した特定原材
料に準ずるアレルゲンを含む食品に関する表示の更なる啓発、特別用途食品を製
造又は販売する事業者の品質管理体制の整備及びその管理記録に係る監視指導の
徹底、プエラリア・ミリフィカを原材料に含む健康食品を販売している事業者に
対する製品の安全性に関する情報提供の実施状況に係る監視指導の実施等を通知。

2018年
1 月31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。（2017年10月～12月：改善要請92件（83事業者））

（備考） ※は公表時期。
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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（20１7年度）

実施時期 件 名

2017年
５ 月17日 ５ 月22日から「子どもの事故防止週間」を実施します。※ 1

５ 月26日 法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に
6月 1日 ライターは安全に正しく使いましょう！―ライターの注意表示をよく確認し、事故を防ぎましょう―※ 2
7 月20日 刈払機（草刈機）の使用中の事故にご注意ください！※ 2
7 月27日 ドライアイスによる手などの凍傷や容器破裂に注意！
９月13日 ご家族など身近な方で高齢者の事故を防止しましょう！―事故防止のために高齢者の身の回りを見直してみましょう―
11月 ８ 日 0 ～ 1 歳児の大人用ベッドからの転落事故に御注意ください！
11月10日 家具やテレビの転倒に気を付けましょう！―下敷きになった子どもが死亡する事故も―
11月20日 小さいおもちゃの誤嚥・窒息事故に注意！
12月 6 日 ゆたんぽを安全に正しく使用しましょう！―低温やけど、過熱、漏れなどの事故を防止しましょう―
12月13日 炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に御注意ください
12月20日 除雪機による事故を防止しましょう！―除雪機や除雪道具の使用中に毎年死傷者が出ています！
12月27日 事故を防止し、年末年始を安全に過ごしましょう！―餅による窒息、大掃除中のけが・誤飲、帰省時の子どものやけど―
201８年
1 月11日 高病原性鳥インフルエンザの発生を受けて、消費者の皆様にお知らせです

1月26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！（更新）
1月31日 豆やナッツ類は、3歳頃までは食べさせないようにしましょう！
3月14日 窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください！
3月20日 安全・安心な新生活をスタート！事故を防止するための ５つのポイント！
3月27日 建物の出入口にある自動ドアでの事故に気を付けましょう！―指を挟まれて骨折することも―

（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 の実施主体は、「子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議」（内閣府、警察庁、消費者庁、総務省消防庁、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省）。

3．※ 2は国民生活センターと連名で注意喚起を実施。

316



資
料
編

○資料 ８ - 2 子ども安全メールfrom消費者庁の配信（20１7年度）

実施時期 件 名

2017年
4 月 6 日 箸やフォークなどによる事故に気を付けて！

4月13日 子どもを幼児座席に乗せたままの自転車、停車中もご注意ください！
4月20日 硬貨の誤飲に注意！
4月27日 子どもたちだけで遊ぶ時に起きる事故に御注意！
５月 2日 加熱式タバコの誤飲に御注意ください！
５月11日 外食先での思わぬ事故に御注意ください！
５月17日 ５ 月22日から、「子どもの事故防止週間」が始まります！
５月22日 今週は、「子どもの事故防止週間」です！
５月23日 海、川、プールでは安全に遊びましょう～海での事故に注意
５月24日 海、川、プールでは安全に遊びましょう～川やプールの事故に注意
５月2５日 公園等の遊具は安全に正しく使いましょう
５月26日 外出時に使用する乳幼児向け製品等は、安全に正しく使いましょう
6月 1日 ライターは子どもの手が届かないところへ！
6月 ８日 雨天時、濡れた床での転倒事故にご注意ください
6月1５日 機械式立体駐車場では、子どもから目を離さないで！
6月22日 ベランダからの転落に御注意ください！
6月2９日 ドア開閉時の子どもの指挟みに注意！
7月 6日 川遊びは事故に気を付けて安全に！
7月12日 海で安全に楽しむために、事故に気を付けましょう！
7月13日 夏の水遊び中の事故に気を付けましょう！
7月14日 花火によるやけどに気を付けましょう！
7月1８日 ケミカルライトやスプレーで目を痛めないで！
7月1９日 危険！おもちゃなどに入っているボタン電池の誤飲に注意！
7月20日 小さなおもちゃを口に入れさせないで！
7月27日 危険！ドライアイスは素手で触らないで。
８月 3日 旅行や帰省時にもチャイルドシートを正しく着用しましょう！
８月10日 御注意！子どもが閉じ込められて熱中症に!
８ 月17日 エスカレーターでは黄色い線の内側に立ちましょう。
８月24日 強い日差しで高温になった公園でのやけどに注意しましょう。
８月31日 ご家庭で災害への備えについて点検を！
９月 7日 小さな瓶に入ったアロマオイルの保管に注意！
９月14日 商業施設内にある遊戯施設でのけがに気を付けて！
９月21日 キッズデザイン賞をご存知ですか？
９月2８日 お持ちの子ども向け製品はリコール対象ではありませんか？
10月 ５ 日 遊具による事故に気を付けましょう！
10月12日 医薬品の誤飲に注意しましょう！
10月1９日 キッチン周りには危険がいっぱい！
10月26日 山歩きやハイキング中の事故に注意を！
11月 2 日 11月は製品安全総点検月間。家庭内の製品・住宅設備の確認・点検を！
11月 ８ 日 0 ～ 1 歳児の大人用ベッドからの転落事故に注意を！
11月 ９ 日 就寝時の子どもの窒息に気を付けて！
11月10日 1 歳になるまでは、寝かせる時はあお向けに。
11月16日 家具やテレビの転倒に注意を！
11月22日 加熱式たばこの誤飲に注意を！
11月30日 クリスマスの季節、おもちゃは対象年齢を確認し、安全に楽しく遊びましょう。
12月 7 日 ショッピングカートからの転落に注意！
12月13日 炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけどに注意！
12月21日 ノロウイルス感染に注意！
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実施時期 件 名

