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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（以下「政令市」という。）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�Informa-
tion�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2019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�）財産に関する事態：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（本文中では「財産事案」と表記。）。

（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（Cross-border�Consumer�center�
Japan）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
宅地建物取引業法 昭和27年法律第176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 特定電子メール法 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
消費者安全法 平成21年法律第50号
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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。2018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、詐欺的な請求、高収入をうたう副業や投資、消

費者事故・トラブル、クーリング・オフ制度、家庭の電気の契約、事業者の消費
者対応、消費者志向経営、公益通報者保護制度、消費者政策への評価、消費者ホッ
トライン（188）の認知度

　　　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
　　　　　2018年11月８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）
　　　　　6,053人（60.5％）

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

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

向等。

法　令　名 略　称 番号
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
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　　　イ　調査時点
　　　　　各年４月１日現在（直近の調査は、2018年４月１日現在）

（３）風評被害に関する消費者意識の実態調査
　　�　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
　　　　　（第12回）2019年２月７日～12日
　　　オ　調査方法
　　　　　インターネット調査

５　その他

（１�）引用している統計及び調査結果については、確定値のほか、速報値（暫定値、推計
値）等を含む場合がある。

（２）URLについては、本報告作成時点のものであり、変更されている可能性がある。
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　2009年９月に消費者庁及び消費者委員会
が設置されてから2019年９月で10周年を迎
えます。その設置に際して、両組織は消費
者・生活者の視点に立つ行政への転換を図
るための拠点としての役割を担うことが期
待されました。この間、消費者庁は、消費
者行政の「舵取り役」として数多くの課題
に積極的に取り組み、消費者行政の体制整
備や消費者関連法令の整備等の懸案事項に
ついて一定の成果を上げてきました。また、
消費者委員会は、政府の消費者行政全般に
対する監視役として積極的に調査審議を行
い、必要と認められる事項について建議等
を行ってきました。しかし、少子・高齢化
や人口減少、情報通信技術の高度化、国際
化の進展といった社会経済情勢の変化によ
り、消費者問題は多様化・複雑化しており、
両組織が取り組むべき課題はますます増え
てきているものと考えられます。

　以上を踏まえて、本報告の第１部では、
「消費者庁及び消費者委員会設立10年」を
特集しています。同特集では、まず第１章
において、これまでの取組の背景となる社
会経済情勢の変化と消費者問題の動向につ
いて明らかにしています。その上で、第２
章においては、「消費者庁及び消費者委員
会の10年」として、両組織の設立に際して
期待された、①消費者行政の一元化、②地
方消費者行政の充実及び消費生活相談体制
の整備、③府省庁横断的な消費者政策の一
体的推進、④消費者市民社会の実現に向け
た取組、⑤消費者の意見を消費者政策に反
映させる仕組み、⑥消費生活のみならず産
業活動を活性化といった諸機能について、

この10年間において両組織がどのような取
組を行ったのかを振り返り、その成果と課
題を明らかにしています。さらに、第３章
においては、消費者問題の新たな潮流を踏
まえた上で、次の10年を見据えて、両組織
が新たに取り組むべき主要な課題を明確化
し、今後の消費者政策の方向性を提示して
います。

　第２部では、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
分析の取りまとめ結果の報告」及び消費者
基本法の規定に基づく「消費者政策の実施
の状況」の報告を行っています。
　第１章では、年次報告として、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
た消費生活相談に基づく消費者被害・トラ
ブルの状況、消費者被害・トラブル額の推
計、さらに消費者庁が実施した「消費者意
識基本調査」で明らかになった消費者の意
識・行動について取り上げています。
　第２章では、政府が実施してきた2018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
費者行政の各分野の取組をまとめていま
す。このような政策の実施状況を取りまと
めることにより、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・各種情報提
供についても掲載しています。
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　消費者庁及び消費者委員会の設置から10
年となる2019年は、30年余りにわたる「平
成」の最後の年、「令和」という新たな時
代の幕開けの年でもあります。本章では、
この10年間における消費者政策を概観し、
新たな時代における消費者政策の在り方を
展望する上での前提として、平成元年であ

る1989年以降における消費者を取り巻く環
境の変化について振り返ることにより1、
消費者庁及び消費者委員会のこれまでの取
組の背景となる社会経済情勢の変化と消費
者問題の動向について浮き彫りにしていき
ます。

　まず、日本経済の動向をみていきます。
経済の成長率を表す実質国内総生産（実質
GDP）の成長率をみると、日本経済は1990
年代初頭に起こったバブルの崩壊以降、基
調として低成長が続いています。消費者庁
及び消費者委員会が設置された2009年以降
では、リーマンショックを契機とした世界
的な金融危機が発生した2009年や東日本大
震災等が発生した2011年を除き、実質GDP
は改善傾向にありますが、G7諸国平均、
中国及び韓国と比較すると依然として低い
成長率にとどまっています（図表Ⅰ-１-１-１）。

　このような日本の低成長に寄与している
大きな要因の一つとして、家計による消費
支出の低迷が挙げられます。家計消費（家
計最終消費支出）は、GDPの構成の中で
最も大きな割合を占めるため、日本経済の
動向に大きな影響を与えていますが（図表
Ⅰ-１-１-２）、その成長率は低い水準で推移
しています。G7諸国平均、韓国と比較し
てみても、1993年以降、世界的には家計の
消費支出の高い伸びが経済を牽引してきた
のに対し、日本では消費の力強さに欠けて
いることが分かります（図表Ⅰ-１-１-３）。

消費者を取り巻く環境の変化と
消費者問題第1章

家計の消費や消費者物価等の動向第 １節

低成長が続いた日本経済 家計による消費支出の低迷

第 １ 部　�【特集】消費者庁及び消費者委員会設立１0年�～消費者政策の進化と今後の展望～

１�）統計等のデータについて入手に制約がある場合は、利用可能な年からのデータを示している。
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　消費者が購入する財・サービスの価格を
表す消費者物価については、長らく下落傾
向にありましたが、近年においては上昇基
調に転じ、デフレではない状況にあります。
しかし、消費者物価上昇率（消費者物価指
数の前年比）は低い水準にとどまっており、
G7諸国等と比べても低位で安定しているこ
とが分かります（図表Ⅰ-１-１-４）。なお、サー

ビスの消費者物価指数は長期的には上昇し
ていますが、耐久消費財については技術革
新や輸入品の増加の影響等により大きく下
落しており、消費者物価の下押し要因と
なってきたと考えられます（図表Ⅰ-１-１-５）。

消費者物価は低位安定が続く

図表Ⅰ-1-1-1 実質国内総生産（GDP）の成長率の推移と国際比較

（備考）　 1． OECD stat. により作成。
　　　　 2． G 7 諸国平均（日本除く）はフランス、米国、英国、ドイツ、イタリア及びカナダの各国の成長率を単純平均したもの。
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G7諸国平均（日本除く） 韓国 中国 日本 消費者庁・消費者委員会設置後

図表Ⅰ-1-1-2 名目国内総生産（GDP）に占める家計消費等の割合（2018年）

（備考）　 1． 内閣府「国民経済計算」により作成。2018年10-12月期 2 次速報値（2019年 3 月 8 日公表）。
　　　　 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）548.9兆円

民間設備投資
89.1兆円
16.2%

公共投資
27.1兆円
4.9％

民間住宅投資
16.7兆円
3.0％

その他
119兆円
21.7％

家計消費
297.1兆円
54.1％
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図表Ⅰ-1-1-3 実質国内総生産（GDP）における家計消費の成長率の推移と国際比較

（備考）　 1． OECD stat. により作成。
　　　　 2． G 7 諸国平均（日本除く）はフランス、米国、英国、ドイツ、イタリア及びカナダの各国の成長率を単純平均したもの。
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消費者庁・消費者委員会設置後G7諸国平均（日本除く） 韓国 日本

図表Ⅰ-1-1-4 消費者物価指数（前年比）の推移と国際比較

（備考）　 1． OECD stat. により作成。
　　　　 2． G 7 諸国平均（日本除く）はフランス、米国、英国、ドイツ、イタリア及びカナダの各国の成長率を単純平均したもの。
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図表Ⅰ-1-1-5 財・サービス別及び耐久消費財の消費者物価の動向

（備考）　 総務省「消費者物価指数」により作成。
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　2019年３月から４月にかけて、食品メーカーや飲食店が相次いで値上げを発表しま
した。原材料費の高騰や、人手不足・燃料費の高騰による物流コストの増加等が理由
として挙げられており、今後も消費者にとって身近な財・サービスが値上げされるこ
とが予想されます。
　企業側はこれまで、値上げによる消費者離れを防ぐため、原材料の調達先の見直し
や共同配送による物流の効率化、包材の軽量化等、様々なコスト削減策を打ってきま
した。さらに、近年目立ったのが、価格を据え置いたまま内容量を減らす「実質値上げ」
（ステルス値上げ）です。
　消費者庁の物価モニター調査によれば、「３年前と比較して実質値上げが増えたと感
じる」と回答した人は82.2％に上り、「日常的に買っている商品について、実質値上げ
が原因で買う商品を変えた（または買うのをやめた）ことがある」と回答した人は
24.8％となるなど、企業の実質値上げに対し、消費者が敏感に反応していることが分
かります。
　このような実質値上げの動きは一般的には捕捉されにくいものですが、消費者の消
費生活に大きな影響を与えるものであり、注視していく必要があります。

実質値上げ（ステルス値上げ）に関する消費
者の意識（物価モニター調査結果より）

C O L U M N 1

（備考）　 消費者庁「物価モニター調査」（2018年 7 月調査、確報値）により作成。
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日常的に買っている商品について、実質値上
げが原因で買う商品を変えた（または買うの

をやめた）ことがある

（設問）実質値上げ（商品の価格は変わらないまま内容量が減少すること。ステルス値上げなどとも
いう。）について、あなたの考えに当てはまる項目を全て選んでください。

【図表】　実質値上げに関する意識調査結果
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　次に、家計消費の内訳の変化についてみ
ていきます。家計の消費支出では、特にサー
ビスに関する支出が増えてきており、とり
わけ通信費の支出が大きく増加しています

（図表Ⅰ-１-１-８）。通信費の支出では、携
帯電話・スマートフォン等の通信・通話使
用料やインターネットの接続料等、情報通
信サービス関連の必要経費への支出が年々
増加しており（図表Ⅰ-１-１-９）、それに伴っ
て家計の負担感も増加していることがうか
がえます。

家計消費の内訳の変化：通信費支
出の大幅な増加

図表Ⅰ-1-1-7 悩みや不安を感じている人の割合の推移

（備考）　 1． 内閣府「国民生活に関する世論調査」により作成。
　　　　 2．2015年 6 月調査までは、20歳以上の者を対象として実施。2016年 7 月調査から18歳以上の者を対象として実施。
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図表Ⅰ-1-1-8 目的分類別家計最終消費支出（実質）の対1994年比の推移

（備考）　 1．内閣府「国民経済計算」により作成。
　　　　 2．1994年の各項目の支出額を100として指数化したもの。
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図表Ⅰ-1-1-9 1 世帯における通信関係の 1か月当たりの支出金額の推移

（備考）　 1． 総務省「家計消費状況調査」の月次結果を年単位で平均して作成。
　　　　 2．固定電話使用料は除外して作成。
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　携帯電話は今やほとんどの家庭に普及しており、多くの消費者にとって日常の社会
経済活動における必要不可欠なコミュニケーション手段となっています。他方で、日
本の携帯電話市場は、大手事業者による協調的寡占の色彩が強く、他の主要国と比べ
て利用料金が高い水準にあることが指摘されており、政府においても利用者が多様な
サービスを低廉な料金で利用できる環境整備に向けた取組が行われています。
　消費者庁において2019年１月に「携帯電話サービス」についての意識調査を実施し
たところ、現在利用している携帯電話サービスの内容に見合った「適正だと思う料金」
については、「月々支払っている平均的な料金」よりも、かなり低価格帯であるとの回
答が多いという結果が得られました。また、今後、携帯電話サービスを提供する事業
者に期待することとしては、通信・通話サービスや携帯端末の料金水準の引下げを望
む回答が多いという結果となりました。
　このことからも、多くの消費者は現在の携帯電話サービスに関連する経費は高額で
あると認識しており、料金水準の引下げを望んでいることがうかがえます。

携帯電話サービスについての消費者の意識（物
価モニター調査結果より）

C O L U M N 2

【図表１】　 携帯電話サービスについて、月々支払っ
ている平均的な料金
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【図表２】　 携帯電話サービスの内容に見合った適正
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（備考）　 消費者庁「物価モニター調査」（2019年 1 月調査、確報値）により作成。
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　カラーテレビやルームエアコン等の白
物・AV家電、乗用車等の主要な耐久消費
財は既に広く家庭に普及しており、こうし
た従来からの製品の市場は飽和に近い状態
にあります。近年はパソコンやスマート
フォン、タブレット端末等の情報通信機器
の普及率は伸びてきていますが（図表Ⅰ-
１-１-１0）、全体として消費を力強く牽引し
ていく新しい耐久消費財があまり見当たら
ず、これも消費支出の低迷の一因となって
いると考えられます。

　全ての家計を含む国民経済計算（SNA）
ベースでみた家計の貯蓄率は、日本社会全

体の高齢化を反映して減少傾向にある一方
で、家計調査における勤労者世帯の動向を
みると貯蓄率（黒字率）はおおむね横ばい
となっています（図表Ⅰ-１-１-１１）。このこ
とから、現役世代に対する税・社会保障負
担が増加し、可処分所得が伸び悩む中に
あっても、勤労者世帯は将来への備え等の
ために一定程度の貯蓄を維持している傾向
がうかがえます。

　家計の金融資産は長期的には増加傾向に
あります。現金・預金の金融資産に占める
割合が50％前後と高い状況のまま推移して
いますが、近年は株価の上昇等の影響から
株式・投資信託の割合も緩やかに上昇して
いる傾向にあります（図表Ⅰ-１-１-１２）。日
本の家計においては引き続き現金・預金志

家計消費の内訳の変化：�
主要な耐久消費財は既に広く普及

家計の貯蓄率は減少傾向

金融資産は増加傾向にあり、預金
の割合が高い

図表Ⅰ-1-1-10 主要な耐久消費財の普及率の推移

（備考）　 1． 内閣府「消費動向調査」により作成。
　　　　 2．二人以上の世帯を対象。
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向が高い傾向にありますが、近年では低金
利が長期化し、預金を通じた資金運用には
厳しい状況が続く中で、高齢者等を中心に、
株式・投資信託への投資のみならず、外国
為替証拠金取引（FX）や先物取引等、リ
スクが高い取引への関心も高まってきてい
ると考えられます。このため、個人の投資
家が高リスク取引に対する正しいリスク認
識や知識を持つための金融教育や、不適切
な勧誘を行う悪質な事業者への対応も必要
であると考えられます。

　家計の金融負債については住宅ローンが
負債全体の６割超を占めており、全体とし
て2011年以降から緩やかな上昇を続けてい
ます（図表Ⅰ-１-１-１３）。また、いわゆる「総
量規制」等をポイントとする貸金業の規制
等に関する法律等の一部を改正する法律
（平成18年法律第115号）が2006年12月に
成立し、2010年６月に完全施行されたこと
により、消費者金融からの借入が減少した
一方、総量規制の対象外となる銀行カード
ローンによる貸付残高が増加する傾向がみ
られましたが、現在は銀行カードローンの
貸付残高の増加は落ち着いてきています
（図表Ⅰ-１-１-１４）。

金融負債も緩やかに上昇

図表Ⅰ-1-1-11 家計の貯蓄率の推移

（備考）　 1． 家計貯蓄率は、内閣府「国民経済計算」により作成。
　　　　　　貯蓄率＝貯蓄（純）÷（可処分所得（純）＋年金受給権の変動調整（受取））
　　　　 2． 黒字率は、総務省「家計調査」により作成。
　　　　　　黒字率＝（可処分所得－消費支出）÷可処分所得
　　　　 3． 黒字率は二人以上の世帯のうち勤労者世帯のみが対象。
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図表Ⅰ-1-1-12 家計の金融資産額と資産別内訳の推移

（備考）　 1． 内閣府「国民経済計算」により作成。
　　　　 2． 株式・投資信託は「持分・投資信託受益証券」を利用。
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図表Ⅰ-1-1-13 家計の金融負債額と負債別内訳の推移

（備考）　 1． 内閣府「国民経済計算」により作成。
　　　　 2． 住宅ローンは「住宅貸付」（公的金融機関貸出分を含む。）、消費者ローンは、民間金融機関貸出のうち「消費者信用」を

利用。
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図表Ⅰ-1-1-14 消費者金融及び銀行カードローンの貸付残高の推移

（備考）　 1． 消費者金融は、日本貸金業協会「月次実態調査詳細時系列データ」により作成。
　　　　 2． 銀行カードローンは、日本銀行「時系列統計データ」により作成。
　　　　 3． 消費者金融は各年度末の残高データを利用、銀行カードローンは各年 3月 1日の残高データを利用。
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　これまで家計の消費や消費者物価等の動向についてみてきましたが、今後の家計支
出に関する消費者の意識を、2019年４月に消費者庁が実施した物価モニター調査の結
果からみていきたいと思います。
　同調査によると、今後特に支出を増やしたい費目としては、貯蓄（ローン返済等を
含む）が最も多く、次に教養娯楽サービス費、投資という順で多いという結果が得ら
れました【図表１】。この結果については、これまでみてきたような将来の収入や資産、
老後の生活等に対する消費者の不安感等により、貯蓄・投資等の資産形成への関心が
高まっていることや、モノ消費からコト消費への移行という消費者の価値観の変化の
流れの中で、旅行や習い事等の教養娯楽サービスに関する支出が増えていること等も
影響したのではないかと考えられます。
　また、今後特に支出を減らしたい費目については、通信費、外食費、光熱・水道費
が多いという結果になっています【図表２】。この結果については、携帯電話やインター
ネット等の情報通信サービスの利用に関する経費への支出増加や生活スタイルの変化
による外食の増加、エネルギー価格の上昇等に伴う電気・ガス料金の上昇等も影響し
たのではないかと考えられ、消費者が生活していく上で必需的な生活インフラや商品・
サービス等に関する支出に関して消費者が負担に感じている可能性がうかがえます。
　消費者は経済や物価の動向、社会経済情勢の変化等に応じて、その意識や消費行動
を変化させています。消費者に寄り添った消費者政策を推進するためには、このよう
な消費者の意識やニーズ等の実態を踏まえることも重要であると考えられます。

今後の家計支出に関する消費者の意識
（物価モニター調査結果より）

C O L U M N 3

【図表１】 今後特に支出を増やしたい費目（上位１0項目） 【図表２】 今後特に支出を減らしたい費目（上位１0項目）

（備考） 1．消費者庁「物価モニター調査」（2019年 4 月調査、確報値）により作成。
　　 　 2． 調査の際には、「教養娯楽サービス費」として、旅行、習い事、施設等入場料等、「投資」として、株式、債券、不動産等、「教

養娯楽用品費」として、書籍、CD等のソフト類、スポーツ用品等、「家庭用耐久財費」として、家電、家具等、「保健医療費」
として、医薬品、健康用品、保健医療サービス等、「通信費」として、固定・携帯電話料金、インターネット接続料、郵便等、
「光熱・水道費」として、電気、ガス、上下水道料金等、「日用品費」として、家庭用消耗品、雑貨等、「保険料」として、
生命保険、損害保険料等を例示している。
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　情報通信技術の急速な発展等により世界
的にも社会経済情勢が急速に変化してきま
したが、それに伴い日本の消費者の消費生
活も大きく変化してきました。本節では、
消費者庁及び消費者委員会の設置以降を中
心に、社会経済情勢の変化と消費者の消費
生活について概観していきます。

　現在の日本では出生率の低下により少子
化が進行し、人口は減少局面を迎えていま

す。他方で、平均寿命の延伸に伴い高齢人
口は増加しており、超高齢社会2を迎えて
います。このような少子・高齢化、人口減
少は今後もますます進行していくことが予
測されており、このような人口構造の変化
に合わせて消費者の消費生活も変化してい
くことが考えられます（図表Ⅰ-1-2-1）。
特に人口構成に占める高齢者の割合の高まり
は、高齢者による消費活動の拡大や高齢者
向けの商品・サービスの充実に寄与する一方
で、認知症等で判断力が低下した高齢者を
狙った悪質商法の増加等、高齢者の消費者
トラブルも増えていくことが懸念されます。

社会経済情勢の変化と消費生活第 ２ 節

少子・高齢化の進展と人口減少

図表Ⅰ-1-2-1 日本の人口推移

（備考）　 1． 総務省「国勢調査報告」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」より作成。
将来推計は、出生中位（死亡中位）推計を利用。

　　　　 2． 各年10月 1 日現在の数値。
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　晩婚化や未婚化の進行、核家族化等に伴
い、世帯の少人数化が進み、単身世帯も増
えてきています（図表Ⅰ-1-2-2）。また、

高齢化や経済の低成長等を背景に経済的格
差も長期的には緩やかに広がってきており
（図表Ⅰ-1-2-3）、単身高齢者や障害者、
貧困世帯等を中心に自立して消費生活を送
ることが困難な消費者に対する消費者保護
の在り方も課題となっています。

世帯の少人数化と経済格差の 
緩やかな拡大

図表Ⅰ-1-2-3 ジニ係数と相対的貧困率の推移

（備考）　 1． 厚生労働省「所得再分配調査」により作成。
　　　　 2． ジニ係数は所得等の分布の均等度を示す指標であり、 0

に近いほど所得格差が小さく、 1に近いほど所得格差が
大きいということになる。

（備考）　 1． 厚生労働省「国民生活基礎調査」により作成。
　　　　 2． 相対的貧困率は、一定基準（貧困線）を下回る

等価可処分所得しか得ていない者の割合をいう。
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図表Ⅰ-1-2-2 世帯数及び平均世帯人員の推移

（備考）　 厚生労働省「国民生活基礎調査」により作成。
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　世帯の小規模化や女性の社会進出による
共働き世帯の増加を背景として、消費者の
生活スタイルも変化してきました。手軽に
買物ができるコンビニエンスストアやド
ラッグストア等の利用が増えているほか
（図表Ⅰ-1-2-4）、家事負担の軽減等のため、
外食や調理食品を購入する中食の利用が増
えています（図表Ⅰ-1-2-5）。

　地方においては、少子化や東京等の大都
市圏への人口流出により、急速な人口減少
や過疎化が進んできています。このような
人口減少や過疎化により、地域経済の規模
が縮小するとともに、商品等の販売店舗数
が減少すること等により、住んでいる地域

で日常の買物をしたり、生活に必要なサー
ビスを受けたりするのに困難を感じる「買
物弱者」の問題が生じています。また、地
域における住民の減少は、地域コミュニ
ティの衰退等によって地域社会における
人々のつながりを弱め、高齢単身者等自立
困難な消費者の孤立につながるおそれもあ
ります。そのため、高齢者の見守りネット
ワーク等、地域の消費者に対する消費者ト
ラブルを防止するための取組が重要になっ
てきています。

コンビニや外食・中食の利用が 
増加

地方・都市間格差： 
地方の過疎化と少子・高齢化

図表Ⅰ-1-2-4 小売店舗形態別販売額の推移

（備考）　 経済産業省「商業動態統計」により作成。
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図表Ⅰ-1-2-5 食生活の変化

（備考）　 1． 総務省「家計調査」により作成。
　　　　 2． 1989年の内食、中食及び外食の支出金額を100とした指数。二人以上の世帯が対象。1989年から1999年は、農林漁家

世帯を除く。2000年から2018年は、農林漁家世帯を含む。
　　　　 3． 内食は「穀類」、「魚介類」、「肉類」、「乳卵類」、「野菜・海藻」、「果物」及び「油脂・調味料」の合計。中食は「調理

食品」を指す。

消費者庁・消費者委員会設置後
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　消費者庁及び国民生活センターが徳島県に開設した新未来創造オフィスでは、基礎
研究プロジェクトとして、「過疎地域等の消費活動特性等に関する調査・分析」を行っ
ています。本調査は、山間部や海岸部といった地理的に制約のある地域の消費活動特
性等を明らかにすることを目的としており、2018年度は徳島県内の過疎地域等（※注）
を対象に、アンケート調査及びヒアリング調査を実施しました。
　調査結果からは、過疎地域等における居住者の消費活動は自家用車等への依存度が
高くなっており、自家用車等で移動できることから、日常的な買物にはそれほど大変
さを感じていないことがうかがえました。
　しかし、80歳以上の高齢者層に着目してみると、自家用車やバイクの所有率は他の
年齢層と比較しておおよそ半減しているとともに【図表１】、移動型店舗や格安タク
シー等に対するニーズも大きく高まっていることが分かります【図表２】。このこと
から、移動手段に制約が生じている高齢者等では、いわゆる「買物弱者」の問題が生
じていることも考えられ、自動車を運転しなくても買物等をすることができる環境の
整備等が必要となっていることがうかがえます。
　また、子育て世代である30歳代からは、「子供用品を扱っている店舗が少ない。」や「幼
い子供を連れて頻繁に遠方に行くのは難しい。」との声もあり、アンケート調査では、
大型ショッピングモールや専門店との定期運行バスへのニーズが高いという結果が出
ています。若年・子育て世代のニーズからは、過疎地域等においては若年者や子育て
世代が充実して過ごすための施設が不十分であることがうかがえます【図表３】。

（※注 ）徳島県内の過疎地域等とは、過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第
15号）第２条第２項の規定に基づき公示されている過疎地域及び同法第33条第
２項の規定により過疎地域とみなされる地域、並びに徳島県過疎地域自立促進
対策要綱第３条第６号の規定により徳島県が独自に指定している「準過疎地域」
をいう。

過疎地域等の消費活動の特性について
C O L U M N 4
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【図表１】　「自家用車・バイク」を「所有し、使っている割合」
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0 605040302010

大型ショッピング
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居酒屋など）

（％）

若年・子育て世代の
ニーズが比較的高い

全体 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代
60歳代 70歳代 80歳以上

【図表３】　近所に新しくできたらよいと思う施設

（備考）　 1． 消費者庁「過疎地域等の消費活動特性等に関する調査報告書（基礎研究プロジェクト中間報告）」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 図表 2及び図表 3は、設問の選択肢から抜粋。
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【図表２】　買物やサービス利用に関して、「これがあったら楽」と思うもの
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　自然災害も人々の消費生活を変化させる
要因の一つです。消費者庁及び消費者委員
会の設置後にも、2011年の東日本大震災や
2016年の熊本地震等の大地震、台風、豪雪・
豪雨といった多くの自然災害が発生しまし
た。自然災害により、被災した消費者の生
活基盤が毀損され、生活関連物資の入手が
難しくなるなど、消費者の消費生活に深刻
な影響を及ぼすだけにとどまらず、自然災
害の発生に乗じた悪質商法や義援金詐欺等
の消費者トラブルも発生しています3。
　また、2011年３月11日の東日本大震災に
より発生した東京電力福島第一原子力発電
所の事故に伴い、放射性物質の飛散による
近隣地域の農畜産物等への風評被害や消費

者の買い控えが起こりました。食品と放射
性物質に関する消費者の不安は薄れつつあ
りますが、いまだ解消したとはいえず（図
表Ⅰ-1-2-6）、食品の安全に関するリスク
コミュニケーションの取組が引き続き求め
られているといえます。

　1990年代頃から政府において積極的に行
われてきた規制改革等により、消費者に身
近な分野においても規制の緩和や撤廃等が
行われ、消費者にとって商品・サービスの
選択肢が広がってきました（図表Ⅰ-1-2-
7）。政府によるこのような規制改革等は消
費者の利便性の向上にも寄与してきたと考
えられますが、他方で料金メニューや契約

自然災害と消費

規制改革等の進展

図表Ⅰ-1-2-6 産地を気にする人が購入をためらう産地

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

品を買いたいから」と回答した人による「食品を買うことをためらう産地」に対する割合（複数回答）。
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３�）例えば、熊本地震の発生後に、義援金に絡めた不審な電話や訪問に関する相談が寄せられた（国民生活センター「平
成28年熊本地震に便乗した不審な電話や訪問にご注意ください！」（2016年４月21日））。災害に関連した消費生活
相談については、第２部第１章第４節参照。
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内容がより多様化・複雑化し、契約に関す
る十分な説明をしないなど、事業者による
不適切な対応を起因とした消費者トラブル
が生じることも懸念されています。そのた
め、事業者による不適切な対応への対策が
求められるとともに、事業者側においても
消費者にとって分かりやすい商品・サービ
スの提供のための消費者との双方向のコ
ミュニケーションの強化が求められている
と考えられます。

　この30年では情報通信技術の高度化等の
技術革新が急速に進展したことにより、消
費者の消費生活は大きく変化してきまし
た。特に消費者の消費生活を大きく変化さ
せた情報通信技術としてインターネットの
発展・普及が挙げられます。情報通信イン
フラの整備等により、インターネットは急
速に普及し、その利用率は８割を超えるな
ど、消費者にとって身近な存在になってい
ます（図表Ⅰ-1-2-8）。また、インターネッ
トを利用するパソコン等の情報通信機器
（ICT機器）の技術革新も急速に進み、近
年ではパソコンに代わり、持ち運びにも便

利なタブレット型端末やスマートフォンも
普及してきています（本章第１節（図表Ⅰ- 
1-1-10）参照。）。
　このようなインターネットやICT機器の
発展・普及により、誰もが手軽にデジタル
空間にアクセスできる環境が整ってきまし
た。インターネット等の普及は消費者の利
便性を向上させる一方で、個人情報の漏え
いや迷惑メール、架空請求、インターネッ
トを利用した詐欺等の消費者トラブルへの
不安も増大しています。また、高齢者等の
インターネットやICT機器を利用しない消
費者との情報格差（デジタル・ディバイド）
も生まれてきており、情報リテラシーが不
十分であることに起因する消費者トラブル
も生じてきています。

　このような状況を背景に、オンライン
サービスを介して誰もがどこでも商取引で
きる電子商取引が活発になってきました
（図表Ⅰ-1-2-9）。近年は、百貨店やスーパー
マーケット等の実店舗での販売は頭打ちの
傾向がみられる一方で、パソコンやモバイ
ル端末を利用して手軽に購入できる電子商

インターネットの普及と 
ICT機器の発展

電子商取引の拡大

図表Ⅰ-1-2-7 消費者に身近な規制改革等の例（近年の主なもの）

（備考）　 内閣府、総務省及び経済産業省資料を参考に消費者庁において作成。

 健康・医療
・一般用医薬品のインターネット販売
・患者申出療養制度（新たな保険外併用療養の仕組み）の創設
・機能性表示食品制度の創設

電気・ガス ・小売電気事業への参入及び電気の小売全面自由化
・都市ガスの小売全面自由化

情報通信
・携帯電話の番号ポータビリティ制度の導入
・モバイル市場における適正な競争環境の整備
・パーソナルデータの利活用

その他 ・保育所への株式会社・NPO法人等の参入拡大
・民泊サービスに係るルール整備
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図表Ⅰ-1-2-9 国内の電子商取引（BtoC）市場規模の推移

（備考）　 経済産業省「我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書」により作成。
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図表Ⅰ-1-2-8 インターネット利用率の推移（個人）

（備考）　 1． 総務省「通信利用動向調査」により作成。
　　　　 2． 対象は、個人。個人は、過去 1年間にインターネットを利用したことがある者が対象。
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取引の利用が増えてきています。

　電子商取引の活発化の背景には、取引の
基盤環境を提供するデジタル・プラット
フォーム（以下「PF」という。）の発展に
より、より簡便かつ安全に取引することが
できるようになったことがあると考えられ
ます（図表Ⅰ-1-2-10）。他方で、GAFA4等
のPF事業者が提供するプラットフォーム
が巨大化し、利用者に対して優越的な立場
を有するようになってきているのではない
かと指摘されています。最近では、PFの
利用と引き換えに、個人のパーソナルデー
タが利用者の十分な認識がないままに収集
されたり、広告配信等で利用されたりする
などの個人情報の取扱いに関する課題も指

摘されるようになってきており、PFにお
ける利用者保護の在り方についても注目さ
れてきています。

　インターネットが手軽に利用できるよう
になったことで、若年層を中心にSNS（ソー
シャルネットワーキングサービス）も普及
してきました（図表Ⅰ-1-2-11）。SNSは利
用者間における新たな情報交換の手段とな
り、SNSのクチコミ情報やSNSを通じた
マーケティング、双方向コミュニケーショ
ン等が消費者の商品・サービスの選択に大
きな影響を与えるようになりました。

デジタル・プラットフォームの 
発展

SNSは若者を中心に普及

図表Ⅰ-1-2-10 オンライン・プラットフォームを有する代表的な事業者の売上等の推移

（備考）　 総務省「スマートフォン経済の現在と将来に関する調査研究」（2017年）により作成。
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４）世界の巨大IT企業であるGoogle、Apple、Facebook、Amazonの頭文字をとったもの。
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図表Ⅰ-1-2-11 主なSNSサービスの利用状況の推移

（備考）　 1． 総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」により作成。
　　　　 2．13歳から69歳までの男女1,500人を対象に調査。
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　成年年齢の引下げや若者の消費者被害の現状を踏まえて、新未来創造オフィスでは、
「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」を立ち上げて、若者が消
費者被害に遭う要因について心理面に焦点を当てた分析を行ってきました（※注）。
当該検討会での検討の一環として、若者を対象に実施したアンケート調査の結果から、
若者のSNSに対する意識を紹介します。
　近年、若者を中心にSNSの利用が増えていますが、便利さの反面、消費者被害に
遭うきっかけにもなっています。今回の調査では、直接会ったことのないSNS上で
の友達を持つ若者が少なくないという実態、SNS上でのやり取りだけで相手を信用
する若者やSNS上での見知らぬ人からの働き掛け等について、特別な警戒感を持た
ない若者も一定数存在することが分かりました。
　SNSは若者にとって身近で便利なコミュニケーション手段である反面、悪質商法
の勧誘者にとっても勧誘する際の便利なツールになっています。SNS上での見知ら
ぬ人との出会いに対して特別な警戒をしていない若者が一定数存在することを踏まえ
ると、SNSに潜在するリスクについての認識を持ってもらうための啓発活動が求め
られていると考えられます。

（※注 ）当該検討会の報告書では、若者が消費者被害に至るまでの心理プロセスと、
被害に遭う心理的要因やその周辺的な要素を明らかにしています。また、「リ
スキーな心理傾向」を測るチェックシート等の啓発資料も作成しています。御
関心がある方は以下の消費者庁ウェブサイトを参照ください。

　　　　https://www.caa.go.jp/future/project/project_001/

若者のSNSに対する意識について
C O L U M N 5

（備考）　 1． 消費者庁「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報告書」（2018年 8 月）により作成。
　　　　 2． 図表は、アンケート調査結果から抜粋。
　　　　 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】　若者のSNSに対する意識
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　近年では、デジタル化の進展により、
IoT5や人工知能（AI）等の新技術が社会
実装され、より便利な商品・サービスが提
供されてきているほか、新技術を活用した
今までにない新たなビジネスモデルも登場
してきています。また、消費者間（CtoC）
における取引市場の基盤となるPFの発展
により、デジタル市場でのフリーマーケッ
トや民泊等のシェアリング・エコノミー取
引も発展してきており、個人間での売買が
容易にできるようになりました。このよう
な革新的な商品・サービスや新たなビジネ
スモデルの登場により、消費者の利便性は
ますます高まってきていますが、他方で新
たな消費者問題も今後生じていくことが考
えられます。

　技術革新により消費者の決済手段の多様
化・高度化も進んできています。クレジッ
トカードや電子マネーの利用も大きく増え
てきており、現金以外での決済の利便性も
消費者に認識されるようになりました（図
表Ⅰ-1-2-12）。また近年は、通貨のような
機能を持つ電子データである「暗号資産（仮
想通貨）」も支払・資金決済ツールとして
利用されています。このような決済手段の
多様化・高度化は消費者の利便性の向上に
寄与していますが、他方でカード情報の漏
えいや悪用、悪質商法の支払手段として利
用されるなどの消費者トラブルも生じるよ
うになってきました。

新たなデジタル技術や 
シェアリング・エコノミーの登場 決済手段の多様化・高度化

　成年年齢の引下げや若者の消費者被害の現状を踏まえて、新未来創造オフィスでは、
「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」を立ち上げて、若者が消
費者被害に遭う要因について心理面に焦点を当てた分析を行ってきました（※注）。
当該検討会での検討の一環として、若者を対象に実施したアンケート調査の結果から、
若者のSNSに対する意識を紹介します。
　近年、若者を中心にSNSの利用が増えていますが、便利さの反面、消費者被害に
遭うきっかけにもなっています。今回の調査では、直接会ったことのないSNS上で
の友達を持つ若者が少なくないという実態、SNS上でのやり取りだけで相手を信用
する若者やSNS上での見知らぬ人からの働き掛け等について、特別な警戒感を持た
ない若者も一定数存在することが分かりました。
　SNSは若者にとって身近で便利なコミュニケーション手段である反面、悪質商法
の勧誘者にとっても勧誘する際の便利なツールになっています。SNS上での見知ら
ぬ人との出会いに対して特別な警戒をしていない若者が一定数存在することを踏まえ
ると、SNSに潜在するリスクについての認識を持ってもらうための啓発活動が求め
られていると考えられます。

（※注 ）当該検討会の報告書では、若者が消費者被害に至るまでの心理プロセスと、
被害に遭う心理的要因やその周辺的な要素を明らかにしています。また、「リ
スキーな心理傾向」を測るチェックシート等の啓発資料も作成しています。御
関心がある方は以下の消費者庁ウェブサイトを参照ください。
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（備考）　 1． 消費者庁「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報告書」（2018年 8 月）により作成。
　　　　 2． 図表は、アンケート調査結果から抜粋。
　　　　 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】　若者のSNSに対する意識

図表Ⅰ-1-2-12 キャッシュレス支払額と民間最終消費支出に占める比率

（備考）　 経済産業省資料に基づき作成。
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５�）IoTとは、Internet�of�Thingsの略。インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信され、
又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する技術（官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号））
を指す。
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　ここ30年においてはますます国際化が進
展してきています。日本と諸外国等との経
済連携協定の締結等により貿易障壁が低下
したことを受け、消費財の輸入は増加して
きており、国内市場にも輸入品が浸透して
きています（図表Ⅰ-1-2-13）。消費者にとっ
ても輸入品は身近な存在となっています
が、他方でサプライチェーンの国際化等に
より、越境的な消費者トラブルも生じるよ
うになってきました。

　インターネットの発展やPFの拡大等を
背景に、越境的な電子商取引も増加してい
ます（図表Ⅰ-1-2-14）。外国との電子商取
引の拡大により、消費者の商品・サービス

選択の幅は広がりますが、他方で越境取引
による消費者トラブルも増えていくことが
考えられます。

　観光等を目的とした近隣のアジア諸国を
中心とした諸外国からの訪日外国人の増加
に伴い、訪日外国人の消費額も増加してき
ています（図表Ⅰ-1-2-15）。また、日本に
在留する外国人数も増加してきています
（図表Ⅰ-1-2-16）。店舗等においては多言
語サポート等、外国人にも配慮した取組も
進んでいますが、文化や言語の違い等を原
因とした外国人との取引等における消費者
トラブルも顕在化してきており、消費者問
題の国際化も進んでいます。今後は、外国
人との共生に向けた相互理解の取組がます
ます重要になると考えられます。

海外製品の輸入は増加傾向

越境電子商取引の市場は拡大傾向

訪日外国人と在留外国人

図表Ⅰ-1-2-13 消費財の輸入額の推移

（備考）　 1． 財務省「貿易統計」により作成。
　　　　 2． 日本の輸入額のうち、消費財（食品及びその他の直接消費財、耐久消費財及び非耐久消費財）。
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図表Ⅰ-1-2-14 越境的な電子商取引の推移

（備考）　 1． 経済産業省「我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）報告書」により作成。
　　　　 2．日本の越境BtoC-EC（米国・中国）の総市場規模。
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図表Ⅰ-1-2-15 訪日外国人旅行者数及び消費額の推移

（備考）　 1． 訪日外国人旅行者数については、日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」（年表）により作成。
　　　　　　2018年は暫定値。その他は確定値。
　　　　 2． 訪日外国人旅行消費額については、観光庁「訪日外国人の消費動向」により作成。
　　　　　　日本の航空会社及び船舶会社に支払われる国際旅客運賃は含まれていない。数値は推計値。
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　以上でみてきたように、人口減少や少子・
高齢化、世帯の少人数化等の消費者をめぐ
る社会経済情勢の変化に合わせて、消費者
の消費生活も変化してきました。規制改革、
情報通信技術の高度化、国際化の進展等に
より、新しい商品やサービスが登場し、ま
すます消費者の利便性は向上してきていま

すが、他方で、消費者問題の複雑化や国際
化、消費者トラブルに巻き込まれやすい消
費者の増加等の新たな課題も生じてきたと
考えられます。次節では、消費者庁及び消
費者委員会の設置後を中心に消費者問題の
動向をみていきます。

図表Ⅰ-1-2-16 日本に在留する外国人の推移

（備考）　 1． 法務省入国管理局2019年 3 月22日報道発表資料により作成。
　　　　 2． 日本に在留する外国人数については、2011年末の統計までは、当時の外国人登録者数のうち、現行の出入国管理及び

難民認定法第19条の 3に規定する「中長期在留者」に該当し得る在留資格をもって在留する者及び「特別永住者」の
数であり、2012年末の統計からは、「中長期在留者」及び「特別永住者」の数である。

20182017201620152014201320122011201020092008
150

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160

（万人）

（年）

消費者庁・消費者委員会設置後

32



　これまでみてきたように、少子・高齢化
や人口減少等の社会構造の変化や規制改革
等の政策的な要因、情報通信技術の高度化、
国際化等により、消費者を取り巻く社会経
済情勢及び消費者の消費生活は大きく変化
してきました。本節では、消費者庁及び消
費者委員会の設置以降を中心に、全国の消
費生活センター等に寄せられた消費生活相
談の内容から消費者問題の動向をみていき
ます6。

　これまで社会経済情勢やその時代の世相
を反映して、様々な消費者トラブルや消費
者問題が発生してきましたが、消費生活相
談件数の推移からその特徴を把握すること
ができます（図表Ⅰ-１-３-１）。消費生活相

談件数は、2004年にピークを迎えた後に一
旦減少に転じましたが、その後も高水準で
推移し、2018年には101.8万件と、11年ぶ
りに100万件を超えました（第２部第１章
第３節（１）参照。）。2004年に大きく増加
したのはワンクリック請求や振り込め詐欺
等の架空請求に関する相談が急増したこと
によるものですが、同時に架空請求以外の
相談の増加もみられます。
　近年において相談件数が高止まりしてい
る背景としては、地方公共団体等での消費
生活相談の体制整備が進み、消費者トラブ
ルについて相談しやすい環境が整ってきた
ことで、消費者トラブルが認知されやすく
なったことがあると考えられますが、新た
な消費者トラブルが次々と起こっているこ
とから、引き続き消費者問題への対応が求
められているとも考えられます。

消費者問題の概況第 ３節

消費生活相談件数は2004年にピー
クを迎え、その後も高水準で推移

６�） PIO-NETによる消費生活相談の検索可能期間は、当該年の前年から10年前までであるため、本報告では2009年か
ら2018年までの間のデータを主に利用している。なお、キーワードの改定等により統計の連続性が取れない場合に
は、検索可能な年以降のデータを利用している。
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図表Ⅰ-1-3-1 消費生活相談件数の推移と消費者問題の変遷

（備考）　 ・消費生活相談件数については
　　　　　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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2018」による「年度」データを集計。2007～2018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。
　　　 　・消費者問題の変遷については、消費者庁作成。その年に発生した主な消費者問題を示した。
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消費者問題の主な変遷（消費者庁及び消費者委員会の設置以前）
　日本では、1950年代から60年代の高度経済成長期を経て、人々は多種多様な商品等を手に入れ
ることが可能となり、物質的に豊かな生活を享受できるようになりました。大量生産・大量販売・
大量消費が広がる一方で、大規模な工場で生産された自動車や食品等に一たび欠陥が生じると、
同種の被害が広範囲にわたり多発し、時には生命に関わる深刻な問題に発展するという現代的な
消費者問題が起こり始めました（図表Ⅰ-１-３-２）。
　1980年代に入ると、社会経済の情報化、サービス化、国際化に伴い、消費生活の質的変化が進
むにつれて、消費者問題の多様化・複雑化が指摘されるようになりました。クレジットカードが
普及するとともに、いわゆるサラ金業者による過剰貸付、高金利、過酷な取立てによる「サラ金
被害」が社会問題化するなど、多重債務問題への注目が高まりました。また、1985年に社会問題
化した「豊田商事事件」（金の現物まがい取引）を始めとして、資産形成に関する問題や、販売
方法に問題のある事業者が引き起こしたトラブルが多発するようになりました。
　さらに1990年代以降は、社会経済の情報化や高齢化、国際化が急速に進み、消費者問題も、そ
れまでの行政による規制や指導等では解決できない問題が発生するなど、新たな局面を迎えまし
た。特に、2005年から2008年頃には、食の安全を脅かす事件や深刻な製品事故等が多発しました。
こうした状況を背景に、国民の安全・安心を確保し、「消費者の利益の擁護及び増進」のために
活動する新しい組織の創設が求められ、2009年９月の消費者庁及び消費者委員会の設置につなが
りました。
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　高齢化の進行に伴い、65歳以上の高齢者
に関する消費生活相談の割合は増えてきて
います（図表Ⅰ-１-３-３）。高齢者は「お金」、
「健康」、「孤独」の三つの大きな不安を持っ
ているといわれており、投資勧誘トラブル
や健康食品に関する相談等が多く寄せられ
る傾向にあります。

　近年は情報通信技術の発展や情報通信機
器（ICT機器）の普及に伴い、デジタルコ
ンテンツや光ファイバー等のデジタル分野
に関する高齢者のトラブルも増えてきてい
ます（第２部第１章第３節（１）参照。）。

　また、高齢者を狙った詐欺的な手口に関

高齢化に伴い高齢者に関する
相談の割合は増加傾向

詐欺的な手口に関する高齢者の
相談として「架空請求」が近年急増

図表Ⅰ-1-3-2 消費者問題の主な変遷（消費者庁及び消費者委員会の設置以前）

（備考）　 消費者庁ウェブサイト等を基に消費者庁作成。

年代 特徴 主な消費者問題

（1950～60年代）
高度経済成長期

大量生産・大量販売・
大量消費の広がりに
伴い、消費者問題が
本格的に出現

・不良商品
・欠陥商品による大規模・深刻な消費者危害の発生
　（ ヒ素ミルク中毒事件、サリドマイド事件、カネミ油症事件等）
・不当表示事件（ニセ牛缶事件）　等

（1970年代）
高度経済成長の
終焉

消費者問題の様相が
変化

・石油ショックによる物価高騰、物不足パニック
・新たな消費者問題
　（ 二重価格問題（カラーテレビ買い控え運動）、ねずみ講、

マルチ・マルチまがい商法、サラ金問題、催眠商法（SF
商法）等）

・ 商品の品質・性能、安全性に関するものから、販売方法や
契約等に関するものに比重がシフト　等

（1980年代）
経済安定成長か
らバブル経済へ

社会経済の情報化、
サービス化、国際化
に伴い、消費者問題
の多様化・複雑化

・資産形成取引に伴う問題が急増（豊田商事事件等）
・ クレジットカードの普及、サラ金被害（サラ金業者による
過剰貸付、高金利、過酷な取立て）を背景とした多重債務
問題　等

（1990年代）
バブル経済の崩
壊から経済低迷
へ

情報化、高齢化、国
際化の急進展を背景
に、消費者問題は新
局面へ

・クレジットカード破産を中心とする個人破産の急増
・マルチ・マルチまがい商法による被害の増加
・ 高齢者等を狙った悪質商法の増加
　（悪質電話勧誘によるトラブル等）
・情報化社会を反映したトラブルの急増
　（ 電話を利用した情報提供サービスやインターネットに関す

るトラブル等）　 等

（2000 ～ 2009年
頃）
低成長の長期化

消費者と事業者との
情報の質・量及び交
渉力の格差拡大、イ
ンターネットの普及
等に伴い、新たな問
題が次々に発生

・企業不祥事の多発
　（食品偽装表示、リコール隠し、耐震偽装問題の顕在化等）
・インターネットの普及に伴う新たな問題
　（ 架空請求（ワンクリック詐欺等）、迷惑メール、電子商取

引に伴うトラブル等）
・ 高齢者を狙った悪質商法・詐欺的事案の増加
　（訪問販売の住宅リフォームトラブル、詐欺的な投資勧誘等）
・食の安全を脅かす事件
　（ 中国冷凍ギョウザ問題、こんにゃく入りゼリー窒息事故等）
・深刻な製品事故の頻発
　（ エレベーター、シュレッダー等による事故、ガス瞬間湯沸

器一酸化炭素中毒事故の顕在化等）　等
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する相談の内容をみると、架空請求に関す
る相談が大きく増えています（図表Ⅰ-１-
３-4）。架空請求については、以前は電子メー
ルを利用して不特定多数の人へ大量送付す
る手口が目立ちました。しかし、架空請求
が社会問題化した以降は詐欺の防止策や注
意喚起が広く行われたこともあり、2017年
以降は、ここ数年は主流ではなかったはが
きによるものが大きく増加しています。
　また、近年は振り込め詐欺等の特殊詐
欺7が問題になっていますが、特殊詐欺の
被害者は高齢者が多数を占めており8、こ
のことからも高齢者の消費者被害防止のた
めの取組が求められているといえます。

　本章第２節でみてきたように、情報通信
技術の発達に伴い、情報通信機器の普及が
進むと同時に、通信サービスの高度化・複
雑化も進展しています。インターネットや
携帯電話、スマートフォン等の情報通信機
器は消費者にとって身近なものとなってき
ましたが、他方で関連する消費者トラブル
も生じてきています。
　通信サービスに関する消費生活相談は
2015年まで全体的に増加してきましたが、
2016年以降は減少に転じています（図表
Ⅰ-１-３-5）。これは、2015年に光回線サー
ビスの卸売が開始されたことにより、それ

通信サービスに関する相談は
長期的には増加傾向

図表Ⅰ-1-3-3 年齢 3区分別にみた消費生活相談件数の割合

（備考）　 1 ．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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。

9.9 10.4 10.8 11.0 10.6 10.8 11.2 12.2 11.6 11.3
0.8 0.9 1.1 0.9 1.0 0.9 0.8 0.6 0.4 0.4

71.1 68.2 65.9 64.4 59.4 60.7 60.8 59.7 58.8 53.4
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65歳以上 15―64歳 15歳未満 無回答（未入力）

（％）

（年）

７�） 振り込め詐欺は、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺をいう。特殊詐欺は、振り込
め詐欺及びそれ以外の特殊詐欺（例えば、金融商品等取引名目、ギャンブル必勝法情報提供名目、異性との交際あっ
せん名目等の詐欺）に分類される。定義の詳細については、国家公安委員会・警察庁「平成30年警察白書」32ペー
ジ参照。
８�） 前掲注７）国家公安委員会・警察庁「平成30年警察白書」32ページ参照。
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に関連する相談が急増したことが要因の一
つと考えられますが、2018年にあっても相
談件数は依然として高水準にあり、通信
サービスに関する相談は情報化の進展に伴

い長期的には増えてきていることがうかが
えます。
　スマートフォンについては、近年の急速
な普及を反映して関連する消費生活相談も

図表Ⅰ-1-3-4 特殊詐欺の認知件数と高齢者の消費生活相談における詐欺的な手口に関す
る相談件数の推移

（備考）　 1． 高齢者の相談における詐欺的な手口に関する相談については、PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日ま
での登録分）。

　　　　 2． 特殊詐欺の認知件数については、2010年～2017年は、国家公安委員会・警察庁「平成30年警察白書」により作成。2018年に
ついては、警察庁ウェブサイトより作成（確定値）。
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（65歳以上）架空請求以外（左軸）
（65歳以上）「架空請求」に関する相談（左軸）
特殊詐欺の認知件数（右軸）

（万件）

（年）

図表Ⅰ-1-3-5 通信サービス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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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増えてきています（図表Ⅰ-１-３-6）。最近
では高齢者からのスマートフォンに関する
相談が増加傾向にあることから、スマート
フォンを始めとした情報通信機器が全世代
的に普及してきていることがうかがえます。

　また、アダルト情報サイトやオンライン
ゲーム等のデジタルコンテンツに関する消
費生活相談については、2015年にピークと
なり、その後、減少傾向となっています。
これは、デジタルコンテンツの相談の多く
を占めていたアダルト情報サイトに関する
相談が減少傾向にあるためですが、依然と
して全体の相談件数は多いことから、引き
続きデジタル分野での消費者トラブルへの
対応が求められていると考えられます（図
表Ⅰ-１-３-7）。

　電子商取引の市場規模の拡大に伴い、関
連する消費生活相談も2010年と比べると増
加しています。2015年以降、横ばいから減
少傾向に転じていますが、これは相談の多
数を占める「契約・解約」や「販売方法」
に関する相談が落ち着いてきているためで
あり、信頼できる取引プラットフォームが
整備されてきたことや、消費者側も契約や
購入に際して慎重に対応するようになって
きたこと等が要因として考えられます。
　また、商品・サービス別にみると、デジ
タルコンテンツ等のサービスについては、
近年は相談件数も落ち着きをみせています
が、商品に関する相談は増加傾向にあるこ
とが分かります（図表Ⅰ-１-３-8）。これに
はPF等を利用した電子商取引の市場の拡
大も寄与していることが考えられるとこ
ろ、当該市場は今後も拡大していくことが

デジタルコンテンツに関する
相談は足元では減少傾向

電子商取引に関する相談は増加傾
向にあるも足元では減少している

図表Ⅰ-1-3-6 スマートフォン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（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「20歳未満」については、2009年が10件、2010年が32件。

374 1,091
3,618

7,221

9,279 8,964

12,766
14,365 14,389

15,812

31 94

287

610

706 724

1,117

1,347 1,279
1,416

7 25

127

326

491 945

1,595
2,277 3,032

3,752

326 940
3,081
123

5,994

291

7,805

277

7,053

242

9,782

272

10,446

295

9,830

248

10,397

247
2018201720162015201420132012201120102009

0

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

20歳未満 20―64歳 65歳以上 無回答（未入力）

（件）

（年）

38



予想されることから、電子商取引に関する
消費者トラブルへの対応もますます求めら
れていくと考えられます。

図表Ⅰ-1-3-7 デジタルコンテンツ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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅰ-1-3-8 電子商取引に関する消費生活相談件数（商品・サービス別）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「他の相談」は各年200件未満のため、グラフ中の数値表記を省略している。
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　SNSは若年層を中心に広まってきました
が、今や中高年層にも広く普及していると
考えられます。SNSをきっかけとした消費
生活相談の件数は、近年、40歳代から60歳
代までの年齢層において大きく増加してき
ており、SNSに関連する消費者トラブルは
必ずしも若年層のみの問題ではないことが
うかがえます（図表Ⅰ-１-３-9）。
　SNSは便利なコミュニケーション手段や
事業者のマーケティング手段として広く普
及してきましたが、同時に悪質商法の勧誘
等それを悪用する事業者の側にも便利な
ツールとなることから、SNSをきっかけと
した消費者被害の防止の取組も求められて
いると考えられます。

　本章第２節でみたように、クレジット
カードやデビットカード、電子マネー等の
キャッシュレス決済の利用が増加していま
すが、これら「キャッシュレス決済」に関
する消費生活相談の件数も2009年と比べて
大きく増加しています（図表Ⅰ-１-３-１0）。
　また、近年、支払・資金決済ツールや投
資対象として利用される機会が増えてきて
いる暗号資産（仮想通貨）に関しても、相
談件数が2017年に急増しています（第２部
第１章第４節（３）参照。）。相談の内容とし
ては、暗号資産（仮想通貨）と関連付けた
利殖商法や投資詐欺等の悪質商法に関する
トラブルや、解約・返金等に関するトラブ
ルがみられることから、投資に対する正し
いリスク認識や知識を持つための金融教育、
不適切な勧誘を行う悪質な事業者への対応
も求められていると考えられます。

SNSをきっかけとした相談は
中高年層が大きく増加

決済手段の多様化に伴う
消費生活相談

図表Ⅰ-1-3-9 SNSが何らかの形で関連している消費生活相談件数（年齢層別）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　2010年の貸金業法等の改正による消費者
金融への総量規制の導入等の規制強化を背
景として、フリーローン・サラ金に関する
消費生活相談件数も全世代的に減少してき
ています（図表Ⅰ-１-３-１１）。その一方で、
近年は相談件数の減少幅が小さくなってき
ており、依然として一定数の相談が寄せら
れていることから、今後の動向を注視して
いく必要があると考えられます。

　本章第２節において、海外からの輸入品
が増加し、国内でも浸透してきていること
をみてきました。輸入品に関する消費生活

相談について内容別の件数の推移をみる
と、全般的に2013年をピークに減少傾向に
あります（図表Ⅰ-１-３-１２）。「品質・機能、
役務品質」や「安全・衛生」等の輸入品の
安全性や品質に関する消費者からの相談は
減少傾向にあり、事業者側の努力により、
より安全で品質の良い商品が取引されるよ
うになってきたとも考えられます。
　他方で、「契約・解約」や「販売方法」
といった取引に関する相談件数について
は、海外の詐欺サイトで商品を購入しよう
としたことによるトラブルの増加等を受け
て2013年に急増しました。その後、「契約・
解約」に関する相談件数は減少傾向にあり
ますが、他の内容と比べて高水準で推移し
ています。

フリーローン・サラ金に関する
相談は減少傾向

輸入品に関する相談は
「契約・解約」についてのものが多い

図表Ⅰ-1-3-10 「キャッシュレス決済」に関する消費生活相談件数
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（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年
3 月31日までの登録分）。
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　国際化の進展に伴い、海外との越境取引
も増加してきていますが、越境取引でトラ

ブルに巻き込まれるケースも生じてきてい
ます。海外事業者との越境消費者取引での
トラブルに関する相談を受け付けている国
民生活センター越境消費者センター（CCJ）
に寄せられる相談は、ここ数年、約4,000

海外事業者との越境取引に関する
消費者トラブル

図表Ⅰ-1-3-11 フリーローン・サラ金に関する消費生活相談件数（年齢層別）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。

101,140

86,610

66,810

47,804
38,314 35,856 33,443

27,962 26,300 25,490

2018201720162015201420132012201120102009
0

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代
50歳代 60歳代 70歳以上 無回答（未入力）

（年）

（件）

図表Ⅰ-1-3-12 輸入品に関する消費生活相談件数（内容別）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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件から6,000件の間で推移していますが、
越境電子商取引市場の拡大等に伴い、今後
更に増えていくことが予想されます（図表
Ⅰ-１-３-１３）。また、相談の内容は「解約」
が多数を占めていますが、「詐欺疑い」、「商
品未到着」等の相談も増えてきており、越
境取引における悪質商法等の消費者トラブ
ルへの対応も求められているといえます
（CCJに寄せられた相談の特徴については、
第２部第１章第３節（２）参照。）。

　訪日外国人や日本に居住する外国人数の
増加を背景に、外国人との接点も増えてき
ています。他方で、日本に在住している外
国人に関する消費生活相談（外国人が契約
当事者である相談）の件数は、年間600件
未満で推移し、依然として比較的少ない状
況にありますが、その要因としては言語の

問題や消費生活相談窓口の認知度が低いこ
と等が考えられます（図表Ⅰ-１-３-１4）。外
国人が増えている現状を踏まえると、外国
人からの消費生活相談の潜在的なニーズは
大きい可能性も考えられることから、今後
はますます外国人の消費者トラブルへの対
応も求められていくと考えられます。
　同様に、訪日外国人の消費者トラブルに
ついては、2018年12月、国民生活センター
に「訪日観光客消費者ホットライン」が開
設されるなどの対応が行われてきています
が（第１部第２章第２節（２）参照。）、ま
だ相談件数は少ないものの、外国人の増加
を見据えて、外国人の消費者トラブルへの
対応が求められていると考えられます。

外国人に関する相談件数は少数に
とどまる

図表Ⅰ-1-3-13 CCJが受け付けた相談件数（トラブル類型別）

（備考）　 1． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 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。

4,439
4,191

4,470
4,040

5,882

110
98

110

132

124

96
65

109

135

141

365
329

492

730

1,298

318 231 252

360

598

667 407 220

305

318

1,776

1,065

659

688

752

41

44

53

45

81

1,066

1,952
2,575

1,645

2,570

0

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

6,000
（件）

2016

解約 詐欺疑い 模倣品到着
商品未到着 不当請求その他

不良品
返品

2014 2015 2017 2018
（年）

第
１
部

第
１
章
　
第
３
節
　
消
費
者
問
題
の
概
況

43



　これまでみてきたように、この10年では、
高齢者からの消費生活相談の増加や通信
サービスや電子商取引に関するトラブルの
増加等、社会経済情勢の変化により、消費
者問題の動向も変化してきました。次章で

は、このような社会経済情勢や消費者問題
の動向の変化の中での消費者庁及び消費者
委員会設置後の10年間について、これまで
の取組を振り返り、その成果と課題を明ら
かにしていきます。

図表Ⅰ-1-3-14 外国人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（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 日本に在住している外国人に関する消費生活相談。自らが外国人と申し出ない場合等、消費生活センター等が外国人

と認識しないケースや、外国人と認識しても、外国人として識別して記録しておく必要がないと考えて、外国人の相
談と登録しない消費生活センター等もあるため、件数は実態より少ない可能性があることに留意する必要がある。

541

413 402

321 324
367 357 351

451

527

2018201720162015201420132012201120102009
0

600

500

400

300

200

100

（年）

（件）

44



　消費者庁及び消費者委員会は、消費者・
生活者の視点に立つ行政への転換を図るた
めの拠点としての役割を担うことを期待さ
れて2009年９月に設置されました。本章で

は、このような設置当初に求められた役割
を踏まえ、両組織のこれまでの取組を振り
返り、その成果と課題を明らかにします。

　「消費者」とは、商品を購入したりサー
ビスを利用したりといった「消費」活動を
する人のことであり、全ての人は消費者で
あるといえます9。
　「消費者」には、次のような特徴があり
ます。
　第一に、生身の人間（自然人）であるこ
とです。自然人である「消費者」は、生命・
身体に深刻な被害を受けると二度と取り返
しがつきません。
　第二に、事業者との間で保有する情報の
質と量に格差があることです。商品・サー
ビスの選択に必要な、品質や価格に関する
情報の全てを独力で把握することは困難で
あり、商品・サービスを製造・販売する事

業者よりも情報の質と量で劣っています。
　第三に、事業者との間に交渉力の格差が
あることです。消費者は事業者と比較して
交渉力に劣り、巧みなセールストークや強
引な売り込みにより、意図せざる消費行動
をとってしまうことがあります。
　一般的に、これらの特徴を要因として含
む問題を「消費者問題」といいます。
　同時に、消費者は、社会を構成する重要
なステークホルダーとしての性質も有して
います。消費者は、日本経済全体（名目国
内総生産）の50％以上を占める家計消費の
当事者であり、その行動が社会に大きな影
響を与える主体としての側面もあります。
そのため、消費者は従来の「保護」される
脆弱な存在としてだけではなく、自立した
責任のある行動を通して、社会的な「役割」
を果たしていくことが求められます。

消費者庁及び消費者委員会の10年第2章

消費者庁及び消費者委員会の設立第 1節

（ 1）消費者政策の意義

消費者と消費者問題

９�）法律上、「消費者」概念を初めて明確に定義したのは、消費者契約法であり、「この法律において『消費者』とは、
個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。）をいう。」（消費者契約法第２
条第１項）と定義される。
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　消費者基本法第２条では、消費者政策の
基本理念として、消費生活における基本的
な需要が満たされ、その健全な環境が確保
される中で、
・消費者の安全が確保されること
・�商品及び役務について消費者の自主的か
つ合理的な選択の機会が確保されること

・�消費者に対し必要な情報及び教育の機会
が提供されること

・�消費者の意見が消費者政策に反映される
こと

・�消費者に被害が生じた場合には適切かつ
迅速に救済されること

が重要であり、これらを消費者の権利とし
て位置付けています。そして、「消費者の
権利の尊重」と「消費者の自立支援」を消
費者政策の基本と位置付けています（図表
Ⅰ-２-１-１）。
　社会経済情勢の変化や新たに発生する
様々な課題に対し、国、地方公共団体、事
業者、消費者がそれぞれの役割を果たし、
消費者が常に安心して消費活動を行うこと
のできる社会の実現に向けて、様々なルー
ルや規制、仕組みの運用状況について不断
に確認していくことが必要です。

消費者の権利と消費者基本法

　明治以来、日本は各府省庁縦割りの仕組
みの下、それぞれの領域で事業者の保護育

成を通して国民経済の発展を図ってきまし
たが、この間、「消費者の保護」は、あく
まで産業振興の間接的、派生的なテーマと
して、縦割り的に行われてきました10。
　しかし、社会経済情勢の変化に伴い、消

（ ２）消費者庁設置以前の消費者行政の問題点

図表Ⅰ-2-1-1 消費者基本法の全体構成

第１条　目的 第２条　基本理念 第３条～第８条　責務等

第11条～第23条　基本的施策 第９条～第10条の２、第24条～第29条
消費者行政推進の仕組み

消費者利益の擁護・増進に関し、
・消費者の権利の尊重及び
　その自立の支援
　その他の基本理念を定める
・国、地方公共団体及び事業者の責務等
を明らかにする

・その施策の基本となる事項を定める
ことにより、
総合的な施策の推進を図る

第11条　安全の確保
第12条　消費者契約の適正化等
第13条　計量の適正化
第14条　規格の適正化
第15条　広告その他の表示の適正化等
第16条　公正自由な競争の促進等
第17条　啓発活動及び教育の推進
第18条　意見の反映及び透明性の確保
第19条　苦情処理及び紛争解決の促進
第20条　高度情報通信社会の進展への的確な対応
第21条　国際的な連携の確保
第22条　環境の保全への配慮
第23条　試験、検査等の施設の整備等

第９条　消費者基本計画の策定
第10条の２　年次報告

第10条　関係法令の制定、財政上の措置

第24条　行政組織の整備及び行政運営の改善
第25条　国民生活センターの役割
第26条　消費者団体の自主的な活動の促進
第27条・28条　消費者政策会議
第29条　消費者委員会

・消費者の権利の尊重
・安全の確保
・選択の機会の確保
・必要な情報の提供
・教育の機会の提供
・意見の反映
・被害の救済
・消費者の自立を支援

・国の責務
・地方公共団体の責務
・事業者の責務
・消費者等の努力規定

10�）具体的には、消費者保護に係る事務を各省庁が所管する業ないし物資に応じて配分した上で、各省庁設置法の所
掌事務に「所掌事務に係る一般消費者の保護に関すること」といった規定を追加することにより対応していた。
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費者問題は複数の府省庁にまたがる横断的
なものも多くなっており、これまでの縦割
り行政では、法規制の横断的な体系化に遅
れが生じたほか、どの府省庁も権限を有し
ないいわゆる「すき間事案」が生じるなど、
適切に対応することが困難な状況も発生し
ました。

　具体的には、①受付体制等の不備（窓口
不明、受付拒否、たらい回し）、②窓口間
の情報共有の不足、③府省庁への連絡体制
の不備、④府省庁間の分担・連携体制の不
備、⑤権限の不行使、⑥権限の不備（すき
間等）といったことが問題点として指摘さ
れました（図表Ⅰ-２-１-２）。

消費者行政の歴史（消費者庁及び消費者委員会の設置以前）
　高度経済成長がもたらした、大量生産・大量消費社会の出現と軌を一にするように、消費者問
題が社会的課題として顕在化し、政府において消費者問題に対応するための組織整備の必要性が
認識されるようになりました。
　1965年には、消費者行政を担当する政府の部局として、経済企画庁に「国民生活局」が設置さ
れ、さらに消費者政策等を審議するための内閣総理大臣の諮問機関として「国民生活審議会」が
設置されました。また、同年、地方公共団体では、消費生活センターの設置が開始されました。
この頃、各省庁においても、消費者行政を担当する組織の設置が進みました。
　1968年に消費者保護基本法が制定され、日本の消費者政策の基本理念が定められました。同法
では、地方公共団体の責務が規定されたほか、1969年の地方自治法改正で「消費者保護」が地方
の事務として規定され11、各地方公共団体において消費者行政担当部局が設置されました。

図表Ⅰ-2-1-2 消費者庁設置までの消費者行政の問題点と対応

（出典）　 消費者行政推進会議「消費者行政推進会議取りまとめ～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～」（2008年 6 月）

消　費　者

２：情報共有に問題

４：分担・連携に問題

事　業　者

一元的な消費者相談窓口の設置

情報の一元的集約・分析

消費者に身近な諸法律を所管

１.

２.３.

４.５.

１.～６.

６.

消費者庁創設後これまでの問題点

Ｂ省
（部局）

Ａ省
（部局）

窓口 窓口

消費者安全法によりすき間事案に
対応・新法の企画立案

消費者行政の司令塔として各省庁
に勧告、措置要求

５：
権限の
不行使

３：
連絡に
問題

６：
権限の不備
（すき間等）

１：
・受付等に問題
・窓口不明
・受付拒否
・たらい回し

11�）2000年の地方自治法の大改正で、他の事務と横並びで「消費者の保護」という文字は明示されなくなったものの、
引き続き「自治事務」として位置付けられている。
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　2000年代半ば以降、いわゆる食品偽装問
題や中国産冷凍餃子事件、悪質商法による
被害の増加等、消費者の身近なところで大
きな不安をもたらす消費者問題が多数発生
し、国民の安全・安心を確保するために消
費者行政の在り方を大きく転換することが
求められました。
　このような状況を踏まえ、これまでの行政
のパラダイム（価値規範）を転換し、事業
者の保護育成を通じた行政を国民一人一人
の立場に立ったものへと改めるため、各府
省庁の所管分野に横断的にまたがる事案に
対して、消費者行政の「司令塔」として機
能し、各行政機関の権限の円滑な調整を行
い、必要な事案に対しては、自ら迅速に対
応する新たな組織の設立が求められました。
　これらを背景として、2008年１月に召集
された第169回国会冒頭の内閣総理大臣に
よる施政方針演説において、消費者行政の

司令塔となる新組織の検討が表明されまし
た14。
　新組織の検討は、閣議決定に基づき開催
された有識者会議15により行われました。
2008年６月、報告書の取りまとめ16に続き、
同報告書を踏まえた「消費者行政推進基本
計画」が閣議決定されました。
　続いて、政府は、2008年９月に召集され
た第170回国会に、消費者庁の設置等を目
的とするいわゆる「消費者庁関連三法
案17」を提出しました。消費者庁関連三法
案は、2009年１月に召集された第171回国
会において衆議院、参議院にそれぞれ設置
された消費者問題に関する特別委員会にお
いて審議され、消費者政策に関する重要事
項を自ら調査審議し、内閣総理大臣等に建
議する第三者機関を「消費者委員会」とし
て内閣府内に設置することとするなどの所
要の修正を経て、同年５月に成立しました。
　そして、2009年９月１日、消費者庁と消
費者委員会が発足しました。

（ ３）消費者庁及び消費者委員会設置の経緯

　1970年には、消費者問題に関する情報提供や苦情相談対応、商品テスト、教育研修を担う機関
として「国民生活センター12」が設立され、地方公共団体においても消費生活センターの設立が
続き、1973年には全都道府県に消費生活センターが設置されました。
　2004年には、消費者保護基本法が改正され、消費者基本法13として公布・施行されたほか、
2005年には、同法に基づき、消費者政策の計画的な推進を図るため、2005年度から2009年度まで
の５年間を対象とする消費者基本計画（第１期）が定められ、その後も５年ごとに改定されてい
ます。

12）1970年に特殊法人として設立され、2003年に独立行政法人に移行した。
13�）消費者基本法では、「消費者の権利の尊重」、「消費者の自立の支援」を消費者政策の基本理念とし、また、消費
者を「保護」の対象から、経済社会における重要な「主体」と位置付け、さらに、消費者団体を、消費生活の安定
及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努める主体として位置付けた。
14�）福田内閣総理大臣（当時）の施政方針演説においては、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的
に推進するための強い権限を持つ新組織を発足させること、消費者行政担当大臣を常設すること、新組織は、国民
の意見や苦情の窓口となり、政策に直結させ、消費者を主役とする政府の舵取り役になること等が表明された。
15）「消費者行政推進会議」（座長：佐々木毅学習院大学法学部教授（当時））
16�）消費者行政推進会議「消費者行政推進会議取りまとめ～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～」（2008年
６月）
17�）消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、消費者安全法案を指す。
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　新組織についての基本的な考え方を示し
た「消費者行政推進基本計画」は、規制緩
和等市場重視の施策が推進されるようにな
る中で、「安全安心な市場」、「良質な市場」
の実現こそが新たな公共的目標として位置
付けられるべきものとなったとした上で、
それは競争の質を高め、消費者、事業者双
方にとって長期的な利益をもたらす唯一の
道であると指摘しています。
　その上で、新組織の創設は、この新たな
目標の実現に資するものであるとともに、
政府がこれまでの事業者中心の施策や行政
の在り方を「消費者の利益の擁護及び増
進」、「消費者の権利の尊重及びその自立の
支援」の観点から積極的に見直すという意
味で、行政の「パラダイム（価値規範）転換」
の拠点であり、消費者・生活者が主役とな
る社会を実現する国民本位の行政に大きく
転換しなければならない、としています。
　このため、新組織は何よりもまずこれま
での縦割り的体制に対して消費者行政の
「一元化」を実現することを任務とし、そ
のために強力な権限と必要な人員を備えた
ものでなければならないとしています。
　また、新組織は機動的に活動できる「賢

い組織」として消費者行政における司令塔
的役割を果たすことが求められますが、こ
のためには地方公共団体との緊密な協力が
必要であり、消費生活センターの強化充実
を前提とした緊密な全国ネットワークが早
急に構築されなくてはならないとしています。
　さらに、新組織が「消費者の利益の擁護
及び増進」のために継続的にその活動を強
化充実させていくためには、消費者の声を
真摯に受け止める仕組みの存在と消費者に
よる強力な後押しが欠かせないほか、新組
織の創設により消費者の更なる意識改革を
促し、「消費者市民社会18」の構築に向けた取
組を進めることが必要であるとしています。
　なお、このような新たな消費者行政の展
開は、消費者に安全安心を提供すると同時
に、ルールの透明性や行政行為の予見可能
性を高めることにより、産業活動を活性化
させるものであることも指摘されました。
　「消費者行政推進基本計画」では、以上
のような事項を新組織が果たすべき役割と
して示した上で、行政に対する消費者の信
頼性を確保するために新組織が満たすべき
６つの原則、すなわち、①消費者にとって
便利で分かりやすい、②消費者がメリット
を十分実感できる、③迅速な対応、④専門
性の確保、⑤透明性の確保、⑥効率性の確
保を提示しています（図表Ⅰ-２-１-３）。

（ ４）新組織に期待された役割

18�）「消費者市民社会」は、「消費者行政推進基本計画」においては、「個人が、消費者としての役割において、社会
倫理問題、多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する
社会」を意味するとされたが、その後、2012年に制定された消費者教育推進法において、「消費者が、個々の消費
者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたっ
て内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形
成に積極的に参画する社会」と定義された（同法第２条第２項）。
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　消費者庁関連三法19の成立後、消費者庁
及び消費者委員会設置法に規定された所掌
事務を遂行するための体制整備が進められ
ました。その後、消費者安全調査委員会や
消費者教育推進会議の設置等、体制の拡充
を経て、現在では（図表Ⅰ-２-１-４）の枠組
みで消費者行政を推進しています。

①消費者庁
　消費者庁の役割は、消費者が主役となっ
て、安心して安全で豊かに暮らすことがで
きる社会の実現に向けた政府の「舵取り役」
として、消費者行政を統一的・一元的に推
進するための強い権限を保持し、それを適
切に行使することにあります。

　具体的には、消費者安全法に基づいて、
各府省庁、国民生活センターや各地方公共
団体の消費生活センター等が把握した消費
者事故等に関する情報を一元的に集約し、
調査・分析して、消費者に対して迅速に注
意喚起するほか、必要に応じて各府省庁に
対して「措置要求」を行い、いわゆる「す
き間事案」については自ら事業者に対する
勧告等を行うことにより、迅速な被害の拡
大防止、再発防止等を目指します。また、
消費者に身近な問題を取り扱う法令を幅広
く所管して、法執行等を行います。さらに、
各府省庁の施策の総合調整を行う20ととも
に、各府省庁の縦割りを超えて消費者行政
に関する幅広い分野を対象とした横断的な
新法等を企画立案します。

（ ５）新たな消費者行政の基本的な枠組み

図表Ⅰ-2-1-3 消費者行政推進会議取りまとめで示された 6原則

（出典）　 消費者行政推進会議「消費者行政推進会議取りまとめ～消費者・生活者の視点に立つ
行政への転換～」（2008年 6 月）

新組織が満たすべき６原則

①消費者にとって
　便利で分かりやすい

②消費者がメリットを
　十分実感できる

③迅速な対応

④専門性の確保

⑤透明性の確保

⑥効率性の確保

・消費者の視点で政策全般を監視し、「消費者を主役とする政府の舵取り役」として、新組織を創設
・新たな消費者行政の強化は、消費者に安全安心を提供すると同時に、産業活動を活性化
・新組織は、以下の６原則を満たすべき

・生産者サイドから消費者・生活者サイドへの視点の転換の象徴
・強力な権限と責任、一元的窓口、情報収集と発信の一元化を実現

・相談や法執行等に迅速な対応
・緊急時には､緊急対策本部を設置し､勧告等

・消費者の立場から強力な指導力を発揮する機動的な賢い組織
・地方への権限委譲や関係機関への事務の委任
・行政組織の肥大化を招かぬよう、機構・定員及び予算を振り替え

・各省庁や民間の専門家の活用等により幅広い「専門性」を確保・育成

・審議会的な機関を設置し、新組織や各省庁の行政に消費者の声を反映

・「取引」「安全」「表示」などの問題を幅広く所管
・一元的窓口、執行、勧告などの機能を持つ消費者行政全般の司令塔
・消費者に身近な問題を取り扱う法律を所管し、その他の法律も関与
・すき間事案への対応や横断的な規制体系の整備のための新法の制定
・父権訴訟、違法収益の剥奪等、被害者救済のための法的措置を検討

19�）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
（平成21年法律第49号）、消費者安全法を指す。
20�）設置当初は、消費者行政について関係行政機関の調整を行うこととされた。加えて2016年からは、内閣の重要政
策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律（平成27年法律第66号）
により内閣府から消費者問題と食品安全に関する総合調整機能が消費者庁に移管された。
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②消費者委員会
　消費者委員会は、消費者行政全般に対し
て監視機能等を有する機関として、内閣府
に置かれ、内閣総理大臣が任命する10人以
内の委員（任期２年）で組織されています。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本
的な政策等に関する重要事項について、内
閣総理大臣、関係大臣等からの諮問に応じ
て調査審議するのみならず、これらを自ら
積極的に調査審議し、必要と認められる事
項については、内閣総理大臣や関係大臣等
に建議する権限等を有します21。

③消費者担当大臣
　消費者行政を強力に推進していくため
に、内閣府特命担当大臣（消費者）22（以
下「消費者担当大臣」という。）が必置大
臣として必ず発令されることとなりまし
た。消費者担当大臣は、内閣総理大臣を助
け行政各部の施策の統一を図るため、消費
者政策について関係行政機関の調整を行う
とともに、関係行政機関の長へ勧告を行う
権限を有します。

④国民生活センター
　国民生活センターは、消費者庁を始めと
する関係府省庁や全国の地方公共団体の消

図表Ⅰ-2-1-4 消費者行政の基本的枠組み

（備考）　 消費者庁作成。

処分
・指導
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　者

事
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　者

内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全）

建議等

情報

措置要求
・勧告等

情報

支援

建議等

（特定）適格消費者団体

内 閣 総 理 大 臣

情報

建議・
勧告等

相談・苦情
消費者ホットライン
（188）経由

勧告・命令
、指導啓発

等

各

　府

　省

情報

差止請
求・被

害回復
請求

情報提供

情報

地
方
自
治
体

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　〇「
消
費
生
活
相
談
員
」

相
談
窓
口

公表・注意喚起

公正取引委員会、経済産業局長等に
権限の一部を委任

消 費 者 庁
～消費者行政の司令塔・エンジン役～

○情報を一元的に集約し、調査・分析
○情報を迅速に発信して、注意喚起
○緊急時対応が必要な生命・身体事案への
政府一体となった対応

○各省庁に対する措置要求
○「すき間事案」への対応（勧告等）
○消費者に身近な諸法律を所管・執行
○横断的な制度を企画立案

消費者安全調査委員会
○生命身体事故等の原因を調査

消費者教育推進会議
○消費者教育の推進について議論

独立行政法人

　国民生活センター
　　　　　　　～中核的な実施機関～
　○支援相談、研修、商品テスト、
　　情報の収集・分析・提供、広報、ADR等

消費者委員会
○独立した第三者機関
○建議・勧告等を行う

認
定

協
力

21�）消費者委員会が発足して初めての年次報告である「平成21～22年度消費者委員会活動報告」（2010年９月）では、
消費者委員会の役割を、消費者政策の重要事項について調査審議する「審議会的機能」、消費者行政全般に対する「監
視機能」、消費者の声を消費者行政に直接届ける「パイプ機能」に分類している。
22�）2009年９月１日、設置時は内閣府特命担当大臣（消費者）。同年９月16日から内閣府特命担当大臣（消費者及び
食品安全）。
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費生活センター等と連携して、消費者行政
における中核的な実施機関としての役割を
果たしています。
　具体的には、PIO-NET（全国消費生活情
報ネットワークシステム）を運用して、消
費生活に関する情報を全国の消費生活セン
ター等から収集し、消費者被害の未然防止・
拡大防止等に役立てています。また、消費
生活センター等が行う相談業務を支援する
とともに、裁判外紛争解決手続（ADR）
を実施しています。さらに、苦情相談解決
のための商品テストや、広く問題点を情報
提供するための商品群のテスト、地方公共
団体の消費者行政担当職員・消費生活相談
員を対象とした研修、小規模な消費生活セ
ンター等への経験豊富な相談員による巡回
指導、生活問題に関する調査研究を実施し、

様々なメディアを通じて消費者への情報提
供を積極的に行っています23。

　消費者庁及び消費者委員会は、2019年９
月にその設置から10年を迎えます。両組織
は、その設置に際して期待された役割を果
たすために様々な課題に取り組んできまし
た。次節以降では、この10年間の取組を、
（１）消費者行政の一元化、（２）地方消
費者行政の充実及び消費生活相談体制の整
備、（３）府省庁横断的な消費者政策の一
体的推進、（４）消費者市民社会の実現に
向けた取組、（５）消費者の意見を消費者
政策に反映させる仕組み、（６）消費生活
のみならず産業活動の活性化といった諸機
能から概観していきます。

23�）国民生活センターは、2010年12月の閣議決定（「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」）において、そ
の機能を消費者庁に一元化し、法人の廃止を含め在り方を検討するという方針が打ち出されたが、その後、第三者
を含めた検証・議論等を経て、従前どおり独立の機関となっている（「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））。
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　消費者庁の設置に当たっては、行政組織
の肥大化を招かぬよう、法律、権限、事務
等を移管する府省庁から機構・定員及び予
算を振り替えることが原則とされ、2009年
９月の消費者庁の設置時は８課202名の体
制でスタートしました。その後、新たに生

じた政策課題への対応の必要性等を踏ま
え、組織の変更・拡充等が行われてきまし
た。2019年度末時点で９課363名となりま
す（図表Ⅰ-２-２-１、図表Ⅰ-２-２-２）。
　また、消費者庁は、各府省庁や民間から
の専門家を積極的に活用してきましたが、
2013年度からは国家公務員試験等による採
用を開始するなど、多様なバックグラウン
ドを有する職員によって消費者行政に関す
る幅広い専門性を確保・育成してきました。
　予算については、2009年度の約89億円か
ら、2019年度には約122億円に増加しました

消費者庁のこれまでの取組第 ２節

（ １）消費者行政の一元化

組織体制等の整備

図表Ⅰ-2-2-1 消費者庁の組織（2019年 4 月 1 日時点）

課名（定員） 主な業務

総務課（46）
（管理室（9））
（広報室（5））

消
費
者
庁

審議会等

定員361名
（2019年４月１日時点）

（注）2019年度末の定員は363名

内 閣 府 大 臣 政 務 官

消 費 者 庁 長 官

次 長

政策立案総括審議官

消費者安全調査委員会

消費者教育推進会議

審議官（ 3）

参事官（ 2）

内 閣 府 副 大 臣

内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）

内 閣 総 理 大 臣 総務、人事、予算・会計、機構・定員、法令審査、国会連絡、情報システム、政策評価、
EBPM、防災、広報・報道対応

消費者制度課（23）

消費者政策課（41）
（財産被害対策室（13））

（国際室（8））

食品表示法、健康増進法、米トレサ法、食品衛生法、JAS法の企画・立案等

・消費者基本法の基本理念の実現等に関する総合調整等
・閣議決定された基本的な方針（消費者庁の任務に関連するもの）に基づく総合
調整等

・基本的な政策等の企画・立案、推進（消費者基本計画等）
・関係府省庁との政策調整
・消費者事故に関する情報の集約、分析、発信（財産分野）
・消費者安全法（財産事案）の執行
・国際関係業務

消費者安全課（45）
（事故調査室（19））

・食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する総合調整等
・食の安全を中心とした緊急事態対応等に関する関係府省庁との連携確保
・消費者事故に関する情報の集約、分析、発信（生命・身体分野）
・消費者安全法（生命・身体事案）の執行
・消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故情報の公表
・食品安全基本法（基本方針の策定、リスクコミュニケーション）
・消費者安全調査委員会の運営サポート

・消費者教育
・消費者教育推進会議の運営サポート
・消費者に対する普及啓発
・地方消費者行政に関する政策の企画・立案、推進
・（独）国民生活センターを所管

・消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制
度の企画・立案、推進

・公益通報者保護制度の企画・立案、推進

表示対策課（73）
（食品表示対策室（15））

・景品表示法、家庭用品品質表示法、住宅品確法、消費税転嫁対策特別措置法を
所管

・食品表示法、健康増進法、米トレサ法、食品衛生法、JAS法の執行

取引対策課（34） ・特定商取引法、特定電子メール法、預託法を所管
・業法（宅建業法、旅行業法、割販法、貸金業法）を所管

食品表示企画課（35）
（保健表示室（14））

消費者教育・
地方協力課
（35）

（消費者教育推進室（14））

・消費生活動向に関する調査
・消費者白書
・事業者に対する情報提供、消費者志向経営の推進
・物価関係業務（公共料金、国民生活安定緊急措置法等）

消費者調査課（21）
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（補正予算を除く。）（図表Ⅰ-２-２-３）。また、
2013年からは、予算の概算要求と合わせて、
予算要求の背景となる考え方や重点施策に
ついても併せて公表し、消費者等にも分か
りやすい情報提供に努めています24。
　消費者庁では、2013年９月、消費者行政