201８年
1 月 4 日 ストーブなどの暖房器具によるやけどに注意！

1月11日 磁石の誤飲に注意！
1月1８日 スノースポーツでは、ヘルメットなどの保護具を装着しましょう！
1月2５日 鍋料理でのやけどに注意
1月31日 豆やナッツ類は 3歳頃までは食べさせないで！
2月 1日 ドラム式洗濯機に閉じ込められる事故に御注意！
2月 ８日 鉛筆や先がとがった文具でのけがに注意！
2月1５日 銭湯や温泉などの温浴施設での子どもの転倒事故に気を付けて！
2月22日 加湿器でのやけどに注意！
3月 1日 安全に配慮された製品を選び、事故を防ぎましょう！
3月 ８日 ヘアアイロンでのやけどに注意！
3月14日 窓やベランダからの子どもの転落事故に注意！
3月22日 おむつ替え時等の転落事故に注意！
3月2９日 自動ドアでの事故に注意！

（備考）子ども安全メールの201８年 3 月末現在の登録者数は約2万3000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（20１7年度）

実施時期 件 名

2017年
4 月27日 タレント・モデル契約のトラブルに注意！！

９月2９日 仮想通貨に関するトラブルにご注意ください！※ 1
12月2５日 時間貸し駐車場の料金表示について
201８年
1 月16日 はれのひ（株）に関する相談窓口等について

2月27日 大雪による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください！
2月2８日 ひきこもり支援を目的として掲げる民間事業の利用をめぐる消費者トラブルにご注意ください！
3月1５日 消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきにご注意ください！！
3月20日 安全・安心な新生活をスタート！
3月27日 サブリース契約に関するトラブルにご注意ください！※ 2
3 月30日 ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ※ 3

（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は金融庁、警察庁と連名で注意喚起を実施。
3．※ 2は国土交通省と連名で注意喚起を実施。
4．※ 3は内閣官房、警察庁、金融庁、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通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８（20１7年度）

件 名

アナディス株式会社（長袖シャツの不適正表示について）
株式会社ワコール（スポーツブラ・ショーツの不適正表示について）
株式会社サンエー・ビーディー（ワンピースの不適正表示について）
アナディス株式会社（ブラウスの不適正表示について）
株式会社ファミリア（ラップケットの不適正表示について）
株式会社サンエー・ビーディー（ワンピースの不適正表示について）

８�）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 （20１7年度）

月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場 所

2017年
５ 月11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 1日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県立会津第二高等学校、消費
者庁 福島県会津若松市

6月 ５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 ８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

6月14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 福島県二本松市

6月1９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

6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

6月22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22日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県立磐城農業高等学校、消費
者庁 福島県いわき市

6月23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

6月27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

6月27日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市わたり地区老ク連女性部、
消費者庁 福島県福島市

7月 4日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市東公民館、消費者庁 福島県須賀川市

7月 ５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

7月 7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21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、消費者庁 福島県南相馬市

7月23日 夏休み2017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2９日 夏休み2017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 平成2９年度�放射線の健康影響等に関する
応用研修

環境省、福島県、福島県教育委員会、消費
者庁 福島県郡山市

８月 ９日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

８月1９日 おおさか食育フェスタ2017 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23日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

９月 ９日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人まちづくり二本松、消
費者庁 福島県二本松市

９月13日 平成2９年度�放射線の健康影響等に関する
応用研修

環境省、福島県、福島県教育委員会、消費
者庁 福島県福島市

９月14日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

９月20日 霞が関ふくしま復興フェア 復興庁、文部科学省、金融庁、外務省、消
費者庁 東京都千代田区

９月26日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島東稜高等学校、消費者庁 福島県福島市
９月27日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市
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月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場 所

９月2８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30日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社NSC、消費者庁 福島県会津若松市
10月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、玉川村立泉中学校、消費者庁 福島県玉川村

10月10日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県消費者団体連絡協議会、消
費者庁 福島県福島市

10月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

10月1９日 平成2９年度�放射線の健康影響等に関する
応用研修

環境省、福島県、福島県教育委員会、消費
者庁 福島県南相馬市

10月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、大玉村役場政策推進課企画係、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、南相馬市生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

10月26日 食と放射能に関する説明会 福島県、会津若松市役所環境生活課、消費
者庁 福島県会津若松市

10月27日
食品に関するリスクコミュニケーション
～今、改めて考える�食品中の放射性物質
に対する現状と取組～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省 東京都台東区