の「舵取り役」として、消費者が主役となっ
て安心して安全で豊かに暮らすことができ
る社会を実現するという目標を職員で共有
するために、消費者庁職員の行動指針を示
した「消費者庁の使命25」を掲げ、消費者
の視点を職員へ浸透させるべく取り組んで

図表Ⅰ-2-2-2 消費者庁の定員の推移

20192018201720162015201420132012201120102009
（年度末）

（人）
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270 279 289 301 309 320 334 346
363

（備考）　各年度末時点の人数。

図表Ⅰ-2-2-3 消費者庁予算額の推移

（備考）　 1．各年度の合計額は、各年度の当初予算、東日本大震災復興特別会計、補正予算の合計額。
　　　　 2．2008年度については、補正予算。
　　　　　　2019年度については、当初予算と東日本大震災復興特別会計の合計額。
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24�）2013年から「消費者安心戦略」、2015年から「消費者の安全・安心暮らし戦略」、2018年から「消費者の安全・安
心な暮らしのための重点施策」を公表している。
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います。

　消費者庁の設置に当たっては、消費者に
身近な問題を取り扱う法律は消費者庁が所
管するとともに、「すき間事案」への対応
や横断的な規制体系の整備のための新法の
制定を行うこととされました。このため、
消費者庁の設置に際して消費者安全法が制
定されるとともに、各府省庁から関連する
法律が移管されました（図表Ⅰ-２-２-４）。
　また、消費者庁では、社会経済情勢の変
化や消費者を取り巻く諸課題への対応のた
め、不断にこれら所管法令の見直しを進め、
必要な改正や新法の制定についての企画立
案を進めています（横断的な規制体系の整
備のための法制度の整備については本節

（３）にて後述。）（図表Ⅰ-２-２-５）。

　「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）に基づき、2017年７
月、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26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Ⅰ-２-２-６、図
表Ⅰ-２-２-７）。なお、同決定では、新未来
創造オフィスの今後の在り方について、
2019年度を目途に検証・見直しを行うこと
とされています。（新未来創造オフィスの成
果については、第１部第２章第４節参照。）。

消費者に身近な法律の所管・整備 消費者行政新未来創造オフィスの
開設

図表Ⅰ-2-2-4 消費者庁設置時の各府省からの主な業務移管

経済産業省［31名］
農林水産省［21名］

厚生労働省［10名］

・景品表示法

・特定商取引法
・消費生活用製品安全法
・家庭用品品質表示法
・割賦販売法
・預託法

・JAS法

・食品衛生法
・健康増進法

国土交通省［３名］
・住宅品確法
・宅地建物取引業法
・旅行業法

総務省［３名］

・特定電子メール法

消費者庁

・消費者契約法
・製造物責任（PL）法
・個人情報保護法
・公益通報者保護法
・消費者基本法
・国民生活センター法
・食品安全基本法

警察庁、金融庁、法務省
［各１名（計３名）］

・貸金業法

内閣府［81名］
（国民生活局、食安委事務局　ほか）

公正取引委員会［44名］

注：法律の全部が移管されたものではな
く、一部を移管、全部又は一部を共
管している法律がある。

注：個人情報保護法については、2016
年１月に個人情報保護委員会が新設
されたことから、個人情報保護委員
会に移管。

25�）消費者庁職員の行動指針は「消費者・生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考えます。」、「自らの仕事に誇り
を持ち、強い責任感と高い志を持って職務を遂行します。」、「便利で分かりやすい情報を提供するよう心懸け、コミュ
ニケーションを重視します。」、「専門性を向上させるため、日々、知見の獲得・深化に努め、その成果を具体的な
結果として示します。」、「困難な課題であっても、できる方法を考え、挑戦し続けます。」の５本の柱からなる。
26�）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っている。
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図表Ⅰ-2-2-5 消費者庁設置後の主な法律の制定や改正

消費者教育の推進に関する法律　※議員立法

消費者安全法

特定商取引に関する法律

消費者契約法

不当景品類及び不当表示防止法

食品表示法

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

消費者基本法

独立行政法人国民生活センター法

○平成24年改正：①消費者安全調査委員会の設置
②消費者の財産被害に係るすき間事案への

行政措置の導入
○平成26年改正：①地域の見守りネットワークの構築

②消費生活相談員・資格試験を法定化

○平成26年６月改正：①表示に関するコンプライアンス体制
の確立

②監視指導体制の強化
○平成26年11月改正：課徴金制度の導入

○平成25年に成立
 【趣旨】食品表示に関する制度の一元化
○平成30年改正：食品を回収する食品関連事業者等へ回収に

着手した旨及び回収の状況の届出を義務付
け

○平成24年に成立
 【趣旨】消費者教育の総合的・一体的な推進

○平成24年改正　※議員立法
：政府が講じた消費者行政の実施状況報告書

を国会に提出することを義務付け

○平成29年改正：国民生活センターの業務として仮差押命令
の立担保業務の追加

食品ロスの削減の推進に関する法律　※議員立法
○令和元年に成立
 【趣旨】食品ロスの削減の総合的な推進

○平成24年改正：取引類型として訪問購入を追加
○平成28年改正：悪質事業者への対応の強化等

（業務停止を命じられた法人の役員等に対
する業務禁止命令の新設等）

○平成28年改正：①過量契約の取消し
②消費者の解除権を放棄させる条項の無効

等の規定追加
○平成29年改正：適格消費者団体の認定の有効期間の延長
○平成30年改正：①不安をあおる行為等による契約の取消し

②消費者の後見等を理由とする解除条項の
無効等の規定追加

○平成25年に成立
 【趣旨】特定適格消費者団体による被害回復裁判手続の導入

図表Ⅰ-2-2-6 消費者行政新未来創造オフィスの機能・概要

消費者行政新未来創造オフィス
（徳島）

（独）国民生活センター
外部機関との
ネットワーク

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

消費者庁（東京）

１．全国展開を見据えたモデルプロジェクト

２．基礎研究プロジェクト

３．消費者庁の働き方改革の拠点
テレワーク、ペーパーレス等の促進

試行の結果

検証・見直し【2019年度を目途に結論を得る】

（独）国民生活センター

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

・若年者向け消費者教育教材の活用
・見守りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）
の構築

・倫理的消費の普及
・食品ロスの削減
・子どもの事故防止
・栄養成分表示等の活用に向けた消費者教育
・消費者志向経営の推進
・公益通報者保護制度の推進
・食品に関するリスクコミュニケーション
・シェアリングエコノミーに関する実証実験等

・行動経済学等を活用した消費行動等の分析・研究
・障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査
・若者の消費者被害の心理的要因からの分析
・過疎地域等の消費活動特性に関する調査・分析

・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

・分野に応じて、消費者庁各課との連
携、共同研究の実施

・調査・研究の成果に基づく、施策の
企画・立案→成果を全国に普及

・相模原事務所：研修、商品テスト
・東京事務所：相談、広報、ADR等

①今後の
・徳島県を中心とする交通・通信網
・消費者行政を支える人的資源とそのネット
ワーク

・政府内の各府省共通のテレビ会議システム
等の整備状況のほか、

②同オフィスの設置が、
・消費者行政の進化
・地方創生
にどの程度貢献したかの実績を踏まえて行う。

（※）消費者委員会は、消費者行政の進化等の
観点から意見を述べる。

「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）

・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。

行政、事業者、学術・教育機関等
とのネットワークを整備
（徳島県周辺（関西、中国・四国
地域）も含む。）

学術的・人的連携
実証実験の実施

出張、滞在

実証成果

成果を共有し、有機的に連携
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　地方消費者行政の現場では、消費生活セ
ンターを中心に、関係者が協力して消費者
の安全・安心の確保のための様々な取組を
行っています（図表Ⅰ-２-２-８）。例えば、
消費者トラブルに遭った消費者からの苦
情・相談を受け付け、解決のためのアドバ
イスや事業者との間に立ったあっせんを行
うほか、消費者トラブルに関する最新の情
報等についての普及・啓発や悪質事業者に
対する法執行を行うことにより、消費者被
害の未然防止・拡大防止のための取組を
行っています。さらに、持続可能な社会の
構築を担う自立した消費者の育成を行うな
どの取組も徐々に進んでいます。
　消費者庁の設置当初は、長年にわたる地
方の消費者行政の縮小傾向に歯止めをか
け、一定の水準への底上げを図ることが課
題と指摘されていました。こうした状況の
中、2008年度に地方消費者行政活性化交付

金により各都道府県に「地方消費者行政活
性化基金（以下「基金」という。）」を造成
し、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、主に、「消費者教育・啓発事業」、
「相談員配置・増員等（人件費）」、「消費
生活センター・相談窓口設置」の体制整備
事業に活用されました27。その後、2013年
に「地方消費者行政に対する国の財政措置
の活用に関する一般準則」を策定して交付
金の活用期間についての原則を定めるとと
もに、2014年度補正予算からは、政府方
針28を踏まえ、基金による支援を単年度の
交付金である「地方消費者行政推進交付金」
として2017年度までに累計約540億円を措
置し、消費生活センターの設置や消費生活
相談員の増加等の地方消費者行政の充実が
行われました。
　同時に、地方消費者行政は自治事務とし
て位置付けられており、地方公共団体にお
いて安定的な取組が可能となるよう、消費
者行政の推進に係る地方交付税措置が消費
者庁設置前の2008年度の約90億円から2018
年度には約270億円まで増額されました。
これにより、地方消費者行政の推進に充て
られている地方の一般財源が徐々に拡大
し、交付金による取組と相まって地方消費
者行政が充実していくことが期待されたと
ころですが、2017年度まで自主財源が約
120億円程度で横ばいとなっており、地方
の一般財源に裏付けられた消費者行政予算
による地方の自主的、安定的な取組への移
行には課題が残っています。
　また、2017年度には、「地方消費者行政
推進交付金」による新規事業立ち上げの最
終年度を迎えましたが、2018年度からは、

（ ２）地方消費者行政の充実及び消費生活相談体制の整備

地方消費者行政の体制強化

図表Ⅰ-2-2-7
内閣総理大臣、消費者担当
大臣と新未来創造オフィス
職員の懇談（2018年 9月）

27�）「地方消費者行政の充実・強化のための指針」（2012年）等も踏まえ、活性化事業の実施期間は、１年ずつ２回の
延長を経て2013年度までの措置となった。
28�）「経済財政運営と改革の基本方針2014」（平成26年６月24日閣議決定）
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「地方消費者行政強化交付金」を創設し、
これまでに整備してきた消費生活相談体制
の維持・充実のための事業を引き続き支援
するとともに、国として取り組むべき重要
な消費者政策の推進に資する取組を支援し
ています。引き続き地方消費者行政の地方
の一般財源による取組を促すとともに、交
付金による支援を通じて、地方消費者行政
の充実・強化を図ることとしています（図
表Ⅰ-２-２-９）。
　2014年には、「地方消費者行政強化作戦」
を定め、相談窓口のない地方公共団体（市
町村）の解消や、消費生活センター設立の
促進、消費者教育の推進、2014年に改正29

された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（見守りネットワーク）
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。2015年３月には、「地方消費者
行政強化作戦」を改訂し、新たに消費者教
育の推進、見守りネットワークの構築に関
する目標を定めました（図表Ⅰ-２-２-１0）。

　消費者が日常生活において消費者トラブ
ルに巻き込まれた場合には、行政機関が整
備している専門的な窓口への相談（第２部
第２章【別表２】消費者からの情報・相談
の受付体制参照。）や事業者との直接交渉が
解決方法として考えられますが、そのよう
な状況で、適切な窓口や解決方法を冷静に
判断することは、消費者にとって困難とい
えます。そのため、全ての消費者が何でも

一元的な相談窓口の整備

図表Ⅰ-2-2-8 消費者被害・トラブルへの対応を中心とした地方消費者行政の仕組み

地方公共団体

助言・あっせん

消費者

事業者

消
費
者
被
害
・

ト
ラ
ブ
ル

相談情報の
データベース化

全国消費生活情報
ネットワーク
システム

（PIO-NET）

支援相談研修
情報提供

（高齢者・障害者
の見守り情報等）
商品テスト

苦情・相談
（消費者ホットライン

「188」）

独立行政法人
国民生活センター

消費者
行政
担当課

財産被害、事故情報を報告
福祉
警察

教育部局等
連携
情報共有

消費者教育・啓発

あっせん、
法執行

PIO―NETに集積
された相談情報

消費生活センター等
消費生活センター：855箇所
相談窓口設置地方公共団体数（※）

：1,796
消費生活相談員：3,438人

（2018年４月１日時点）

体制整備を支援
※地方消費者行政推進
交付金、地方消費者行
政強化交付金等
累計約600億円
（2008年度補正～
　　2019年度予算）

※消費生活相談員「職」
の法定化、資格制度の
創設等　2016年４月～
（改正消費者安全法）

消
費
者
庁

関
係
府
省

（備考）　（※）消費生活相談窓口を設置している都道府県、政令市、市区町村（政令市を除く。）、広域連合、一部事務組合の合計。

29�）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（平成26年法律第71号）
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図表Ⅰ-2-2-9 地方消費者行政予算の推移

（備考）　 1． 消費者庁作成。
　　　　 2． 「自主財源」、「基金及び交付金」については、消費者行政本課及び消費生活センター以外の部署も含めた地方公共団体全体の

消費者行政予算（広義）。2008年度から2017年度については最終予算、2018年度については当初予算。
　　　　 3． 地方交付税措置は、国から地方に交付される普通交付税（単位費用）における消費者行政経費。
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自主財源（左軸） 基金及び交付金（左軸）地方交付税措置（左軸）

図表Ⅰ-2-2-10 「地方消費者行政強化作戦」の概要

地方消費者行政強化作戦 2015年 3 月
消費者庁

▶　 消費者基本計画（平成27年 3 月24日閣議決定）を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済
を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備

　✓　地方消費者行政のための交付金を通じ、地方における計画的・安定的な取組を支援
　✓　地方の自主性・独自性を確保しつつ、交付金を通じた当面の政策目標を設定

趣旨

●都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援　
〈政策目標 1〉相談体制の空白地域の解消
　　 1－ 1　相談窓口未設置の自治体（市町村）を解消
〈政策目標 2〉相談体制の質の向上
　　 2－ 1　消費生活センターの設立促進
　　　　　　（人口 5万人以上の全市町及び人口 5万人未満の市町村の50％以上）
　 【消費生活相談員】
　　 2－ 2　管内自治体（市区町村）の50％以上に配置
　　 2－ 3　資格保有率を75％以上に引き上げ
　　 2－ 4　研修参加率を100％に引き上げ（各年度）
〈政策目標 3〉適格消費者団体の空白地域の解消
　　 3－ 1　 適格消費者団体が存在しない 3ブロック（東北、北陸、四国）における適格消費者団体の

設立支援
〈政策目標 4〉消費者教育の推進
　　 4－ 1　消費者教育推進計画の策定、消費者教育推進地域協議会の設置（全都道府県・政令市）
〈政策目標 5〉「見守りネットワーク」の構築
　　 5－ 1　消費者安全確保地域協議会の設置（人口 5万人以上の全市町）

当面の政策目標
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相談でき、誰もがアクセスしやすい一元的
な消費者相談窓口の整備が重要となります。
　消費者安全法において、都道府県に、消
費生活センターを設置することが義務化30

（市町村については努力義務化）され、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、2014年以来取り組んで
いる「地方消費者行政強化作戦」の政策目
標の一つである「相談体制の空白地域の解
消」を達成しています（図表Ⅰ-２-２-１１）。
　また、消費者庁では、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年から全国
で開始しました。さらに、消費者による利
用を促すため、2015年から、より覚えやすい、
局番なしの３桁の電話番号「188（いやや！）」
の運用を開始し、誰もがアクセスしやすい
一元的な相談窓口を整備しています。消費

者にとって消費者ホットラインがより身近
でアクセスしやすいものとなるよう、2018
年７月には、消費者ホットラインのイメー
ジキャラクター「イヤヤン」を発表し、あ
らゆる機会において積極的に周知していま
す（図表Ⅰ-２-２-１２、図表Ⅰ-２-２-１３）。
　国民生活センターでは、各地の消費生活
センターのバックアップとして、平日のみ
ならず、土日祝日や災害時に相談対応をし
ています。特に、大きな災害が起こった際
には、被災地域の相談窓口のバックアップ
や災害後に多発する悪質商法等への対応の
ため、特設ダイヤルを開設するなど、緊急
時でも十分な相談体制が維持されるように
しています。
　また、近年、インターネット通販等を通
じた海外の事業者との越境取引をめぐる消
費者トラブルが増加していることを受け
て、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
年に「消費者庁越境消費者センター」を開

図表Ⅰ-2-2-11 消費生活相談窓口未設置の地方公共団体の状況

（備考）　 1． 消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2． 消費生活相談窓口は消費生活センターを含む。

2010年度 2018年度
（2015年度に相談体制の空白地域の解消を達成）

：20％以上
：20％未満
：0

未設置市区町村（政令
市を除く）の割合

北海道北海道北海道

青森

岩手岩手岩手

宮城

秋田
山形

福島

茨城
栃木栃木栃木群馬群馬群馬

埼玉埼玉埼玉

千葉
東京東京東京

神奈川神奈川神奈川

新潟

山梨山梨山梨
長野長野長野

富山富山富山

石川

福井

岐阜岐阜岐阜

静岡静岡静岡愛知愛知愛知

三重

滋賀滋賀滋賀

京都

大阪大阪大阪
兵庫兵庫兵庫

奈良奈良奈良

和歌山

鳥取島根

岡山岡山岡山広島広島広島
山口

徳島徳島徳島
香川香川香川

愛媛愛媛愛媛

高知

福岡福岡福岡

佐賀
長崎

熊本

大分大分大分

宮崎

鹿児島

鹿児島

沖縄

北海道北海道北海道

青森

岩手岩手岩手

宮城

秋田
山形

福島

茨城
栃木栃木栃木群馬群馬群馬

埼玉埼玉埼玉

千葉
東京東京東京

神奈川神奈川神奈川

新潟

山梨山梨山梨
長野長野長野

富山富山富山

石川

福井

岐阜岐阜岐阜

静岡静岡静岡愛知愛知愛知

三重

滋賀滋賀滋賀

京都

大阪大阪大阪
兵庫兵庫兵庫

奈良奈良奈良

和歌山

鳥取島根

岡山岡山岡山広島広島広島
山口

徳島徳島徳島
香川香川香川

愛媛愛媛愛媛

高知

福岡福岡福岡

佐賀
長崎長崎長崎

熊本
大分大分大分

宮崎

鹿児島

鹿児島

沖縄

30�）消費者安全法第10条
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設しました。2015年から、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、これを国民生活センターに移管し、

「国民生活センター越境消費者センター
（CCJ：Cross-border�Consumer� center�
Japan）」と名称変更して、引き続き活動
を行っています。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、越境取引に関
するトラブルについて、より円滑な解決に
向けて取り組んでいます（相談件数等は、
第２部第１章第３節（２）参照。）。
　CCJでは、事業者が所在する国の消費者
相談機関と連携して紛争解決の支援を行っ
ています。連携している海外機関は、2018
年度末時点で、24の国・地域を管轄する13
機関となっています（図表Ⅰ-２-２-１４）。
　さらに、訪日外国人旅行者については、
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年に4000万人、2030年
に6000万人という目標が掲げられ31、今後

図表Ⅰ-2-2-12 消費者ホットライン188（いやや！）の仕組み

図表Ⅰ-2-2-13
消費者ホットライン188
イメージキャラクター
「イヤヤン」

イヤヤンは「泣き寝入りは超いやや！」が口癖の蝶々です。
全国を旅して危険な製品でケガをした人や強引な勧誘に困って
いる人を見かけると、消費者ホットライン188を教えています。
188にダイヤルし、問題を解決出来た人が、蝶のように羽ばた
く姿を見るのが大好きです。

31�）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）
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も増加することが予想されることを受け、
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、「地方消費者行政強化交付金」
により支援しています。また、国民生活セ
ンターでは、2018年12月に、日本を訪れた
外国人観光客が、日本滞在中に消費者トラ
ブルに遭った場合に相談できる電話相談窓
口として「訪日観光客消費者ホットライン
（Consumer�Hotline� for�Tourists）」を開
設しました。

　消費生活相談員は、消費生活センター・
消費生活相談窓口の現場において消費者か

らの相談等に直接対応する重要な役割を担
います。消費生活相談では、相談者から相
談の内容を聞き取り、適切に対応し、時に
は事業者との交渉等も行うため、消費生活
相談に必要な知識・技術はもちろん、経験
の積み重ねも重要となります。そのほか、
消費生活相談員には、消費者に近い立場か
らの普及啓発を行う役割もあります。
　また、消費生活相談員の重要な役割の一
つに、PIO-NET32への消費生活相談情報の
入力・登録業務があります。集約された消
費生活相談情報は相談対応の際に参考にな
るのみならず、法執行の端緒や、消費者政
策の立案に活用されています。このように、
PIO-NETへの入力・登録は、消費者行政
において重要な業務となっています。
　しかし、これらの役割を担う消費生活相

消費生活相談員の位置付け向上

図表Ⅰ-2-2-14 国民生活センター越境消費者センター（CCJ）における相談対応の仕組み

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

32�）全国の消費生活センター・消費生活相談窓口や関係機関の間で相談情報を共有するPIO-NET（全国消費生活情報
ネットワークシステム）については、国民生活センターが運営し、適宜改修等を行い、相談業務の効率化等を図っ
ている。PIO-NETには、全国で受け付けられた消費生活相談のデータが集約され、全国の消費生活相談員や行政機
関が利用できるようになっている。
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談員の採用形態をみると、常勤職員は2018
年度でも2.0％となっており、また、一部
の地方公共団体では、消費生活相談員のい
わゆる「雇止め」が行われているなど、雇
用上の地位が不安定であり、消費生活相談
に必要な知識や経験が蓄積されにくいとい
う問題が存在しています。そこで、消費者
庁では、2014年の消費者安全法改正33によ
り、消費生活相談員の職及び任用要件等を
法律上に位置付け、また、2014年６月に、
消費者担当大臣及び消費者庁長官から地方
公共団体の長宛てに「雇止め」の見直しを
求める通知を発出するなど34の対応をして
います。
　消費生活相談員の数は徐々に増えていま
すが、消費生活相談員それぞれの質の向上

も重要な課題です。2014年の消費者安全法
改正では、消費生活相談員資格試験の法定
化35や、消費者行政職員及び消費生活相談
員に対する研修の実施、市町村に対する助
言、協力その他必要な援助をする「指定消
費生活相談員」制度の創設等が規定され、
消費生活相談員の質の向上を目指していま
す（図表Ⅰ-２-２-１５）。

　消費者庁は、縦割り行政から脱却すべく、
消費者行政の「司令塔」としての役割を果
たすために設置されました。以下では、消
費者庁が消費者行政の「司令塔」としてど

（ ３）府省庁横断的な消費者政策の一体的推進

図表Ⅰ-2-2-15 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（2019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

33�）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
34�）そのほか、2015年には、平成26年改正消費者安全法の施行に伴う内閣府令により消費者安全法施行規則を改正し、
地方公共団体が消費生活センターに関する条例の策定に当たって参酌すべき基準として、雇止めの見直しを含めた
適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を定めることを規定するとともに、「改正消費者安全法の実施に係る地方
消費者行政ガイドライン」において消費生活センター以外の相談窓口に勤務される消費生活相談員に対しても同様
の対応がなされるよう求めている。
35�）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る。
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のような役割が求められてきたかについ
て、①消費者被害に対して、すき間なく迅
速に対応する機能と、②府省庁横断的に消
費者政策を推進する調整機能に分けて解説
するとともに、③政府の消費者政策の計画
的な推進（消費者基本計画等）について概
観します36。

　従来の問題点を受け、消費者被害に対し
てすき間なく、迅速に対応するため、消費
者事故等の情報を消費者庁に一元的に集

約・分析した上で、消費者への注意喚起、
関係行政機関（各大臣）への措置要求、事
業者に対しての勧告等をする仕組みが整備
されました（図表Ⅰ-２-２-１６）。
　2012年の消費者安全法改正37において、
財産に関する事態（以下「財産事案」とい
う。）にも勧告を行う対象を拡大し、2013
年には、２件の財産事案で事業者に対する
勧告を行いました（図表Ⅰ-２-２-１７）。
　このような仕組みの下、2018年度末まで
に、消費者安全法の規定に基づく注意喚起
を累計74件（生命・身体事案３件、財産事
案71件）実施しています。
　消費者庁では、2010年には、消費者安全
法第６条の規定に基づき、「消費者安全の
確保に関する基本的な方針」（2010年内閣
総理大臣決定）を作成するなど、様々な取

① 消費者被害に対して、すき
間なく迅速に対応する機能

消費者事故等に関する情報の
一元的集約・分析・注意喚起等

図表Ⅰ-2-2-16 生命・身体に関する事故情報の収集・活用の全体像

事故等原因調
査等の申出

消費者

消費者庁（事故情報を一元的に集約）

消費者の生命・身体に関する事故発生

事故情報の相談・通報等

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品※）
［837件］

事業者 医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データ
バンク参画機関

（関係省庁、
独立行政法人等）

事故情報
の提供
[6,602件]

事故情報
の提供
[5,791件]

消費生活用製品安全
法に基づく報告 個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知
［2,695件］

PIO―NET情報
（全国消費生活情報
ネットワークシステム）
[12,734件]

関係省庁・
地方公共団体等

消費者相談窓口
国民生活センター
消費生活センター

消費者安全法に基づく通知等

意見・措置要求等

処分・指導等

各省庁

消費者 事業者

注意喚起等
勧告・意見

各省庁

消費者・事業者

消費者安全調査委員会

［　］内の件数は2018年度のもの ※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、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の
対象となっているもの（食品・医療品・自動車等）を除く製品。

す
き
間
事
案
の
措
置

36�）これ以降、「消費者行政の司令塔機能」といった用語を用いる場合には、主にこれらの機能を意味するものとする。
37�）消費者安全法の一部を改正する法律（平成24年法律第77号）
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組を推進してきました。2010年には、消費
者事故について分析・原因究明をするため
の助言や指導を行う「事故情報分析タスク
フォース38」を設置し、同タスクフォース
は2012年に設置された消費者安全調査委員
会に引き継がれました。2010年には、国民
生活センターと連携し、関係機関の協力を
得て生命・身体に関する事故情報等を幅広
く集約して提供する「事故情報データバン
ク」の運用を開始し、また同年から、消費
者からの苦情にはなりにくい消費者の不注
意や誤った使い方による事故の情報を医療
機関から収集する「医療機関ネットワーク
事業」も開始しています（第２部第１章第
２節参照。）。
　さらに、欠陥等がある製品について、事
業者がリコール措置を行う場合があります

が、リコール情報を適切に消費者に届ける
ことは、同種の消費者被害を繰り返さない
ために重要です。消費者庁では、2012年か
ら、各府省に多岐にわたって存在している
リコールに関する情報を一元化して消費者
に提供する「消費者庁リコール情報サイ
ト39」の運用を開始しました。
　加えて、消費生活用製品安全法に基づく
重大製品事故の報告・公表制度については、
消費者庁の設置により2009年から、重大製
品事故の受理及び公表業務（事業者名公表
も含む。）を消費者庁が行うこととなり、
これまでに累計9,240件の事故を公表して
います（2018年度末時点）。

図表Ⅰ-2-2-17 財産に関する事故情報の収集・活用の全体像

事業者向けの措置消費者向けの措置

すき間、非すき間
に関係なく

【消費者庁】

すき間
事案

非すき間
事案

～消費者安全法の執行～　消費者庁の事務フロー

◎調査
・関連事実の調査、消費者からの被害聴取
・消費者事故等（第２条第５項第３号）の認定　等

さらに ・多数消費者財産被害事態（第２条第８項）の認定
・実在する事業者か、隙間事案か否か　等

◎端緒
・提供された情報の分析
・調査対象事案の選定（消費者の財産被害の発生などの観点から）

◎罰則（第52条、第56条）

◎情報提供
・第12条第２項に基
づく通知

・PIO―NET入力　等

◎情報提供
（第38条第１項、第2項）
・消費者被害の発生又
は拡大の防止のため
に資する情報

◎関係機関への
措置要求

（第39条第１項）
・消費者被害の発生又は
拡大の防止を図るため
・措置がある法律の所管
官庁へ措置要求

◎勧告（第40条第４項）
・事業者へ不当な取引の取り
やめを勧告
・行政指導

◎命令（第40条第５項）
・正当な理由なく勧告に係る
措置をとらなかった場合
・行政処分

◎注意喚起
（第38条第１項）
・消費者被害の発生又は
拡大の防止を図るため
消費者の注意を喚起

情
報
の
集
約
・
分
析

都
道
府
県

市
町
村

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

関
係
行
政
機
関

38�）消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に対する附
帯決議（参議院）14を踏まえ設置。
39�）https://www.recall.caa.go.jp/
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　2012年に、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
ことを目的に消費者安全調査委員会（以下
「消費者事故調」という。）が設置されま
した40。消費者事故調は、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。
　また、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選定し、
事故等原因調査等を実施しています（図表
Ⅰ-２-２-１８）。
　消費者事故調発足以来、16件の調査等を
開始し、うち14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（2019年３月末時点）
（図表Ⅰ-２-２-１９）。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
されているかについて確認することとして

います。
　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、調査等によって
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。

事故の原因究明（消費者安全調査
委員会の設置・取組）

図表Ⅰ-2-2-18 消費者事故調における事
故等原因調査等の流れ

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

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

40�）2012年に消費者安全法の一部を改正する法律が成立し、同年10月１日に消費者庁内に設置。
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図表Ⅰ-2-2-19 消費者事故調案件一覧（2019年 3 月末時点）

1 ） 2014年 6 月の意見に対するフォローアップとしての実態調査結果を踏まえた再意見。
2） 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
等
を
終
了
し
た
事
案

ガス湯沸器事故（東京都内） 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
2018年 4 月内閣府、文部科学省及び厚生労働省に再意見1

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） 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） 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及び経済産業省に意見

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、公害等調整委員会、
経済産業省及び環境省に意見

電動シャッター動作時の事故 2018年 9 月報告書公表とともに消費者庁及び経済産業省に意見

住宅用太陽光発電システムから発生し
た火災事故等 2019年 1 月報告書公表とともに消費者庁及び経済産業省に意見

調
査
中
の
事
案

歩行型ロータリ除雪機による事故 2018年 2 月テーマ選定2

2018年11月経過報告公表

幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故 2018年11月テーマ選定2
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　消費者事故調は、2019年１月に、住宅用太陽光発電システム（図表（a））から発生
した火災事故等の報告書を公表しました。
　住宅用太陽光発電システムは、国内における累計導入件数が200万件以上ある、公
共性の高いものです。同システムから発生した住宅の火災事故等が2017年までに13件
起きており、また被害の程度も大きくなる場合があります（図表（b））。
　火災事故等の原因として、モジュールの経年劣化又は製造上の問題による不具合が
発 生し、その不具合が進行することや、ケーブルの施工不良が考えられました。加え
て、モジュールやケーブルと屋根の木材の間に、鋼板等の不燃材料が存在しない設置
形態の製品が発火した場合、住宅への延焼が発生するおそれがあります（図表（c）、
（ｄ））。
　報告書では、当該製品と屋根の木材との間に不燃材料等を挿入することが当面の最
も有効な再発防止策であるとしました。また、発火の可能性のある不具合の存在を確
認するための点検の促進や、消費者に対する火災リスク、点検の重要性についての分
かりやすい情報提供も重要としました。

住宅用太陽光発電システムから発生した火災
事故等報告書の公表

C O L U M N 6

【ID3092】【コラム】太陽光報告書概要.pptx

【図表】　住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故について

（c）屋根断面イメージ図

（a）住宅用太陽光発電システム（破線で示す範囲）

（d）一般的な住宅の屋根構造の一例

（b）屋根の被害状況（例）

ケーブル
（太陽電池モジュール
からパワーコンディ
ショナまで）

太陽電池モジュール

接続箱

分電盤
電力量計

商用系統
売
電
用

買
電
用

パワーコンディショナ

屋根置き型

鋼板等付帯型 鋼板等なし型

鋼板等敷設型

架台 ケーブル

ケーブル

モジュール

モジュール ケーブル モジュール

ルーフィング（可燃物）
野地板（可燃物）

野地板（可燃物）

屋根材（瓦、スレート、
金属屋根等）

ケーブル モジュール

ルーフィング（可燃物）

ルーフィング
（可燃物）

野地板（可燃物） ルーフィング
（可燃物）

野地板（可燃物）
不燃材料（鋼板等）

不燃材料（鋼板等）

屋根材

ルーフィング

野地板

垂木
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　消費者庁は、消費者行政の司令塔として、
消費者利益の擁護及び増進に関わる主要な
法律（消費者に身近な法律）を所管してい
ます。その上で、消費者庁が法執行の権限
を有する法令（景品表示法、特定商取引法
等）については、消費者庁が中心となって
法執行を行うこととなりました（図表Ⅰ-２-
２-２0）。
　例えば、取引の公正を確保し消費者被害
を防止するため、消費者庁は、特定商取引
法や預託法を所管しています。これらの法
律・関連政省令は、高齢化の進展等の社会
経済情勢の変化や悪質事業者の手口の一層
の巧妙化等に対応するため、累次にわたり

改正されています。また消費者庁は、全国
の地方経済産業局等と一丸となって、これ
らの所管法令を厳正かつ適切に執行してお
り、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し
て重点的に取り組んでいます。消費者庁が
設立された後の特定商取引法及び預託法に
基づく国（消費者庁及び地方経済産業局）
による行政処分の件数は、合計381件となっ
ており（2019年３月末時点）、特に近年は、
売上高4110億円以上の大規模事業者等に対
する行政処分件数が増加傾向にあります
（2016年度は21件、2017年度は15件、2018
年度は20件）。
　また、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

一元的に集約・分析された情報に
基づく法執行等

図表Ⅰ-2-2-20 消費者庁における法律の所管形態

所管の対象 ＝  消費者利益の擁護及び増進に関わる主要な法律（消費者に身近な法律）を所管。
　　　　　　　 （他の法律分野についても、「消費者安全法」による措置要求等で対応。）

所管の形態 ＝  行政組織の肥大化を招かぬよう、国の地方出先機関、都道府県を活用。消費者庁の主
導の下、効率的に法執行。二重行政を回避。

表示関係（景品表示法、食品表示法（JAS法、食品衛生法、健康増進法を一元化）、家庭用品品質表示法　等）
◎　消費者庁が、企画立案を担うとともに、自ら、立入検査、命令等を行う。
◎　立入検査、命令等を行うに当たっては、国の地方出先機関、都道府県等と適切に連携。

取引関係（特定商取引法、特定電子メール法、預託法　等）
◎　消費者庁が、企画立案を担うとともに、自ら、立入検査、命令等を行う。
◎　 特に、消費者トラブルの多い特定商取引法については、執行体制を経済産業省から消費者庁に移管し、地方の経済産業

局を直接に消費者庁が指揮監督することにより、実質的に執行体制を一元化。

業法関係（貸金業法、割賦販売法、宅地建物取引業法、旅行業法）
◎　消費者庁が、行為規制について、企画立案を担う。
◎　 消費者庁は、業所管大臣の行う処分に関し、協議を受け、必要な意見を述べる。意見を述べるため必要な立入検査は消

費者庁が行う。二重行政を回避しつつ、消費者の目線を反映。

安全関係（消費生活用製品安全法、家庭用品規制法、食品衛生法、食品安全基本法）
◎　安全基準の策定は、各省の専門性を活用し、消費者庁が協議を受けることで、消費者の目線を反映。
◎　消費生活用製品安全法の重大製品事故報告制度は、消費者庁が所管し、迅速に事故情報を公表。
◎　食品安全基本法に基づき、食品安全行政の基本方針を消費者庁が所管し、司令塔として機能。

その他関係（製造物責任法（PL法）、消費者契約法、公益通報者保護法　等）
◎　消費者庁が企画立案を担うことにより、消費者利益の擁護及び増進を実効的に図る。

41�）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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誤認される表示等を禁止等しています。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等を行って
おり、消費者庁では、2009年度から2018年
度までに、景品表示法に基づく措置命令を
302件、課徴金納付命令を40件行いました。
　以上のように、消費者庁は、事案の性質
に応じて地方公共団体等との連携や役割分
担の下に、所管法令を適切に執行していま
す（図表Ⅰ-２-２-２１）。
　一方、消費者庁以外の府省庁が所管する
分野については、それぞれの分野の所管府
省庁が法執行を行いますが、各府省庁が迅
速に対応しない場合には、消費者安全法の
規定に基づき措置要求等を検討します。い

わゆる「すき間事案」については、同じく
消費者安全法の規定に基づき消費者庁が法
執行をすることで、網羅的かつ効率的に対
応することができるようになりました。
　このような仕組みを整備することによ
り、消費者庁が、一元的に収集された情報
を基に、事案の性質に応じ適切な手段を選
択し、すき間のない迅速な対応をすること
が期待できます。
　なお、消費者安全法の規定に基づく法執
行の実績については、事業者に対する行政
措置が２件であり、各府省庁に対する措置
要求は実績がありません（2019年３月末時
点）。

図表Ⅰ-2-2-21 主な法律の執行状況

法律名 実施主体 措置内容 2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度 合計

特定商取引法

消費者庁

業務停止命令 2 15 11 21 9 8 11 9 9 8 103

指示 2 14 12 8 1 15 6 9 11 11 89

業務禁止命令 － － － － － － － － － 15 15

経済産業局
※1

業務停止命令 12 13 13 10 3 8 12 5 6 5 87

指示 10 11 7 1 8 9 5 5 6 8 70

業務禁止命令 － － － － － － － － － 11 11

預託法
業務停止命令 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

措置命令 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

特定電子メール法 措置命令 4 7 10 8 7 7 7 0 2 0 52

景品表示法
措置命令 6 20 28 37 45 30 13 27 50 46 302

課徴金納付命令 － － － － － － － 1 19 20 40

家庭用品品質表示法 指示 7 6 4 9 20 4 7 35 1 11 104

健康増進法
勧告 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

指導 0 0 0 1 10 20 27 46 34 29 167

食品表示法
（JAS法※2）

消費者庁※3 指導 1 2 0 0 6 2 15 4 0 2 32

農水省※4 指示 31 24 7 23 14 14 5 12 11 12 153

消費者安全法

（生命・身体
事案） 注意喚起 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

（財産事案）
注意喚起 0 1 7 5 7 10 9 10 10 12 71

勧告 － － － － 2 0 0 0 0 0 2

（注）　都道府県の執行状況については、本報告資料編（資料10- 1 ）を参照。
※ 1　2009年度は消費者庁設置以後の実績を記載。
※ 2　2014年度まではJAS法、2015年度から食品表示法に基づく実績を記載。
※ 3　消費者庁において、JAS法に基づく命令を 1件（2012年度）及び同法に基づく指示を 1件（2010年度）行っている。　
※ 4　農林水産省の集計により記載。
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　消費者政策の推進には多くの府省庁が関
与しており、関係府省庁一体となった取組
が不可欠です。しかし、各府省庁の縦割り
的な仕組みが制約となることもあったた
め、消費者庁には、消費者政策を一元的に
推進するための強力な権限を付与して、消
費者行政における司令塔機能を十分発揮す
ることが期待されました。このため、消費
者庁設置と共に必置化された消費者担当大
臣には、関係行政機関の長に対し、勧告す
ることができる権限が与えられました42。
また、2016年からは内閣官房・内閣府見直
し法43により、消費者問題と食品安全に関
する総合調整機能が消費者庁に移管されま
した。これらにより、重要な消費者事故等
が発生し、又は発生するおそれがある場合
等には、消費者に対する注意喚起を行うと
ともに、関係府省庁間の連絡会議等を開催
して、政府全体として講ずべき対応を確認・
決定するなど、必要な対応を速やかに実施
することとなっています。
　以下では、消費者庁が府省庁横断的に取
り組んだ主な事例を紹介します。

ⅰ．食品安全に関する取組
　食品は、これに含まれる有害な微生物や
化学物質等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
あることから、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。この枠組みに
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。
　食品安全に関する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
省庁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
しています。また、定期的な関係府省庁の
相互の十分な連絡及び連携を目的として、
食品安全行政に関する関係府省連絡会議
（局長級）を毎年度２回開催しています。
　また、2011年３月に発生した東京電力福島
第一原子力発電所事故を受け、消費者の食
の安全・安心を確保し、食品中の放射性物
質に関する理解を広げることを目的として、
2011年度から「食品中の放射性物質」に関す
る情報提供とリスクコミュニケーションの推
進に取り組んでおり、関係府省庁、地方公共
団体及び各種団体とも連携して、消費者と専

② 府省庁横断的に消費者政
策を推進する調整機能

消費者問題への対応における
調整機能の発揮

42�）内閣府設置法（平成11年法律第89号）第12条第２項
43�）内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律
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門家、生産者、行政担当者等が共に参加す
る意見交換会を2018年度末までに862回開催
しています（図表Ⅰ-２-２-２２）。

ⅱ．子供の事故防止に関する取組
　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
故の原因となることも考えられます。中で
も発達段階にある子供は、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。
　長年にわたり、14歳以下の子供の死因の
上位が不慮の事故となっている状況の中、
消費者庁では設置後間もない2009年度から
「子どもを事故から守る！プロジェクト」
を推進し、子供の事故防止に向けた取組を
行っています。
　また、子供の事故は多岐にわたり、様々

な場面や製品・サービスが関係しています。
そこで、事故防止の取組に関係の深い府省
庁で協力し、政府全体でより一層の事故防
止に向けた取組強化を図るため、2016年度
には、「子供の事故防止に関する関係府省
庁連絡会議」を設置し、消費者庁が事務局
を担っています。関係府省庁44が子供の事
故の実態及び子供の事故防止に向けた各種
取組等を情報交換し、緊密に連携して、保
護者の事故防止意識を高めるための効果的
な啓発活動の実施、教育・保育施設等の関
係者による取組、子供の事故防止に配慮さ
れた安全な製品の普及等の、総合的な取組
を推進しています。
　さらに、2017年度には、「子どもの事故
防止週間」を創設し、共通テーマを掲げて
関係府省庁が連携し、集中的に広報を実施
して、相乗効果が期待できる啓発活動に取
り組んでいます45。

ⅲ．架空請求対策パッケージ
　2017年度に架空請求に関する消費生活相

図表Ⅰ-2-2-22 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 2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度 テーマ別合計

食品中の放射性物質 45 175 99 99 100 100 108 136 862
牛海綿状脳症（BSE） － 2 2 － － 2 － － 6
健康食品 3 － 3 2 2 2 5 8 25
輸入食品 － 3 － － － 1 － － 4
農薬 － － － 1 2 － － － 3
食中毒 － － － － 4 － － － 4
食品添加物 － － － － － 1 1 1 3
食品安全全般等 － － － － 3 3 21 26 53
年度別合計 48 180 104 102 111 109 135 171 960

44�）2018年度末時点で、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、海上保安庁で構成。
45�）2017年度は５月22日から28日まで「外出時の子どもの事故防止」をテーマに、2018年度は５月21日から27日まで「水
の事故」と「幼児用座席付自転車の事故」をテーマに、実施した。
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談の件数が急増したことから、被害の未然
防止、拡大防止を図るため、2018年７月に
「架空請求対策パッケージ」を消費者政策
会議において決定しました。架空請求がな
されてから被害が発生するまでのプロセス
を示し、関係省庁等が連携して、プロセス

ごとに対策等を提示し、その推進を図って
います。
　そのほかにも、様々な分野において関係
府省庁と連携した取組を進めています（図
表Ⅰ-２-２-２３）。

図表Ⅰ-2-2-23 各府省庁と連携して行った主な取組

美容医療関
係の消費者
トラブルへ
の対応

消費者委員会の建議（2011年）を受け、厚生労働省が「医療機関のホームページの内容の適切
なあり方に関する指針」（2012年 9 月）を策定し、各地方公共団体に「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）を通知。
消費者委員会は2015年 7 月にも建議を公表し、医療法等の一部を改正する法律（平成29年法律
第57号）が成立。
消費者庁は、消費者委員会専門調査会における議論を踏まえ、一定の美容医療契約を特定継続
的役務提供として特定商取引法の規制対象としたほか、普及啓発（チラシ作成）、消費者庁ウェ
ブサイトを活用した情報提供、PIO-NETに登録された消費生活相談情報の地方公共団体の保
健・衛生部局への提供（厚生労働省経由）等を実施。

サブリース
問題への対
応

消費者庁では、国土交通省と共同で注意喚起を実施（2018年 3 月）。2018年10月には国土交通
省に加えて金融庁とも共同して注意喚起を更新し、公表。さらに、2018年11月、より簡潔な啓
発用資料を作成し、公表。
また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員向けの研修を実施。

ギャンブル
等依存症対
策の推進

2018年 7 月に成立したギャンブル等依存症対策基本法（平成30年法律第74号）（同年10月施行）
に基づいて設置されたギャンブル等依存症対策推進本部においては、内閣府特命担当大臣（消
費者及び食品安全）が、厚生労働大臣と共に副本部長に特定された。
消費者庁においては、2018年 3 月、関係省庁と連携し、注意喚起・普及啓発資料や消費生活相
談員向けのマニュアルを作成し、公表。その後も、青少年向けの啓発用資料や啓発用資料のサ
ンプルを作成し、公表したほか、2019年 3 月、マニュアルの改定を実施。また、国民生活セン
ターにおいて、消費生活相談員向けの研修を実施。

多重債務問
題への対応

2006年に貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律（平成18年法律第115号）が成立。
関係省庁が十分連携の上、「多重債務問題改善プログラム」を多重債務者対策本部において決
定（2007年 4 月）。
消費者庁においては、金融庁と共同でマニュアルを作成・公表（2011年 8 月）。また、2012年
9 月以降、金融庁と共同で「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」を開催。
また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員向けの研修を実施。

暗 号 資 産
（仮想通貨）
をめぐる問
題への対応

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）の施行（2017年 4 月）により、暗号資産（仮想通貨）の交換等を行う事業者に対
する登録制が導入された。2017年 9 月、金融庁・財務局により登録を受けた事業者が公表され
るタイミングに合わせ、金融庁・消費者庁・警察庁が共同で、注意喚起を実施。
その後、金融庁・財務局が個々の業者に立入検査を行うなど、モニタリングをより一層強化す
る中で、様々な課題が明らかとなったことを踏まえ、2018年10月、金融庁・消費者庁・警察庁
が共同で、注意喚起の内容を更新し、改めて公表。
金融庁・消費者庁・警察庁で情報交換の会議を開催しているほか、金融庁と調整を行いながら、
消費生活相談員向けの情報提供を随時実施。また、国民生活センターにおいて研修を実施。

廃棄食品の
不正流通問
題への対応

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事案が判明（2016
年 1 月）。
消費者の信頼を確保するため、関係行政機関及び関係事業者が連携し、食品廃棄物の処理に係
る対策と、食品関係事業者による食品の適正な取扱いに係る対策の両面から、隙間なく対策を
講ずるため、食品安全行政に関する関係府省連絡会議において、「廃棄食品の不正流通に関す
る今後の対策」（2016年 2 月26日食品安全行政に関する関係府省連絡会議申合せ）を取りまとめ。
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　消費者政策は、各府省庁の所掌分野にま
たがる幅広い問題を対象とすることから、
その効果的な推進を図るためには、各府省
庁の施策を一元的に取りまとめ、整合性を
確保することが必要となります。
　「消費者政策の推進に関する基本的な計
画」（以下「消費者基本計画」という。）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。2005
年46、2010年、2015年と３期にわたり策定
され、第２期と第３期の消費者基本計画に
ついては消費者庁の設置後に取りまとめら
れました47。
　現行の第３期消費者基本計画では、2015
年度から2019年度までの５年間に取り組む
べき施策として、六つの枠組みを示し、そ
の評価指標（KPI）と共に規定しています
（図表Ⅰ-２-２-２４）。また、本計画に基づき

③ 政府の消費者政策の
計画的な推進

消費者基本計画の策定と
検証・評価・監視

図表Ⅰ-2-2-24 第 3 期消費者基本計画（2015年度から2019年度まで）の概要

① 消費者の安全の確保 ② 表示の充実と信頼
の確保

③ 適正な取引の実現 ④ 消費者が主役と
なって選択・行動
できる社会の形成

⑤ 消費者の被害救
済、利益保護の枠
組みの整備

⑥ 国や地方の消費者
行政の体制整備

（ 1） 事故の未然防止
（ 2） 事故等の情報収

集と発生・拡大
防止

（ 3） 原因究明調査と
再発防止

（ 4） 食品の安全性の
確保

（ 1） 景品表示法の普
及啓発・厳正な
運用

（ 2） 商品・サービス
に応じた表示の
普及・改善

（ 3） 食品表示による
適正な情報提
供・関係法令の
厳正な運用

（ 1） 横断的な法令の
厳正な執行、見
直し

（ 2） 商品・サービス
に応じた取引の
適正化

（ 3） 情報通信技術の
進展に対応した
取引の適正化

（ 4） 犯罪の未然防
止・取締り

（ 5） 規格・計量の適
正化

（ 1） 政策の透明性確
保と消費者意見
の反映

（ 2） 消費者教育の推進
（ 3） 消費者団体、事

業者・事業者団
体等の取組の支
援・促進

（ 4） 公正自由な競争の
促進と公共料金
の適正性の確保

（ 5） 環境に配慮した消
費行動等の推進

（ 1） 被害救済、苦情
処理、紛争解決
の促進

（ 2） 高度情報通信社
会の進展への対応

（ 3） グローバル化の
進展への対応

（ 1） 国の組織体制の
充実・強化

（ 2） 地方における体
制整備

5 年間で取り組むべき施策の内容

計画の効果的な実施

○工程表の作成

・ ５ 年間の取組予定を明確化
・ 効果把握のため、施策ごとに指
標（KPI）を具体化

・ 各府省庁等は、工程表の施策を
着実かつ積極的に推進

【実施状況の検証・評価・監視】
・ 毎年度、実施状況を取りまとめ
・ 消費者委員会、消費者政策会議
で検証・評価等を実施

【見直し】
・ 1年に 1回は工程表を改定
・ 環境や課題、取り組むべき
施策に大きな変化がある場
合は計画を改定

46�）第１期消費者基本計画については、内閣府の国民生活局（当時）で取りまとめた。
47�）第４期の消費者基本計画については、多様な有識者の参画を得て、2017年10月から、「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、2019年１月８日に検討会での議論の取りまとめを報告（詳細は第１部第３章参
照。）。
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関係府省庁が講ずる具体的施策について、
その実施状況を検証・評価するための工程
表を作成し、毎年改定するとともに、計画
の検証・評価に際しては、政府の消費者政
策を監視する観点から消費者委員会が意見
を表明しています。このように、PDCAサ
イクルを機能させつつ、関係府省庁と連携
し、消費者基本計画及び工程表に盛り込ま
れた施策を着実に推進しています。

　各府省庁縦割りの法制度の弊害として、
所管ごとの規制の程度にばらつきがあるこ
とや、複数の法律による規制の仕組みが複
雑であること等が挙げられます。そこで、
消費者の目線に立ちつつ、各府省庁の縦割
りを超えて、幅広い分野を対象にした横断
的な新法等を企画立案することが消費者庁
の重要な任務とされました。
　これにより、必要に応じて新規立法の企
画立案等に取り組むとともに、所管ごとに
分断されていた個別の規制を横断的に体系
化することによって、他分野より遅れた分
野の規制を改善することができ、さらには
所管ごとで錯綜していた規制を分かりやす
いものとすることが期待されます。
　以下では、消費者庁が分野横断的な法令
の企画立案を行った主な事例を紹介します。

ⅰ．食品表示制度の一元化
　食品表示は消費者が食品を購入するとき、
食品を適切に選択したり、安全に食べたり
するため、食品の内容を正しく理解する上
で重要な情報源です。消費者庁設置時には、

食品の表示について一般的なルールを定め
ている法律として、食品衛生法、JAS法、
健康増進法の三法があり、三法それぞれに
基づき複数の表示基準が定められ、用語の
定義が異なるなど、分かりにくいものとなっ
ていました。その結果、消費者にとって分
かりにくい制度となっていたばかりか、事
業者にとっても、同一の食品に複数の法律
が定める基準に従って表示を行わなければ
ならない状況が生じていました。
　2013年に食品表示法が成立し、2015年か
ら施行され、食品衛生法、JAS法、健康増
進法の三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。ま
た、同法の制定を受けて、58本あった表示
基準についても整理統合が行われました
（図表Ⅰ-２-２-２５）。
　新たな食品表示制度が導入された後も、
制度の更なる充実のため、個別の検討課題
等について、検討48、整備を進めています。
　例えば、加工食品の原料原産地表示につ
いては、有識者による検討を踏まえ、2017
年９月に、輸入品を除く全ての加工食品に
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内容と
する食品表示基準の一部を改正する内閣府
令が公布されました。
　遺伝子組換え食品の表示についても、有
識者による検討を経て、2019年４月25日に
食品表示基準の一部を改正する内閣府令が
公布されました。この改正は、情報が正確
に消費者に伝わるようにすることに主眼を
置き、任意表示制度について、①分別生産
流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の
混入を５％以下に抑えているものについ

分野横断的な法令の整備

48�）「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」、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」、「遺伝子組換え表示制度に関する
検討会」において、それぞれ報告書の取りまとめを行った。
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て、これまでは「遺伝子組換えでない」と
の表示が認められていたところ、今後は、
「適切に分別生産流通管理している」旨の
表示ができることとし、②遺伝子組換え農
産物が「不検出」の場合に限り、「遺伝子
組換えでない」という表示を認めることと
するものです。新たな制度は、2023年４月
１日から施行されます。
　2018年には、食品衛生法に食品リコール
情報の報告制度が導入されたこと等に伴
い、食品表示法についても、食品リコール
情報の行政機関への届出を義務化する改正
法案49が成立しました。

ⅱ．消費者契約法
　2001年から施行された消費者契約法は、
消費者と事業者との間で、締結される契約
を幅広く対象としてその適正化を図る民事
ルールを規定しています。社会経済情勢の
変化等を踏まえ、法の実効性を確保するた

め、2016年及び2018年に改正法案が成立し
（以下、それぞれ「2016年改正」50、「2018
年改正」51という。）、取消しの対象となる
不当な勧誘行為や無効となる不当な契約条
項の拡充等が行われてきました。具体的に
は、初めての民事ルール部分の改正となっ
た2016年改正では、社会の高齢化の進展を
背景に、いわゆる過量契約に係る取消権の
創設等がなされました。また、2018年改正
では、若年者を含めた幅広い世代に消費者
被害が生じている状況を念頭に、社会生活
上の経験不足等を利用する行為（就職セミ
ナー商法、デート商法等）により消費者が
困惑した場合における取消権の創設等がな
されました。その後は、2018年改正の審議
の際の、衆参両院の委員会における附帯決
議の趣旨を踏まえ、2019年２月から「消費
者契約法改正に向けた専門技術的側面の研
究会」を開催し、消費者契約法の各種論点
について、法制的・法技術的な観点から、

図表Ⅰ-2-2-25 食品表示制度の一元化

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栄養成分表示の義務化
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月より施行。

【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

49�）食品表示法の一部を改正する法律（平成30年法律第97号）
50�）消費者契約法の一部を改正する法律（平成28年法律第61号）
51�）消費者契約法の一部を改正する法律（平成30年法律第54号）
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検討を行っています。

ⅲ．消費者団体訴訟制度
　消費者被害については、同種の被害が多
数発生するという特徴があります。消費者
被害の未然防止・拡大防止を図るため、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
について消費者契約法の改正により2007年
６月から運用が開始され、2009年からは景
品表示法及び特定商取引法に、2015年から
は食品表示法に差止請求権を行使できる対
象が広がりました。
　また、消費者被害については、個々の消
費者が受ける被害額が僅少であることか
ら、訴訟により被害の回復を図ることが困
難でした。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月から、特定適

格消費者団体が（個々の消費者に代わって）
訴訟を通じて集団的な被害の回復を求める
ことができる制度の運用が開始されました
（図表Ⅰ-２-２-２６）。
　また、被害回復裁判手続の実効性を強化
するため、2017年には、国民生活センター
法が改正52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。

　消費者庁は、物価に関する基本的な政策
の企画立案や推進についても所掌していま
す。オイルショックのような物価に関する
異常事態が発生した際に、国民生活の安定
等を図るための法令53を所管するととも
に、生活関連物資等の価格調査等を実施し

物価対策の推進

図表Ⅰ-2-2-26 2 段階型の訴訟制度

被害回復の流れ〈２段階型の訴訟制度〉
　特定適格消費者団体が、事業者の金銭支払義務の確認を求めて
訴訟を提起（第１段階）し、事業者の支払義務が確定した後、被
害を受けた個々の消費者の債権額（返金額）の確定（第２段階）
が行われます。

第１段階 第２段階
事業者の金銭支払
義務の確認

個々の消費者の誰にいくら
支払うかを確定

消
費
者
被
害
の
発
生

訴
訟
の
提
起

事
業
者
の
金
銭
支
払
義
務
の
審
理

勝
訴
判
決

敗
訴
判
決

消
費
者
へ
支
払

消費者 特定適格消費者団体 裁判所 事業者

消
費
者
へ
裁
判
手
続
参
加
を
呼
び
掛
け

（
通
知
・
公
告
）

消
費
者
の
裁
判
手
続
へ
の
加
入

（
授
権
手
続
・
債
権
届
出
）

債
権
額
（
消
費
者
へ
の
支
払
金
額
）

の
確
定

52�）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）
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ています。
　また、政府の規制する料金又は価格であ
る公共料金等の新規設定及び変更について
所管省庁が認可等をするに当たっては、事
前に消費者庁と協議を行うことになってお
り、消費者庁は公共料金の決定過程の透明
性と料金の適正性の確保に向けて、消費者
の立場から検討を行っています。その中で
も特に重要な公共料金等として物価問題に
関する関係閣僚会議に付議する案件につい
ては、消費者庁が検討するに際して消費者
委員会の意見を求めることにより、消費者
の声が適切に反映されるようになっていま
す（図表Ⅰ-２-２-２７）。
　特に、2011年３月に発生した東日本大震
災と東京電力福島第一原子力発電所事故の
影響により原子力発電が停止された際に
は、火力発電の活用による燃料費の増加を
賄うため、電力会社各社は電気料金の値上
げ申請を行いました。これを受け消費者庁
は、消費者利益の擁護の観点から、消費者

委員会に意見を求めた上で、原価の更なる
厳格な査定や情報公開等について経済産業
省に意見を表明しました。その結果、各電
力会社の値上げ幅はそれぞれ申請時に比べ
圧縮されました。また、電気料金の値上げ
後においても消費者委員会に意見を求めた
上でフォローアップを行い、料金の適正化
に向けて電力会社への指導を行うよう経済
産業省に要請しました。
　また、2016年４月から電気、2017年４月
から都市ガスについて、それぞれ小売全面
自由化が進められています。料金の自由化
が進む分野においても引き続き消費者の利
益を確保することが重要であり、消費者庁
としてもその動向を注視しています。
　この一環として、消費者庁は、各送配電
事業会社による電力の託送料金54の在り方
について調査・審議を行うために消費者委
員会へ諮問を行い、消費者委員会からの答
申を基に、2016年７月に経済産業省に対し
て、消費者利益の擁護・増進の観点からの

図表Ⅰ-2-2-27 公共料金決定の仕組み

物価問題に関する関係閣僚会議

（各鉄道会社）
事業者

運輸
審議会

公聴会等

（国土交通省）
所管省庁 消費者庁

諮問

答申

申請 認可

消費者委員会
（公共料金等
専門調査会）

付議

協議
付議

意見

公共料金改定手続きの基本的な流れ（大手鉄道会社の運賃改定の例）

長期及び短期にわたる物価安定対策に関する
重要問題について、関係各大臣が協議を行う
機関

53�）生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律（昭和48年法律第48号）、国民生活安定緊
急措置法（昭和48年法律第121号）、物価統制令（昭和21年勅令第118号）
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問題点の改善に向けて対応するよう要請し
ました。
　さらに、一般家庭など低圧需要家向け電
気の経過措置料金の解除55についても、消費
者庁は、消費者委員会の意見等を踏まえた
上で、2018年12月に経済産業省に対して、
小売電気事業者間における公平・公正な競
争を確保するための施策が十分に機能する
ことや、消費者が自主的かつ合理的に選択
できる環境が整っていることを確認した上
で、電気の経過措置料金の解除をすること等
を求める意見を表明しています（図表Ⅰ-２-
２-２８）。
　なお、2014年４月の消費税率の引上げ
（５％から８％）に際しては、2013年８月
に「消費税率引上げに伴う公共料金等の改
定について」の物価担当官会議申合せを行

い、消費税の公共料金等への転嫁について
の基本的な考え方を整理しました。本申合
せに基づき、重要な公共料金等で料金改定
申請がなされたものについては、消費者委
員会からの意見聴取や物価問題に関する関
係閣僚会議の了承を得た上で、料金改定の
認可等を行いました。また、2013年10月に
消費者庁に便乗値上げ情報・相談窓口を開
設し、消費者・事業者への相談対応を行う
とともに、物価モニター調査を活用し、消
費税率引上げの前後における生活関連物資
等の価格調査等を実施しました。
　さらに、2019年10月に予定されている消
費税率の引上げ（８％から10％）に向けて、
2018年11月に関係省庁等56において「消費
税率の引上げに伴う価格設定について（ガ
イドライン）」を取りまとめ、税率引上げ

図表Ⅰ-2-2-28 電気料金（料金改定・自由化関連）に関する消費者庁からの意見表明の一覧

案件 消費者庁からの意見表明（標題のみ）

電気料金値上げ認可
申請に関する意見

関西電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2015年 5 月11日）
北海道電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2014年10月 8 日）
中部電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2014年 4 月10日）
北海道電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2013年 7 月31日）
東北電力株式会社及び四国電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2013年 7 月30日）
関西電力株式会社及び九州電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2013年 3 月22日）
東京電力株式会社の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する意見（2012年 7 月17日）

電気料金値上げ後の
フォローアップ

中部電力株式会社による電気料金値上げ後のフォローアップに関する経済産業省への意見について（2018
年 1 月31日）
北海道電力株式会社、東北電力株式会社、関西電力株式会社、四国電力株式会社及び九州電力株式会社に
よる電気料金値上げ後のフォローアップに関する経済産業省への意見について（2017年 4 月25日）
東京電力株式会社による電気料金値上げ後のフォローアップに関する経済産業省への意見について（2016
年 5 月31日）

電力託送料金の検討 送配電事業を行う電力会社の託送料金の審査等について（意見）（2016年 7 月27日）

電気の経過措置料金
について 電気の経過措置料金解除に関する意見（2018年12月27日）

54�）託送料金とは、小売電気事業者が送配電事業者の送配電設備を利用する際の利用料を指す。消費者が支払う電気
料金には託送料金が含まれているが、送配電事業は地域独占であることから、総括原価方式による料金規制が措置
されている。
55�）電気の小売全面自由化に際しては、「規制なき独占」に陥ることを防ぐため、低圧需要家向けの小売規制料金に
ついて経過措置を講じ、2020年３月末までは、全国全ての地域において、従来と同様の規制料金（経過措置料金）
が存続することとなっている。経過措置料金は、2020年３月末をもって原則として撤廃されることになっているが、
小売電気事業者間の競争が十分に進展していないなど、「電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認め
られるものとして経済産業大臣が指定する」供給区域については、引き続き経過措置料金が存続することとなる。
56�）内閣官房、公正取引委員会、消費者庁、財務省、経済産業省、中小企業庁
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前後における価格設定に関する考え方を明
確化しました。

　消費者基本法の成立により、消費者政策
の基本理念は、従来の「保護」から消費者
の「自立」支援に大きく転換されました。
そして、消費者の自立を支援するためには
消費者教育が重要であり、消費者教育の機
会が提供されることが消費者の権利である
ことを踏まえ、2012年に議員立法により、
消費者教育推進法が成立しました。
　同法では、法律上初めて「消費者市民社
会」が定義57されるとともに、消費者の自
立のためには、まずは消費者被害に遭わな
いよう、消費生活に関する実践的な能力が
育まれなければならず、その上で、消費者
が自らの行動が社会に与える影響を自覚
し、主体的に消費者市民社会の形成に参画
することができるようになることが重要で
あるとの基本理念を示しています。また、
基本理念を踏まえた消費者教育の推進に関
する施策の策定・実施に関する国、地方公
共団体の責務を定めるとともに、消費者団
体、事業者・事業者団体の努力義務につい
て規定されました。
　同法に基づき2013年６月に「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、2018
年には基本方針の決定から５年が経過する
ことを踏まえ、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った上で変更の閣
議決定がなされました（図表Ⅰ-２-２-２９）。
また、同法に基づき2013年３月に設置され
た消費者教育推進会議（以下「推進会議」
という。）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。
　基本方針や推進会議での議論を踏まえ
て、消費者庁では、消費者の生涯を通じた
消費者教育の体系化58や、文部科学省を始
めとする関係府省庁や地方公共団体との連
携・協力等の取組を進めています。特に、
若年者への消費者教育の機会の充実のた
め、文部科学省を始めとする関係府省庁と
連携しつつ、高校生向け消費者教育教材「社
会への扉」を作成し、2018年には、民法の
成年年齢引下げを見据え、2020年度までの
３年間を集中強化期間とするアクションプ
ログラムを決定59したところです。

　先進国では概して家計が支出する消費額
が経済全体（GDP）の５割を超えている

（ ４）消費者市民社会の実現に向けた取組

消費者教育の推進

エシカル消費の推進

57�）消費者教育推進法第２条第２項では、消費者市民社会を「消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性
を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球
環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会」と
定義している。
58�）消費者庁では、「消費者教育ポータルサイト」（https://www.kportal.caa.go.jp/index.php）を通じ、消費者教育の
体系イメージマップを始め、消費者教育に関する様々な情報を提供している。
59�）関係省庁（消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁）で構成する「若年者への消費者教育の推進に関する４省庁
関係局長連絡会議」において、「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」を決定した。
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など、消費者の行動は社会経済に大きな影
響を与えます。消費者が自らの行動の影響
力に自覚を持ち、日常の消費生活において、
環境や労働問題等の人権問題、社会、地域
等の持続可能性を配慮した消費行動、すな
わち「エシカル消費60」を実践することは、
持続可能な社会の実現に欠かせません。
　消費者庁では、2015年から「倫理的消費」
調査研究会を開催し、エシカル消費（倫理
的消費）の内容やその必要性、また、国民
の理解を広め、日常生活での浸透を深める

ための方策等について検討を行い、2017年
に同研究会の取りまとめを公表しました
（図表Ⅰ-２-２-３0）。
　広くエシカル消費についての理解を深め
るため、地方公共団体による取組を後押し
すべく、エシカル消費の普及・啓発シンポ
ジウムとして「エシカル・ラボ」を全国で
開催するとともに、先進的な取組の収集・
紹介や、啓発リーフレットの作成、多様な
主体との協働によるムーブメントづくりの
促進等を実施し、広くエシカル消費の普及

図表Ⅰ-2-2-29 消費者教育の推進に関する基本的な方針の概要

Ⅲ　消費者教育の推進の内容
様々な場における消費者教育 人材（担い手）の育成・活用

Ⅱ　消費者教育の推進の基本的な方向

Ⅰ　消費者教育の推進の意義

消費者を
取り巻く
現状と課題

○各主体の役割と連携・協働

○消費者教育の体系的推進のための取組の方向

○他の消費生活に関連する教育との連携推進
（環境教育・食育・金融経済教育・法教育・主権者教育等）

・国と地方公共団体
・消費者行政と教育行政
・地方公共団体と消費者団体、事業者等

消費者教育は、幼児期から高齢期までの
各段階に応じて体系的に行うべき

(小学校・中学校･高等学校・特別支援学校等)

(大学・専門学校等)

学校

地域
社会

職域

(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等)

(大学・専門学校等)

Ⅳ　関連する他の消費者施策との連携 Ⅴ　今後の消費者教育の計画的な推進

○食品と放射能に関する理解増進　○事故・トラブル情報の迅速的確な分析・原因究明
○食品表示の理解増進

2018年度から2022年度までの５年間を対象

消費者教育
コーディネーター

多様な関係者や場をつなぐため、
間に立って調整

職域 家庭

学校

消費生活センター等を拠点とする、多様な主体が連携・協働した体制作り
様々な場における、外部人材を活用した効果的な消費者教育を実現

育成・配置の促進消費生活相談員、元教員、
NPOの一員など

【16都道府県、９政令市で設置済み】
（2017年４月１日時点）

当面の重点事項
　１．若年者の消費者教育
　２．消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育

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
※具体的に推進する施策は、赤枠箇所

○基本方針＝消費者教育の推進に関する法律（2012年12月施行）第９条の規定に基づき、内閣
総理大臣及び文部科学大臣が案を作成、閣議で決定。

○基本方針の位置付け＝誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育
を受けることができる機会を提供するためには、消費者教育を体系的・
総合的に推進することが必要
⇒幅広い担い手（国、地方、消費者団体、事業者等、消費者自身）にとっ
ての指針

○手段＝幅広い担い手の支援・育成、担い手間の連携、情報共有の促進

・家計消費は国内総生産（GDP）の過半数（291.9兆円/
538.4兆円）（2016年）
⇒消費者の安全・安心の確保は、消費の拡大、更には経
済の好循環の実現にとって大前提
・インターネット利用の拡大、「デジタルコンテンツ」
に関する相談件数の増加

・成年年齢引下げについての検討も踏まえた実践的な消
費者教育の重要性
・社会の安定と持続可能性の確保のため、消費者が自身
の社会的役割を自覚し、行動することの重要性につい
ての認識の高まり（SDGs）

消費者の自立を支援
　被害に遭わない消費者、合理的意思決定のできる消費者の育成
　さらには、社会の一員として、より良い市場とより良い社会の発展
のために積極的に関与する消費者の育成（消費者市民社会の形成に
参画）

・ライフステージに応じた様々な教育の場（学校、地域、家庭、職域等）
を活用して効果的に消費者教育を行う
⇒それぞれのライフステージにおける消費者教育のイメージが様々な主体
において共有されることが重要

・消費者の特性（年齢のほか、性別、障害の有無、消費生活に関する知識
の量など）に配慮し、対象に応じた消費者教育の方法や内容を工夫
⇒例えば、高等学校段階までに契約などについての実践的な消費者教育を
行う、要支援者に対する教育については本人だけでなくその支援者への
働き掛けを行う、など

・学習指導要領に基づく実践的な教育
を推進

・その着実な実施について周知・徹底

自立した社会人としての育成のため消
費者教育に関する科目等の開設に期待
⇒特色ある取組事例や課題等の情報提
供・啓発

・消費生活センターの拠点化
・社会教育施設等の活用
・国からは情報提供等の支援
・見守りネットワーク構築の促進、そ
の活用による消費者教育の実施

・職域における消費者教育の内容、事
業者にとってのメリットなどの認識
を共有

・事業者の形態、事業分野等に応じた
従業者に対する教育を実施

教職員の指導力向上が必要
・教員養成課程や現職教員研修等にお
ける消費者教育に関する内容の充実

　⇒実態把握と必要な情報提供
・国民生活センター等の教員向け研修
の活用を推進

・地方公共団体や関係団体との連携の
枠組みを構築

・消費者教育推進地域協議会への参画
を促進

・消費者団体・NPO等による消費者
教育

・担い手育成拠点としての国民生活セ
ンター、消費生活センター、社会教
育施設等の活用

・消費者教育としての、事業者によ
る消費者への情報提供、商品サー
ビスの開発・提供

・積極的な情報提供としての「出前
講座」、「出前授業」の充実に期待

消費生活相談員や専門家（弁
護士、司法書士、行政書士等）
などの外部人材

地域における多様な主体間の
ネットワーク化
（結節点としての消費者教育
推進地域協議会）

60�）「消費者基本計画」では、「地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動」と定義されて
いる。

第
１
部

第
２
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
の
こ
れ
ま
で
の
取
組

81



に努めています。
　消費者庁「消費者意識基本調査」（2018
年度）で、消費者が日頃の消費生活で行っ
ていることを聞いたところ、社会や環境に
配慮した消費行動であるエシカル消費に通
じる行動を心掛け、より良い社会への貢献
を意識している人が多いことが分かりま
す。一方で、「倫理的消費（エシカル消費）
を行う」と回答した人の割合は10.2％にと
どまっていることから、「エシカル消費と
いう言葉は知らなかったが、環境問題等に
配慮した消費を行うことで、社会に貢献し
たい」と考えている人が多いことがうかが
えます（図表Ⅰ-２-２-３１）。

図表Ⅰ-2-2-30 エシカル消費について

消費者の視点 事業者の視点 行政の視点

～あなたの消費が世界の未来を変える～
2017年４月「倫理的消費」調査研究会取りまとめ

（座長：東京大学名誉教授　山本良一）

推進方策の方向性

国民全体による
幅広い議論の喚起

様々な主体、分野の協働に
よるムーブメントづくり

学校教育などを通じた
消費者の意識の向上

事業者による消費者との
コミュニケーションの促進、

推進体制の整備

配慮の対象とその具体例

人

社会

環境

地域

動物福祉
エシカルファッション

持続可能な開発目標
（SDGs）

目標12：
つくる責任
つかう責任

（持続可能な生産消費
形態を確保する）

倫理的消費（エシカル消費）に取り組む必要性と意義

・持続可能性の観点から喫緊の社会的課題を多く含有
・課題の解決には、消費者一人一人の行動が不可欠かつ有効
・「安さ」や「便利さ」に隠れた社会的費用の意識が必要

持続可能な社会の形成倫理的消費
（エシカル消費）とは

「地域の活性化や雇用なども含
む、人や社会、環境に配慮し
た消費行動」（消費者基本計画）

消費者それぞれが各自にと
っての社会的課題の解決を
考慮したり、そうした課題
に取り組む事業者を応援し
ながら消費活動を行うこと

障がい者支援につな
がる商品

地産地消
被災地産品

フェアトレード商品
寄付付きの商品

エコ商品
リサイクル製品
資源保護等に関する
認証がある商品

「倫理的消費（エシカル消費）」
という言葉の認知度は低い
が、基本的な概念は理解

①消費という日常活動を通じ
社会的課題の解決に貢献

②商品・サービス選択に第四
の尺度の提供（安全・安心、
品質、価格＋倫理的消費）

③消費者市民社会の形成に寄
与（消費者教育の実践）

①消費者と事業者の協働
によるWin―Winの関
係の構築が国民的財産
②持続可能な社会の実
現、地域の活性化など
の社会的課題の解決

①供給工程（サプライチェーン）
の透明性向上
②差別化による新たな競争力の
創出
③利害関係者からの信頼感、イ
メージの向上（資本市場での
事業者の評価向上）

人権や環境に配慮したまち
づくり、地産地消、消費者
教育などの取組

「企業市民」、「企業の社会的
責任」の重要性を認識

・第四の尺度としての意
義等の共有

・議論の場の提供
（エシカル・ラボ、SNS）

・教材作成、教員向け研修
・ESD（持続可能な開発の
ための教育）との連携

・消費者教育基本方針等へ
の反映

・全国展開を見据えたモデ
ルプロジェクトの実施・
展開

・民間団体との連携によるキャ
ンペーン・表彰の実施

・地域におけるプラットフォー
ム（推進組織）の試行（徳
島県）

・ポータルサイト等を通じた
情報提供（認証ラベル等の
情報の集約・提供）

・消費者への情報提供
・消費者の声の商品・サー
ビスへの反映

・事業者間の連携強化

事業者・行政に加え
消費者の認識と行動

も不可欠

広く国民間での理解と
その先の行動を期待

倫理的消費は
あなたの消費が世界
の未来を変える
可能性を秘めている
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【ID3087】【コラム】日頃の消費生活で行っていること.xlsx

図表Ⅰ-2-2-31 日頃の消費生活で行っていること

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、日頃の消費生活で以下のようなことを行っていますか」との問いに対する回答（複数回答）。
　　　　 3． （※）倫理的消費（エシカル消費）とは、より良い社会に向けた、人や社会、環境に配慮した消費行動のこと。
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　消費者庁は、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」を実施するとともに、地方公共団体と協力してエシカル消費の可能性を広く発信
するため、「エシカル・ラボ」を全国各地で開催してきました。
　「エシカル・ラボ」では、参加者に、その地域ならではのエシカル消費の取組を発
見してもらうため、学生や地域で積極的に取り組んでいる人たちが事例紹介をしてい
ます。
　例えば、2018年10月に開催した「エシカル・ラボ in 山口」では、山口県立大学の
学生が取組事例を紹介しました。この取組は、特定非営利活動法人 TABLE FOR 
TWO（以下「TFT」という。）が展開する食糧支援プログラムに参加するとともに、
SNS等で積極的に発信することで、趣旨・目的に賛同する人を増やすものです。また、
こだわりの地元農産物を使ったメニューを提供しているレストランの協力を得た上
で、地産地消メニューを開発・販売した売上げの一部のTFTへの寄付、地域の方を招
き、世界の食の不均衡について多くの人に知ってもらうためのワークショップの開催
等の取組も行っています。
　取組事例を紹介した学生からは、「今日食べた（選んだ）もので、世界の誰かを救
うことができるかもしれない、そんなきっかけを県内にたくさんちりばめていきたい」

パートナーシップで進める「エシカル消費」の普及
～消費者の日々の暮らしが世界の未来を変える～

C O L U M N 7

【図表１】　山口県立大学の学生の取組事例（消費者庁ウェブサイトにて紹介中）

YPU　TFTから発信するエシカル消費で国際協力　　山口県立大学　公認サークル YPU TFT Project

概要 主な取組
大学生

フェアトレード
地域活性化

寄付つき商品

キーワード

私たち

食堂／店舗

開発途上国
の子ども達

TFT事務局

学校給食

大学祭でのオリジナルスイーツの販売

Yamaguchi For Two
・2019年1月26日洞春寺で開催予定
・海山の自然に恵まれた山口県の質の高い食材で作ったTFTメニューで給食支援
・ワークショップ「世界の食卓」やフェアトレードチョコ販売も実施予定

https://onigiri-action.com/

11月の大学祭（華月祭）で1,720円寄付

１食につき20円
の寄付

定食／食品（TFT
メニュー）を購入

“あなたの１食で世界がちょっと変わるかも”
というメッセージを発信し、
山口から新たな国際協力の旋風を巻き起こす

TFTとは？

１食につき
20円寄付

地元の食材を使用したデザートや、
フェアトレードチョコレート・コーヒーなどの提供

@yputftproject

学食へTFTメニューを導入
野菜多めで栄養バランスが適正なヘルシーなメニューを開発。
SNSで広報し、学食と協力して販売。売上げから寄付金を送付。

学校給食
86食分！

国際協力

その他の活動
・出前ワークショップなどイベント開催
・フィリピンスタディーツアー

〒753-8502 山口県山口市桜畠3-2-1 
2009年、山口県立大学にTFTを導入することを目的に、
学生有志により結成した団体（中四国国公立大学初の学
生団体）

おにぎりアクション
・10月16日の「世界食料デー」に合わせて実施されているイベ

ント
・おにぎりを食べている写真を、サイト・SNSに１枚投稿する

ごとに、協賛企業がTFTを通じて給食５食分を寄付
・YPU TFT Projectも、積極的に参加するとともに、SNSなど

で発信し、参加を呼び掛け

地域の小中高生などを対象
世界の食の不均衡について理
解し、世界の一員として何が
できるか考える機会を提供

特定非営利活動法人TABLE FOR TWO Internationalは、
2007年、東京に本部設立。
直訳すると「二人の食卓」。時間と空間を越えて食事を分
かち合うというコンセプト。http://jp.tablefor2.org/

（注）　情報は、2018年12月28日公表時点のもの。

と、消費者が持続可能な世界を築くための重要な主役である、という力強いメッセー
ジが発信されました。
　これらの取組は、大学生だけでは実現することができない一方で、大学生の熱意に
より地域の人たちを巻き込むことで、「エシカル消費」の輪を広げるという、大きな
意義を持っていると考えられます。このように、「『エシカル消費』という言葉は知ら
なかったが、社会のために良いことをしたいとは思っていた」という様々な立場の人
たちを、「エシカル消費」というキーワードでつなぐことで、それぞれの取組をより
一層効果的に展開することが可能になります。
　SDGsにも掲げられた、「パートナーシップ」の重要性は、このような点にあると
いえます。

　また、2019年３月に開催した「エシカル・ラボin京都」では、府内の事業者や民間
団体、学生団体等幅広い関係者による展示・販売コーナーを設け、それぞれの取組を
消費者に伝える機会としました。さらに、関連イベントとして、エシカル消費の普及
に取り組む団体が講師を務め、参加者が買物を通じて世界をより良くする方法を考え
るきっかけとなる、子供向けワークショップ「世界を変える『スーパー』ヒーローに
なろう」を開催しました。
　このワークショップでは、世界が
抱える問題や、「エシカル消費」に
関するマークやラベルについて学
び、スーパーに見立てた会場で、日々
の暮らしの中で目にしている身近な
商品を手に取って、その商品の背景
を考えてもらいました。参加した子
供たちからは、「いつも買っている
このお菓子に、こんなマークが付い
ているなんて知らなかった」、「世界
のために良い、というだけではなく
て、日々のお買物が楽しくなると思
う。学校の先生や友達に伝えたい。」
といった声が聴かれました。

　このように、「エシカル消費」が広がっていく第一歩は、全ての消費者の身近な暮
らしの中にそのきっかけがあること、消費者一人一人の行動が世界の未来を変える力
を持っていることに、気付き、実感してもらうことであると考えられます。
　今後も様々な人たちとのパートナーシップにより、発信を進めていきます。

【図表２】　ワークショップの様子（エシカル・ラボ in 京都）
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　消費者の安全・安心を確保するとともに、
自主的かつ合理的な行動をとることを支援
するためには、消費生活を送る上で必要な
知識や情報が消費者それぞれの特性に応じ
て分かりやすく届けられることが重要です。
　消費者庁では、国民生活センター等の関
係機関と連携した上で、消費者を取り巻く
社会経済情勢や消費生活相談の傾向等を踏
まえつつ、消費生活に関する知識の普及や
情報提供等に取り組んでいます。
　例えば、資源の有効活用や環境負荷への
配慮の観点から、食べられるのに廃棄され
る食品（食品ロス）を減らすことは重要で

す。食品ロス削減に向けて、消費者庁を始
めとした関係省庁61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、各省庁の取組の実施状況につい
て情報共有を行っており、関係省庁が連携
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（図表Ⅰ-２-２-３２）。
　また、日常生活において、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
の普及啓発や、栄養機能食品62、機能性表
示食品63、特定保健用食品64の三つから成
る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。

消費者等に対する周知・啓発、
情報提供

図表Ⅰ-2-2-32 食品ロス削減に向けた国民運動「NO-FOODLOSS PROJECT」

日本の食品ロスの状況 事業系352万トン
家庭系291万トン

地方公共団体、事業者等の取組

持続可能な社会の実現

学校
大学等

事業者

地方公共団体
文部科学省

経済産業省

農林水産省

環境省

消費者

関係団体 消費者庁

飲食店での取組

食料品店での取組

学校、大学等での取組
小学生の取組 大学生の取組

中高校生の取組

地方公共団体から全国に発信する取組

・食品ロス量は年間643万トン（2016年度推計）
≒国連世界食糧計画（WFP）による食糧援助量
　（約380万トン）の1.7倍

・年間１人当たりの食品ロス量は51kg
≒年間１人当たりの米の消費量（約54kg)に相当

地方公共団体との取組とし
て、食べ残しを減らす飲食
店数は、全国で13,650店
舗（2018年度）

〈食べきり運動協力店ステッカー
（福井県：登録店 1,090店舗）
（2019年２月末時点）〉

食品棚「てまえどり」
で食品ロス削減に向け
たキャンペーンの実施

〈食品棚手前の値引
き商品などから購入
する「てまえどり」
の啓発（神戸市・生
活協同組合コープこ
うべ）〉

食品ロス削減全国大会の開催
第１回開催　長野県松本市（2017年10月30―31日）
第２回開催　京都市（2018年10月30日）

●児童たちが手作り
新聞を作成し、学
校内や町内会や街
頭等で配布

●災害時用備蓄食料
を有効活用した給
食の提供

●食品ロスの実態を調査し、若者向けの冊子
の作成

●災害時用備蓄食料や自宅に眠っている食品
を有効活用した料理レシピの考案

●家庭からの食品ロスを減らすための
リーフレット作成や楽しく取り組め
る教材の開発

●出前授業や地域イベントで啓発活動
●エシカル消費も考えた食品ロス削減

レシピの作成

●学園祭等でのフードドラ
イブの実施、フードバン
ク活動の紹介

〈手作り新聞の内容
（神奈川県鎌倉市立
小坂小学校４年生）〉

〈災害時用備蓄食料を活用した料理レシピ考案の取組
（愛知学院大学）〉

〈フードドライブの様子
（広島文教女子大学）〉

多様な主体が連携し、
国民運動として食品
ロスの削減を推進

61�）消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び環境省
62�）栄養機能食品は、食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取する者に対し、当該栄養成分の機能を
表示するもので、20種類の栄養成分の含有量や表示する機能について一定のルールが定められており、それに従っ
た表示を行う自己認証制度となっている（2019年３月末時点）。
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　消費者庁では、栄養成分表示を食生活の
参考に活用する消費者を増やしていくため
に、事業者への栄養成分表示制度の普及啓
発と共に、高齢者、中高年、若年女性向け
といった消費者の特性に応じた消費者向け
リーフレットを作成するなど消費者への活
用を促す取組を進めています（図表Ⅰ-２-
２-３３）。
　さらに、2011年３月の東日本大震災・東
京電力福島第一原子力発電所事故後に、被
災県産の農林水産物を買い控える消費行動
がみられたことに対応して、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
の実施や、消費者意識の実態等の調査を
行っています（第１部第１章第２節、第１
部第２章第２節（３）参照。）。
　これらの普及啓発等に加え、消費者基本

法及び消費者安全法の規定65に基づき、
2013年から、毎年、「消費者政策の実施の
状況」、「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」等を「消
費者白書」として取りまとめ、国会に報告
しています。消費者白書では、これらに加
え、毎年その時々話題になっている事柄（特
集テーマ）や消費者の行動・意識、消費者
問題の現状についても調査・分析し、一般
の消費者にも分かりやすい形で解説してい
ます。

図表Ⅰ-2-2-33 健康や栄養に関する食品表示制度の概要  

一般食品

妊産婦、授乳婦用粉乳

病者用食品

乳児用調製乳

えん下困難者用食品 えん下困難者用食品
とろみ調整用食品

乳児用調製粉乳
乳児用調製液状乳

低たんぱく質食品
アレルゲン除去食品
無乳糖食品
総合栄養食品

成分の機能の表示

特別の用途に適する旨
の表示

特定の栄養成分の機能が表示されている

企業等の責任において保健の機能が表示されている

個別評価型

許可基準型

栄養成分表示

さらに、成分の機能や特別の用途を表示する場合は、以下の制度があります。

保健機能食品

特定保健用食品

栄養機能食品

機能性表示食品

特別用途食品

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。

容器包装に入れられた加工食品等には、栄養成分表示が表示されています。
また、栄養強調表示や栄養素等表示基準値などの表示がされている食品もあります。
栄養成分表示を見れば、食品の熱量や栄養素の量などの栄養的な特徴が分かります。