11月 1 日
食品に関するリスクコミュニケーション
～今、改めて考える�食品中の放射性物質
に対する現状と取組～

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 宮城県仙台市

11月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき集団栄養給食研究会（こど
も支援課）、消費者庁 福島県いわき市

11月 3 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 4 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 福島県南相馬市

11月 7 日
食品に関するリスクコミュニケーション
～今、改めて考える�食品中の放射性物質
に対する現状と取組～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省、愛知県 愛知県名古屋市

11月 ８ 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

11月1８日 食と放射能に関する説明会 福島県、有限会社ゼスト、消費者庁 福島県郡山市

11月21日
食品に関するリスクコミュニケーション
～今、改めて考える�食品中の放射性物質
に対する現状と取組～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省、福岡県 福岡県福岡市

11月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、紬のたけやま、消費者庁 福島県郡山市

11月22日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 沖縄県那覇市

11月22日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 沖縄県那覇市

11月27日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 長野県長野市

11月2８日 食と放射能に関する説明会 福島県、三春町立三春中学校、消費者庁 福島県三春町

12月 ５ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県食肉事業協同組合連合会、
消費者庁 福島県白河市

12月 6 日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 北海道札幌市

12月 7 日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 石川県かほく市

12月13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

12月13日 健康大学 葛飾区、消費者庁 東京都葛飾区
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月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場 所

12月14日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 東京都中野区

12月17日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県食肉事業協同組合連合会、
消費者庁 福島県福島市

12月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、すみれ薬局、消費者庁 福島県須賀川市
12月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、フジ薬局、消費者庁 福島県須賀川市
12月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、だんらん、消費者庁 福島県須賀川市
201８年
1 月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、柳町こどもを守る会、消費者庁 福島県郡山市

1月21日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 福岡県福岡市

1月22日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 愛知県豊明市

1月23日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 千葉県船橋市

1月2５日 食と放射能に関する説明会 福島県、commune�with�助産師、消費者庁 福島県いわき市
1月27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27日 食と放射能に関する説明会 福島県、ハタフル、消費者庁 福島県郡山市

1月2９日 食と放射能に関する説明会 福島県、しらかわ市民活動支援会、消費者
庁 福島県白河市

1月31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 1日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 千葉県香取市

2月 2日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島中央テレビ、消費者庁 福島県郡山市

2月 3日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 神奈川県相模原市

2月 3日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 東京都八王子市

2月 ５日 岡山県住民セミナー「知っておきたい食
の安全性－食品と放射能－」

環境省、岡山県、公益財団法人�原子力安
全研究協会、消費者庁 岡山県岡山市

2月 6日 食と放射能に関する説明会 福島県、山田クリニック、消費者庁 福島県須賀川市
2月 7日 食と放射能に関する説明会 福島県、山田クリニック、消費者庁 福島県須賀川市
2月 ８日 食と放射能に関する説明会 福島県、commune�with�助産師、消費者庁 福島県いわき市
2月 ９日 食と放射能に関する説明会 福島県、山田クリニック、消費者庁 福島県須賀川市

2月12日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 大阪府泉佐野市

2月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、MCネット、消費者庁 福島県郡山市
2月14日 食と放射能に関する説明会 福島県、ソレイユ本宮、消費者庁 福島県本宮市
2月16日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県立西郷支援学校、消費者庁 福島県西郷村

2月17日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 愛知県一宮市

2月1８日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 愛知県一宮市

2月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人子育て支援グループこ
ころ、消費者庁 福島県二本松市

2月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、子育ネットワークぽけっと、消費
者庁 福島県会津美里町
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2月23日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 石川県金沢市

2月24日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 富山県富山市

2月24日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 富山県富山市

2月2８日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市生活環境課、消費者庁 福島県南相馬市

2月2８日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 東京都立川市

3月 2日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 愛知県知多市

3月 3日 食と放射能に関する説明会 福島県、ベース企画、消費者庁 福島県郡山市

3月 ５日 ふくしまから はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」 福島県、消費者庁 愛知県名古屋市

3月 6日 食と放射能に関する説明会 福島県、青空保育たけの子、消費者庁 福島県福島市
3月 7日 食と放射能に関する説明会 福島県、日向ぼっこ、消費者庁 福島県猪苗代

3月 7日 食と放射能に関する説明会 福島県、シャローム災害支援センター、消
費者庁 福島県福島市

3月 ９日 食と放射能に関する説明会 福島県、スタジオレック、消費者庁 福島県郡山市
3月10日 食と放射能に関する説明会 福島県、東和警備保障、消費者庁 福島県南相馬市

3月10日
Lesson#311シンポジウム
「原発事故から 7年、放射能汚染の状況
はどこまで改善したか」

日本科学未来館、消費者庁 東京都江東区

3月14日 食と放射能に関する説明会 福島県、トータルヘルスクリニック、消費
者庁 福島県郡山市

3月14日 食と放射能に関する説明会 福島県、にこにここども館、消費者庁 福島県郡山市
3月14日 食と放射能に関する説明会 福島県、県立矢吹病院、消費者庁 福島県西白河郡
3月1５日 食と放射能に関する説明会 福島県、commune�with�助産師、消費者庁 福島県いわき市
3月1５日 食と放射能に関する説明会 福島県、KFB、消費者庁 福島県郡山市
3月17日 食と放射能に関する説明会 福島県、大安場史跡公園、消費者庁 福島県郡山市

3月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人クラブまちてらす、消
費者庁 福島県喜多方市
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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 （20１7年度）

実施時期 件 名

2017年
4 月13日

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―

4月2８日 ガスの小売全面自由化が始まりました！―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―

５月 1日 「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください！
５月11日 なくならない脱毛施術による危害
５月11日 台座灸でやけど（相談解決のためのテストから No.110）
５ 月11日 取っ手が取れたフライパン（相談解決のためのテストから No.111）
6 月 1 日 ライターは安全に正しく使いましょう！―ライターの注意表示をよく確認し、事故を防ぎましょう―※

6月1５日 日本の法律は関係ないと主張する海外マルチ事業者とのトラブル―契約先は海外！？人を紹介すれば儲か
ると言われたのに…―

6月1５日 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について（平成2９年度第 1回）

6月2９日 コンビニ払いを指示する架空請求にご注意！第 2弾―新たな手口として仮想通貨購入用の口座が詐欺業者
に利用されています―

6月2９日 アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意―公道を走行すると法令違反となる
おそれも―

6月2９日 「消費者トラブルメール箱」2016年度のまとめ
6月2９日 取り出しツマミが鋭利な排水口のごみ取り（相談解決のためのテストから No.112）
6 月2９日 鋭利な縁で指先を切った天ぷら鍋（相談解決のためのテストから No.113）
7 月 6 日 心当たりのないメール・SMSには反応しないで！―“迷惑メール”に誘導されてトラブルに！？―
7月 6日 携帯用蚊取線香入れを使用中のやけどに注意（相談解決のためのテストから No.114）

7 月13日 美容を目的とした「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品―若い女性に危害が多発！安易な摂取は控
えましょう―

7月20日 刈払機（草刈機）の使用中の事故にご注意ください！※
８月 3日 健康食品の摂取により薬物性肝障害を発症することがあります―「医師からの事故情報受付窓口」から―
８月 3日 コンタクトレンズによる目のトラブルにご注意ください―「医師からの事故情報受付窓口」から―
８月10日 2016年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要
８月10日 2016年度のPIO-NETにみる危害・危険情報の概要
８月10日 2016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31日 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について（平成2９年度第 2回）

９月 7日 不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた！！―終活の一環！？高齢者を中心に訪問購入のト
ラブルが発生しています―

９月 7日 住宅用火災警報器の点検をしましょう！―経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも―
９月 7日 腹部に水膨れができたEMS機器（相談解決のためのテストから No.11５）
９ 月 7 日 先端部から煙が出たスチームアイロン（相談解決のためのテストから No.116）
９ 月14日 ATMを操作しても還付金はもらえません！！―「還付金詐欺」に関する相談が増えています―
９月21日 こんろのグリルでの子どものやけどに注意―使用後でもグリル窓は高温です―
10月12日 ゴルフボールが突き抜けたゴルフ練習用ネット―当該品をお持ちの方は販売元にお問い合わせください―
10月1９日 子の未婚は親の責任？―結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください―
10月31日 「60歳以上の消費者トラブル110番」実施結果

11月 ９ 日 宅配買い取りサービスのトラブルが増加しています！―段ボールひと箱分でも数十円！？「手軽に高額査
定」のはずが…―

11月16日 「お試し」のつもりが「定期購入」に！？第 2弾―健康食品等のネット通販では、契約内容や解約条件を
しっかり確認しましょう―

11月16日 乳幼児による加熱式たばこの誤飲に注意
11月30日 「平成2８年熊本地震」で寄せられた消費生活相談情報（第 3報）―発生 1年半にみる相談の推移―
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11月30日 電力の小売全面自由化が始まって 1年半が経過しました―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 ガスの小売全面自由化から半年が経過しました―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 消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等
12月 7 日 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について（平成2９年度第 3回）
12月 7 日 美容医療でクーリング・オフが可能なケースも！―特定商取引法に美容医療のルールが加わりました―
12月21日 保険商品の銀行窓口販売の全面解禁から10年を迎えて―新たに外貨建て保険のトラブルも―
12月21日 消費者問題に関する2017年の10大項目
12月21日 すき焼き鍋の持ち運びに注意（相談解決のためのテストから No.117）
201８年
1 月 4 日 二十歳の君へ―消費者トラブルに巻き込まれない成人（おとな）になろう！！―

1月1８日 先進安全自動車に関する消費者の使用実態―機能を過信せずに安全運転を心がけましょう―

1月1８日 眼鏡の形をした拡大鏡―眼鏡の形をしていますが眼鏡ではありません―（相談解決のためのテストから�
No.11８）

1 月2５日 より深刻に！「原野商法の二次被害」トラブル―原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない！契約し
ない！―

1月2５日 消費生活センターにおける障がい者対応の現況調査＜結果・概要＞
2月 6日 「ジャパンライフ専用ダイヤル」の実施結果について
2月22日 相談急増！フリマサービスでのトラブルにご注意―個人同士の取引であることを十分理解しましょう―
2月22日 強い刺激臭を感じた猫用の室内遊具（相談解決のためのテストから No.11９）
2 月22日 薬品臭を感じたペットボトル用ストロー（相談解決のためのテストから No.120）