消費者庁長官が許可した食品に保健の機能が
表示されている

63�）機能性表示食品は、疾病に罹患していない者に対して、健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的（疾病リ
スクの低減に係るものを除く。）が期待できる旨を、事業者の責任で科学的根拠に基づいて表示する食品であり、
販売日の60日前までに必要な事項を消費者庁長官に届け出たもの。
64�）特定保健用食品は、体の生理学的機能に影響を与える成分を含み、その摂取により、おなかの調子を整える、等
の特定の保健の目的が期待できる旨を表示する食品。この表示をするためには、その保健の用途に関する科学的根
拠が明らかであるかどうか等について、国による個別の審査を受けて、消費者庁長官の許可を得る必要がある。
65�）消費者基本法第10条の２及び消費者安全法第13条第４項

第
１
部

第
２
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
の
こ
れ
ま
で
の
取
組
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　日本においては、食べることができる食品が年間600万トン以上廃棄されていると
推計されています。このような食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、廃棄物
処理による環境負荷、市町村の処理費用の増大等につながります。
　食品ロスの問題については、2015年９月に国連総会で採決された持続可能な開発の
ための2030アジェンダにおいても言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題
となっています。また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、と
りわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している日本として、真摯に
取り組むべき課題となっています。
　このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連
携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、2019年５月24日に議員立法と
して、食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）が成立しました。

　同法は、「食品ロスの削減」を、「まだ食べることができる食品が廃棄されないよう
にするための社会的な
取組」と定義し、国・
地方公共団体・事業者
の責務及び消費者の役
割を規定しています。
　また、国民の間に広
く食品ロス削減に関す
る理解と関心を深める
ため、10月を食品ロス
削減月間と定め、10月
30日を食品ロス削減の
日としています。
　さらに、政府は、閣
議決定により食品ロス
の削減に関する基本方
針を定めることとし、
また、都道府県及び市
町村は、食品ロス削減
推進計画を定めるよう
努めなければならない
こととされています。
　加えて、消費者担当
大臣を会長とする食
品ロス削減推進会議
を内閣府に設置し、基
本方針の案の作成等
を行うことも規定さ
れています。

食品ロスの削減の推進に関する法律について
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【図表】　 食品ロスの削減の推進に関する法律の概要

基本的施策（第14条～第19条）

施行期日：公布日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

前文

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組

食品ロスの削減の定義（第２条）

食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10月）を設ける
食品ロス削減月間（第９条）

国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力
責務等（第３条～第７条）

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進（第８条）

内閣府に、関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）

・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定

基本方針等（第11条～第13条）

〈食品ロスの問題〉
・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年９月国連総会決議）でも言及

資源の無駄（事業
コスト・家計負担
の増大）、環境負荷
の増大等の問題も

・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを
輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明示
・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課
題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図って
いくこと、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用する
ようにしていくことを明記

食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当たっては、この法律の
趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
※必要量に応じた食品の販売・購入、販売・購入をした食品を無駄にしないための取組等、消費者
と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援
③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究
⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に
関する調査・検討
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　消費者団体は、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し
たり、消費者教育の担い手として活動した
りするなど、消費者にとって頼れる存在で
あり、消費者行政の推進においても重要な
役割を果たしています。
　こうした消費者団体の役割を消費者政策
に積極的に活用していくため、定期的に「地
方消費者フォーラム」や「消費者団体との
意見交換会」を開催し、消費者団体と綿密
に情報交換を行うとともに、課題に応じて
連携を図っています（図表Ⅰ-２-２-３４）。

　また、消費者被害の抑止や被害救済の実
効性を確保するために、法律上位置付けら
れた消費者団体も存在しています。具体的
には、消費者団体の中から内閣総理大臣が
認定した適格消費者団体が、不特定多数の
消費者の利益を擁護するために差止めを求
めることができる制度（差止請求制度。
2007年に運用開始）や、適格消費者団体の
中から内閣総理大臣が新たに認定した特定
適格消費者団体が、消費者に代わって事業
者に対し被害の集団的な回復を求めること
ができる制度（被害回復制度。2016年に運
用開始）が整備されています（図表Ⅰ-２-
２-３５）。消費者庁では、適格消費者団体等
と地方公共団体との連携を促進するため、
情報提供に関する通知を地方公共団体に宛
てて発出しました。また、2017年には、適
格消費者団体等に対するクラウドファン

（ ５）消費者の意見を消費者政策に反映させる仕組み

消費者団体との連携、支援

図表Ⅰ-2-2-34 地方消費者フォーラム開催実績（開催地　参加人数）

（備考）　 上中段は開催都市、下段（　）は参加人数。

ブロック 都道府県 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
実
行
委
員
形
式
に
よ
る
8
ブ
ロ
ッ
ク
開
催
を
、
2
0
1
8
年
度
よ
り
県
と
の
共
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所
開
催
に
変
更

2018年度

北海道 北海道 札幌市
（86人）

札幌市
（100人）

札幌市
（78人）

札幌市
（144人）

札幌市
（65人）

札幌市
（117人）

札幌市
（114人）

札幌市
（155人）

神奈川県
横浜市

（230人）

東北
　青森県、岩手県、
　宮城県、秋田県、
山形県、福島県

宮城県
仙台市

（125人）

福島県
福島市

（189人）

山形県
山形市

（223人）

青森県
青森市

（215人）

宮城県
仙台市

（158人）

秋田県
秋田市

（170人）

岩手県
盛岡市

（174人）

福島県
福島市

（169人）

山梨県
甲府市

（131人）

関東

茨城県、栃木県、
群馬県、新潟県、
長野県、埼玉県、
東京都、千葉県、
神奈川県、山梨県

東京都
（141人）

埼玉県
さいたま市
（189人）

茨城県
つくば市
（195人）

千葉県
千葉市

（261人）

栃木県
宇都宮市
（307人）

新潟県
新潟市

（272人）

長野県
長野市

（253人）

群馬県
前橋市

（264人）

滋賀県
大津市
（85人）

北陸 富山県、石川県、
福井県

石川県
金沢市

（123人）

富山県
富山市

（152人）

福井県
福井市

（180人）

石川県
金沢市

（192人）

富山県
富山市

（224人）

福井県
福井市

（170人）

石川県
金沢市

（219人）

富山県
富山市

（163人）

山口県
山口市

（146人）

中部 　岐阜県、静岡県、
愛知県、三重県

愛知県
名古屋市
（120人）

愛知県
名古屋市
（104人）

愛知県
名古屋市
（142人）

愛知県
名古屋市
（192人）

静岡県
静岡市

（331人）

岐阜県
岐阜市

（245人）

三重県
津市

（116人）

愛知県
名古屋市
（122人）

近畿
滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県

大阪府
大阪市

（167人）

大阪府
大阪市

（150人）

京都府
京都市

（167人）

奈良県
奈良市

（174人）

滋賀県
大津市

（193人）

和歌山県
和歌山市
（197人）

兵庫県
神戸市

（244人）

大阪府
大阪市

（253人）

中国・四国

鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、
山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、

高知県

岡山県
岡山市

（100人）

広島県
広島市
（83人）

愛媛県
松山市

（102人）

山口県
山口市

（121人）

徳島県
徳島市

（189人）

鳥取県
米子市
（99人）

香川県
高松市

（118人）

高知県
高知市

（122人）

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

福岡県
福岡市

（127人）

大分県
大分市

（282人）

佐賀県
佐賀市

（218人）

沖縄県
浦添市

（157人）

熊本県
熊本市

（167人）

鹿児島県
鹿児島市
（266人）

長崎県
長崎市

（217人）

宮崎県
宮崎市

（156人）

合計 － 989人 1,249人 1,305人 1,456人 1,634人 1,536人 1,455人 1,404人 592人

　日本においては、食べることができる食品が年間600万トン以上廃棄されていると
推計されています。このような食品ロスは、食品関連事業者や消費者の負担、廃棄物
処理による環境負荷、市町村の処理費用の増大等につながります。
　食品ロスの問題については、2015年９月に国連総会で採決された持続可能な開発の
ための2030アジェンダにおいても言及されるなど、その削減が国際的にも重要な課題
となっています。また、世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、と
りわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存している日本として、真摯に
取り組むべき課題となっています。
　このような状況を踏まえ、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連
携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、2019年５月24日に議員立法と
して、食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号）が成立しました。

　同法は、「食品ロスの削減」を、「まだ食べることができる食品が廃棄されないよう
にするための社会的な
取組」と定義し、国・
地方公共団体・事業者
の責務及び消費者の役
割を規定しています。
　また、国民の間に広
く食品ロス削減に関す
る理解と関心を深める
ため、10月を食品ロス
削減月間と定め、10月
30日を食品ロス削減の
日としています。
　さらに、政府は、閣
議決定により食品ロス
の削減に関する基本方
針を定めることとし、
また、都道府県及び市
町村は、食品ロス削減
推進計画を定めるよう
努めなければならない
こととされています。
　加えて、消費者担当
大臣を会長とする食
品ロス削減推進会議
を内閣府に設置し、基
本方針の案の作成等
を行うことも規定さ
れています。

食品ロスの削減の推進に関する法律について
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【図表】　 食品ロスの削減の推進に関する法律の概要

基本的施策（第14条～第19条）

施行期日：公布日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため、本法を制定する旨を宣言

前文

まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組

食品ロスの削減の定義（第２条）

食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間（10月）を設ける
食品ロス削減月間（第９条）

国・地方公共団体・事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携協力
責務等（第３条～第７条）

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進（第８条）

内閣府に、関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議
（会長：内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

食品ロス削減推進会議（第20条～第25条）

・政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
・都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を策定

基本方針等（第11条～第13条）

〈食品ロスの問題〉
・我が国ではまだ食べることができる食品が大量に廃棄
・持続可能な開発のための2030アジェンダ（2015年９月国連総会決議）でも言及

資源の無駄（事業
コスト・家計負担
の増大）、環境負荷
の増大等の問題も

・世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを
輸入に依存している我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明示

・食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民各層がそれぞれの立場において主体的にこの課
題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図って
いくこと、②まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、できるだけ食品として活用する
ようにしていくことを明記

食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する施策の実施に当たっては、この法律の
趣旨・内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進

①消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普及・啓発等
※必要量に応じた食品の販売・購入、販売・購入をした食品を無駄にしないための取組等、消費者
と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発を含む

②食品関連事業者等の取組に対する支援
③食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰
④食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究
⑤食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収集・提供
⑥フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に
関する調査・検討

第
１
部

第
２
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
の
こ
れ
ま
で
の
取
組

89



ディング等による寄附を容易にする制度改
正を行い、2018年には、「地方消費者行政
強化交付金」を活用し、三つの適格消費者
団体等の設立に向けた取組を支援しました。
　消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者
団体等の活動を支援するため、今後も取組
を進めていきます。

　消費者の視点からの行政の展開は、消費
者に安全・安心を提供すると同時に、ルー
ルの透明性や行政行為の予見可能性を高め
ることにより、産業界も安心して新商品や
新サービスを提供できるようになるなど、

産業活動を活性化させるものです。消費者
被害・トラブル額の推計は2018年において
約6.1兆円と依然として高い水準にありま
すが（第２部第１章第５節参照。）、一元的
な消費者行政の仕組みの下で消費者政策を
適切に推進し、消費者の安全・安心が確保
されれば、名目国内総生産（GDP）の５
割以上を構成する個人消費の拡大につなが
ることが期待されます（第１部第１章第１
節参照。）。また、消費者庁の発足後に進め
られた消費者行政の一元化、府省庁横断的
な制度整備、法執行に関する事例の蓄積等
は、ルールの透明性や行政行為の予見可能
性の向上に資すると考えられるほか、適切
な法執行によって悪質な事業者が市場から
排除されることは、多くの健全な事業者に
とっても大きなメリットがあると考えられ
ます。
　このように、消費者政策を適切に推進す

（ ６）消費活動のみならず産業活動を活性化

消費者政策と経済の好循環の関係

図表Ⅰ-2-2-35 全国の適格消費者団体・特定適格消費者団体

※　適格消費者団体は全国に19団体。
　　地方消費者行政強化作戦 政策目標 3（適格消費者団体の空白地域（東北・北陸・四国）の解消）の達成（2018年 6 月）
※　特定適格消費者団体（青色）は全国に 3団体（消費者機構日本、消費者支援機構関西、埼玉消費者被害をなくす会）。

（2019年４月末時点）
京都消費者契約ネットワーク

ひょうご消費者ネット

消費者ネット広島

消費者支援ネットくまもと

消費者支援ネット北海道

特定適格消費者団体
埼玉消費者被害をなくす会

特定適格消費者団体
消費者機構日本

全国消費生活相談員協会

消費者被害防止
ネットワーク東海大分県消費者問題

ネットワーク

消費者支援機構福岡

特定適格消費者団体
消費者支援機構関西

消費者ネットおかやま

佐賀消費者フォーラム

消費者市民ネットとうほく

消費者支援ネットワーク
いしかわ

消費者支援群馬ひまわりの会

えひめ消費者ネット

消費者支援かながわ

90



ることは、消費者と事業者の双方にとって
利益となるものであり、市場の健全化や経
済の好循環につながると考えられます（図
表Ⅰ-２-２-３６）。

　消費者政策の目標を実現するための手段
として、規制や法執行等に加えて、消費者、
事業者、行政等関係者間の連携・協働を促
進することは重要です。それぞれが社会に
おける責任を自覚し、コミュニケーション
を深化することによって、より効果的な取
組となることが期待されます。
　多くの事業者・事業者団体では、消費者
の利益に資する活動に積極的に取り組んで
おり、消費者庁としては、これらの活動を

支援・促進する取組の一環として、事業者
団体との意見交換や各種の連携・協力を実
施しています。
　また、2016年から、事業者団体、消費者
団体、行政機関で構成する推進組織66（プ
ラットフォーム）を設けて、消費者志向の
理念に基づく事業者の取組等を、消費者や
社会に広く周知していく取組である「消費
者志向経営67」（愛称：サステナブル経営）
を推進しています（図表Ⅰ-２-２-３７）。
　具体的には、事業者の取組を「見える化」
し、消費者等に知ってもらうため、「消費
者志向自主宣言68・フォローアップ活動」
を推進しています。2018年には、ロゴマー
クの作成や優れた取組事例に対する表彰
（図表Ⅰ-２-２-３８）、シンポジウムの開催等、
今後の更なる普及と取組の多様化のための
取組を積極的に実施しています。

消費者志向経営（愛称：サステナ
ブル経営）の推進

図表Ⅰ-2-2-36 消費者政策と経済の好循環

企業業績改善・
投資拡大

雇用・所得の増加

消費の拡大

家計部門
（消費者）

企業部門
（事業者）

消費者の安全・
安心の確保

ルールの透明性、行政行為
の予見可能性の向上

・市場の健全化
・持続的成長の実現

66�）「消費者志向経営推進組織」。構成員は、事業者団体から、一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人経済
同友会、公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）、一般社団法人日本ヒーブ協議会、消費者団体から、一般
社団法人全国消費者団体連絡会、公益社団法人全国消費生活相談員協会、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談員協会（NACS）、行政機関から消費者庁。オブザーバーとして、国民生活センターが参加し
ている。
67�）事業者が、消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図ることを経営の中心と位置付け、
その上で、健全な市場の担い手として、消費者の安全や取引の公正性の確保、消費者に必要な情報の提供等を通じ、
消費者の信頼を獲得し、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚して事業活動を行う経
営をいう。
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　消費者志向経営の取組により、事業者と
しては、消費者からの信頼が高まるととも
に、内部のコンプライアンス意識の向上等
により、中長期的な企業価値の向上が期待
されます。消費者としては、商品・サービ
スの品質が確保され、またニーズを捉えた
商品・サービスが提供されることにより、

自主的・合理的な選択をすることが可能に
なり、結果として消費の満足度が向上する
ことが期待されます。これらが互いに作用
し合いながら進んでいくことによって、消
費の拡大、企業価値の向上を通じ、経済の
好循環につながると考えられます。

図表Ⅰ-2-2-37 消費者志向経営（愛称：サステナブル経営）について

事業者

情報提供の
充実・意見交換

消費者経営者

消費者志向経営のイメージ

事業者が、

※消費者と直接取引をする事業者に限らない。 消費者とのコミュニケーションの深化

消費者志向経営とは何か

消費者全体の視点

健全な市場の担い手

社会的責任の自覚

従業員

有機的な連携

期待される効果
消費者

・持続可能な成長
・リスク軽減

事業者

・健全な市場の形成
・「経済の好循環」の実現

日本経済

・消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図ること
を経営の中心と位置付ける。

・健全な市場の担い手として、消費者の安全や取引の公正性の確保、消費者
に必要な情報の提供等を通じ、消費者の信頼を獲得する。

・持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚して事
業活動を行う。

【品消法関連部門】
・品質保証部門
・お客さま対応部門
・コンプライアンス関
連部門　等

【事業関連部門】
・商品開発部門
・製造部門
・営業部門　等

要望を踏まえた商品・
サービスの改善・開発

・安全・安心な
くらしの確保
・満足度の向上

企
業
風
土
や
意
識
の
醸
成

ト
ッ
プ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

消
費
者
か
ら
意
見
・
要
望

消
費
者
の
声
を
活
か
す

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス

68�）2019年４月末時点で、102の事業者及び事業者団体が自主宣言をしており、自主宣言事業者については、消費者
庁のウェブサイトで公開している。
� � https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/
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図表Ⅰ-2-2-38 消費者志向経営優良事例表彰について

優良事例表彰について（２0１８年度から）

消費者志向経営の推進に資するため、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
いる事業者の取組のうち、優れた取組を行った事業者を対象として、有識者による選考委員会を開催し、そ
の意見に基づき選考を実施

２0１８年度表彰（第 １ 回）

2018年11月26日
消費者志向経営推進シンポジウムにおいて表彰式を実施

【内閣府特命担当大臣表彰　 1件】　

♢　花王株式会社

【消費者庁長官表彰　 3件】　

♢　損害保険ジャパン日本興亜株式会社
♢　株式会社ニチレイフーズ
♢　明治安田生命保険相互会社
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　消費者庁と同時に発足した消費者委員会
は、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の実現に関して
優れた識見を有する有識者から成る合議制
の機関です。消費者庁を始めとする政府の
消費者行政全般に対する監視機能等を有す
る第三者機関として内閣府に設置されまし
た。消費者委員会における調査審議に消費
者の意見を反映させるため、消費者・消費
者団体等からの意見書等の受付（図表Ⅰ
-2-3-1）、消費者団体等との意見交換会の
開催等を通じ、それらの意見等を消費者委

員会において調査審議を行う際の参考とし
ています。これまでに消費者委員会に寄せ
られた意見等をみると、「取引・契約関係」、
「食品表示関係」、「消費者安全関係」、「地
方消費者行政」等が多くなっており、消費
者等は日常生活に身近な分野を中心に、消
費者政策の推進を求めていることがうかが
えます。
　また、消費者委員会の委員が地方に出向
き、消費者や関係各団体の声に直接真摯に
耳を傾け、問題の解決に効果的に取り組む
ために、全国各地において、様々なテーマ
で消費者問題シンポジウムを開催69し、地方
の関係団体や地方公共団体等と連携して意
見交換等を行っています（図表Ⅰ-2-3-2）。

消費者委員会のこれまでの取組第 ３節

消費者委員会における調査審議・
建議等

図表Ⅰ-2-3-1 消費者委員会に寄せられた意見等

（備考）　 1． 消費者委員会のウェブサイトより作成。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

国民生活センターの在り方
５%

貸金業法関係
４%

料金・物価関係
３%

集団的消費者被害救済制度
３%

公益通報者保護制度
３%

消費者行政の在り方
２%

東日本大震災関連
１%

個人情報保護制度
１%

表示関係（食品表示を除く）
１%

消費者教育
１%

その他
12％

累計
1,178件

取引・
契約関係
39%

食品表示
関係
11%

消費者
安全関係
８%

地方消費者行政
７%

2009年９月～2019年３月に
寄せられた意見等

69�）2012年１月以降「地方消費者委員会」の名称で第10回まで開催、2014年から名称を「消費者問題シンポジウム」
と改め、これまでに27回開催（2018年度末時点）。
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　消費者委員会は、これまでに建議20件、
提言16件、意見等79件、消費者庁及び消費
者委員会設置法第６条第２項第２号に基づ
く答申６件（2019年４月末時点）を行うな
ど、積極的に調査審議を行っています70（図
表Ⅰ-2-3-3）。
　消費者委員会への意見聴取が法定されて
いる「消費者基本計画関係」や、東日本大
震災後の原子力発電所の稼働停止の影響に
より電力会社からの料金改定申請が相次い
だ「料金・物価関係」を除けば、「取引・
契約関係」、「消費者安全関係」が多く、こ
のような、その時々に問題となっている消
費者に身近な事案を中心に積極的に調査審
議を行っています。このうち、建議・提言
の宛先としては、消費者庁を除くと、厚生
労働省が11件、経済産業省が10件、国土交

通省が７件と多く、これまで12の関係府省
庁に対して建議・提言を行っており、消費
者行政の監視役として幅広い分野を検討
し、関係府省庁に対して積極的に働き掛け
をしています。
　消費者委員会がこれまで行った建議の内
容等については、それぞれ関係府省庁の取
組につながるとともに、消費者庁及び消費
者委員会設置法第６条第２項第２号に基づ
く答申６件については、2018年度末時点で、
４件が法律の改正につながっています。こ
のほかの建議等についても、消費者基本計
画の施策に反映されるなど、政府の消費者
政策の推進にいかされており、消費者の意
見等を消費者政策に反映させる仕組みとし
て機能していることが分かります。
　また、消費者基本法の規定71に基づき、

図表Ⅰ-2-3-2 消費者問題シンポジウムの開催状況（2018年度末時点）

2019年３月　さいたま市
高齢者の消費者被害の防止に向けて

2015年12月　小田原市
消費者被害と消費者行政の在り方

2012年６月　千葉市
地方消費者行政

2019年２月　大阪市
高齢者の消費者被害の防止に向けて

2012年７月　名古屋市
これからの消費者教育を考える

2014年７月　静岡市
消費者教育の推進に向けて

2017年６月　盛岡市
健康食品の適切な利用法と広告の見方

2017年12月　和歌山市
消費者被害をなくすために
～官民連携した地域での取組～

2016年12月　甲府市
消費者市民社会の構築にむけて
～山梨県における消費者教育の取組～

2014年３月　広島市
食品表示について

2017年８月　新潟市
これからの消費者教育を考えよう

2013年７月　金沢市
消費者契約法の課題

2014年11月　長野市
消費者被害をなくすために

2017年10月　岐阜市
岐阜県における高齢消費者被害防止の取組み

2012年12月　大分市
高齢者の消費者被害の防止

2012年３月　松山市
消費者契約法

2015年11月　松江市
消費者被害をなくすために

2015年６月　京都市
エシカル・コンシューマーへの道

2016年８月　福岡市
消費者の選択に資する
広告のあり方を考える

2015年２月　徳島市
徳島県下の消費者教育を考える

2012年１月　仙台市
被災地支援

2013年３月　米沢市
食品表示のあり方について

2016年１月　前橋市
消費者被害をなくすために

2015年７月　浦添市
消費者被害をなくすために

2013年５月　札幌市
製品安全について

2012年10月　山口市
高齢者の消費者被害の防止

2013年12月　大津市
健康食品の表示等のあり方について

70�）このほか、食品表示法、特定商取引法、景品表示法、健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣
府令等の消費者庁が所管する個別の法令に基づく諮問に対する答申も多数行っている。
71�）消費者基本法第27条第３項
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新たに消費者基本計画の案を策定する際
や、政府が消費者基本計画の検証・評価・
監視についての結果を取りまとめる際に
は、消費者委員会による答申に先立って関
係府省庁からのヒアリング等を行い、その

結果を踏まえて消費者委員会としての意見
の表明を行っており、消費者基本計画を起
点とする消費者政策のPDCAサイクルの実
施において重要な役割を果たしています。

図表Ⅰ-2-3-3 消費者委員会からの主な建議・意見表明等の内容

分野別分類 種別 件数 主な内容（例）

消費者安全関係
建議 7

自動車リコール制度、消費者安全行政、エステ・美容医療サービス、
消費者事故未然防止のための情報周知徹底 等

提言・意見等 9
こんにゃく入りゼリーによる窒息事故、事故情報の活用、食品衛
生規制 等

取引・契約関係

建議 9
有料老人ホームの前払い金、マンションの悪質勧誘、住宅リフォー
ム、詐欺的投資勧誘、クレジットカード取引、電子マネー 等

提言・意見等 16
未公開株等投資詐欺、貴金属等の訪問買取り、電気通信事業者の販
売勧誘方法、商品先物取引における不招請勧誘、スマホゲーム、プ
ラットフォームが介在する取引 等

答申 3 消費者契約法、特定商取引法の規律の在り方　等

食品表示関係
建議 2 健康食品の表示・広告の適正化

提言・意見等 6 原料原産地表示、特定保健用食品 等

表示関係（食品表示を除く）
建議 1 美容医療サービスのホームページ

答申 1 景品表示法への課徴金制度の導入

地方消費者行政
建議 3 地方消費者行政の活性化、支援策 等

提言・意見等 2 地方消費者行政の執行力の充実 等

公益通報者保護制度
提言・意見等 2 公益通報者保護制度の見直し　等

答申 1 公益通報者保護法の規律の在り方

個人情報保護制度 提言・意見等 3 個人情報保護制度、パーソナルデータの利活用、いわゆる名簿屋

集団的消費者被害救済制度 提言・意見等 1 集団的消費者被害救済制度の創設

料金・物価関係

建議 1 公共料金問題

提言・意見等 28
家庭用電気料金の値上げ認可申請、同フォローアップ、消費税率
引上げに伴う公共料金等の改定、電力・ガス小売自由化 等

答申 1 電力託送料金の査定方法

消費者教育 提言・意見等 4 消費者教育推進に関する基本方針、若年層への消費者教育 等

消費者行政の在り方 提言・意見等 3 国民生活センターの在り方　等

消費者基本計画関係 提言・意見等 19 消費者基本計画の策定、検証・評価、工程表改定　等

その他 提言・意見等 2
消費者白書等、消費者庁等における各種試行（新未来創造オフィ
ス関係）

（備考）　 1．「答申」は消費者庁及び消費者委員会設置法第 6条第 2項第 2号に基づくもの。
　　　　 2．複数の分野にまたがるものについては再掲を行っているため、建議・意見表明等の合計数とは一致しない。

96



　本章第２節、第３節で示したとおり、消
費者庁及び消費者委員会は2009年９月の設
置以来の約10年間で、当初期待されていた
諸課題に積極的に取り組み、消費者行政の
一元化や地方消費者行政の強化、各種法令
の整備・執行等、一定の成果を挙げてきま
した。
　消費者政策の推進により消費者の安全・
安心を確保することは、消費者が主役とな
る社会の実現や、消費の活性化、さらには
経済の好循環の実現にとって大前提となる
重要課題であり、消費者庁及び消費者委員
会は、今後、消費者利益の擁護・増進に向
けて更に取組を強化していくことが必要と
なります。
　本節では、消費者への意識調査の結果か
らみたこれまでの約10年間の取組の評価を
行った上で、今後の更なる取組の強化に向
けて残された課題を明らかにしていきます。

　消費者政策の目的は、消費者の安全・安
心を確保し、消費者の自主的かつ合理的な
選択の機会を確保するとともに、そのため
に必要な情報や教育の機会を消費者に提供
することです。併せて、消費者の意見を消
費者政策に反映し、被害が生じた場合には
適切かつ迅速に救済されるような制度・環
境を整備することが重要な役割となります。
　消費者庁では、消費者の日常生活におけ
る意識や行動等を把握し、消費者政策の企
画立案にいかすことを目的として、2012年
度から毎年「消費者意識基本調査」を実施

しています。ここでは、その調査結果の中
から、関連する項目を分析すること等によ
り、最近の消費者政策の成果についての評
価と課題を示していきます。

　「消費者意識基本調査」では、自身を取
り巻く消費生活に関する状況をどのように
受け止めて評価しているかを聞いていま
す。この結果から、消費者からみて消費者
政策の目標がどの程度実現していると考え
られているのかを詳しくみていきます（図
表Ⅰ-2-4-1）。
　同調査を開始した2012年度と2018年度の
結果を比較すると、「当てはまる」（「かな
り当てはまる」＋「ある程度当てはまる」。
以下同じ。）という肯定的な回答の割合は、
多くの項目で増加傾向となっています。
　「流通している食品は安全・安心である」
は47.4％から60.2％、「流通している商品（食
品以外）や提供されているサービスは安全・
安心である」は43.0％から57.0％、「事業者
間で価格やサービスの競争が行われてい
る」は58.1％から68.5％と、割合が増加し
ています。特に、「地方公共団体の消費生
活センター又は消費生活相談窓口は信頼で
きる」は29.8％から49.7％と約1.7倍に増加
しています。
　また、「悪質・詐欺的な販売行為等を心
配せず安全に商品・サービスを購入・利用
できる」は28.1％から36.2％、「商品等の表
示・広告の内容は信用できる」は29.3％か
ら36.2％、「行政から消費者への情報提供

これまでの取組の評価と課題第 ４節

（ １）消費者の意識からみた消費者政策の評価

消費者を取り巻く状況についての
評価
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や啓発が十分になされている」は18.0％か
ら22.3％と、若干の増加となっています。
　食品を始めとする商品・サービスの安全
性については、過半数の消費者が肯定的な
評価をしており、なおかつそのような回答
が増えていますが、これは、消費者政策の
推進や、何よりも多くの健全な事業者によ
るたゆまぬ努力によるものと考えられま
す。事業者間における価格やサービスの競
争についても、商品・サービスの安全・安
心と同様の傾向を示しています。しかし、
いずれの項目についても否定的な評価をす
る消費者が一定数存在するほか、「どちら
ともいえない」とする回答も３割前後を占
めており、現在の消費者からの評価に満足
することなく、更なる取組が必要です。

　他方、商品・サービスの取引の安全性や
表示・広告の適正性については、肯定的な
評価の増加幅が小さく、否定的な評価も
20％以上存在するなど、安全性に関する項
目に比べて、相対的に消費者の評価が低い
水準となっていることが分かります。一部
の悪質な事業者による消費者被害が次々に
発生していることや、店舗やインターネッ
ト上等で不適切な表示・広告が散見される
こと等が要因と考えられます。
　地方公共団体の消費生活センターや消費
生活相談窓口の信頼性については、消費者
庁が地方消費者行政の充実と消費生活セン
ター・相談窓口の整備に積極的に取り組ん
だことを背景に、大幅に向上したことがう
かがえます。しかし、その一方で、行政か

図表Ⅰ-2-4-1 消費者を取り巻く状況について

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者を取り巻く状況について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． （※）の項目は、2012年度調査では「トラブルの際に相談できる地方公共団体の消費生活センター又は消費生活相談窓口が整備され

ており、信頼できる」。
　　　　 4． 回答者数は、2012年度は6,690人、2018年度は6,053人。
　　　　 5． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ら消費者への情報提供や啓発の面では否定
的な評価が肯定的な評価を上回っており、
消費者政策に関する効果的な広報の在り方
や、消費者とのコミュニケーションの強化
が今後取り組むべき大きな課題であると考
えられます。

　「消費者意識基本調査」では、消費者庁

が推進してきた取組について知っているか
を聞いています。2012年度調査と2018年度
調査を比べると、いずれの取組についても
知っているという割合は大きく増加してお
り、2009年の設置から約10年間取り組んで
きたことが消費者に浸透しつつあることが
分かります（図表Ⅰ-2-4-2）。
　2018年度の調査結果をみると、「食品表
示ルールの整備」、「偽装表示や誇大広告等、
商品やサービスについての不当な表示の規
制」、「悪質商法等の消費者の財産に関わる

消費者政策についての評価

図表Ⅰ-2-4-2 消費者庁の取組で知っていること

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 設問は以下のとおり（いずれも複数回答）。
　　　　　　　2012年度調査「あなたは、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいることを知っていますか。」
　　　　　　　2018年度調査「あなたは、2009年の設立以来、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいることを知っていましたか。」
　　　　 3． 2012年度調査の選択肢は、以下のとおり。
　　　　　　　（※ 1）消費者の利益を守るための制度づくり（消費者契約や被害回復のための集団訴訟制度等）
　　　　　　　（※ 2）公共料金の規制
　　　　　　　（※ 4）消費者庁の名前は知っていたが、上記の取組については知らない
　　　　 4． （※ 3）ここでの「リスクコミュニケーション」とは、消費者が専門家からリスクに関する情報・知見を得るとともに、それらの

情報等に関して消費者が質問し、又は意見を述べる等してリスクに対する認識の共有を図っていくものをいう。
　　　　 5．（※ 5）2012年度調査のみ。
　　　　 6． 2012年度調査の「その他（0.2％）」は除いている。

0 604020

上記のいずれも知らなかった（※４）

無回答

食品と放射性物質に関する説明会やセミナー等の
リスクコミュニケーション（※３）の実施

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（※２）

消費者教育や消費生活に関する普及啓発

消費生活センター等、地方における消費者行政の取組の
推進

消費者の利益を守るための制度作り（消費者契約に関する
制度や消費者団体による訴訟制度等）（※１）

消費者の生命・身体の安全に関する情報発信

消費者の生命・身体に関する事故の原因調査

訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の
規制

悪質商法等の消費者の財産に関わる被害についての情報発信

偽装表示や誇大広告等、商品やサービスについての不当な
表示の規制

食品表示ルールの整備

（％）

消費者庁を知らなかった（※５）

2012年度調査（N＝6,690人、M.T.＝253.6％）
2018年度調査（N＝6,053人、M.T.＝413.2％）
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被害についての情報発信」では４割以上の
消費者に認知されている一方、「消費生活
センター等、地方における消費者行政の取
組の推進」、「消費者教育や消費生活に関す
る普及啓発」、「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」、「食品と放
射性物質に関する説明会やセミナー等のリ
スクコミュニケーションの実施」では３割
以下の認知度にとどまっています。また、
「いずれも知らなかった」との回答も４割
近くに上っており、消費者庁の個々の取組
が必ずしも多くの消費者に認識されていな
いことがうかがえます。
　さらに、消費者庁が推進してきた上記の
取組を知っていると回答した消費者に対し
て、その取組をどのように評価するかを聞
いたところ、「食品表示ルールの整備」、「悪
質商法等の消費者の財産に関わる被害につ
いての情報発信」、「消費者の生命・身体に
関する事故の原因調査」、「偽装表示や誇大
広告等、商品やサービスについての不当な
表示の規制」、「消費者の生命・身体の安全
に関する情報発信」では過半数の人が肯定
的な評価（「十分な取組がなされている」
＋「ある程度取組がなされている」。以下
同じ。）をしている一方、「消費者の利益を
守るための制度作り」、「消費生活センター
等、地方における消費者行政の取組の推
進」、「消費者教育や消費生活に関する普及
啓発」では４割以下、「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」、
「食品と放射性物質に関する説明会やセミ
ナー等のリスクコミュニケーションの実施」
では３割以下にとどまる結果となりました
（図表Ⅰ-2-4-3）。
　施策の内容や性質によっては、消費者に
認知されやすいものとそうでないものがあ
ることや、取組の評価についても施策の認
知度や調査時点の社会経済情勢に影響され

る面があることに留意が必要ですが、いず
れにしても消費者庁が推進している取組に
ついて、効果的な周知・広報の在り方を検
討するとともに、より多くの消費者に知っ
てもらうため一層の努力を続けることが必
要です。
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　さらに、消費者問題に対する国の施策と
して望むことについて聞いたところ、回答
の割合の高い順に、「消費者の窓口である
国民生活センター、消費生活センターの充
実を図る」（54.2％）、「高齢者、障がい者
など被害に遭いやすい人たちへの地域の見
守りを支援する」（53.7％）、「消費者被害・
トラブルなどについての情報提供を充実す
る」（50.6％）、「消費者の視点から消費者
を守る行政機関である消費者庁の充実を図
る」（46.1％）などとなっています（図表Ⅰ-2-
4-4）。

　選択肢等が若干異なることから厳密な比
較は難しいものの、消費者庁設置前に実施
された内閣府の「消費者行政の推進に関す
る世論調査」（2008年）と比較してみると、
消費者問題に関する各施策への要望は、総
じて高まっている傾向にあるといえます。

図表Ⅰ-2-4-3 消費者庁の取組への評価

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 消費者庁が取り組んでいる各項目のうち「『知っていた』と回答した項目について、あなたはその取組をどのように評価していま

すか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅰ-2-4-4 消費者問題に対する国の施策として望むこと

（備考）　 1． 内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（2008年10月調査及び2014年 1 月調査）、消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）
により作成。

　　　　 2．各調査の調査設計、設問等が異なるため、比較には注意が必要である。
　　　　 3．各調査の調査対象、調査方法は次のとおり。
　　　　　　　「消費者行政の推進に関する世論調査」
　　　　　　　　調査対対象：全国20歳以上の者　3,000人
　　　　　　　　回答方法：調査員が訪問して調査内容を質問し、その場で回答を聴取
　　　　　　　「消費者意識基本調査」
　　　　　　　　調査対象：全国の満15歳以上の者　10,000人
　　　　　　　　回答方法：調査員が訪問して調査票を配布し、後日再訪問して回収
　　　　 4．各調査の設問は次のとおり（いずれも複数回答）。
　　　　　　　「消費者行政の推進に関する世論調査」
　　　　　　　　2008年10月調査：あなたは、消費者問題に対する政府の施策として望むことはどのようなことですか。
　　　　　　　　2014年 1 月調査：あなたは、消費者問題に対する国の施策として望むことはどのようなことですか。
　　　　　　　「消費者意識基本調査」
　　　　　　　　あなたが、消費者問題に対する国の施策として望むことはどのようなことですか。
　　　　 5．各調査において、次の選択肢を除いて記載している。
　　　　　　　「消費者行政の推進に関する世論調査」
　　　　　　　　「わからない（2008年10月調査4.4％、2014年 1 月調査3.4％）」
　　　　　　　「消費者意識基本調査」
　　　　　　　　「わからない（9.4％）」、「無回答（1.3％）」
　　　　 6．「消費者行政の推進に関する世論調査」（2008年10月調査）では、
　　　　　　 （※ 1）「苦情相談、コンプライアンス（法令遵守）や社会的責任への企業の取組を支援する」、
　　　　　　 （※ 2）「消費者の自立を促す消費者教育を拡充する」となっている。

54.2

53.7

50.6

46.1

33.0

31.8

29.8

28.2

23.5

22.1

20.1

19.4

15.2

3.7

1.1

51.8

42.4

44.8

30.4

30.8

33.1

23.2

22.7

11.2

18.6

18.2

15.2

12.5

5.2

0.8

38.4

40.2

33.4

23.4

19.6

27.7

9.4

21.2

12.0

16.6

37.5

22.8

21.8

8.5

2.1

0 70
（％）

605040302010

その他

特にない

消費者団体の積極的な活動を支援する

消費者教育を拡充する（※２）

事業者間における公正で自由な競争を促す

事業者に対する法規制を全般的に強化する

消費者問題の被害者に対する救済制度を充実する
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世論調査（2014年１月）

（N＝1,781　M.T.＝364.6）
消費者意識基本調査

（N＝6,053　M.T.＝443.4）

消費者の窓口である国民生活センター、
消費生活センターの充実を図る

高齢者、障がい者など被害に遭いやすい人たちへの
地域の見守りを支援する

消費者からの苦情・意見を商品・サービスへ反映させ
るなど、消費者志向への事業者の取組を支援する（※１）

消費者と事業者間の取引ルール（民事ルール）の
適正化を図る

国民の声を消費者行政に反映するため、提案や
申し出の制度を充実する

行政機関に対して客観的な立場から意見を述べたり、
建議などを行う機関である消費者委員会の充実を図る

消費者の視点から消費者を守る強い権限を持った
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新たな法規制を導入する（2008年10月調査のみ） 

行政機関に対して客観的な立場から意見を述べたり、
勧告を行う機関を作る（2008年10月調査のみ） 

消費者被害・トラブルなどについての情報提供を
充実する

消費者の視点から消費者を守る行政機関である
消費者庁の充実を図る

102



　以上のように、消費者問題に関する各施
策への要望は高まる傾向にある一方で、内
閣府の「国民生活に関する世論調査」にお
ける国に対する政策要望に関する質問への
回答をみると、消費者の日々の生活に直結し
ているといえる「物価対策」については、
2018年の調査結果において、31項目中６位と
上位を占めているものの、「消費者問題への
対応」については21位と低い水準にとどまっ
ており、過去の推移をみても10％から20％の
間にとどまっています（図表Ⅰ-2-4-5）。
　この調査結果の解釈としては、①消費者
政策は、上位を占める社会保障や高齢社会

対策等の分野と比べて、相対的に課題が少
ないことによるものとの見方がある一方、
②消費者政策の重要性や有効性等につい
て、現状としては、消費者に十分に理解さ
れているとはいえない状況であることによ
るものとの見方もあり得ます。
　消費者政策への関心が低い水準にとど
まっているのは、上記の両方の要因による
ものと考えられますが、いずれにしても消
費者政策の推進に対する消費者からの後押
しを高めるためには、消費者政策が消費者
の生活に身近で、日々の生活の向上に非常
に役立つものであることについて十分な周

図表Ⅰ-2-4-5 政府への要望
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（備考）　 1． 内閣府「国民生活に関する世論調査」により作成。調査対象は、2015年 6 月調査までは20歳以上の者、2016年 7 月調査
から18歳以上の者。

　　　　 2． 「あなたは、今後、政府はどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． 選択肢のうち、消費生活に関連の深い12項目を挙げた。他の選択肢は「防衛・安全保障」、「税制改革」、「外交・国際協力」、

「防災」、「教育の振興・青少年の育成」、「資源・エネルギー対策」、「東日本大震災からの復興」、「財政健全化の推進」、「東
京電力福島第一原子力発電所事故への対応」、「行政改革」、「地域の活性化」、「住宅・公共施設・公共交通機関の整備」、
「交通安全対策」、「中小企業対策」、「地方分権の推進」、「自殺対策」、「文化・スポーツの振興」、「科学技術の振興」、「農
林水産業対策」、「その他」、「ない、わからない」（2018年 6 月調査の選択肢）。

　　　　 4． 以下の選択肢は、2009年 6 月調査までは下記のとおり。
　　　　　　 （※ 1）「医療・年金等の社会保障構造改革」、（※ 2）「雇用労働問題」、（※ 3）「犯罪対策」、（※ 4）「自然環境の保護」、

（※ 5）「消費者保護対策」、（※ 6）「規制緩和や新規産業育成などの経済構造改革」
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知を行い、消費者の理解を高めていくこと
が必要です。そのために、消費者との双方
向のコミュニケーションを密にして、その
真のニーズを的確に把握するとともに、消
費者政策による具体的なメリットを分かり
やすく発信していくことが必要です。

　前述のとおり、これまでの消費者政策に
関する取組は、一定の成果を上げてきてい
るといえますが、消費者の利益の擁護及び
増進に関わる幅広い問題を対象とする消費
者政策が取り組むべき課題は山積していま
す。また、取組の内容や成果が消費者に十
分認知されていない面もあります。
　今後、消費者政策を更に推進していくた
めには、消費者庁及び消費者委員会設置の
理念を踏まえて、新たな決意の下で諸課題
に取り組むことが必要です。
　「消費者行政推進基本計画」では、新組
織が満たすべき６原則として、①消費者に
とって便利で分かりやすい、②消費者・生
活者がメリットを十分実感できる、③迅速
な対応、④専門性の確保、⑤透明性の確保、
⑥効率性の確保の６項目が掲げられまし
た。以下では、この６原則の観点を踏まえ
つつ、消費者庁及び消費者委員会が取り組
むべき課題を提示します。