3 月 1 日 「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」―高齢者を中心に、自宅を大
切に思う気持ちにつけ込まれています―

3月 1日 自転車の前車輪の脱落に注意―スポーツ車などのクイックレリーズハブは乗車前の使用者による固定確認
が必要です―

3月 1日 鋭利な縁で指先を切った保存容器（相談解決のためのテストから No.121）
3 月1５日 幼児がハンドスピナーの部品を誤飲
3月1５日 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について（平成2９年度第 4回）
（備考）※は消費者庁と連名で情報提供を実施。
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資料10 地方消費者行政の現況
○資料10- 1 法執行の実施状況（件数）

都道府県 政令市 合計
2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

景品表示法※ 62 503 901 930 0 4 4 5 62 507 905 935
指示 62 3 0 ― 0 0 0 ― 62 3 0 ―
措置請求 0 0 0 ― 0 0 0 ― 0 0 0 ―
合理的根拠の提出要求 ― 0 0 0 ― 0 0 0 ― 0 0 0
措置命令 ― 0 0 1 ― 0 0 0 ― 0 0 1
その他行政指導 ― 500 901 929 ― 4 4 5 ― 504 905 934
JAS法※ 2 33 22 9 ― 0 0 0 ― 33 22 9 ―
指示 32 21 8 ― 0 0 0 ― 32 21 8 ―
命令 1 1 1 ― 0 0 0 ― 1 1 1 ―
食品衛生法 250 204 221 231 95 126 109 126 345 330 330 357
物品廃棄命令 23 15 18 20 8 10 10 2 31 25 28 22
営業停止命令 201 159 178 155 44 81 84 93 245 240 262 248
営業禁止命令 26 30 25 56 43 35 15 31 69 65 40 87
営業許可取消命令 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
健康増進法 収去 51 50 0 0 3 3 3 3 54 53 3 3
米トレーサビリティ法 ― ― ― 0 ― ― ― 0 ― ― ― 0
勧告 ― ― ― 0 ― ― ― 0 ― ― ― 0
命令 ― ― ― 0 ― ― ― 0 ― ― ― 0
食品表示法 ― ― ― 11,568 ― ― ― 3,623 ― ― ― 15,191
指示 ― ― ― 10 ― ― ― 1 ― ― ― 11
命令（法第 6条第 5項） ― ― ― 0 ― ― ― 0 ― ― ― 0
命令（法第 6条第 8項） ― ― ― 0 ― ― ― 1 ― ― ― 1
収去 ― ― ― 11,558 ― ― ― 3,621 ― ― ― 15,179
家庭用品品質表示法 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
指示 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
公表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特定商取引法※ 3 97 55 54 36 0 0 0 0 97 55 54 36
指示 27 8 17 11 0 0 0 0 27 8 17 11
業務停止命令 70 47 37 25 0 0 0 0 70 47 37 25

割賦販売法 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
改善命令 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
業務停止命令 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
許可・登録取消 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貸金業法 24 9 16 24 0 0 0 0 24 9 16 24
業務改善命令 6 1 5 12 0 0 0 0 6 1 5 12
業務停止命令 12 4 7 10 0 0 0 0 12 4 7 10
登録取消 6 4 4 2 0 0 0 0 6 4 4 2
旅行業法 14 6 4 9 0 0 0 0 14 6 4 9
業務改善命令 12 2 1 3 0 0 0 0 12 2 1 3
業務停止命令 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 2 5
登録取消 2 4 1 1 0 0 0 0 2 4 1 1
宅地建物取引業法 306 239 216 139 0 0 0 0 306 239 216 139
指示 62 33 25 25 0 0 0 0 62 33 25 25
業務停止命令 64 69 59 31 0 0 0 0 64 69 59 31
免許取消 180 137 132 83 0 0 0 0 180 137 132 83
消費生活関係条例 337 357 314 288 214 137 146 126 551 494 460 414
指導 309 311 290 280 204 134 146 124 513 445 436 404
勧告 12 19 14 6 6 2 0 1 18 21 14 7
公表 16 27 10 2 4 1 0 1 20 28 10 3
禁止命令 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（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．�※ 1 �不当景品類及び不当表示防止法。法改正に伴い、「指示」及び「措置請求」は施行前（2014年11月）までの件数、「合理的根拠の提出要

求」及び「措置命令」は施行後（2014年12月）からの件数を表示。
3．�※ 2 �農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律。JAS法の執行部分は食品表示法（2015年4月1日施行）に統合されたので2016年

度は実績がない。
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○資料10- ２ 都道府県、政令指定都市、市区町村等の消費者行政予算（狭義）の合計と自主財源の割合
2010年度 2017年度