　「消費者意識基本調査」の結果にもみら
れるように、消費者にとって便利で分かり
やすい消費者行政であるためには、高齢者
を含む全ての消費者が迷わずに何でも相談
できる一元的な窓口が存在することが極め

て重要です。
　消費者庁設立以来、「地方消費者行政推
進交付金」等による財政支援を活用し、ど
こに住んでいても質の高い相談・救済を受
けられる地域体制の整備を目標とした「地
方消費者行政強化作戦」の達成に向けて取
組を進めた結果、相談体制の空白地域の解
消や消費生活センターの設立促進等、地方
消費者行政の体制整備が進んだことは、地
方消費者行政の充実につながりました。一
方で、小規模市町村における消費生活相談
体制の整備や地域の見守りネットワークの
構築等には課題が残っており、今後更なる
充実が求められるところです（図表Ⅰ-2-
4-6）。
　なお、「地方消費者行政強化作戦」につ
いては、「相談体制の空白地域解消」、「適
格消費者団体の空白地域解消」、「消費者教
育推進計画の策定」等、おおむね達成され
た目標も多く、今後は、現下の状況を踏ま
え、「地方消費者行政強化作戦」の成果を
分析し、既存の目標の見直しや新たな目標
の設定を行うことが必要となります。

（ ２）今後の取組強化に向けた主な課題

消費生活相談窓口ネットワーク維持
向上、地方消費者行政の充実強化
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　一方、これらの取組の進展は、「地方消費
者行政推進交付金」等による国からの財政
支援に支えられていたものであり、今後、
整備してきた体制を維持し、更なる充実を
図るためには、国からの財政支援を活用し
つつ、地方の一般財源に裏付けられた消費
者行政予算の確保を行う必要があります。
しかし、地方の一般財源に裏付けられた消

費者行政予算の確保は十分に進んでいない
現状（第１部第２章第２節（２）参照。）に
あるといえます。このことを踏まえ、今後は、
地方公共団体が、地域住民の消費生活の安
全・安心の確保は自らの事務として優先的
に取り組まなければならない課題であると
の認識を深めることが重要になると考えら
れます。

図表Ⅰ-2-4-6 「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

【2013年 4 月 1 日 → 2018年 4 月 1 日】

　95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％以上に引上げ
　 2－ 4　研修参加率を100％に引上げ（各年度）

【2013年 4 月 1 日 → 2018年 4 月 1 日】

　・19府県　 → 35都道府県 （453市町 → 517市区町）
　・ 9道府県 → 21道府県 （340市町村 → 587市町村）

　・36都道府県 → 43都道府県
 （1,218市区町村 → 1,452市区町村）
　・21都府県 → 26都府県 （2,549人 → 2,797人）
　・ 4県　　 → 11県 （平均参加率：85.9％ → 91.8％）

　 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

【2013年 4 月 1 日 → 2019年 4 月末】

　11団体 → 19団体（全ブロックで設置済）
　「NPO法人消費者支援ネットくまもと」
 （2014年12月17日認定）
　「特定非営利活動法人消費者ネットおかやま」
 （2015年12月 8 日認定）
　「特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラム」
 （2016年 2 月23日認定）
　「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）
　「特定非営利活動法人えひめ消費者ネット」
 （2018年 6 月19日認定）
　「特定非営利活動法人消費者支援かながわ」
 （2018年 8 月 3 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）

【2014年 3 月末 → 2019年 3 月末】

　 9都府県・ 1政令市 → 47都道府県・18政令市

　14都府県・ 2政令市 → 47都道府県・19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 1 月時点 → 2019年 3 月末】

　21市町 → 98市区町
　 （人口 5万人以上の全市町で設置済：2県（徳島県、兵
庫県））

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〉

2016年 4 月から設置可能に（改正消費者安全法）。

2015年度に、相談体制の
空白地域の解消を達成。
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　こうしたことから、2019年１月から３月
にかけて、「地方消費者行政強化キャラバ
ン」を実施しました。自主財源に裏付けら
れた地方消費者行政の充実について、直接、
都道府県知事等に依頼するなどの取組を進
めています（図表Ⅰ-2-4-7）。
　今後も、地方消費者行政の体制維持・充
実に向けては、消費者庁から継続的に地方
公共団体への働き掛けを行い、「消費者行
政の優先順位」を高めるための様々な手段
を講ずるとともに、交付金による支援の在
り方の見直しも行いつつ、地方消費者行政
予算を確保するための取組を進めていくこ
とが求められています（第１部第２章第２
節（２）参照。）。
　また、消費生活相談の現場を支える消費
生活相談員に対しては、処遇の改善に向け
た取組を進めています。具体的には、2014
年には消費者安全法において、消費生活相
談員の職が法定され、消費生活相談員の専
門性の確保とその社会的地位を確立しまし
た。他方、消費生活相談員の報酬額をみる
と、消費生活相談員の処遇は徐々に改善さ
れていることがうかがえるものの、その水

準は必ずしも高いとはいえない状況にあり
ます（図表Ⅰ-2-4-8）。
　また、消費生活相談員の高齢化が進んで
いるとの調査結果72もあり、今後、消費生
活相談員の処遇について、安定的かつ専門
性に見合う水準を確保することにより、よ
り魅力ある職として次世代の担い手も確保
していくことも課題となっています。
　また、消費者庁では、2010年１月から、
消費生活センターの存在や連絡先を知らな
い消費者の方に、近くの消費生活センター
等を案内する共通の電話番号として、「消
費者ホットライン」の運用を開始しました。
2015年７月には、困った消費者がより便利
に利用できるよう、局番なしの３桁の番号
（「188（いやや！）」）での案内を開始しま
した。３桁化以降、消費者ホットラインの
入電件数は、２倍以上に増加しました。し

図表Ⅰ-2-4-8 消費生活相談員の平均報
酬額の推移

（備考）　 1． 消費者庁「平成30年度 地方消費者行政の現況調査」
により作成。

　　　　 2． 1 時間当たりの報酬単価。定数内（常勤職員）以外。
　　　　 3． 各年 4月 1日時点。

2018
（年）

（円）

2017201620152014201320122011
1,460

1,580

1,560

1,540

1,520

1,500

1,480

1,499
1,507

1,510

1,526

1,520

1,537

1,552

1,561

図表Ⅰ-2-4-7
キャラバンの一環で長野
県を訪問する消費者担当
大臣

72�）公益社団法人全国消費生活相談員協会「会員実態調査」（2018年）
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かしながら、消費者庁「消費者意識基本調
査」（2018年度）で「番号『188』」の認知
度を聞いたところ、全体では9.2％にとど
まり、年齢層別にみると20歳代が最も低く、
高齢になるにつれて高くなっています（図
表Ⅰ-2-4-9）。「188（いやや！）」の認知度
向上のため、2018年７月には、イメージキャ
ラクター「イヤヤン」を発表しました。そ
れ以降は、イヤヤンを活用して、SNSを通
じたデジタルコンテンツの配信を行うな
ど、若者に向けた周知・啓発にも力を入れ
ていますが、全体の認知度は未だ低いため、
今後は消費者の特性に応じて、あらゆる世
代への周知を行うことが求められています。
　内閣府の「成年年齢の引下げに関する世
論調査」によると、消費者被害に遭うかも
しれないという不安を感じている若者は
60％を超えています（図表Ⅰ-2-4-10）。こ
うした状況からも、相談窓口の認知度が特
に低い若年層に対しては、SNSの活用や動
画投稿サイト等を利用するなど訴求対象と
なる消費者に適した手法によって周知活動
を進めていく必要があります。

　消費者被害の発生・拡大を防止するため
には、消費者事故や消費者トラブルに関す

収集した情報の有効活用と消費者
等への発信力の強化

図表Ⅰ-2-4-10
消費者被害にあうかもし
れないという不安を感じ
る割合（16歳から22歳まで）

（備考）　 1． 内閣府「成年年齢の引下げに関する世論調査」（2018
年12月調査）により作成。

　　　　 2． 「あなたは、消費者被害にあうかしれないという不
安を感じますか。」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。

不安を感じる
25.0％

どちらかというと
不安を感じる
39.2％

わからない
1.1％

どちらかと
いうと不安は
感じない
19.9％

不安は
感じない
14.8％

不安を
感じる
（計）
64.3％

不安は
感じない
（計）
34.7％

図表Ⅰ-2-4-9 「消費者ホットライン」188 認知度（年齢層別）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、『消費者ホットライン』188（いやや！）を知っていましたか。」との問で、番号（「188」）についての回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

1.6

0.7

0.4

1.2

1.1

1.2

2.2

2.7

89.2

90.0

96.3

93.8

92.8

90.7

86.1

82.7

9.2

9.3

3.3

5.0

6.1

8.1

11.7

14.6

0 100
（％）

80604020

70歳以上(N＝1,305)

60歳代(N＝1,208)

50歳代(N＝978)

40歳代(N＝1,074)

30歳代(N＝742)

20歳代(N＝456)

10歳代後半(N＝290)

全体（N＝6,053)

知っていた 知らなかった 無回答
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る情報を消費者に分かりやすく伝えること
が重要です。消費者事故等に関する情報を
集約、一元化したことにより、消費者庁に
多数の情報が寄せられるようになり、事故
情報データバンクやリコール情報サイト等
を通じて一般にも提供しているほか、調査
分析や原因究明等を行った上で、消費者に
対する注意喚起や情報提供等を実施してい
ます。
　また、最近では、テキストマイニング等
の手法を活用し、消費者トラブルに関連す
ると思われるSNS等の文字列情報を把握す
る取組を試行的に実施しています。
　そうした取組の成果を活用し、積極的な
情報発信を進めているものの、消費者に
とって有益で分かりやすい情報をよりタイ
ムリーに届けるためには、収集した情報を
より有効に活用するための工夫（調査分析
や原因究明を行うための専門性の向上等）
を続け、各府省庁等と連携の上で、政府の
政策課題に密接に関連する情報提供を適切
に行うことが重要です。また、消費者が情
報に触れる機会を増やすため、例えば、
2018年度に頻発した自然災害の発生後にお
ける情報提供・注意喚起の取組の経験等を
いかし、収集する情報に優先順位を付け、
十分な分析を行った上で、多様な発信手法
の活用等を通じた発信力の強化を図ること
や、制度所管省庁等との連携等を通じ、啓
発資料の内容をより分かりやすいものにす
ること等、発信力の強化やより効果的な周
知広報の在り方を検討することが必要です。

　消費者に消費者行政のメリットを十分実

感してもらうためには、消費者被害の実態
を踏まえて、消費者被害の未然防止、拡大
防止、被害救済等に結び付ける仕組みを十
分に機能させることが必要です。このため
には、一元的に集約した情報を有効に活用
して、タイムリーに注意喚起等を行うとと
もに、法執行等必要な対応を迅速・適切に
行う必要があります。
　このための手段として、消費者庁は消費
者に身近な法令を所管するとともに、消費
者安全法に定められた権限として、関係府
省庁に対する措置要求と「すき間事案」に
対する措置権限を保持しています。
　消費者被害の拡大防止のためには、法令
違反行為に対し法と証拠に基づき所管法令
を厳正かつ適切に執行をすることが重要で
あり、法執行力の一層の強化が課題です。
消費者庁は、これまでも、全国的な広がり
のある重大な事案を中心に法執行を行って
きていますが、更なる情報分析力や調査能
力の向上に向けて、各種研修等による内部
職員の専門性の向上に加え、外部専門人材
の活用を含め執行体制の一層の強化が必要
です。
　また、事案の規模、地域等に応じて、例
えば地方公共団体と共同調査を行うなど、
関係行政機関との連携を一層進めることに
より、効率的な法執行に努めることが重要
です。
　消費者被害が起こった際に、既存の法律
による措置に関する事務を所掌する大臣に
よる速やかな実施を担保するための消費者
安全法に基づく措置要求73については、こ
れまで発動した実績はありません。もちろ
ん、安易に発動することは適切ではなく、
措置要求を行うべき事案、状況であるのか
について十分な見極めが必要ですが、必要

消費者行政における「司令塔機能」
の更なる強化

73）消費者安全法第39条第１項に基づくもの。
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な場面においては、ためらうことなく権限
を発動する姿勢が求められます。また、措
置要求権限を背景として関係行政機関との
連携を図ることにより、速やかな対応を促
すことも有効です。
　さらに、「すき間事案」についての事業
者への勧告74はこれまでに財産事案の２件
の実績にとどまりますが、収集した情報を
有効に活用し、必要な事案については積極
的に対応していくことが重要といえます。
　府省庁横断的な消費者問題等に迅速かつ
効果的に対応するためには、関係府省庁間
での連携・協力が不可欠です。消費者問題
や物価問題等への取組において、各府省庁
間の連携・協力体制の構築や政府全体とし
ての対処方針の策定等において、総合調整
権限を有効に活用し、消費者庁がより主導
的な役割を果たしていくことが必要です。
　また、消費者基本計画は、各府省庁横断
的な消費者政策を強力に推進する上で極め
て有効な手段です。消費者基本計画を起点
とするPDCAサイクルをより実質的に機能
させることにより、消費者政策を一体的か
つ透明性のある形で推進することができま
す。PDCAサイクルの実効性を高めるため
には、KPIの設定方法等必要な改善に取り
組むことが重要ですが、その上で、社会経
済情勢の変化を踏まえ、基本理念や基本的
施策、政策の推進主体についても積極的に
見直していくことが、消費者政策の発展に
つながると考えられます。
　このように、消費者庁は、消費者行政の
司令塔として、事案や問題の性質に応じて、
与えられた手段を最大限に活用して、消費
者政策を推進していくことが求められます。

　消費者に消費者行政のメリットを十分実
感してもらうためには、特に消費者被害の
未然防止、拡大防止、被害救済等のための
府省庁横断的な法令・制度を十分に整備し、
実効性を向上させることが重要です。
　消費者庁及び消費者委員会の設置後、新
法の制定や法改正等により、消費者法制の
体系的整備は大きく進展しました。例えば、
2014年11月の景品表示法改正75により2016
年４月から導入（施行）された課徴金納付
命令制度76については、これまでに、合計
40件の課徴金納付命令が行われ、合計13億
8461万円の課徴金が課されています（2019
年３月末時点）（図表Ⅰ-2-4-11）。
　また、2017年12月から施行された改正特
定商取引法に基づき、従来の違反事業者に
対する業務停止命令に加え、違反事業者の
役員等に対し新たに法人を設立して停止を
命じられた業務を継続すること等を禁止す
る業務禁止命令の制度が整備され、これま
でに国・都道府県合わせて45件の業務禁止
命令が課されています（2019年３月末時点）。
　他方、例えば、2013年に成立し、2016年
10月に施行された消費者裁判手続特例法に
ついては、施行後２年以上が経過しました
が、同法に基づく提訴は３件（３事業者）
となっています（2019年４月末時点）。もっ
とも、裁判外では、特定適格消費者団体が
消費者のために事業者と交渉した結果、事
業者から消費者に返金されることとなった
例もみられることから、同法の成果が上が
りつつあるといえます。引き続き、特定適

所管法令・制度の拡充と実効性の
向上

74）消費者安全法第40条第１項及び同条第４項に基づくもの。
75�）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）
76�）違反事業者に経済的不利益を課すことにより、事業者が不当表示を行う動機を失わせ、不当表示規制の抑止力を
高めることによって不当表示を防止することを目的とする制度。
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格消費者団体及び適格消費者団体との連携
を促進していくなど、同法が有効に活用さ
れるような環境整備に努める必要がありま
す。
　また、公益通報者保護制度の実効性の向
上を図ることも重要です。同制度は、要件
を満たす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するものであり、
事業者による不祥事が後を絶たない中、各
事業者における不祥事の未然防止、早期是

正等の自浄作用の発揮による法令遵守の確
保や、通報を端緒情報とする行政機関の法
執行力の強化等に大きな役割を果たします
（図表Ⅰ-2-4-12）。そのため、同制度は、
消費者の安全・安心の確保という消費者政
策の目的を、事業者のコンプライアンス向
上を通じて迅速かつ効率的に達成するため
にも非常に重要であるといえます。
　これまでに、同制度の実効性向上、普及・
浸透に向けて、民間事業者向け及び国の行

図表Ⅰ-2-4-12 公益通報者保護法の概要

行政機関
（通報対象事実について処分・勧
告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・拡大防止のために
必要と認められる者）

内部通報

公益通報者
（労働者）

行政機関への通報その他外部への通報

事業者内部

通報窓口

３．公益通報者の保護

　所定の要件に該当する通報を
行った「公益通報者」を、解雇
その他の不利益取扱いから保
護。
・解雇の無効
・不利益取扱いの禁止
・労働者派遣契約の解除の無効

１．公益通報者保護法の目的

　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、
事業者内部からの通報を契機として相
次いで明らかに。
　そこで、公益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ることを目的
として制定。

（2004年６月公布、2006年４月施行）

２．公益通報の対象

事業者

①労働者（公務員を含む）が
②不正の目的でなく
③労務提供先について
④通報対象事実（※）が
⑤生じ又はまさに生じようとする旨を
⑥所定の通報先に
⑦所定の保護要件を満たして通報、をした場合に保護

（※）刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、
廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定める対象法
律（2019年４月１日時点469法律）に規定する刑罰規定違反

（例）社内のコンプライアンス窓口
事業者が指定する弁護士事務所 等

外部の労働者等か
らの通報を受付

その他外部への通報の保護要件
ア　通報対象事実が生じ、又は生ずるおそ

れがあると思料すること
イ　通報内容に真実相当性があること
ウ　以下のいずれかの要件を満たすこと
　・内部通報では不利益な取扱いを受けると信

ずるに足りる相当の理由がある場合
　・内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合
　・生命・身体への危害が発生する場合 等

行政機関への通報の保護要件
ア　通報対象事実が生じ、又は生ずるお

それがあると思料すること
イ　通報内容に真実相当性があること

内部通報の保護要件
ア　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

図表Ⅰ-2-4-11 景品表示法に基づく課徴金納付命令の運用状況

 （備考） 1．課徴金納付命令は、2016年 4 月 1 日施行の改正景品表示法により導入。
 　　　 2 ．2017年度の課徴金納付命令 1件（317万円）については、行政不服審査法に基づく審査請求を受け、2018年12月21日に取り消された。

 年　度 件　数 納付を命じた課徴金の額 認定された返金措置件数

2016年度 1件 4億8507万円 2件

2017年度 19件 3 億9153万円 1件

2018年度 20件 5 億801万円 0件

合計 40件 13億8461万円 3件
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政機関向けガイドラインの改正、地方公共
団体向けガイドラインの策定、これらの周
知と共に、内部通報制度に関する認証制度
を創設し、2019年２月からその運用を開始
したところです。また、公益通報者保護法
の在り方について、消費者委員会の答申77

を受け、法改正も視野に更なる検討を行っ
ています。今後、更に公益通報者保護制度
の実効性向上に向けた取組を着実に行うこ
とが必要です（図表Ⅰ-2-4-13）。

　消費者教育や消費者への啓発を推進する
ことは、消費者被害の防止を図り、消費者
の自立を支援する上で重要な取組です。他
方、これまで整備されてきた制度や仕組み
が、消費者によって活用され、社会の中で
実効性を発揮するためには、消費者による
消費者政策の現状や制度についての理解が
欠かせません。消費者一人一人にとっても、
安全・安心で豊かな消費社会の形成のため
にも、消費者教育や啓発は極めて重要です。
　特に若年者への消費者教育については、
2022年４月からの成年年齢の引下げを見据

消費者教育等の更なる促進、消費者
とのコミュニケーションの強化

図表Ⅰ-2-4-13 公益通報者保護制度実効性向上のための取組

・2004年 6 月　公益通報者保護法成立（2006年 4 月施行）
　　　　　　　⇒法附則第 2条： 政府は、この法律の施行後 5年を目途として、この法律の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

・2010年 6 月　消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
　2011年 2 月　⇒制度の運用状況等に関する更なる実態把握の必要性について提言
　　　　　　　　（制度の運用状況等に関する実態調査、有識者等からの意見聴取等を実施）

・2015年 3 月　「消費者基本計画」閣議決定
　　　　　　　⇒ 制度の見直しを含む必要な措置の検討を早急に行った上で、検討結果を踏まえ必要な措

置を実施

・2015年 6 月　消費者庁「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」開催
　2016年12月　⇒最終報告書の公表

・2016年12月　民間事業者向け　ガイドラインの全面改正（実効性向上検討会の最終報告書を踏まえて）
・2017年 3 月　行政機関向け　　ガイドラインの全面改正（関係省庁申合せ）
・2017年 7 月　地方自治体向け　ガイドラインの新規策定（ 地方自治法第245条の 4 第 1 項に基づく技術

的な助言）

・2018年 1 月　内閣総理大臣の諮問 ⇒ 消費者委員会「公益通報者保護専門調査会」開催
　　同年12月　⇒法改正も視野に更なる検討を求める答申「公益通報者保護専門調査会報告書」
・2019年 1 月　消費者庁「公益通報者保護専門調査会報告書」に関する意見募集実施（～同年 3月）

・2019年 2 月　内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）の運用開始

77�）2018年12月27日付けで、消費者委員会から内閣総理大臣宛てに「公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果た
すべき役割等に係る方策についての答申」がなされた。
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え、その重要性が改めて認識されています。
消費者庁では、2016年度に消費者教育推進
会議に設置された「若年者の消費者教育に
関するワーキング・チーム」の意見を聴き
つつ、関係省庁と連携し、高校生向けの消
費者教育教材「社会への扉」を作成しまし
た。2018年２月に関係省庁で連携して決定
した「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78」では、2018年
度から2020年度の３年間を集中強化期間と
位置付け、「社会への扉」を活用した授業
が全ての都道府県で行われることや、全て
の都道府県で消費者教育コーディネーター
が育成・配置されること等を目指し、働き
掛けや支援の取組を進めています（図表Ⅰ
-2-4-14）。
　このように、消費者政策の目的を効果的
に実現するためには、消費者教育やその他

の周知・広報のルートを有効活用して、消
費者とのコミュニケーションを広く、深く
していくことが必要であり、消費者庁とし
ても、ウェブサイトやSNS等、様々なコミュ
ニケーションツールを駆使して積極的に情
報発信を行っています（図表Ⅰ-2-4-15）。
　他方、消費者とのコミュニケーションを
より深めていくためには、情報発信だけで
なく、消費者のニーズを吸い上げることも
必要となります。効果的な消費者政策を実
施するためには、多様な消費者の意見や消
費者の真のニーズを的確に把握して、消費
者政策の企画立案に反映することが必要で
す。従来からの消費者団体等を通じた意見
集約のルートに加えて、消費者問題や関連
分野に関心を有する新たな団体との交流や
SNS等を通じた情報収集、消費者に対する
意識調査の有効活用等、様々な手法を用い

図表Ⅰ-2-4-14 「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」における目標

1

8

25

47 47

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

目標：全ての都道府県で全高校で実施

集中強化期間

「社会への扉」を活用した授業の実施
⇒実践的な能力を身に付ける

目標：全ての都道府県で配置

16都道府県で配置済み（2017年４月１日現在）

16 17

30

47 47

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

集中強化期間

消費者教育コーディネーターの育成・配置
⇒学校教育現場における外部講師の活用
（実務経験者の有する知識や経験を有効活用）
※消費者教育コーディネーターとは、消費者教育
を担う多様な関係者や場をつなぐため、間に立っ
て調整をする役割を担う者。

徳島県内の全高校で
「社会への扉」を活用
した授業を実施
（全56校／約6,900人）

・徳島県での実証結果について
情報共有（活用手法等）

・消費者教育教材「社会への扉」
の提供

・「社会への扉」を活用した授業を実施
する教員向けの研修の実施、講師派遣

・関係省庁（金融庁、法務省、文部
科学省）との連携

・消費者行政強化交付金を活
用した育成・配置の促進

・国民生活センターによる研
修を活用した育成

都
道
府
県
数

都
道
府
県
数

78�）関係省庁（消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁）で構成する「若年者への消費者教育の推進に関する４省庁
関係局長連絡会議」において決定した（2018年２月）。

112



て、消費者の生の声を把握するための工夫
を続けることが必要です。

　社会経済情勢が変化し、消費者問題が多
様化・複雑化する中で、消費者政策が扱う
べき課題は今後ますます多くなっていくこ
とが予想されます。一方で、消費者行政に

関わる人的・財政的資源は限られているの
が現状です。このような制約の中で消費者
政策の目的を効率的に達成するためには、
消費者団体や事業者団体等の関係団体と連
携していくことが必要です。
　消費者団体は消費者の声を集約して発信
し、消費者に対してきめ細やかな啓発活動
を行うなど、行政機関では手の届かない部
分で消費者の利益に資する活動を行ってい
ます。今後も、より多くの消費者が恩恵を

関係団体との連携・協力の強化

図表Ⅰ-2-4-15 消費者とのコミュニケーションツール

事故情報データバンクシステム（2010年から）

消費者庁ウェブサイト（2009年から）

消費者庁リコール情報サイト（2012年から）

政府広報オンライン
●「暮らしに役立つ情報コーナー」に注意喚起情報等の素材を提供。

政府インターネットテレビ
●動画による制度紹介、注意喚起情報等の素材を提供。

消費者教育ポータル（2009年から）

特商法ガイド（2009年から（経済産業省から引き継ぎ））

Twitterを活用した情報発信（2011年から）

１．ウェブサイト

LINEを活用した情報発信

Facebookを活用した情報発信（2016年から）

YouTubeを活用した情報発信（2019年から）

２．SNSを利用した情報発信

３．メールマガジン

子ども安全メール from 消費者庁（2010年から）

リコール情報メールサービス(2012年から)

首相官邸メールマガジン

テレビ番組
「霞が関からお知らせします」

５．その他

ラジオ番組
「秋元才加とJOYのWeekly Japan!!」

ニュース＆生活情報ポータルサイト
NewsCafe

料理レシピサイト「クックパッド」との連携（2014年から）

「YAHOO!  JAPAN」との連携（2014年から）

「吉本興業」との連携（2018年）

４．民間企業との連携

●消費者庁Twitter
報道資料、注意喚起情報等をtwitterを利用して周知。

●消費者庁 子どもを事故から守る！Twitter（2017年から）
子供の事故防止に関する情報等をtwitterを利用して周知。

●消費者庁Facebook
報道資料、注意喚起情報等をFacebookを利用して周知。

●消費者庁YouTube
消費者行政に関する施策や、消費者問題に関する注意
喚起等の動画等をYouTubeを利用して配信。

●首相官邸LINE
内閣広報室が運用する首相官邸LINEのタイムラインに、国民
一般に周知が必要な注意喚起情報等の素材を提供し、配信。

●消費者庁のキッチン
食品アレルギーや食品ロスといった身近な問題に役立つレシピ
をクックパッドのサイト（消費者庁のキッチン）に順次掲載中。

●消費者庁をPRするコラボ動画シリーズを作成（2018年５月）、
消費者庁サイト、twitter、YouTubeで配信。

●「YAHOO!  JAPAN」のニュース担当編集部に最新の報道発表
資料等を提供（依頼ベース・不定期）。

●消費者トラブルに関連する検索キーワードの入力で、消費者
ホットラインを案内。

●消費者教育に関する様々な情報を提供。教材、講座、取組の情報の検索・
登録が可能。

●消費者行政に関する施策や、消費者問題に関する注意喚起等の情報を発信。

●消費者庁と国民生活センターが連携して、生命、身体に関する消費生活上
の事故情報を約23万件掲載し、Web上で事故情報の検索が可能。

●関係行政機関等が公表したリコール情報（食品に関する回収情報等を含む）
を一元的に集約し、Web上で検索が可能。

●特定商取引法の普及・啓発に向けた案内サイトとして、分かりやすい条文
解説や行政処分状況等各種情報を発信。

●主に０歳～小学生入学前の子供の思わぬ事故を防ぐため、注意喚起情報や
豆知識を毎週木曜日に配信。

●関係行政機関等が公表したリコール情報（食品に関する回収情報等を含む）
を一元的に集約し、登録者に配信。

●首相官邸メールマガジン「お知らせ」欄に、国民一般に周知が必要な情
報を配信（依頼ベース・不定期）。

●消費者トラブル、子供の事故防止等、国民
一般に周知が必要な情報を紹介（Webで
アーカイブの視聴可能）。

●子供の事故の予防策等、暮らしに必要な情
報を紹介（Webで過去の配信を「音声で聴
く」、「文字で読む」ことが可能）。

●国民一般に周知が必要な情報を提供。フィー
チャーフォン専用サイト向けゲートドア
ページ官公庁限定広報広告枠に掲出（依頼
ベース・不定期）。
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受けられるよう、消費者団体と緊密に連携
し、支援していく必要があります。
　また、新しい課題が次々と発生する時代
において、既存の消費者団体等との連携だ
けでなく、多様な分野において活動してい
る主要な団体等と積極的に連携していくこ
とも重要といえます。
　さらに、消費者志向経営の推進は、消費
者政策の目的の達成に向けた事業者及び事
業者団体の自主的な取組や協力を引き出す
上で非常に有効な方策であり、今後、更な
る普及・促進を図ることが必要です。しかし、
2019年４月末時点における消費者志向自主
宣言事業者数は102社にとどまっており、参
加事業者の業種、規模、地域の属性にも偏
りが見られるのが現状です。
　このように、参加事業者数が伸び悩んで
いることの背景の一つとして、事業者によ
る消費者志向経営への取組に対する消費者
の関心が現時点では必ずしも高いとはいえ
ない状況にあることが考えられます。消費
者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）
の結果によると、事業者による消費者志向
経営の取組に関心があると回答した消費者
の割合（「関心がある」と「ある程度関心
がある」の合計）は41.5％と、関心がない

と回答した割合（「関心がない」と「あま
り関心がない」の合計）の57.8％を下回っ
ています79（図表Ⅰ-2-4-16）。このように
消費者の関心が必ずしも高くないことが、
事業者が消費者志向経営に積極的に取り組
むためのインセンティブが高まらない要因
になっていると考えられます。
　今後、推進組織の活動等を通じて事業者
による優れた取組をより積極的に周知・広
報すると共に、エシカル消費の取組との連
携を図ること等により、消費者志向経営に
対する消費者の関心や支持を向上させ、事
業者による消費者志向経営への取組を、業
種、規模、地域を超えて普及・促進してい
くことが求められます。

　本文で指摘したとおり、事業者による消費者志向経営への取組全般に対する消費者
の関心は、現状では必ずしも高いとはいえませんが、消費者庁「消費者意識基本調査」
（2018年度）で、消費者志向経営の具体的な取組のうちどのようなものが特に重要だ
と思うかを聞いたところ、「消費者からの意見・要望・苦情を社内で共有し、事業活
動にいかす」、「高齢者や障がい者に配慮した商品などの開発や分かりやすい情報提供
を行う」、「消費者トラブル発生時に、関係部門が連携して対応する」、「消費者の安全・
安心に関するリスク情報が経営者に届く体制を整備する」などの項目を回答する割合
が高くなっています。このように、消費者は品質の向上や安全・安心の確保等、商品・
サービス内容の改善につながる具体的な取組を重視している姿がうかがえます【図表】。
　また、これに続けて、価格等他の条件が同じ場合、事業者が消費者志向経営に積極
的に取り組んでいるかどうかは商品やサービスの選択にどの程度影響するかを聞いた
ところ、「影響する」という回答が７割以上となっています（「かなり影響する」と「あ
る程度影響する」の合計71.5％）。
　このことから、消費者に対して消費者志向経営の取組をアピールするに当たっては、
単に取組を進めていることのみならず、それを通じてどのように商品・サービス内容
の改善につなげているのかを具体的に示すことが重要であると考えられます。

消費者志向経営に関する消費者の意識
C O L U M N 9

【ID3093】消費者志向経営の推進への取組.xlsx

【図表】　消費者志向経営の推進において重要だと思う取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「事業者が消費者志向経営を推進するに当たって、どのような取組が特に重要だと思いますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3．「無回答」（1.0%）を除く。
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5040302010

その他 （N＝6,053、M.T.＝350.0％）

消費者からの意見・要望・苦情を社内で共有し、
事業活動にいかす

高齢者や障がい者に配慮した商品などの開発や
わかりやすい情報提供を行う

消費者トラブル発生時に、関係部門が連携して
対応する

消費者の安全・安心に関するリスク情報が
経営者に届く体制を整備する

消費者への情報提供や双方向での
コミュニケーションに取り組む

消費者対応の改善を図るための社内研修などを
実施する

特にない

経営者が消費者志向の経営方針を内外に発信する

消費者団体や消費生活センターと情報交換を行う

環境に配慮した商品開発や取組を行う

法令などの遵守を徹底するための体制を整備する

図表Ⅰ-2-4-16 消費者志向経営への関心

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、事業者による消費者を重視した事業活動（消費者志向経営）に関心がありますか。」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。

0.8

20.437.431.99.5

関心がある（計）　41.5％ 関心がない（計）　57.8％

関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答

全体
（N＝6,053）

（％）
1000 80604020

79�）特に若年層の関心が低くなっており、年齢層が高くなるほど関心があるとの回答が増える傾向にある。
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　本文で指摘したとおり、事業者による消費者志向経営への取組全般に対する消費者
の関心は、現状では必ずしも高いとはいえませんが、消費者庁「消費者意識基本調査」
（2018年度）で、消費者志向経営の具体的な取組のうちどのようなものが特に重要だ
と思うかを聞いたところ、「消費者からの意見・要望・苦情を社内で共有し、事業活
動にいかす」、「高齢者や障がい者に配慮した商品などの開発や分かりやすい情報提供
を行う」、「消費者トラブル発生時に、関係部門が連携して対応する」、「消費者の安全・
安心に関するリスク情報が経営者に届く体制を整備する」などの項目を回答する割合
が高くなっています。このように、消費者は品質の向上や安全・安心の確保等、商品・
サービス内容の改善につながる具体的な取組を重視している姿がうかがえます【図表】。
　また、これに続けて、価格等他の条件が同じ場合、事業者が消費者志向経営に積極
的に取り組んでいるかどうかは商品やサービスの選択にどの程度影響するかを聞いた
ところ、「影響する」という回答が７割以上となっています（「かなり影響する」と「あ
る程度影響する」の合計71.5％）。
　このことから、消費者に対して消費者志向経営の取組をアピールするに当たっては、
単に取組を進めていることのみならず、それを通じてどのように商品・サービス内容
の改善につなげているのかを具体的に示すことが重要であると考えられます。

消費者志向経営に関する消費者の意識
C O L U M N 9

【ID3093】消費者志向経営の推進への取組.xlsx

【図表】　消費者志向経営の推進において重要だと思う取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「事業者が消費者志向経営を推進するに当たって、どのような取組が特に重要だと思いますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3．「無回答」（1.0%）を除く。

50.6

43.5

43.1

41.4

28.7

28.4

25.4

24.2

23.9

21.8

17.3

0.9

0 60
（％）

5040302010

その他 （N＝6,053、M.T.＝350.0％）

消費者からの意見・要望・苦情を社内で共有し、
事業活動にいかす

高齢者や障がい者に配慮した商品などの開発や
わかりやすい情報提供を行う

消費者トラブル発生時に、関係部門が連携して
対応する

消費者の安全・安心に関するリスク情報が
経営者に届く体制を整備する

消費者への情報提供や双方向での
コミュニケーションに取り組む

消費者対応の改善を図るための社内研修などを
実施する

特にない

経営者が消費者志向の経営方針を内外に発信する

消費者団体や消費生活センターと情報交換を行う

環境に配慮した商品開発や取組を行う

法令などの遵守を徹底するための体制を整備する
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　2017年７月に開設した新未来創造オフィ
スでは、徳島県等の協力の下、各種プロジェ
クトに取り組んでいます。全国展開を見据
えたモデルプロジェクトとしては、若年者向
け消費者教育や高齢者等の見守りネット

ワークの構築等、基礎研究プロジェクトと
しては、若者の消費者被害の心理的要因か
らの分析、障がい者の消費行動と消費者ト
ラブルに関する調査等を実施し、成果を上
げてきました（図表Ⅰ-2-4-17）。新未来創
造オフィスでの取組で得られた成果や検証
結果等を踏まえて、全国展開へつなげ、全
国の消費者のためになるよう役立てていく

消費者行政新未来創造オフィスの
成果の全国展開

図表Ⅰ-2-4-17 新未来創造オフィスにおける主なプロジェクトの成果と課題

 プロジェクト名 地方及び全国の消費者行政の進化に資する成果 今後取り組むべき課題

若年者向け
消費者教育の取組

・ 徳島県内の全ての高等学校等において「社会へ
の扉」を活用した消費者教育の授業の実施

・ 「「社会への扉」を活用した授業実践報告会」の
開催

・ 各高等学校等における「社会への扉」の活用の
ポイントをまとめた事例集や、授業の実施効果
に関する高校生へのアンケート調査結果の公表

・ 「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」に基づき、2020年度までに全ての
都道府県の全高校で実践的な消費者教育の実施

・ 徳島県において開催した授業実践報告会を参考
に、全国の状況を踏まえて、推進が遅れている
地域で報告会を開催

見守りネットワーク（消
費者安全確保地域協議
会）の構築

・ 全国で初めて人口 5万人以上の全市町で協議会
を設置

・ 2018年度末までに県内全市町村においても設置
・ 設置加速のポイントを含む事例集の作成

・ 事例集を活用した協議会設置の全国展開
・ 協議会が有効に機能しているかの検証、活性化
方策の検討、事例収集

食品ロスの削減

・ 徳島県内のモニター家庭において食品ロス削減
の取組の効果を調査し、その結果を活用して、
イベントにおけるパネル展示及び啓発用パンフ
レット更新を実施

・ 実証事業の取組及び結果を基に、新たな啓発資
材を作成し、全国の地方公共団体へ配布すると
ともに、消費者が食品ロスを理解し、削減の取
組に利用できるようウェブサイトを充実

・ 家庭での食品の保管と食品ロスに着目したヒア
リングを実施

子どもの事故防止
・ 子供の事故防止に関する意識・行動について、
子供の発達段階に応じた調査を実施し、報告書
を公表

・調査結果の詳細な分析
・ 調査結果を踏まえた関係機関との連携した有効
策の展開

栄養成分表示等の活用に
向けた消費者教育

・ 藍住町等徳島県内での検証結果を基に、地域で
実践する際のポイントをまとめた実施要領を作成

・ 栄養成分表示に係る地方公共団体・事業者団体
の支援状況についての照会結果を公表

・ 実施要領を活用した取組を全国的に実施
・ 地方公共団体等における栄養成分表示を活用し
た消費者教育の実態把握

消費者志向経営（愛称：
サステナブル経営）の推
進

・ 消費者志向経営を推進する地方組織として「と
くしま消費者志向経営推進組織」を設立

・ 県内30事業者が「消費者志向自主宣言・フォロー
アップ活動」に参加（2019年 4 月末時点）

・ 徳島県内における消費者志向経営推進の取組の
拡大

・ 徳島における取組を参考にしながら、近隣県へ
消費者志向経営の推進の取組を展開

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

・ 県内の全地方公共団体で通報受付窓口（内部・
外部）を整備

・ 県内全市町村共通の通報受付窓口（外部）を整備
・ 県内の事業者団体内に共通の通報受付窓口を整
備・運用

・県が職員向けに独自のeラーニング教材を作成
・ 県が民間事業者向け通報対応マニュアルを作成・
公表

・ 市区町村の通報受付窓口整備の全国展開
・ 事業者の内部通報窓口の普及・啓発（窓口設置
のメリットや認証制度を積極的に紹介）

障がい者の消費行動と消
費者トラブルに関する調査

・ これまであまり例のなかった障害者本人及び支
援者に対する消費行動と消費者トラブルに関す
るアンケート調査を実施し、その実態を明らか
にするとともに、報告書を公表

・ 消費者トラブルの詳細をヒアリングにより収集
し、未然防止・早期解決のための事例集を公表

・ 徳島県や岡山県を中心に、事例集を使った出前
講座を行い、その経験と知見を基に、講義の手
引き等の作成を検討

・ 徳島県や岡山県を中心に、障害者団体及び障害
者施設へ消費生活センターの周知・啓発活動を
実施

若者の消費者被害の
心理的要因からの分析

・ アンケート調査（全国 1万人規模）及びヒアリ
ング調査を実施し、検討会報告書を公表

・ 購入・契約に至りやすい「リスキーな心理傾向」
を測るチェックシート等を作成・公表

・ 若者の消費者被害防止に役立てるため、検討会
の成果について県内にとどまらず広く周知・広
報を実施し、若者に向けてパンフレットや各種
チェックシート等を普及
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ことが必要です。また、基礎研究プロジェ
クトについても、消費者の実態を踏まえ、よ
り効果的な政策を立案していくために、得
られた成果を役立てていくことが必要です。

　これまで述べてきたように、消費者政策
をより効果的なものにするための課題は山
積していますが、消費者庁及び消費者委員
会は設置当時の理念を踏まえつつ、これら
の課題に着実に取り組んでいくことが求め
られます。
　まず何よりも、消費者行政一元化による
シナジー効果を最大限に発揮して、組織体
制の効率的な運用を行うとともに、行政組
織の肥大化を回避することに留意しつつ、
真に必要な組織体制の拡充を行うことが必
要です。そのためには、少ない人員で最大
限の効果を発揮する「機動的に活動できる
賢い組織」であることを目指し、多様なバッ
クグラウンドを有する職員や、関係府省庁、
民間の専門家の力を結集して、消費者問題
への対応における高い専門性を発揮してい
かなければなりません。

　また、小さな組織で幅広い消費者問題に
対応するためには、関係機関との効果的な
連携・協力関係を構築することが不可欠で
す。国民生活センター・全国の消費生活セ
ンター等による消費生活相談窓口のネット
ワーク、地方公共団体、関係府省庁、消費
者・事業者による団体等、あらゆる関係機
関と効果的に連携・協力して、山積する諸
課題に立ち向かうことが、今後の消費者行
政において必要となります。
　最後に、消費者庁及び消費者委員会の真
価を発揮することが重要です。消費者庁は
「消費者を主役とする政府の舵取り役」と
しての機能を担うのに対して、消費者委員
会は政府の消費者行政全般に対する監視役
としての機能を果たします。消費者庁を始
めとする政府の消費者政策に消費者の意見
を反映し、透明性を確保するためには、消
費者委員会によるチェック機能が重要で
す。他方、幅広い消費者問題に対して各府
省庁横断的に取り組むためには、消費者庁
と消費者委員会による連携した取組が有効
といえます。チェック機能による適度な緊
張関係の中で両組織が適切に連携すること
によってこそ、消費者庁及び消費者委員会
の真価が発揮されると考えられます。

消費者庁及び消費者委員会の機能
向上、真価の発揮
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　前章で示したとおり、消費者庁及び消費
者委員会はその設置後約10年の間に数多く
の課題に積極的に取り組み、消費者行政の
体制整備や消費者関連法令の整備等、多く
の懸案事項について一定の成果を上げてき
ました。しかし、第１章でも示したように、
消費者をめぐる社会経済情勢が大きく変化
し、新たな消費者問題が次々と生起する中
で、消費者庁及び消費者委員会は、設置時
に期待された役割に加えて、こうした新し
い課題に対しても果敢に挑戦していくこと
が求められます。
　第３期消費者基本計画の実施期間が2019
年度で終了することを見据え、消費者庁で
は、2020年度から2024年度までを実施期間