合計
（千円）

自主財源の割合
合計

（千円）
自主財源の割合自主財源

（千円）
基金

（千円）
自主財源
（千円）

基金
（千円）

北海道 855,949� 529,117� 326,832� 61.8% 724,947� 512,387� 212,560� 70.7%
青森県 173,723� 97,299� 76,424� 56.0% 218,536� 157,737� 60,799� 72.2%
岩手県 433,852� 296,515� 137,337� 68.3% 250,149� 185,073� 65,076� 74.0%
宮城県 287,576� 195,691� 91,885� 68.0% 277,853� 164,283� 113,570� 59.1%
秋田県 105,472� 55,985� 49,487� 53.1% 106,240� 50,058� 56,182� 47.1%
山形県 157,403� 89,746� 67,657� 57.0% 201,691� 91,193� 110,498� 45.2%
福島県 189,216� 121,209� 68,007� 64.1% 504,145� 142,134� 362,011� 28.2%
茨城県 357,442� 184,393� 173,049� 51.6% 346,325� 239,119� 107,206� 69.0%
栃木県 284,998� 139,786� 145,212� 49.0% 264,903� 166,455� 98,448� 62.8%
群馬県 344,837� 149,305� 195,532� 43.3% 225,150� 171,094� 54,056� 76.0%
埼玉県 774,964� 441,180� 333,784� 56.9% 776,707� 449,297� 327,410� 57.8%
千葉県 767,642� 578,779� 188,863� 75.4% 786,176� 573,348� 212,828� 72.9%
東京都 2,031,970� 1,602,743� 429,227� 78.9% 1,894,577� 1,702,564� 192,013� 89.9%
神奈川県 887,878� 532,175� 355,703� 59.9% 825,796� 495,965� 329,831� 60.1%
新潟県 184,321� 85,150� 99,171� 46.2% 238,557� 137,965� 100,592� 57.8%
富山県 232,499� 122,280� 110,219� 52.6% 140,465� 85,645� 54,820� 61.0%
石川県 170,111� 97,455� 72,656� 57.3% 161,879� 97,710� 64,169� 60.4%
福井県 188,352� 122,187� 66,165� 64.9% 132,200� 89,634� 42,566� 67.8%
山梨県 121,921� 77,204� 44,717� 63.3% 127,019� 81,173� 45,846� 63.9%
長野県 187,734� 116,099� 71,635� 61.8% 222,323� 138,126� 84,197� 62.1%
岐阜県 140,153� 77,860� 62,293� 55.6% 188,032� 109,958� 78,074� 58.5%
静岡県 492,753� 238,653� 254,100� 48.4% 408,521� 250,039� 158,482� 61.2%
愛知県 546,843� 312,891� 233,952� 57.2% 607,991� 329,147� 278,844� 54.1%
三重県 314,840� 145,902� 168,938� 46.3% 182,838� 93,056� 89,782� 50.9%
滋賀県 205,020� 115,906� 89,114� 56.5% 173,097� 104,327� 68,770� 60.3%
京都府 348,304� 220,395� 127,909� 63.3% 343,035� 202,246� 140,789� 59.0%
大阪府 1,156,327� 866,370� 289,957� 74.9% 974,181� 699,059� 275,122� 71.8%
兵庫県 1,030,759� 556,271� 474,488� 54.0% 631,478� 404,632� 226,846� 64.1%
奈良県 174,143� 94,282� 79,861� 54.1% 170,337� 100,764� 69,573� 59.2%
和歌山県 67,010� 34,044� 32,966� 50.8% 161,973� 102,339� 59,634� 63.2%
鳥取県 110,095� 67,911� 42,184� 61.7% 146,461� 80,056� 66,405� 54.7%
島根県 98,403� 51,097� 47,306� 51.9% 105,352� 62,681� 42,671� 59.5%
岡山県 182,028� 121,369� 60,659� 66.7% 216,797� 137,453� 79,344� 63.4%
広島県 344,196� 155,104� 189,092� 45.1% 272,611� 169,670� 102,941� 62.2%
山口県 140,496� 77,208� 63,288� 55.0% 148,273� 84,419� 63,854� 56.9%
徳島県 183,838� 82,388� 101,450� 44.8% 355,174� 221,225� 133,949� 62.3%
香川県 125,718� 71,001� 54,717� 56.5% 74,262� 70,140� 4,122� 94.4%
愛媛県 169,362� 86,855� 82,507� 51.3% 125,925� 58,990� 66,935� 46.8%
高知県 120,512� 56,320� 64,192� 46.7% 104,842� 55,592� 49,250� 53.0%
福岡県 758,490� 423,221� 335,269� 55.8% 505,160� 353,315� 151,845� 69.9%
佐賀県 171,596� 70,902� 100,694� 41.3% 144,242� 72,747� 71,495� 50.4%
長崎県 213,975� 136,365� 77,610� 63.7% 296,644� 155,460� 141,184� 52.4%
熊本県 142,540� 82,268� 60,272� 57.7% 201,547� 97,571� 103,976� 48.4%
大分県 194,432� 113,029� 81,403� 58.1% 165,380� 104,299� 61,081� 63.1%
宮崎県 170,061� 78,347� 91,714� 46.1% 152,492� 102,674� 49,818� 67.3%
鹿児島県 376,883� 208,346� 168,537� 55.3% 190,947� 115,105� 75,842� 60.3%
沖縄県 151,206� 99,765� 51,441� 66.0% 162,877� 96,685� 66,192� 59.4%
合計 16,867,843� 10,278,368� 6,589,475� 60.9% 15,636,107� 10,164,609� 5,471,498� 65.0%