とする第４期消費者基本計画の策定に向け
た各種の検討が進められています80。第４
期消費者基本計画では、消費者庁及び消費
者委員会の設置時からの継続的な課題に加
えて、社会経済情勢や消費者問題の動向を
踏まえた新たな課題をしっかりと位置付け
て、次の５年、さらにはその先の10年に向
けた消費者政策の方向性を明確に打ち出し
ていくことが必要です。
　以上のような観点から、本章においては、
これまでの検討状況を踏まえつつ、今後、
消費者庁及び消費者委員会が優先的に取り
組むべきと考えられる主な課題を特定し、
次の10年に向けた消費者政策の在り方につ
いて展望していきます。

　近年における社会経済情勢の変化や消費
者問題の変遷は非常に急激であり、その将
来の動向を正確に予見することは極めて困
難といえます。一方、高度情報化、国際化、
高齢化については、今後もその傾向が続く
と考えられ、消費者政策もこれらの傾向に
対応していくことが求められるといえます。
　このため、今後の消費者政策の在り方を

考える上で避けて通ることのできない主要
な課題として、①新技術を活用した新たな
ビジネスモデルへの対応、②消費者問題の
国際化への対応、③人口・世帯構成の変化
と消費者トラブルに巻き込まれやすい消費
者の増加等への対応に加えて、④持続可能
な開発目標（SDGs）の実現に向けた貢献
といったものが挙げられます。本節では、

今後の消費者政策の在り方につ
いての展望第3章

消費者政策における新たな課題第 １節

80�）例えば、2017年10月から2019年１月までの間、消費者庁において開催された「第４期消費者基本計画のあり方に
関する検討会」においては、有識者の参画を得て計12回にわたり議論が行われ、2019年１月に報告書が取りまとめ
られた。有識者の意見を可能な限り尊重して整理された同報告書では、第４期消費者基本計画に現時点において追
加すべき視点等配慮すべき重要事項がまとめられ、今後、同報告書の内容を参考としつつ、第４期消費者基本計画
の立案が行われる予定となっている。
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それぞれの課題について概説するととも
に、今後の消費者政策の在り方を考える上
でどのような含意があるのかを考えていき
ます。

　情報通信技術の高度化等の更なる技術革
新の進展により、新しいビジネスや従来の
制度の枠組みでは捉えきれない商品・サー
ビスが出現しています。
　例えば、電子商取引関連技術の発展によ
り、これまでの実店舗での購入に代わって、
消費者取引の電子化、モバイル化が一層進
展しているほか、電子マネー、スマートフォ
ン決済、暗号資産（仮想通貨）、Fin�Tech
等の普及により、決済のキャッシュレス化
や貯蓄・資産運用手段の高度化が進展して
います。また、AI（人工知能）、IoT技術を
実装した商品・サービス（スマート家電、
自動車の自動運転、ロボット、スマートメー
ター、MaaS81等）が出現し、消費生活の
スマート化、ビックデータを活用した更に
利便性の高い商品・サービスの提供等が進
展しています。
　これらの新しい技術やビジネスは、消費
者の利便性を飛躍的に向上させるととも
に、従来からの制度・慣行や社会経済構造
の大転換をもたらす可能性を秘めていま
す。政府は、これら革新的な技術を最大限

活用して人々の暮らしや社会全体を最適化
した未来社会（Society�5.082）の実現に向
けて、未来投資戦略83に基づき各種の施策
を推進しています。消費者政策の観点から
も、消費者の安全・安心が確保されること
を前提として、消費者の利便性向上に向け
て、これらの取組を後押ししていくことが
必要です。
　他方、こうした新技術の活用拡大等を背
景として、既存の法令等が想定・対応して
いない新しいビジネスモデルが登場してき
ているほか、個人84が関わる取引形態も多
様化・複雑化しています。
　典型的な例として、電子商取引やイン
ターネット広告等のデジタル分野におい
て、GAFAに代表されるデジタル・プラッ
トフォーム（以下「PF」という。）事業者
が出現し、市場において大きなシェアを占
めていることが挙げられます。PF事業者
の特質としては、多数の個人や事業者が参
加する市場そのものを設計・運営・管理し、
商品・サービスの提供者と利用者とのマッ
チングの促進や履歴データを活用した広告
収入等により収益を得ること等が挙げられ
ますが、これにより、個々の利用者にとっ
ての利便性も大きく向上しています。例え
ば、この点について、インターネットを通
じた商品・サービス等の購入（ネットショッ
ピング）について質問した消費者庁「物価
モニター調査」（2019年３月調査）の結果
をみると、ネットショッピングのメリット

新技術を活用した新たなビジネス
モデルへの対応

81�） MaaS�（マース）とは“Mobility�as�a�Service”の略。出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段を
シームレスに一つのアプリで提供するなど、移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービ
スとして捉える概念。
82�） ICTを最大限に活用し、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステム
により、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」（「第５期科学技術基本計画」（平成28年１月閣議決定））であり、
経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会とされている。
83�）「未来投資戦略2017―Society�5.0の実現に向けた改革―」（平成29年６月閣議決定）及び「未来投資戦略2018─
「Society�5.0」「データ駆動型社会」への変革─」（平成30年６月閣議決定）。
84�）個人が関わる取引でも、売り手となる個人については既存の法令等が想定する「消費者」に当たらない場合があ
るため、本章では「個人」、「利用者」の用語も使用している。
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として、「商品・サービス等の検索が容易」
（62.1％）、「購入した商品等が指定場所（自
宅等）に配送される」（59.8％）、「店舗間
又は商品・サービス等の間での価格比較が
容易」（55.9％）、「実店舗より商品・サー
ビス等が安価」（54.2％）等が挙げられて
おり、利用頻度の高い人ほどそのメリット
を高く評価する傾向があることが分かりま
す（図表Ⅰ-３-１-１）。

　このような利点がある一方、現行の業法
規制は、PFビジネスを構成する事業分野
の一部の分野、一部のプロセスのみを規律
の対象としており、PF事業者が「全体と
しての取引システムをコントロールしてい
る点に着目」した規律とはなっていません。
　PFを介して商品やサービスを取引する
PFビジネスには、従来の既存事業者との
間で競争条件の同等性が確保されているの

図表Ⅰ-3-1-1 ネットショッピングのメリット（利用頻度別）

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」（2019年 3 月調査、確報値）により作成。
　　　　 2． ネットショッピングを利用していると答えた人に対して、「ネットショッピングのメリットはどのような点にあると思いますか。

実店舗での購買と比べて特に当てはまると思うものを、いくつでも選んでください。」との問に対する回答。

62.1

59.8

55.9

54.2

47.7

42.3

41.6

33.5

10.8

4.9

0 80
（％）

70605040302010

その他

購入・閲覧履歴等を活用した商品・サービス等のおすすめ
機能を活用できる

オンライン処理等により代金の決済が簡便

販売されている商品・サービス等の種類が豊富

購入検討時等にクチコミ・レビュー等を参照できる

実店舗では取扱いのない商品・サービス等を購入できる

実店舗より商品・サービス等が安価

店舗間又は商品・サービス等の間での価格比較が容易

購入した商品等が指定場所（自宅等）に配送される

商品・サービス等の検索が容易

全体（N＝1,708人、M.T.＝413.1%）
週に２～３回以上（N＝62人、M.T.＝487.1%）
週に１回程度（N＝211人、M.T.＝471.1%）

月に２～３回程度（N＝538人、M.T.＝460.4%）
月に１回程度（N＝517人、M.T.＝383.2%）
年に数回程度（N＝380人、M.T.＝342.4%）
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か、あるいは既存のビジネスモデルと比較
して十分な利用者保護が図られているのか
との観点から議論がなされています85。こ
の点に関し、消費者法制においては、PF
を介して商品やサービスを購入する取引で
は、PFの利用者である個人が消費者に該
当する場合、事業者と消費者の間の個別の
契約ごとに消費者契約法等が適用されるこ
ととなります。また、消費者とPF事業者
間の契約に関連しては、PF事業者とPF利
用契約を締結している限度で消費者法制が
適用されることがあり得ます。また、PF
上には個人の取引等に関するデータが集積
され、それらを分析してマーケティングに
活用するなど新たなビジネスが展開されて
いますが、これらのデータの集積がビック
データとして解析されることによって経済
的価値を生み出す側面については、法的な
検討・評価はいまだ十分ではありません。
データの取扱いやプロファイリング（購入
や検索等の履歴の活用）の在り方によって
は、消費者の人格的利益を損なうおそれが
あり、また、信用情報等のプロファイリン
グ等により消費者が経済的不利益を被る可
能性も指摘されています（図表Ⅰ-３-１-２）。

　また、PFビジネスを始めとする新たな
ビジネスモデルの発展は、従来からの事業
者対消費者（BtoC）の関係だけには収ま
らない、新たな取引形態をもたらしていま
す。PFビジネスによるマッチング機能の
向上により、個人間取引（CtoC）やシェ
アリングエコノミーの拡大等が進展し、こ
れにより、安全性に問題のある商品・サー
ビスが提供されたり、取引の当事者同士の
トラブルが生じたりするなどの問題も生じ
ています。
　このように、PFビジネスの普及は利用
者に大きな利便性の向上をもたらす一方、
利用者の契約・取引をめぐる問題の高度化・
複雑化等、新たな課題を提起しています。
消費者庁「物価モニター調査」（2019年３
月調査）において、ネットショッピングで
何らかのトラブルを経験したことがある人
にどのようなトラブルに遭ったのかを聞い
たところ、「商品・サービス等が破損・不
足等していた」（46.4％）、「表示・説明等
とは異なる内容だった」（27.1％）、「商品・
サービス等が届かなかった（利用できな
かった）」（18.3％）等の項目が多く挙げら
れていました（図表Ⅰ-３-１-３）。また、同

図表Ⅰ-3-1-2 PFビジネスの一般的構図

データがPF上に集中

PF利用企業

プラットフォーマー

消費者
（PF利用者）

PFを
介して注文

利用者間契約

おすすめ機能
エスクロー
サービス

PF
利用契約

PF
利用契約

消費者法制・業法規制の適用

PF利用規約
（定型約款）

データデー
タ

（出典）　 消費者庁「第 4期消費者基本計画のあり方に関する検討会報告書」（2019年）

85�）経済産業省、公正取引委員会、総務省「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中
間論点整理（2018年12月）
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調査において、ネットショッピングを利用
する上で事業者に期待することを聞いたと
ころ、「悪質な出店者の取り締まり強化」
（54.7％）、「決済情報を含む個人情報の厳
格な管理」（49.3％）、「トラブル時の解決・
補償対応の改善」（40.7％）、「表示・説明
内容の信頼性向上」（39.3％）等の利用者
保護に関わる項目が多く挙げられました
（図表Ⅰ-３-１-４）。
　以上から、PFビジネスを始めとする新
たなビジネスの発展には、そうしたビジネ
スの利用者にとっての利便性向上の側面と
リスクや課題の出現という側面の両方があ
ることが分かります。こうした特徴を踏ま
え、両者の適切なバランスを図りながら、
消費者に対する啓発を始めとして、消費者
政策としての施策展開を図っていくことが
考えられます。

　国際化の進展を背景として消費者問題の
国際化が進んでおり、今後についてもその
傾向が更に加速する可能性が高いと考えら
れます。また、国際化に加えて、情報通信
技術や電子商取引の急速な発展により、消
費者が国境を越えた取引を直接行うことが
更に身近になっており（第１部第１章第２
節参照。）、海外事業者とのトラブルの増加
が予想されます。
　また、2020年の東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催を控えて、訪日
外国人の増加傾向も続くと考えられます
（第１部第１章第２節参照。）。政府は、訪
日外国人旅行者数に関する目標として、旅
行者数を2020年に4000万人、2030年には
6000万人とすることを掲げているほか、そ
れらの旅行者による消費額についても、
2020年に８兆円、2030年には15兆円とする

消費者問題の国際化

図表Ⅰ-3-1-3 ネットショッピングでのトラブル

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」（2019年 3 月調査・確報値）により作成。
　　　　 2． ネットショッピングで何らかのトラブルに遭ったことのある人に対して、「あなたは実際にどのようなトラブルに遭われましたか。」

との問に対する回答（複数回答）。

46.4

27.1

18.3

15.0

7.3

6.4

3.8

2.2

11.2

0 80
（％）

70605040302010

その他

表示されている価格よりも高い金額を請求された

クレジットカード情報の流出等により金銭的被害を
被った

返品・補償等をめぐりトラブルが生じた

個人情報の流出や不適切な取扱い等があった

非正規（偽物や粗悪品等）の商品・サービス等が
届いた（提供された）

商品・サービス等が届かなかった（利用できなかった）

表示・説明等とは異なる内容だった

商品・サービス等が破損・不足等していた

全体（N＝865人、M.T.＝137.7%）
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こと等を目指していますが86、これに伴い、
外国人旅行者による消費者トラブルの増加
も予想されます。
　さらに、近年、日本に在留する外国人の
数は増加傾向にあり、外国人労働者の受入
れ拡大等に伴い、今後も日本に在留する外
国人の数が増加することが見込まれます。
これらの人々も、日本国民と同様に消費者
トラブルに遭遇することもあることから、
在留外国人に関する消費者問題への対応の
必要性も増加していくと考えられます。
　以上のような状況を踏まえ、国民生活セ

ンターにおいて設置・運用されている越境
消費者センター（CCJ）や「訪日観光客消
費者ホットライン」の役割はますます重要
となっていくことが見込まれます。加えて、
消費者・生活者としての外国人からの相談
に対応するため、各地方公共団体の消費生
活センター等における対応能力向上が必要
と考えられます。

図表Ⅰ-3-1-4 ネットショッピングを利用する上で事業者に期待すること

（備考）　 1． 消費者庁「物価モニター調査」（2019年 3 月調査・確報値）により作成。
　　　　 2． 「今後、あなたがネットショッピングを利用する上で事業者に期待することは何ですか。」との問に対する回答（複数回答）。

54.7

49.9

49.3

40.7

39.3

38.8

34.4

30.2

30.0

27.0

26.7

23.1

17.0

14.7

9.1

2.1

0 80
（％）

70605040302010

その他

購入・閲覧履歴等を活用したおすすめ機能の充実

決済方法の多様化

複雑な利用規約や販売条件の簡素化

購入した商品・サービス等の配送（提供）方法の充実

購入・閲覧履歴等の個人情報の内容確認や削除等を
依頼できる仕組み

提供した個人情報の利用方法の透明性向上

商品・サービス等の検索機能の利便性向上

購入検討の参考となる情報や画像等の充実

商品・サービス等のラインナップのさらなる充実

不要な広告の削減

表示・説明内容の信頼性向上

トラブル時の解決・補償対応の改善

決済情報を含む個人情報の厳格な管理

購入による特典（ポイントや割引）の充実

悪質な出店者の取り締まり強化

主に消費者保護等に関連した項目
主に利便性の向上等に関連した項目

（N＝1,831、M.T.＝487.0%）

86�）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）
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　日本は既に超高齢社会の段階に突入した
といわれていますが、今後、高齢化の度合
いが更に加速することは確実です。これと
同時に核家族化、単身世帯化等の世帯構成
の多様化、経済的格差の拡大、地域住民の
減少・過疎化等が進んでおり、単身高齢者、
障害者、貧困世帯、買物弱者、情報弱者等
の社会経済の変化に順応できずに取り残さ
れる消費者が増加する可能性が高いと考え
られます。
　また、2022年４月から成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられることに伴い、18歳
及び19歳の若者については未成年者契約取
消権を行使できなくなるため、消費者トラ
ブルに巻き込まれる危険性が高まることが
指摘されています。
　これらの自立困難で孤立しがちな消費
者、あるいは社会的経験に乏しい消費者は、
消費者トラブルに巻き込まれる傾向が高
く、こうした消費者を保護するための施策
やその自立を支援するための取組の重要性
は今後ますます高まるといえます。

　2015年９月に国連の持続可能な開発サ
ミットにおいて「持続可能な開発目標
（SDGs）」が採択されました。2030年まで
に、「持続可能（サステナブル）」で、「誰
一人取り残さない」社会の実現を目指すこ
とが国際目標とされています。日本政府と
しても、2016年12月に「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」ことを基本的なビジョンと
する「SDGs実施指針」を策定し、八つの
優先課題と具体的施策を示して取組を推進
しています。
　全ての人は消費者であり、消費者の活動
規模は社会経済活動全体の中で大きな割合
を占めます。SDGsが目指す持続可能で包
摂的な社会の実現のため、消費者政策の果
たす役割は小さくないといえます。消費者
庁としても、全ての消費者が安全・安心で
豊かに暮らすことができる社会を実現する
という使命の下、消費者基本計画に基づき
様々な施策を推進しているところですが、
SDGsの実現に寄与するとの観点からの取
組を今後更に強化していく必要があります
（図表Ⅰ-３-１-５）。

人口・世帯構成の変化と消費者トラブ
ルに巻き込まれやすい消費者の増加

持続可能な開発目標（SDGs）の
実現に向けた貢献
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図表Ⅰ-3-1-5 持続可能な開発目標（SDGs）の推進と消費者政策

　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「持続可能な開発目標（SDGs）」は、経済・社会・
環境をめぐる広範な課題について、全ての関係者の役割を重視し、「誰一人取り残さない」世界の実現を目指す国
際目標です。
　消費者庁は、この国際目標の達成に寄与するため、安全・安心で豊かに暮らすことができる社会を実現するとい
う使命の下、消費者基本計画に基づき、様々な施策を推進しています。

消費者基本計画における主な施策

① 消費者の安全の確
保

② 表示の充実と信頼
の確保

③ 適正な取引の実現 ④ 消費者が主役となっ
て選択・行動できる
社会の形成

⑤ 消費者の被害救済、
利益保護の枠組みの
整備

⑥ 国や地方の消費者行
政の体制整備

　事故の未然防止、
発生時の拡大防止な
ど消費者の安全の確
保に向けて、消費者
事故の情報収集・公
表や消費者への注意
喚起に取り組んでい
ます。

〈関連するSDGs〉

　景品表示法の普及
啓発・厳正な運用、
食品表示による適正
な情報提供・関係法
令の厳正な運用など
に取り組んでいます。

〈関連するSDGs〉

　高齢化、情報化の
進展など消費者を取
り巻く環境の変化を
踏まえ、取引の適正
化に向けた対応を
図っています。

〈関連するSDGs〉

　エシカル消費の普及
啓発を始め、ライフス
テージに応じた体系的
な消費者教育の推進を
図るとともに、食品ロ
スの削減、消費者志向
経営の推進などに取り
組んでいます。

〈関連するSDGs〉

　消費者の被害救済の
ための体制の充実を図
るとともに、高度情報
通信社会やグローバル
化の進展に対応した消
費者利益の擁護・増進
を図っています。

〈関連するSDGs〉

　消費者庁が消費者行
政の司令塔の役割を果
たすとともに、どこに
住んでいても質の高い
相談を受けられる体制
整備や高齢者等の見守
りネットワークの構築
に取り組んでいます。

〈関連するSDGs〉

持続可能な開発目標（SDGs）の推進と消費者政策
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　今後の消費者政策は、以上のような新た
な課題に適切に対処していくことが必要と
なりますが、その在り方を検討するに当
たっては、今後の消費者政策の方向性につ
いて消費者自身がどのように考えているの
かを確認しておくことが有益です。
　以下では、消費者庁「消費者意識基本調
査」（2018年度）の結果を基に、今後の消
費者政策の在り方に関する消費者の意識を
紹介します（図表Ⅰ-3-2-1）。
　まず、法令による事業者の規制や消費者
保護の在り方に関わる設問への回答をみる

と、「①自由な市場の形成を通じて消費者
の利便性を向上させるため、できるだけ事
後チェックに徹すべき」との項目に対する
受け止めは、「そう思う」（「そう思う」＋「あ
る程度そう思う」。以下同じ。）が45.9％、「そ
う思わない」（「あまりそう思わない」＋「そ
う思わない」。以下同じ。）が11.2％と、「そ
う思う」が「そう思わない」を上回ったも
のの、「どちらともいえない」と回答する
人も40.3％を占めました。
　他方、「②事業者を事前規制することで、
消費者に害が及ばないようにすべき」との

今後の消費者政策の方向性に関する消費者の意識第 ２節

図表Ⅰ-3-2-1 消費者政策の在り方について

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者行政の在り方についての考え方として、以下の項目についてどのように思いますか。」との問に対する回答。
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908070605040302010

⑦消費者・事業者・行政間の信頼関係や
協働を促進すべきだと思う

⑥事業者による消費者被害を抑止するため、
消費者団体の活動を支援すべきだと思う 

⑤消費者による消費活動が社会や環境へ与える
影響について啓発すべきだと思う

④消費者が自ら考え、自主的かつ合理的な意思決定が
できるよう支援すべきだと思う

③消費者被害に遭いやすい人たちへの保護を
強化すべきだと思う

②事業者を事前規制することで、消費者に害が及ばない
ようにすべきだと思う

①自由な市場の形成を通じて消費者の利便性を向上させ
るため、できるだけ事後チェックに徹すべきだと思う

法令による事業者の規制や消費者保護の在り方

消費者等への支援や啓発の在り方

消費者・事業者・行政間の協働促進の在り方

そう思う
あまりそう思わない そう思わない 無回答

ある程度そう思う どちらともいえない

45.9 11.2

74.0 3.8

4.7

3.9

4.2

5.6

3.2

75.4

66.6

63.4

58.5

70.1
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項目に対する受け止めは、「そう思う」が
74.0％、「そう思わない」が3.8％、「③消費
者被害に遭いやすい人たちへの保護を強化
すべき」との項目に対する受け止めは、「そ
う思う」が75.4％、「そう思わない」が4.7％
と、それぞれ「そう思う」が「そう思わな
い」を大きく上回りました。
　この結果については、様々な解釈があり
得ますが、それぞれの項目に対する回答を
総合的に評価すると、規制緩和等による経
済の活性化、消費者の利便性向上と消費者
保護との間で適切なバランスを確保するこ
とが必要であること、消費者の利益の擁護
及び増進を目的とする消費者政策の在り方
としては、特に消費者被害に遭いやすい消
費者の保護等の面において、事後的な対応
のみにとどまらず、より積極的な対応を求
めているものと考えられます。
　次に、消費者被害の抑止や消費者の自立
促進等のための消費者等への支援や啓発の
在り方に関わる設問への回答をみると、「④
消費者が自ら考え、自主的かつ合理的な意
思決定ができるよう支援すべき」との項目に
対する受け止めは、「そう思う」が66.6％、「そ
う思わない」が3.9％、「⑤消費者による消費
活動が社会や環境に与える影響について啓
発すべき」との項目に対する受け止めは、「そ
う思う」が63.4％、「そう思わない」が4.2％、
「⑥事業者による消費者被害を抑止するた
め、消費者団体の活動を支援すべき」との
項目に対する受け止めは、「そう思う」が
58.5％、「そう思わない」が5.6％と、いずれ

も「そう思う」が「そう思わない」を上回っ
ており、総じて消費者の利益を擁護・増進
する観点からの支援に対する期待が高いこ
とがうかがえます。ただし、「どちらともい
えない」との回答もそれぞれ３割前後を占
めています。
　また、消費者・事業者・行政間の協働促
進の在り方に関わる設問への回答をみる
と、「⑦消費者・事業者・行政間の信頼関
係や協働を促進すべき」との項目に対する
受け止めは、「そう思う」が70.1％と「そ
う思わない」の3.2％を大きく上回ってお
り、これまでの事業者に対する規制や消費
者等への支援に加えて、消費者問題に関わ
る当事者間の協働を促進することが、今後
の消費者政策における行政手法として重要
となると考えていることが示されています。
　さらに、より具体的に、今後の消費者政
策において、どのような課題への対応が特
に重要となると思うかを聞いたところ、回
答の多い順に、「高齢化や単身世帯化に伴
う消費者問題への対応」（73.0％）、「イン
ターネット上の利用履歴などの個人データ
の取扱いの適正化」（60.4％）、「キャッシュ
レス決済に関する消費者問題への対応」
（52.2％）、「成年年齢の引下げによる若年
消費者の消費者被害防止」（39.3％）、「在
留外国人や訪日外国人に関する消費者トラ
ブルの防止」（29.4％）等となっており、
今後の消費者政策は、このような消費者か
らの要請を十分に踏まえて推進していく必
要があります（図表Ⅰ-3-2-2）。
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図表Ⅰ-3-2-2 今後の消費者政策上、対応が特に重要となると思う課題

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「今後消費者を取り巻く環境が大きく変化する中で、消費者政策上、どのような課題への対応が特に重要になると思いますか。」

との問に対する回答（複数回答）。
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24.7
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20.8
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7.7

1.4

0 90
（％）
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無回答

特にない

その他

国境を越えた消費者取引におけるトラブルに対応
する国際的な協調

個人間売買に関する消費者問題への対応

仮想通貨に関する消費者問題への対応

人工知能や更なる情報化などの技術革新により生
じる消費者問題への対応

持続可能な責任ある消費生活の実現

在留外国人や訪日外国人に関する消費者トラブル
の防止

成年年齢の引下げによる若年消費者の消費者被害
防止

キャッシュレス決済に関する消費者問題への対応

インターネット上の利用履歴などの個人データの
取扱いの適正化

高齢化や単身世帯化に伴う消費者問題への対応

（N＝6,053、M.T.＝382.3％）
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　今後の消費者政策は、消費者からの以上
のような要請に応えるために、消費者をめ
ぐる様々な諸課題に対して積極的に挑戦
し、着実に成果を上げていく必要がありま
す。今後、消費者問題はこれまでにも増し
て多様化・複雑化していくことが見込まれ
ることから、消費者行政の一元化を通じて
整備あるいは蓄積してきた制度や知見に加
えて、新たな発想や手法も交えて取組を進
めていくことが重要といえます。

　今後の消費者政策を推進する上での留意
点として、高齢化に伴う社会保障関連支出
の増加等を背景として、財源の制約がます
ます厳しくなることが挙げられます。他の
行政分野と同様、消費者政策の推進に投入
できる行政資源には一定の制約が存在して
おり、対応すべき政策課題の増加に合わせ
て真に必要な体制の拡充を図っていくこと
は必要であるものの、組織や予算を際限な
く増やしていくことは現実的ではないと考
えられます。
　このような人的・財源的制約の中で、政
策効果を最大限に高めていくためには、政
策の優先順位付け、政策手段の割当ての最
適化や施策間の連携、他の関係機関・団体
等との連携・協力、関係団体等の積極的な
協力を引き出すためのインセンティブの活
用等、消費者政策を実施する上での行政手
法を工夫していくことが必要です。
　行政手法別にみた消費者政策の主な類型
としては、①規制的手法（行政規制、各種

ルールの整備等）、②支援的手法（消費生
活相談、注意喚起、消費者教育、情報提供、
消費者団体の活動支援等）、③協働促進的
手法（エシカル消費、消費者志向経営の推
進等）が挙げられます。これらを適切に組
み合わせることにより、消費者政策による
効果を向上させていくことが必要です（図
表Ⅰ-3-3-1）。
　この際、消費者問題は人々の日々の生活
に関わるものであり、全ての課題に対して
行政のみで対応することには限界があるこ
とから、社会保障や防災等の分野での議論
と同様に、「自助」、「共助」、「公助」の役
割分担、連携が必要となります。このよう
な点を踏まえると、消費者政策としては、
消費者行政の基盤（インフラ）となる制度
整備（一元的な消費者行政・消費生活相談
窓口の整備、消費者関連法制の整備・執行
等）、消費者トラブルに巻き込まれやすい
消費者の保護、消費者の自立支援、家族や
地域社会による見守り・助け合いの促進、
消費者団体や事業者団体等の活動支援等が
重要になると考えられます。
　また、消費者保護、消費者の自立支援に
加えて、SDGsの目標12「つくる責任、つ
かう責任」と関連して、消費者や事業者の
社会的責任の自覚を喚起するとの視点も今
後重要になるものと考えられます。
　以下では、これらを踏まえて、消費者政
策の具体的な方向性について整理していき
ます。

消費者政策の更なる進化に向けて第 ３節

今後の消費者政策の推進に関する
基本的考え方
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　新しい技術やビジネスモデルの出現に
伴って生じる課題のうち、消費者に関する
問題に対応するためには、これまでに整備
した消費者関連法制等を有効に活用すると
ともに、既存の法制等では対応できない部
分については、府省庁横断的な観点から政
策の企画立案を行い、必要に応じ、制度の
整備を図ることが求められます。
　例えば、PFビジネスについても、既存
の業法等が対応・想定していない要素が多
く含まれており、このような新たなビジネ
スモデルに対する適切な規律付けの在り方
を検討することが必要です。2018年７月か
ら、関係省庁等において、競争政策、情報
政策、消費者政策等の観点から、デジタル・

プラットフォーマーをめぐる取引環境整備
に関する検討が行われた87ほか、消費者委
員会においても、消費者保護の観点から同
様の問題について調査審議を行い、2019年
４月に提言を発出しました88。消費者行政
としても、このような新たな課題に対応す
るための取組を進めていくことが必要にな
ります。
　この際、新たな技術やビジネスモデルが
経済の活性化や消費者の利便性向上を促す
上で大きなポテンシャルを有していること
を踏まえ、規制の導入が新たなイノベー
ションの芽を摘んでしまうことのないよ
う、ビジネスの振興と利用者保護との間で
適切なバランスを図ることが重要です。こ
のため、行政規制や民事ルールによる法規
制と事業者団体による自主規制ルール等を
適切に組み合わせることも考えられ、技術

技術革新等に伴う新たな消費者問
題への対応

図表Ⅰ-3-3-1 消費者政策における行政手法の類型

※事業者と消費者の間に情報の質・量、交渉力の格差

市場

消費生活相談
注意喚起

消費者教育等

信頼向上、連携・協働

行政処分等

行政
（国、地方公共団体等）

消費者 事業者

エシカル消費
消費者志向経営の推進等

協働促進 規制支援

民事ルール

制度整備

87�）経済産業省、公正取引委員会及び総務省は、2018年６月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、プラッ
トフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備のために、基本原則を定め、これに沿った具体的措置を早急
に進めるべきものと定められたことを踏まえ、学識経験者等から成る「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引
環境整備に関する検討会」を2018年７月に立ち上げて、同検討会によって取りまとめられた中間論点整理を踏まえ、
同年12月に「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定した。その後も同検
討会における検討が行われ、2019年５月に「取引環境の透明性・公正性確保に向けたルール整備の在り方に関する
オプション」及び「データの移転・開放等の在り方に関するオプション」が取りまとめられ公表された。
88�）2018年４月に「オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会」を設置。消費者委員会
として、「プラットフォームが介在する取引の在り方に関する提言」を発出。
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革新やビジネスの動向、消費者被害の状況
等に速やかに対応可能な、柔軟で実効性の
ある枠組みの構築が重要となります。

　高齢者や若者、障害者等の消費者被害に
遭いやすい消費者を保護することは、消費
者政策において優先度の高い課題といえま
す。悪質な事業者に対する迅速かつ厳正な
法執行を始めとして、消費者行政が有する
あらゆる手段を活用して、守るべき消費者
をしっかり守ることが必要です。
　その際に基本となるのは、消費生活相談
窓口へのアクセスをより良くして、誰もが
相談しやすい環境を整備することです。そ
のため、消費者ホットライン（188）の認
知度向上に一層取り組むとともに、自ら相
談しにくい人向けのアウトリーチ型の相談
支援、相談窓口へのAIの導入、対面や電
話相談がしにくい人向けのチャットやSNS
等文字による相談対応等、多様化・複雑化
する消費者問題にきめ細かく対応するため
の機能向上、体制強化を図っていくことへ
の要請が高まっています。
　また、潜在的な消費者被害を把握するた
めには、行政による対応だけでは限界があ
り、関係機関・団体や地域の関係者との連
携・協力が不可欠です。特に、現時点では、
低い水準にとどまっている消費者安全確保
地域協議会の設置率（2019年３月末時点で
209自治体）が大きな課題といえます。各
地域における福祉、医療、警察、消防・防
災等の関係部局や関係団体、法律家等の専
門職団体や消費者団体、NPO、事業者等
の関係者による連携・協力体制を整備する
ことにより、孤立しがちな消費者をしっか
りと見守り、消費者被害を抑止していく必

要があります。消費者庁や各地方公共団体
の消費者行政担当部局は、消費者行政の推
進主体として、消費者被害に遭いやすい消
費者を把握し、保護するための仕組みの整
備や、関係者間の連携・協力体制の構築に
おいて、リーダーシップを発揮していかな
ければなりません。
　さらに、被害に遭ってしまった消費者を
救済するための仕組みの実効性を向上する
ことも重要です。そのためには、消費生活
相談窓口における事業者とのあっせん、国
民生活センター等における裁判外紛争解決
手続（ADR）、オンラインでの裁判外紛争
解決手続（ODR）、特定適格消費者団体が
行う被害回復裁判手続等を活用していくこ
とも有効な手段といえます。
　なお、訪日外国人旅行者や日本に在留す
る外国人も、言語や生活習慣の違い等から、
消費者トラブルに巻き込まれやすい消費者
と位置付けられます。国民生活センターの
「訪日観光客消費者ホットライン」の機能
向上、各地方公共団体の消費生活センター
等における外国人からの相談への対応能力
向上等を通じて、外国人の消費者被害の抑
止・救済にも対応することが求められます。

　消費者被害の抑止を図る上で最も効果的
な方法の一つは、消費者教育等により、消
費者が自主的かつ合理的に行動できる自立
した消費者になるよう支援することです。
特に、2022年４月からの成年年齢の引下げ
を控えて、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、実践的な消費者教育の実施が喫
緊の課題となっており、学校教育等を通じ、

消費者被害に遭いやすい消費者の
保護・救済

消費者の自立支援と社会的責任の
自覚の促進
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消費者教育が確実に実施される環境を整備
する必要があります。
　全国で実践的な消費者教育を行うために
は、国及び地方公共団体において、多様な
関係機関との連携・協働の下に、効果的に
取組を推進することが重要です。そのため
には、消費者行政の司令塔である消費者庁
と、教育行政を担っている文部科学省との
緊密な連携を前提に、全国の消費者行政部
局、教育委員会を始めとした教育部局や学
校の教員、消費者問題の専門家である消費
生活相談員や消費者団体、また、弁護士等
の消費生活に関わる専門知識を有する人材
との連携・協働を図ることが重要です。そ
のため、地域の多様な主体間のネットワー
ク化を図り、連携・協働を実現するための
結節点としての役割を担う消費者教育推進
地域協議会の設置を推進し、また、消費者
安全確保地域協議会による見守り活動とあ
いまって、地域における消費者教育に関わ
るあらゆる主体間の連携関係を構築するこ
とが重要といえます。
　また、近年においては、事業者や行政等
に対する消費者の過剰な要求が問題とされ
る例も多く、このような課題の解決に当
たって、公正で健全な市場への参加者とい
う自覚を促す消費者教育の役割に期待する
意見もあります。
　さらに、消費者教育は、消費者市民社会
の形成に参画し、その発展に寄与すること
ができる消費者の育成を目指し、行われる
ものです89。つまり、消費者の日々の意思
決定や行動が、総体として経済社会の発展
や持続可能な社会を形成する上で大きな役
割を果たすことを認識し、社会の一員とし
て行動する消費者を育成するものです。こ

の点で、SDGsの目指す「誰一人取り残さ
ない」持続可能な世界を実現するためには、
全てのステークホルダーが共通の目標を共
有し、連携して行動することが必要である
ことが、SDGsの目標1790に示されていま
す。同様に、誰にとっても等しく豊かな消
費社会を構築するためには、消費者、事業
者、地方公共団体、国等の全ての関係者が
連携して協働することが重要であり、この
中でも、消費者自身の「当事者」としての
自覚と行動が重要であることに目を向ける
のが、「消費者市民社会」の概念です。
SDGsが目指す持続可能な社会、すなわち
消費者市民社会の実現に向けては、エシカ
ル消費の普及・啓発を含む消費者教育の取
組を積極的に推進していくことが必要です。

　消費者政策上、消費者と事業者は対概念
として議論されることが多いですが、実際
の社会生活においては両者の利益が一致す
る点は多いといえます。健全な市場の実現
による消費者の安全・安心の確保、消費の
拡大による経済の好循環の実現等は、多く
の良識的な消費者、事業者が共有する重要
な価値の一つであり、このような共有価値
の実現・拡大のために、消費者、事業者、
行政間の信頼向上、連携・協働の促進を図っ
ていくことが重要です。このような官民連
携は、人的資源や専門的知見等において行
政資源の制約に直面する消費者行政を制度
的に補完するものであり、民間の力を活用
しながら消費者政策をより充実させる有効
な方法といえます。

消費者、事業者、行政間の信頼向
上、連携・協働の促進

89�）消費者教育推進法第２条第１項、第２項
90�） SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」
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　今後、SDGsの実現が大きな政策課題と
なる中で、従来からの規制的手法による政
策よりも、支援的手法や協働促進的手法の
方が問題解決に資する場面が増えてくるこ
とも考えられます。SDGsの実現を軸とし
て、消費者（団体）、事業者（団体）、行政
等の関係者が、中長期的な視点から実現す
べき消費者政策上の共通価値を設定し、そ
の実現に向けて積極的に連携・協働するこ
とが求められます。
　このような取組による効果を高めるため
には、消費者や事業者による自主的な行動
や消費者政策への協力を引き出すための仕
組み、インセンティブの在り方が重要とな
ります。このために有効な手段の一つとし
て、エシカル消費と消費者志向経営の一体
的な推進が挙げられます。消費者が社会的
責任を自覚して、自主的かつ合理的な選択
（エシカル消費等）を行うためには、消費
者にとって安全・安心な商品・サービスを、
事業者が持続可能な生産・流通方法で提供
することが必要です。このように社会的責
任を自覚し、消費者全体の視点を持った経
営（消費者志向経営）を行っている事業者
が、消費者を始めとする社会全体から評価
され、企業価値が高まるという好循環の仕
組みを作っていくことが求められます。
　また、公益通報者保護制度の普及は事業
者による法令遵守を促す上で有効な手段で
す。特に、事業者におけるコンプライアン
ス経営の推進や安全・安心な商品・サービ
スの提供を通じた健全な事業遂行を確保す
る上では、内部通報制度が重要な要素とな
ります。そこで、民間事業者向けガイドラ

インにのっとり実効性の高い内部通報制度
を適切に整備・運用している事業者が、消
費者や投資家等のステークホルダーから高
く評価される社会環境の醸成に資する仕組
みとして、2019年２月から内部通報制度認
証（自己適合宣言登録制度）を導入したと
ころであり、今後、同制度が事業者によっ
て積極的に活用されることが望まれます。
　これらの仕組みを、中小企業を含む事業
者全般に普及・促進することにより、事業
者における自主的取組や自浄作用の発揮が
進み、消費者政策の目的の達成に貢献する
ことが期待されます。

　これまで、専ら国内的な観点から課題を
検討してきましたが、消費者政策の更なる
進化を図っていくため、今後も継続的に、
国際機関における議論や海外の主要国にお
ける消費者政策の動向に目配りしていくこ
とが必要です。
　消費者庁は、長年にわたり、経済開発協
力機構（OECD）の消費者政策委員会（CCP）
副議長国の一国を務めているほか、下部機
関の製品安全作業部会においては、2016年
から2018年まで議長を務め、各国の消費者
政策の動向について情報収集を行うととも
に、国際的な議論に積極的に参加していま
す。このような国際的議論や各国の政策に
は日本の消費者政策の企画立案にも参考と
なる貴重な情報が多く含まれています91。
こうした先進的な取組に学び、消費者政策

国際的な連携・協力の強化

91�）例えば、OECDでは、2016年、電子商取引の急速な拡大やSNSの普及等の進化を踏まえて、「電子商取引における
消費者保護に関するOECD理事会勧告」を改訂し、この実効性を確保するため、オンライン広告のグッドプラクティ
スガイドを策定したほか、オンラインの消費者レーティング及びレビュー等についてもグッドプラクティスガイド
を策定するため議論が行われている。また、安全面においては、製品リコールに行動洞察の知見を活用するための
ポリシーガイダンスについて議論が行われている。

第
１
部

第
３
章
　
第
３
節
　
消
費
者
政
策
の
更
な
る
進
化
に
向
け
て

133



の企画立案にいかしていくこと、すなわち
世界の「ベストプラクティス」に学ぶ姿勢
が今後ますます重要になると考えられます。
　また、日本の消費者政策についても、消
費生活相談窓口を通じた相談対応や一元的
な情報収集等、他国に誇れる取組を、積極
的に発信していくことが重要です。
　このような業務を着実に行うためにも、
海外政府・機関との連携・協力、国際業務
に携わる人材の育成や体制強化が重要とな
ります。
　なお、2019年に開催されるＧ20サミット
首脳会議92（６月、大阪市）のサイドイベ
ントとして、Ｇ20消費者政策国際会合（９
月、徳島市）を開催することとしており、
このような機会を捉えて、日本の消費者政
策を世界に向けて積極的にアピールしてい
くことも必要です。

　今後の消費者政策は、以上のような方向
に沿って推進することが求められますが、
より具体的には、2020年度からの「第４期
消費者基本計画」において、示していくこ
ととなります。第４期消費者基本計画では、
EBPM93の考え方を踏まえつつ、消費者政策
のこれまでの成果と課題について十分な検
証・評価を行い、新たな消費者問題に対す
る方策についても検討した上で、次の５年、
更に10年の消費者政策の指針となる、明確
なビジョンを提示することが求められます。
　消費者庁及び消費者委員会は、2019年９
月に設置から10周年を迎えますが、これを
企業経営の局面に例えるならば、創業期を

終えて成長期に差し掛かったところにある
といえます。創業期においては、新組織立
ち上げ時の勢いや所要の体制整備を行うた
めの政策的な配慮等により発展することも
可能でしたが、成長期においては、その実
力によって、活路を切り拓いていくことが
求められます。
　消費者政策の更なる充実・発展を図って
いくためには、政策の企画立案能力を向上
するとともに、消費者による消費者政策へ
の理解・後押しが不可欠であるといえます。
　消費者政策の推進に対する消費者からの
後押しを高めるためには、消費者政策が消
費者の生活に身近で、日々の生活の向上に
非常に役立つものであることについて十分
な周知を行い、消費者の理解を高めていく
ことが必要です。そのために、消費者との
双方向のコミュニケーションを密にして、
その真のニーズを的確に把握するととも
に、消費者政策による具体的なメリットを
分かりやすく発信していくことが必要です。
　今後の消費者行政が目指すべき姿を、分
かりやすく、あえて端的にいうならば、
・�消費生活に関する情報が、例えば天気予
報のように、消費者の暮らしに深く浸透
すること

・�消費者トラブルが起こった際には、例え
ば110番や119番のように、頼られる存在
になること

・�また、消費者の観点から、経済の好循環
やSDGs等社会的に重要な政策目標の実
現に向けて積極的に貢献し、存在感を発
揮すること

であるといえます。消費者庁及び消費者委
員会は、このように消費者に身近で、真に必
要とされる消費者行政の実現を目指します。

むすび

92�）正式名称は「金融世界経済に関する首脳会合」
93�）Evidence-Based�Policy�Makingの略。証拠に基づく政策立案を指す。
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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、2018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、はが
きによる架空請求の問題を始めインター
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、2018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、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月に消費者庁関連三法2の一つと
して成立しました。そして同年９月、消費
者庁の設置とともに施行されています。こ

れにより、消費者事故等の発生に関する情
報が消費者庁に一元的に集約され、消費者
被害の発生又は拡大防止のための各種措置
が講じられるようになりました。
　同法における消費者事故等とは、消費者
の消費生活の安全を脅かす事業者との関係
において生じた事故等をいい、生命・身体
に影響する事案のみならず、財産に関する