（備考） 1．消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
2．2010年度は最終予算、2017年度は当初予算。
3．広域連合及び一部事務組合を含む。
4．�2014年度の補正予算より、地方消費者行政活性化交付金（基金）から地方消費者行政推進交付金へ移行しているため、2014年度以降は、基
金と交付金の合計額となっている。
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2010年度 2017年度
北海道 8.3% 15.6%
青森県 9.8% 24.4%
岩手県 17.1% 26.5%
宮城県 13.9% 19.4%
秋田県 7.7% 23.1%
山形県 8.3% 11.1%
福島県 10.0% 28.3%
茨城県 37.8% 28.9%
栃木県 25.0% 23.1%
群馬県 10.8% 21.6%
埼玉県 21.5% 34.4%
千葉県 25.5% 27.3%
東京都 52.4% 55.6%
神奈川県 35.3% 35.3%
新潟県 25.8% 25.8%
富山県 12.5% 12.5%

2010年度 2017年度
石川県 19.0% 33.3%
福井県 44.4% 55.6%
山梨県 7.1% 21.4%
長野県 6.4% 23.1%
岐阜県 7.0% 15.9%
静岡県 22.2% 22.2%
愛知県 8.6% 19.6%
三重県 6.5% 9.7%
滋賀県 25.0% 70.0%
京都府 7.1% 10.7%
大阪府 29.5% 40.9%
兵庫県 33.3% 52.4%
奈良県 12.5% 35.0%
和歌山県 6.5% 22.6%
鳥取県 15.0% 23.8%
島根県 18.2% 25.0%

2010年度 2017年度
岡山県 17.9% 17.9%
広島県 12.5% 20.8%
山口県 30.0% 35.0%
徳島県 16.0% 12.0%
香川県 11.1% 11.1%
愛媛県 19.0% 28.6%
高知県 8.6% 16.7%
福岡県 11.5% 21.3%
佐賀県 14.3% 14.3%
長崎県 18.2% 36.4%
熊本県 4.3% 17.4%
大分県 5.3% 21.1%
宮崎県 7.4% 14.8%
鹿児島県 6.8% 18.2%
沖縄県 2.4% 16.7%
合計 15.9% 25.0%

（備考）消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。

○資料10- ３ 消費者行政専管担当部署設置率

○資料10- ４ 消費者行政担当事務職員数

年度 専任 兼務 計（人） 専任率
2009年度 1,494� 3,696� 5,190� 28.8%
2010年度 1,570� 3,656� 5,226� 30.0%
2011年度 1,588� 3,592� 5,180� 30.7%
2012年度 1,560� 3,622� 5,182� 30.1%
2013年度 1,528� 3,630� 5,158� 29.6%
2014年度 1,531� 3,669� 5,200� 29.4%
2015年度 1,497� 3,686� 5,183� 28.9%
2016年度 1,489� 3,741� 5,230� 28.5%
2017年度 1,478� 3,777� 5,255� 28.1%
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○資料10-5 「地方消費者行政強化作戦」 都道府県別達成状況一覧

政策目標
1

（解消）

政策目標 2－ 1
（ 5万以上の全市町、
5万未満50％以上）

政策目標
2－ 2

（管内自治体
50％以上）

政策目標
2－ 3

（75％以上）

政策目標
2－ 4

（各年度100％）

政策目標 3
（3ブロック
で設立）

政策目標 4
（都道府県・政令市） 政策目標 5

都道
府県

相談窓口
未設置
自治体数

センター未設置数
相談員
配置率
（C/A）

相談員
資格保有率
（E/B'）

相談員
研修参加率

適格消費者
団体の有無

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

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）

5万人以上
（100％）

5万人未満
（50％以上）

設置率 設置率

北海道 0� 0� 100.0% 76�  53.7%  76.0%  41.3%  78.4% 北海道ブロック：
1 団体 ○ ○  5/ 15

青森県 0� 0� 100.0% 0� 100.0% 100.0%  50.0% 100.0%

東北ブロック：
1 団体

○ ○  0/  6
岩手県 0� 0� 100.0% 0� 100.0% 100.0%  60.4% 100.0% ○ ○  0/  7
宮城県 0� 1� 90.0% 21�  16.0%  94.3%  60.9%  98.9% ○ ○  1/ 10
秋田県 0� 0� 100.0% 13�  31.6%  56.0%  52.9%  94.1% ○ ○  0/  6
山形県 0� 0� 100.0% 20�  33.3%  54.3%  73.5% 100.0% ○ ○  1/  5
福島県 0� 3� 66.7% 47�   6.0%  40.7%  45.5%  87.8% ○ ○  0/  9
茨城県 0� 0� 100.0% 5� 76.2% 100.0%  88.0%  94.4%

関東ブロック：
4 団体

○ ○  0/ 23
栃木県 0� 0� 100.0% 0� 100.0% 100.0%  90.7% 100.0% ○ ○  0/ 11
群馬県 0� 0� 100.0% 0� 100.0% 100.0%  73.1%  98.1% ○ ○  0/ 10
埼玉県 0� 0� 100.0% 3�  87.0% 100.0%  93.9%  86.2% ○ ○  9/ 40
千葉県 0� 0� 100.0% 23�   4.2%  85.2%  84.7%  86.6% ○ ○  1/ 30
東京都 0� 1� 98.0% 9�  30.8%  85.5%  90.6%  96.1% ○ ○  4/ 49
神奈川県 0� 0� 100.0% 3�  81.3% 100.0% 100.0%  93.2% ○ ○  0/ 17
新潟県 0� 2� 83.3% 10�  44.4%  80.0%  50.9%  96.2% ○ ○  3/ 12
山梨県 0� 2� 60.0% 17�  22.7%  66.7%  84.0%  87.5% ○ ○  3/  5
長野県 0� 0� 100.0% 51�  20.3%  37.7%  70.8%  72.9% ○ ○  0/ 13
富山県 0� 0� 100.0% 9�  18.2%  86.7%  77.4%  93.5%

北陸ブロック：
1 団体

○ ○  0/  4
石川県 0� 0� 100.0% 5�  61.5% 100.0%  68.8%  96.6% ○ ○  2/  6
福井県 0� 0� 100.0% 8�  33.3%  52.9%  53.3%  96.6% ○ ○  1/  5
岐阜県 0� 0� 100.0% 8�  72.4% 100.0%  75.8%  83.3%

中部ブロック：
1 団体

○ ○  2/ 13
静岡県 0� 1� 93.8% 6�  68.4%  91.4%  81.4%  91.9% ○ ○  0/ 16
愛知県 0� 6� 82.9% 4�  78.9% 100.0%  97.6%  87.2% ○ ○  0/ 35
三重県 0� 5� 44.4% 19�   5.0%  58.6%  78.0%  61.5% ○ ○  0/  9
滋賀県 0� 0� 100.0% 6�  14.3% 78.9%  85.7%  95.2%

近畿ブロック：
3 団体

○ ○  1/ 12
京都府 0� 0� 100.0% 6�  57.1% 100.0%  94.7%  98.2% ○ ○  0/ 12
大阪府 0� 1� 97.0% 6�  40.0%  95.3%  94.5%  96.9% ○  5/ 33
兵庫県 0� 0� 100.0% 0� 100.0% 100.0%  82.8%  97.0% ○ ○  0/ 16
奈良県 0� 0� 100.0% 29�   6.5% 100.0%  93.4%  90.2% ○ ○  0/  8
和歌山県 0� 4� 33.3% 21�  12.5%  86.7%  84.2%  66.7% ○ ○  0/  6
鳥取県 0� 0� 100.0% 11�  35.3% 100.0%  81.3%  93.8%

中国ブロック：
2 団体

○ ○  0/  2
島根県 0� 0� 100.0% 13�  18.8%  42.1%  72.7% 100.0% ○ ○  2/  3
岡山県 0� 1� 83.3% 17�  19.0%  66.7%  62.7%  80.4% ○ ○  1/  6
広島県 0� 1� 88.9% 10�  28.6%  95.7%  89.1% 100.0% ○ ○  0/  9
山口県 0� 0� 100.0% 2�  80.0%  94.7%  86.1% 100.0% ○ ○  2/  9
徳島県 0� 0� 100.0% 11�  47.6%  79.2%  54.5%  80.0%

四国ブロック：
0 団体

○ ○  3/  3
香川県 0� 5� 16.7% 11�   0.0%   5.9% 100.0% 100.0% ○ ○  0/  6
愛媛県 0� 1� 83.3% 12�  14.3%  95.0%  63.9%  97.2% ○ ○  0/  6
高知県 0� 0� 100.0% 26�  21.2%  41.2%  48.0%  88.0% ○ ○  0/  1
福岡県 0� 2� 90.0% 18�  55.0%  96.7%  89.2%  90.0%

九州・沖縄
ブロック：
4団体

○ ○  2/ 20
佐賀県 0� 0� 100.0% 14�  12.5% 100.0%  92.9%  90.2% ○ ○  0/  4
長崎県 0� 0� 100.0% 8�  52.9%  90.5%  52.4%  97.5% ○ ○  0/  4
熊本県 0� 0� 100.0% 18�  51.4%  88.9%  62.7%  85.5% ○ ○  1/  8
大分県 0� 0� 100.0% 5�  58.3%  94.4%  61.0%  75.0% ○ ○  0/  6
宮崎県 0� 1� 80.0% 4�  81.0% 100.0%  64.5%  93.1% ○ ○  1/  5
鹿児島県 0� 0� 100.0% 21�  43.2%  69.8%  58.2% 100.0% ○ ○  1/  6
沖縄県 0� 6� 33.3% 32�   0.0%  31.7%  67.6%  77.8% ○ ○  0/  9
合計 0� 43� 92.2% 658�  44.8%  80.6%  78.6%  90.7% 17 47 46 51/550

（備考） 1．政策目標 1の達成状況は、2017年 4 月 1 日時点。
2．政策目標 2の達成状況は、2017年 4 月 1 日時点。
3．政策目標 3の達成状況は、2018年 4 月 1 日時点。
4．政策目標 4の達成状況は、2018年 4 月 1 日時点。
�政令市の達成状況は、「消費者教育推進計画の策定」では札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、�
静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市、熊本市
�「消費者教育推進地域協議会の設置」では札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、
名古屋市、京都市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市、熊本市 が達成している。

5．政策目標 5の達成目標は、2018年 3 月末時点。
6．網掛けは目標達成している項目を示す。
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資料11 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1２ 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1３ 商品別分類（大分類）の内容の説明（資料 ３ - 5 、 ４ - 1 、 ４ - ６ 、 ４ - ７ ）

事故内容別分類 主な事例

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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