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 ２ 部　消費者問題の動向及び消費者政策の実施の状況

１）国民生活センター並びに都道府県、政令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、
消費者安全法を指す。
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事態（以下「財産事案」という。）も含ん
でいます（図表Ⅱ-1-1-1、図表Ⅱ-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。なお、通知され
た重大事故は、定期的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2018年度に
消費者庁に通知された消費者事故等は１万
1616件で、2017年度の１万952件から6.1％
増で推移しています（図表Ⅱ-1-1-3）。そ
の内訳をみると、生命身体事故等が2,695
件（2017年度2,680件、前年度比0.6％増）、
そのうち重大事故等は1,159件（2017年度
1,280件、前年度比9.5％減）でした。重大
事故等を除く生命身体事故等では、2018年
度は1,536件と、2017年度の1,400件から
9.7％増加しました。また、財産事案は8,921
件（2017年度8,272件、前年度比7.8％増）
でした。財産事案は、2016年度に一旦7,000
件近くまで減少しましたが、2017年度以降

２0１8年度に通知された「消費者事
故等」は １万１6１6件

【ID2001】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.pptx

図表Ⅱ-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
務の消費者による使用等が行
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）
左に掲げるもののほか、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３号）
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増加に転じています。
　重大事故等を事故内容別にみると、「火
災」が80.8％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Ⅱ-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、2018年度には、水やぬるま湯
の中でふくらむ「カプセル入りスポンジ玩
具」が、入浴中に４歳女児の体内に入った

図表Ⅱ-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、断定的判断の提供等

事業として供給された
商品・製品の消費者に
よる使用等に伴い生じ
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・工作物の消費者
による使用等に伴い生
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Ⅱ-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。

12,078 12,282
10,186 10,952 11,616

9,172 9,385
7,281 8,272 8,921

1,658 1,593 1,619 1,400 1,536
1,248 1,304 1,286 1,280 1,1590

（件）

5,000

10,000

15,000

2014 2015 2016 2017 2018
（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
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事故を取り上げました３（図表Ⅱ-1-1-5）。
　本件は、女児に不調が続いたものの、医
療機関で原因の特定に約４か月、全身麻酔
による異物の摘出手術を行うまでに更に約
１か月と時間を要した事案です。

　消費者庁は、当該玩具は大人の目が届く
ところで遊ばせること、子供の手が届かな
いところで保管すること、及び口、鼻又は
耳に入れないように注意すること等につい
て消費者安全法の規定に基づく注意喚起を

３�）消費者庁「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生！―原因不明の不調が約４か月続き、その
後、全身麻酔で摘出―」（2019年２月15日公表）

図表Ⅱ-1-1-4 生命身体事故（重大事故等）の事故内容別の推移

（備考）　 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。

144 121 107 102
104

25
29 21 30

30

72

98
81

95

88

1,007 1,056 1,077 1,053 937

1,248 1,304 1,286 1,280
1,159

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

2014 2015 2016 2017 2018
（年度）

図表Ⅱ-1-1-5 37℃のお湯に入れたカプセルからスポンジが出てくる様子の例

（備考）　 消費者庁「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生！―原因不明の不調が約 4か月続き、
その後、全身麻酔で摘出―」（2019年 2 月15日公表）

 提供：国民生活センター

①カプセルをお湯につけた直後

③スポンジが水を吸って膨らむ

②カプセルが溶けて膨らむ

④カプセルを破ってスポンジが元の形に戻る
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行いました。
　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、2018年度は「中毒」が
52.4％で最も多くを占め、続いて「発煙・
発火・過熱」が7.0％でした（図表Ⅱ-1-1-
6）。「中毒」の内容としては、そのほとん
どが飲食店でのノロウィルスやカンピロバ
クター等による食中毒です。「発煙・発火・
過熱」は、近年減少傾向にあり、2018年度
は108件と2017年度の130件から、更に減少
しています。

　財産事案を商品・サービス別にみると、
2018年度は「商品」が46.4％で、近年の減
少傾向から、増加に転じました。一方、「サー
ビス」は52.0％となり、最高割合となった
2017年度（60.2％）から減少しました（図
表Ⅱ-1-1-7）。
　「商品」の内訳をみると、電気、ガス、
水道等の設備・器具を含む「光熱水品」が
最も多く1,270件（14.2％）と、前年の216
件（2.6％）から大幅に増加しています。
次いで「教養娯楽品」が7.1％となってい

図表Ⅱ-1-1-6 生命身体事故（重大事故等を除く）の事故内容別の推移

（備考）　 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。

1,658 1,593 1,619
1,400 1,536

455
591 603

559 623
382

275 235 130 108

821 727 781 711 805

0

（件）

500

1,000

1,500

2,000

2,500

中毒 発煙・発火・過熱 その他

2014 2015 2016 2017 2018
（年度）

図表Ⅱ-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。

9,172 9,385

7,281
8,272

8,921
896 762

153
256

149

4,112 4,814
4,052 4,978

4,635

4,164 3,809 3,076 3,038
4,137

0

（件）

2,000
1,000

4,000
3,000

6,000
5,000

8,000
7,000
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商品 サービス 他の相談
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ます（図表Ⅱ-1-1-8）。「光熱水品」の割合
が増加したのは、主に「電力・ガス取引監
視等委員会」からの通知が積極的に行われ
るようになったことによるものです。サー
ビスの内訳をみると、「金融・保険サービス」
が16.4％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11.5％となっています。
　消費者庁では、通知された情報を基に注
意喚起を実施しており、財産事案において
は2018年度に事業者名公表の注意喚起を12
件行いました（図表Ⅱ-1-1-9）。注意喚起

図表Ⅱ-1-1-8 通知された財産事案の内訳（2018年度）

（備考）　 1． 消費者安全法の規定に基づき、2018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。

教養娯楽品　7.1%

食料品　4.5%

商品一般　4.8%

住居品　3.9%
被服品　3.3%

土地・建物・設備　3.3%
保健衛生品　3.2%

他の商品　0.2%金融・保険サービス　16.4%
車両・乗り物　1.8%

運輸・通信サービス　11.5%

教養・娯楽サービス　4.4%

他の役務　5.7%

保健・福祉サービス　4.4%

内職・副業・ねずみ講　2.1%
修理・補修　1.8%

工事・建築・加工　3.2%

他の相談　1.7%

光熱水品　14.2%
レンタル・リース・貸借　0.7%

教育サービス　1.4%

その他の役務　0.3%

商品
46.4%サービス

52.0%

図表Ⅱ-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（2018年度）

手口 具体例

架空請求（ 2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。

簡単に稼げると見せかける手口
（ 8件）

「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、商品を安く仕
入れて高く売る「せどり」のノウハウ等を記載したPDFファイル（情報
商材）を販売し使用させるも、支払った金銭以上の収益を上げることは難
しい。

暗号資産（仮想通貨）を毎月稼げるとの名目で、専用のアプリケーション
ソフトを販売していたが、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。

「誰でもたった 1分で 1万円の現金をらくらくGET！」などとうたい、
アンケートに回答して報酬を得られる業務と説明するも、報酬を得られる
仕組みにはなっていない。

債務の履行遅延（ 1件）
「オーナー制度」と称して、消費者に農産物加工品等を販売し、満期が来
たら商品を買い戻す契約をしていたが、満期時に、買戻代金の支払遅延が
発生した。

偽ブランド品の販売（ 1件）
「こちらの商品はブランド、新品、工場直売です。」などと示して有名ブ
ランドの冬物衣料品を販売していたが、いずれも当該ブランドの正規品で
はなかった。
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の主な事案は、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架空請求事案や、スマ
ホをタップするだけで稼げるとの名目で、
商品を安く仕入れて高く売る「せどり」の

ノウハウを記した説明ファイル（情報商材）
を販売するなどしていたが、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
ないという事案（図表Ⅱ-1-1-10）等です。

図表Ⅱ-1-1-10 簡単に稼げると見せかける手口（情報商材の販売）の概要

○○○○がこのビジネスを考案しました

支払った金銭以上の収益を上げることは難しい

クレジット決済日までに確実に80万円は稼げます

１期生は今でも月収10万円以上を稼いでいます

LINEメッセージやウェブサイトで

「２期生だけの特別価格18,000円」などとして情報商材を販売

せどりで稼ぐノウハウ等

５万円プレゼント実施中　確実に受け取れます

電話説明の際に
「興味のある方は相談してください」
などとして、電話説明の予約へと誘導

「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などと
うたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注
意喚起

SNS等で抽選イベントを実施しているウェブサイト
に誘導

約２日後に、特別プレゼントを受け取ることができる
モニター等に当選した旨を送信し、申込み用ウェブサ
イトに誘導

せどり支援ツールのサポート等を提供する有
料コース（７万～120万円）に加入させる

実
在
し
な
い

実
際
は
う
そ

（備考）　 消費者庁「『スマホをタップするだけでお金が稼げる』などとうたい、多額
の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起」（2018年10月17日公表）より
一部改変。
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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Ⅱ-1-2-
1、図表Ⅱ-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
製品安全法の規定に基づく、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

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。

図表Ⅱ-1-2-1 生命・身体に関する事故情報の集約

（備考）　※ 1・ 生命・身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は2018年度に通知又は報告された件数、PIO-NETデータは2018年度
に受け付け2019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。

　　　　　　・ 2018年度に、PIO-NETデータについて2009年度に遡り経由相談を除いた相談件数として集計しているため、登録累計件数に変
更がある。

　　　　　　・ 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。
　　　　　　・ 2018年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、259,942件となっている。
　　　　※ 2　 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、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制

の対象となっているもの（食品・医療品・自動車等）を除く製品。

関係省庁・地方公共団体等

重大事故等の通知
［1,159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
2009年9月から2019年3月までの累積件数：239,808件※１

（2018年度登録件数：22,578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
［1,536件］

PIO-NETデータ
［12,734件］

重大製品事故
の報告［837件］

（消費生活用製品※２）

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
［6,602件］
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業者からの報告等、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。

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。

図表Ⅱ-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、各省庁等から通知され、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
の発生情報を登録しています。

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事業者から報告を受けた重大製品事故を登録して
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）

自動車メーカー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
車メーカーの設計・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、自動車メーカー等からの報告を基に記載してい
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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　商品やサービス、設備等により生命や身
体に危害を受けた、又はそこまでは至って
いないもののそのおそれがあるケース等、
危害・危険に関する消費生活相談情報は、
消費生活センター等に寄せられる相談の中
では契約トラブル等に関する相談に比べ少
数ですが、重要です。消費者庁ではそれら
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。
そのほか、危害・危険に関する情報をきっ
かけに、国民生活センター等で「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。
　2018年度の事故情報データバンクには
２万2578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
6,602件となっています。また、2019年３
月31日時点で登録されている情報は累計で

23万9808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。2018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１万2734件でした（図表
Ⅱ-1-2-3）。
　このうち、危害情報は１万175件で2017
年度の１万1306件より減少、また、危険情
報も2,559件で2017年度の3,261件より減少
しました。
　身体にけが、病気等の疾病（危害）を受

PIO-NETに収集された２0１8年度
の危害・危険情報は １万２734件

７�）2018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。

図表Ⅱ-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（2019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。

16,717
15,206 15,259 14,567

12,7345,178
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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、2018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Ⅱ-1-2-4）。
　「皮膚障害」では、化粧品等によりかゆ
みや赤みが出たといったもののほか、健康
食品を食べたら発

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、乗って
いた自転車のフレームが折れて転倒し、け
がをした、温泉施設で転倒して膝を打った
等の事例がみられます。
　「熱傷」では、脱毛エステのレーザーで
火傷を負った、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、買った衣料に針が入って
いて刺さった、外食の際に提供された食事
に混入していたガラス片等で口の中を切っ
た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、2018年度は
多い順に「過熱・こげる」、「発煙・火花」、
「破損・折損」、「異物の混入」、「機能故障」
となっています（図表Ⅱ-1-2-5）。
　主な相談内容は、「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。「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。「破損・折
損」では、自転車のフレームが折れたなど、
「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、ぶつかりそう
になったといった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
故が生じたとき、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、2018年度に報告さ
れた「重大製品事故」は837件です（図表
Ⅱ-1-2-6）。2017年度は、それまでの減少
傾向から微増に転じましたが、2018年度は、
前年比で微減となりました。

消費生活用製品安全法の規定に基づき２0１8
年度に報告された重大製品事故は837件

図表Ⅱ-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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　製品別にみると、「ガス機器・石油機器」
に関する事案が153件、「電気製品」に関す
る事案が551件、「その他」が133件となって
います。具体的には、「ガス機器・石油機器」
ではガスこんろや石油ストーブ等、「電気製
品」では電池（バッテリー）や照明器具等、
「その他」では自転車や車いす、脚立・踏
み台・はしご等に関する事案が多く報告さ
れています。

　消費者が消費生活上で生命・身体に被害
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、事業者等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、事故情報が消費者庁に寄
せられるよう、「医療機関ネットワーク事
業」を実施しています（図表Ⅱ-1-2-7）。
医療機関ネットワーク事業は、消費生活に

（ ２）医療機関ネットワーク・医師から収集された情報

図表Ⅱ-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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図表Ⅱ-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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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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、2018年度末時点で参画医療
機関数は24機関です10。
　2018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

5,791件となっています。事故のきっかけ
をみると、「転倒」（自転車での転倒等）が
1,480件と最も多く、次いで「転落」（階段、
ベッド、脚立からの転落等）が1,243件、「遊
具、家具にぶつかる等」が720件となって
います（図表Ⅱ-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

10�）2019年３月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、独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院、独立行政法人労
働者健康安全機構横浜労災病院、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
機関が重大性等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Ⅱ-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） 全国24病院

（2019年３月現在）

患者さんから
事故の情報を収集
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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、消費者庁と情報共有しています。

　収集された事故情報を分析し、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。以降では、2018年度に注意喚起
を行った事例について紹介します。

　2018年７月20日、消費者庁と国民生活セ
ンターは共同で、電池の発熱、液漏れ、破
裂による事故を防止するための注意喚起を
行いました12。
　電池13は、大変便利なものですが、使い

方を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等が起こ
ることがあり、漏れた液に触れることによ
る化学熱傷、発熱した電池に触れることに
よる熱傷、破裂で飛び散った破片によるけ
がにつながるおそれや、使用している機器
を傷めるおそれがあります。
　事故情報データバンクには、電池の液漏
れ、発熱、破裂等の事故情報が、2013年６
月から2018年６月末までの５年間で332件
寄せられています。事故の現象別にみると、
発熱が118件、液漏れが110件、破裂が84件
等となっています。
　電池は、＋極（正極）材料と－極（負極）
材料を電解液に入れることで、化学反応に
より発生した電流を取り出し利用するもの
です。日頃からよく使用されているアルカリ
乾電池は、＋極に二酸化マンガン、－極に
亜鉛が用いられ、両極間に電気を発生させ
るための電解液として、水酸化カリウム等
のアルカリ性の水溶液が使用されています。

（ 3）生命・身体に関する事故情報の事例

電池の発熱、液漏れに関する事故

12�）消費者庁・国民生活センター「電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災害用の懐中電灯やラジオの点
検を―」（2018年７月20日公表）
13�）ここでは、アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ボタン電池などの使い切りの電池をいう。

図表Ⅱ-1-2-8 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2018年度）

（備考）　 1．消費者庁資料。
　　　　 2．2018年度に収集されたもの。
　　　　 3． 2018年度から集計項目を「危害の程度」から「治療の必要性」に変更。「その他」は治療を必要とするが、転医等により詳細不明

の事例が該当。

 （単位：件）

治療を必要と
しない

治療を必要とする
死亡 合計即日治療

完了 要通院 要入院 その他

転倒 44 731 543 95 65 2 1,480
転落 53 594 373 179 44 0 1,243
刺す・切る 15 102 94 30 1 0 242
挟む 7 99 54 15 8 0 183
ぶつかる・当たる 29 419 224 30 17 1 720
さわる・接触する 10 59 98 35 0 0 202
誤飲・誤嚥 98 349 81 53 1 3 585
溺れる 0 2 3 6 0 0 11
有害ガスの吸引 0 0 0 5 0 0 5
その他 34 694 216 72 55 2 1,073
不明 3 22 16 2 4 0 47
合計 293 3,071 1,702 522 195 8 5,791
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　電池の＋端子と－端子が、間に豆電球や
モーター等がない状態で直接つながる
（ショート）と、大きな電流が発生し、発
熱が起こります。アルカリ乾電池は、－端
子が、＋端子とつながった外缶に近接して
いることから、機器の電池ボックスのばね
端子や、導電性の異物を介して、意図せず
にショートした状態となることがあります

（図表Ⅱ-1-2-9）。
　また、複数の電池を使用する機器におい
て、１本の電池の＋と－を逆に装填（以下
「逆装填」という。）すると、充電用では
ない電池が充電されてしまい、想定外の化
学反応により内部でガスが発生して圧力が
上昇し、ガスと共に電解液が漏れ出すこと
があります（図表Ⅱ-1-2-10）。

図表Ⅱ-1-2-10 逆装填されたアルカリ乾電池から液が漏れる様子

（備考）　 消費者庁・国民生活センター「電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災害用の懐中電灯やラジオの点検を―」（2018
年 7 月20日公表）

※アルカリ乾電池の逆装填
　複数の電池を接続して使用する
機器において、１本を逆装填した
状態で、豆電球に接続し、放置し
ておいたところ、逆装填されてい
たアルカリ乾電池から液漏れする
様子が確認された。

逆装填された
アルカリ乾電池 明るさは弱いものの

電球が点灯する

液漏れが発生

図表Ⅱ-1-2-9 サーモグラフィによるショートしたアルカリ乾電池の表面温度測定

（備考）　 消費者庁・国民生活センター「電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災
害用の懐中電灯やラジオの点検を―」（2018年 7 月20日公表）

※アルカリ乾電池のショート
　アルカリ乾電池の外装ラベルの一
部を剥がし、電池ボックスのばね端
子を介して、外缶（＋端子）と－端
子を意図的にショートさせたとこ
ろ、約１分後には100℃に達し、約
４分後には最高160℃に達した。な
お、このテストでは、100℃以上の
温度が、15分継続した。
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　これらのことから、①電池を装填する際
の注意（電池の向きを確かめて正しく装填
する、古い電池と新しい電池を混合して使
用しないなど）や、②装填後の注意（機器
の使用後はスイッチを切る、リモコン等の
機器を長期間使用しない場合は電池を外し
ておくなど）のほか、③金属類と一緒に電
池を持ち運んだり保管したりしない、④電
池から漏れた液に触れた場合は、すぐに大
量の水で洗い流すよう呼び掛けています。
　加えて、消費者庁は、一般社団法人電池
工業会に対し、電池の事故防止対策の推進
に、より一層取り組むよう要請を行いまし
た。同工業会は、ウェブサイトや啓発パン
フレット、夏休みの「手づくり乾電池教室」
等を通じて、電池の正しい使い方の啓発活
動を行っています。

　消費者庁は、本件事故について、消費生

活用製品安全法の重大製品事故として、
ウェブサイトに掲載しました14。
　国民生活センターでは、当該製品及び新
品の同型品を用いてテストを行い、2018年
８月16日、結果を公表しました15。
　当該製品は金属製の筆箱であり、蓋には樹
脂製の透明な窓が取り付けられていました。
被害者（10歳児）が左手で蓋を開けようとし
た際に、蓋の窓に沿った内側の縁に左手親指
の先が入り込み、皮膚の一部が削げ落ちるけ
がをしたとのことでした（図表Ⅱ-1-2-11）。
　窓と蓋は接着されておらず、指で押すと、
蓋の内側の鋭利な縁に触れてしまう構造
で、蓋の内側の縁は全周にわたって鋭利な
状態でした（図表Ⅱ-1-2-12）。
　筆箱の縁部の鋭さについて定めた国内規
格はないため、国民生活センターでは、日
本の玩具安全基準（ST基準16）及び米国の
安全規格（UL規格17）を準用して、縁の部
分の鋭利さを調べました。その結果、当該
製品及び同型品は、「人体傷害のおそれに
つながる鋭い縁部」と判定されました。

筆箱による事故

14�）消費者庁「消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について」（2018年８月10日公表）
15�）国民生活センター「鋭利な縁で指先を切った筆箱―すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に触れないでくださ
い―」（2018年８月16日公表）
16�）「ST基準」…STシャープエッジテスト専用器具に設けられた回転軸の先端に粘着PTFE（ポリテトラフルオロエ
チレン）テープを１回巻き付け、力（６N、0.61kgf）を加えながら、調べたい縁部に沿って360°回転させ、テープ
に生じた切り口の長さを測定する。
　判定基準：テープに50％を超える切れ目が確認された場合は、その縁部は“潜在的に危険な縁部”とみなす。

図表Ⅱ-1-2-11 事故時の状況（筆箱による事故）

（備考）　 国民生活センター「鋭利な縁で指先を切った筆箱―すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に
触れないでください―」（2018年 8 月16日公表）

蓋を開ける方向

けがをした箇所

左手で蓋を開けようとした際に
左手の親指の先が入りこみけがをした
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　このテスト結果を受け、発売元は当該製
品の使用中止を呼び掛け、製品回収を開始
しました。消費者庁では、消費者庁公式
Twitterで注意喚起情報を発信するととも
に、リコール情報サイトにも自主回収の情
報を掲載しました。

　マグネットボールとは「パズル」や「お

もちゃ」、「玩具」等として販売されている
球体等の磁石で、１個の大きさは直径３㎜
から30㎜程度、磁力を利用して、複数個を
つないで、平面的、立体的にいろいろな形
を作って遊ぶことができるという商品です
（図表Ⅱ-1-2-13）。
　2018年１月、「医師からの事故情報受付
窓口（ドクターメール箱）」及び医療機関ネッ
トワーク（本節（２）参照）に、幼児が複
数のマグネットボールを誤飲し、消化管に
穴があき、開腹手術等したとの事故情報が

マグネットボールに関する事故

17�）「UL規格」…ULシャープエッジテスト専用器具の先端に既定の３層テープ（内側から1.6㎜厚の黒色ビニールフォー
ム、0.8㎜厚の白色ビニールフォーム、0.076㎜厚の粘着PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）テープ）を巻き付け、
力（6.7N、0.683kgf）を加えながら、調べたい縁部に沿って往復させ、テープに生じた切り口を観察する。
　�判定基準：外側２層のテープを貫通する切り傷が生じている場合、“人体傷害のおそれにつながる鋭い縁部を持っ
ている”とみなす。

図表Ⅱ-1-2-12 事故当該品（筆箱）の概要

（備考）　 国民生活センター「鋭利な縁で指先を切った筆箱―すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に触れないでください―」（2018年 8 月
16日公表）

窓を指で押すと窓がたわむ様子
鋭利な蓋の縁
（食品を押し付けて横にずらすと切れ込んだ）

指で窓を押す
窓と蓋の間にすき間ができ
縁に触れてしまう

撮影のため樹脂製の窓は外しています

図表Ⅱ-1-2-13 強力な磁石のマグネットボール

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手
術により摘出―」（2018年 4 月19日公表）

磁力が強いため手指を挟んでもとどまるマグネットボール（例）

１辺５mm

直径５mm 直径３mm
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２件続けて寄せられました。いずれもネオ
ジム磁石をうたう強力な磁力のマグネット
ボールを複数個誤飲したもので、磁石同士
が引き合って腸壁を挟んでとどまり、腸壁
に穴をあけていたものを開腹手術により摘
出したというものでした（図表Ⅱ-1-2-14）。
　医療機関ネットワークには、上記のマグ
ネットボールの事例を含め、子供が磁石を
誤飲した、又は誤飲したと思われる事故情
報が124件寄せられています（2010年12月
以降2018年３月末日までの伝送分）。
　こうしたことを受け、国民生活センター
では、マグネットボールに関するテストを
行い、その結果を公表しました18。
　事故品のマグネットボールはいずれもイ
ンターネット通販で購入したものでした。
事故品と形状が類似していた商品及びイン
ターネット通販の大手ショッピングモール
における検索で上位に表示されたもの等か
ら32サイトについて調査したところ、30サ
イトには子供の誤飲等に関する注意表示は
ありませんでした。
　上記32サイトで販売されていたマグネッ

トボールのうち、事故品と大きさや形状の
類似する７銘柄をテスト対象として選定
し、参考品として、ホワイトボード等に用
いるフェライト磁石を含め、磁石の形状や
強さなどについてテストを実施しました
（図表Ⅱ-1-2-15）。その結果、マグネット
ボールは、２個を近づけたとき、参考品の
フェライト磁石と比較して、距離が遠くて
も引き寄せられるものでした。また、マグ
ネットボールが大きい場合や、複数個連
なった場合には、引き離すのに必要な力は
大きくなるため、誤飲した場合に腸壁を挟
んでとどまる危険性が高まると考えられま
した（図表Ⅱ-1-2-16、図表Ⅱ-1-2-17）。
　国民生活センターでは、マグネットボー
ルによる事故について注意喚起を行い、消
費者に対して、①強力な磁力のマグネット
ボールを玩具として子供に与えないこと、
②万が一誤飲した可能性がある場合には、
医師の診断を受けること、事業者に対して
は、①マグネットボールを、子供向けの玩
具として販売しないこと、②対象年齢や警
告内容を明確に記載すること等を要望して

18�）国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術によ
り摘出―」（2018年４月19日公表）

図表Ⅱ-1-2-14 マグネットボールで胃と腸
の壁が傷つけられる概念図

胃

小腸

胃の内側及び小腸の内
側から、マグネットが
互いに引き合い、胃壁・
腸壁を傷つけている

図表Ⅱ-1-2-15 テスト対象銘柄の外観写
真（マグネットボール）

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲
事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘
出―」（2018年 4 月19日公表）

参考品No.７No.６No.５

No.１ No.２ No.３ No.４
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います。さらに、インターネットショッピ
ングモールの運営事業者に対して、マグ
ネットボールが子供向けの玩具として販売
されないよう出品者の指導及び適切な管理
の協力を依頼しました。

　消費者庁では、事故情報データバンクで
も複数の事故事例がみられる高齢者（65歳
以上）の事故防止の取組を進めるため、厚
生労働省「人口動態調査」の調査票情報及
び東京消防庁「救急搬送データ」を基に高
齢者の事故の状況について分析し、①高齢

高齢者の身の回りの事故

図表Ⅱ-1-2-16 磁石を引き寄せる距離の測定のテスト風景

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘出―」（2018年
4 月19日公表）

上から下に徐々に移動

上から下に移動させる磁石

台座に置いた磁石

台座に置いた磁石を
引き寄せるまでの距離を測定

図表Ⅱ-1-2-17 磁石を引き寄せる距離の測定結果

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘出―」
（2018年 4 月19日公表）
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者の転倒・転落（2018年９月12日）19、②
不慮の溺死及び溺水（同年11月21日）20、
③不慮の窒息（同年12月26日）21の３点に
ついて、それぞれ注意喚起を行い、事故防

止のためのポイントを発信するとともに
（図表Ⅱ-1-2-18）、注意を呼び掛けるチラ
シを作成しました（図表Ⅱ-1-2-19）。

19�）消費者庁「御注意ください！日常生活での高齢者の転倒・転落！―みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故�①―」
（2018年９月12日公表）
20�）消費者庁「冬季に多発する入浴中の事故に御注意ください！―11月26日は『いい風呂』の日―みんなで知ろう、
防ごう、高齢者の事故�②」（2018年11月21日公表）
21�）消費者庁「御注意ください、高齢者の窒息事故！―お正月の餅の窒息に注意―みんなで知ろう、防ごう、高齢者
の事故③」（2018年12月26日公表）

図表Ⅱ-1-2-18 高齢者の不慮の事故防止のためのポイント

（備考）　 消費者庁作成

高齢者の転倒・転落
・ 高齢者の転倒・転落事故が多発する、リビングや階段、廊下、玄関等の家庭内環境から、段差など危
険や負担となる箇所を減らす

・ 加齢による身体機能の低下、特定の疾患、服用している薬の副作用等、高齢者に特徴的な身体の状態
を正しく認識、把握しておく

・事故が発生したときの対処法を確認しておく

不慮の溺死及び溺水
・入浴前に脱衣所や浴室を温めておく
・湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安とする
・浴槽から急に立ち上がらない
・食後、飲酒後、精神安定剤等の薬の服用後すぐの入浴は控える
・入浴する前に同居者に一声かける

不慮の窒息
（餅を安全に食べるために）
・餅は小さく切っておく
・食べる前に、先にお茶や汁物を飲んで喉を潤す
・餅はよく噛んで、唾液とよく混ぜ合わせてから飲み込む
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図表Ⅱ-1-2-19 高齢者の事故防止を呼び掛けるチラシ

（参考）高齢者の「不慮の事故」の実態―厚生労働省「人口動態調査」―
　65歳以上の高齢者の「不慮の事故」による死亡者数は、2010年に30,000人を超えて以降、毎年
30,000人以上となっています（図表Ⅱ-1-2-20）。

　また、「自然災害」、「交通事故」を除いた「不慮の事故」の死亡者数も増加傾向にあり、総死
亡者数に占める高齢者の割合は、８割以上となっています（図表Ⅱ-1-2-21）。

図表Ⅱ-1-2-20 高齢者の「不慮の事故」による死亡者数の年次推移

（備考）　 1． 消費者庁「高齢者の事故の状況について―「人口動態調査」調査票情報及び「救急搬送データ」分析―」（2018年 9月12日公表）
　　　　 2． 厚生労働省「人口動態調査」調査票情報を基に消費者庁で作成。

 （人）

（年） 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

不慮の事故合計 27,158 27,843 27,874 30,827 41,356 32,340 31,444 31,328 31,234 31,692 

不慮の事故（交通事
故、自然災害を除く） 21,935 23,101 23,304 24,911 25,992 27,255 26,448 26,777 26,473 27,207 

交通事故 4,082 3,797 3,829 3,803 3,479 3,438 3,314 3,175 3,220 3,061 

自然災害 1,141 945 741 2,113 11,885 1,647 1,682 1,376 1,541 1,424 
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　高齢者の「不慮の事故」による2007年から2016年までの死亡者数を死因別に比較すると、「誤
嚥等の不慮の窒息」、「転倒・転落」、「不慮の溺死及び溺水」の３つによる死亡者数は、「交通事故」
よりも多くなっています（図表Ⅱ-1-2-22）。2007年から2016年までの10年間で「交通事故」や「煙・
火災等」による死亡者数が減少しているのに対し、「誤嚥等の不慮の窒息」、「転倒・転落」、「不
慮の溺死及び溺水」による死亡者数は増加しています。

図表Ⅱ-1-2-22 高齢者の不慮の事故による死亡者数

（備考）　 1． 消費者庁「高齢者の事故の状況について―「人口動態調査」調査票情報及び「救急搬送データ」分析―」（2018年 9 月12
日公表）

　　　　 2． 厚生労働省「人口動態調査」調査票情報を基に消費者庁で作成。
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（人）

図表Ⅱ-1-2-21 高齢者の「不慮の事故」（「交通事故」、「自然災害」を除く）による死
亡者数（年次別）

（備考）　 1． 消費者庁「高齢者の事故の状況について―「人口動態調査」調査票情報及び「救急搬送データ」分析―」（2018年 9 月12
日公表）

　　　　 2． 厚生労働省「人口動態調査」調査票情報を基に消費者庁で作成。
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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、2018年は
101.8万件となり、前年と比べ約10万件増
加し、2007年以来11年ぶりに100万件を上
回りました。2018年の特徴は、架空請求に
関する相談件数が25.8万件となり、2017年
の16.1万件を上回って、この10年で最多と
なったことです（図表Ⅱ-1-3-1）。
　消費生活相談件数の長期的な推移をみる
と、2004年度に192.0万件とピークに達し
ています。この時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、消費生活相談の総件数も
減少傾向となりましたが、2008年以降の10
年間は年間90万件前後と、依然として高水
準で推移し続け、2018年に再び100万件を
突破しました。
　消費生活相談件数が高水準で推移し続け
る要因には、インターネットの普及・浸透
が一段と進んだこと、はがき等を媒体とし
た架空請求に関する相談件数が再度増加に
転じたこと等が考えられます。
　近年、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やサービスの購入
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。こうした

消費生活相談の概況第 ３節

（ １）20１8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大
きく増加

図表Ⅱ-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（2019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2018」による「年度」データを集計。2007～2018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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中で、簡単にもうかるノウハウを記したと
する「情報商材」や、電子的に取引される
暗号資産（仮想通貨）等も、主にインター
ネットを通じて取引が行われています（詳
細は本章第４節（３）参照。）。
　一方で、架空請求については、かつて電
子メールを用いて不特定多数へ大量に送付
されたことにより多くの相談が寄せられま
したが、2017年以降は、はがきや封書といっ
た手法が再びみられます（詳細は本章第４
節（１）参照。）。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。

　2018年の消費生活相談状況について、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、まず、相談件数が最も多
いのは「商品一般」で24.5万件となってい
ます（図表Ⅱ-1-3-2）。これは、法務省等
をかたる架空請求のはがきに関する相談が
18.7万件と多数寄せられるなど、架空請求
に関する相談が前年に続き増加したためで
す。また、次いで、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20.0万件と、この上位
二つで全体の43.7％を占め、突出して多く
なっています。しかし、平均既支払額でみ
ると、「商品一般」は0.7万円、「通信サー
ビス」は3.8万円と、他の商品・サービス
よりも相対的に低くなっています。
　平均既支払額では、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119.2万円と最も高額で、屋根工
事やリフォーム工事の解約に関する相談等

「商品一般」と「通信サービス」に
関する相談件数で全体の ４割超

図表Ⅱ-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（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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おり、平均既支払

額の内訳を割合で示したものではない。「金融・保険サービス」の平均既支払額は、融資サービスでは11.5万円、預貯金・投資商品
等では391.9万円、保険では47.1万円。
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の「工事･建築・加工」が101.1万円、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
91.6万円と続きます。「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。

　2018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
117.2万円、実際に支払った金額である「既

支払額」が50.5万円となっています。2018
年は、平均契約購入金額において、「全体」、
「65歳以上」、「65歳未満」の全てのカテゴ
リーにおいて増加しました。特に「65歳以
上」については前年に比べて24.9万円増の
150.9万円と大幅に増加しました。平均既
支払額でも、全てのカテゴリーで増加し、
特に65歳以上では20.1万円増の89.4万円と
大幅に増加しました（図表Ⅱ-1-3-3）。
　また、2018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4573億円、既
支払額総額は1799億円といずれも前年を上
回りました（図表Ⅱ-1-3-4）。65歳以上の

65歳以上の相談 １件当たりの平均
金額は大幅に増加

図表Ⅱ-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（2019年 3 月31日までの登録分）。

109.6

117.2140.2
127.0 119.1 115.2 106.3 102.3

89.8 91.9 96.8 98.4

192.2

220.1 222.1
201.7

157.6
171.3

137.6 133.4 126.0
150.9152.5 150.8 144.3 138.7

125.3 122.7
104.7 106.1

39.1 40.4 46.5 39.6 38.6
31.0 28.6 30.5 30.8 31.5

108.2

136.2 136.7

115.8

81.2 75.0
66.2 69.5 69.3

89.4

53.2
62.4 67.9

59.6
52.2

43.3 39.1 42.0 42.8
50.5

0

250
（万円）

50

100

200

150

20172010 2011 2012 2013 2014 2015 20182016
（年）

65歳以上 65歳未満全体

0

160
（万円）平均契約購入金額 平均既支払額

60
40
20

80
100

140
120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201820172016
（年）

2009

図表Ⅱ-1-3-4 契約購入金額総額・既支払額総額

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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高齢者に関するものは、契約購入金額総額
では1591億円と全体の34.8％を占め、既支
払額総額では950億円と全体の52.8％を占
めています。
　65歳以上の高齢者については、相談１件
当たりの平均既支払額は65歳未満の約３倍
に及んでいます。また、既支払額総額も前
年に比べて約５割増加していることから、
高齢者の消費者被害は一層深刻であるとい
えます。

　2018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
34.9％と、高齢者が大きな割合を占めてい
ます（図表Ⅱ-1-3-5）。10歳ごとの区分で
みると、2018年は50歳代から70歳代までの
女性から法務省等をかたる架空請求のはが
きに関する相談が多く寄せられたこと等か
ら、60歳代が19.7％と最も大きな割合を占
め、次いで70歳代、50歳代の順となってい
ます。
　性別では、女性が59.1％、男性が37.1％

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８倍近く
の「商品一般」、３倍以上の「クリーニング」、
２倍以上の「保健衛生品」、「被服品」、「保
健・福祉サービス」等、男性が女性の３倍
近くの「車両・乗り物」です22。
　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Ⅱ-1-3-6）。
　商品・サービス別でみると、男性では幅
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、2018年は、前
年に引き続き、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、特
に60歳代女性では全体の約６割を占めてい
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等によるもの
です。

属性別にみた20１8年の相談状況

22�）「商品一般」（女性212,282件、男性27,792件）、「クリーニング」（女性3,155件、男性1,017件）、「保健衛生品」（女性
20,707件、男性7,812件）、「被服品」（女性25,500件、男性9,880件）、「保健・福祉サービス」（女性22,910件、男性8,927
件）、「車両・乗り物」（女性5,416件、男性14,577件）。

図表Ⅱ-1-3-5 消費生活相談の属性（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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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　次に、商品・サービスを更に詳細に区分
してみると、「商品一般」の相談件数が最
も多く、他を大きく引き離しています（図
表Ⅱ-1-3-7）。「商品一般」のうち、架空請
求のはがきに関する相談が高齢者を中心に
多く寄せられたことが影響していると考え
られます。
　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。主な相談例は「パソコ
ンで無料検索をしていたら突然『登録完了
１年間見放題24万円』と出た。電話したが
大丈夫か」、「スマホに『未納コンテンツ料
金が発生。連絡がない時は法的措置に』と

SMS23があり記載された電話番号にかけた
ところ高額請求された」、「無料通信アプリ
で誘われ登録したところが出会い系サイト
だった、解約したいができない」といった
ものです。年齢層別には、20歳未満、20歳
代、30歳代、40歳代の各年齢層で「デジタ
ルコンテンツ」に関する相談が最も多くみ
られました。
　このほか、20歳代から50歳代までについ
ては、「不動産貸借」に関する相談が、相
談件数の上位に入っています。

23）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。

図表Ⅱ-1-3-6 消費生活相談の性別・年齢層別の商品・サービス（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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。

9 8 67 5 4 3 2 1 0 0 2 4 6 8 141210
（万件） （万件）

男性 女性80歳以上

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

10歳代

10歳未満

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

その他商品

他の役務
商品一般

他の相談 その他商品関連サービス

食料品
保健・福祉サービス 住居品
その他サービス
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図表Ⅱ-1-3-7 消費生活相談件数の多い商品・サービス（年齢層別・2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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． 品目は、商品キーワード（中分類）。
　　　　 4． 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

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 1,017,590 総件数 355,616

1 商品一般 245,233 商品一般 128,067

2 デジタルコンテンツ 116,993 デジタルコンテンツ 28,345

3 不動産貸借 38,720 インターネット接続回線 11,893

4 インターネット接続回線 32,027 工事・建築 11,611

5 工事・建築 26,464 ファンド型投資商品 6,194

6 フリーローン・サラ金 25,490 修理サービス 5,651

7 他の健康食品 16,753 フリーローン・サラ金 5,353

8 携帯電話サービス 16,701 新聞 5,236

9 修理サービス 13,642 他の健康食品 5,202

10 四輪自動車 13,049 不動産貸借 4,922

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 16,588 総件数 69,574 総件数 88,170 総件数 128,046 

1 デジタルコンテンツ 6,137 デジタルコンテンツ 11,445 デジタルコンテンツ 11,871 デジタルコンテンツ 20,257 

2 他の健康食品 831 不動産貸借 5,948 不動産貸借 8,032 商品一般 11,192 

3 商品一般 673 エステティックサービス 3,351 商品一般 4,446 不動産貸借 6,939 

4 他の化粧品 438 商品一般 3,021 フリーローン・サラ金 3,554 フリーローン・サラ金 4,629 

5 テレビ放送サービス 376 フリーローン・サラ金 2,664 インターネット接続回線 2,523 インターネット接続回線 4,135 

6 不動産貸借 317 四輪自動車 1,840 四輪自動車 2,050 携帯電話サービス 2,892 

7 基礎化粧品 254 インターネット接続回線 1,742 工事・建築 2,004 工事・建築 2,885 

8 コンサート 238 他の内職・副業 1,537 携帯電話サービス 1,895 他の健康食品 2,754 

9 運動靴 213 携帯電話サービス 1,250 他の健康食品 1,622 四輪自動車 2,528 

10 健康食品（全般） 193 他の健康食品 1,205 エステティックサービス 1,252 修理サービス 1,713 

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 157,885 総件数 200,478 総件数 167,878 総件数 74,201 

1 商品一般 44,145 商品一般 86,109 商品一般 63,945 商品一般 10,962

2 デジタルコンテンツ 22,241 デジタルコンテンツ 22,520 デジタルコンテンツ 13,745 工事・建築 3,892

3 不動産貸借 4,945 インターネット接続回線 6,056 インターネット接続回線 5,860 デジタルコンテンツ 3,112

4 インターネット接続回線 4,813 工事・建築 4,775 工事・建築 5,072 インターネット接続回線 2,687

5 フリーローン・サラ金 4,406 フリーローン・サラ金 3,918 ファンド型投資商品 3,342 新聞 2,682

6 工事・建築 3,407 不動産貸借 3,235 フリーローン・サラ金 2,613 他の健康食品 2,234

7 他の健康食品 3,030 携帯電話サービス 2,579 修理サービス 2,541 修理サービス 1,868

8 携帯電話サービス 2,644 修理サービス 2,241 携帯電話サービス 2,367 ファンド型投資商品 1,514

9 四輪自動車 2,108 ファンド型投資商品 2,200 不動産貸借 2,315 健康食品（全般） 1,487

10 酵素食品 2,047 他の健康食品 2,165 相談その他（全般） 2,131 相談その他（全般） 1,448
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　15歳から29歳までの若者の消費生活相談
をみると、インターネット関連の相談が目
立つほか、20歳から29歳までは性別を問わ
ず、「賃貸アパート」が最上位に挙がりま

した。内容としては、契約時に敷金は返金
しないと大家から言われたり、退去時に合
意していない修理費を請求されたりするな
ど、一人暮らしを始めて間もないことによ
るトラブルも見受けられます（図表Ⅱ-1-
3-8）。
　また、20歳代では「フリーローン・サラ

若者の相談は賃貸アパート、インター
ネット利用に関するものが目立つ

図表Ⅱ-1-3-8 若者の商品・サービス別上位相談件数（2018年）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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 6,276 件数 16,394 件数 15,439

1 アダルト情報サイト 582 賃貸アパート 1,131 賃貸アパート 1,525

2 デジタルコンテンツ（全般） 411 フリーローン・サラ金 868 フリーローン・サラ金 968

3 オンラインゲーム 366 デジタルコンテンツ（全般） 788 商品一般 658

4 他のデジタルコンテンツ 290 商品一般 747 デジタルコンテンツ（全般） 642

5 商品一般 265 他のデジタルコンテンツ 706 他のデジタルコンテンツ 537

6 出会い系サイト 204 出会い系サイト 565 普通・小型自動車 495

7 テレビ放送サービス（全般） 201 普通・小型自動車 539 光ファイバー 379

8 運動靴 171 他の内職・副業 455 携帯電話サービス 370

9 賃貸アパート 144 アダルト情報サイト 429 出会い系サイト 311

10 普通・小型自動車 108 光ファイバー 352 アダルト情報サイト 286

女性
15-19歳 20-24歳 25-29歳

件数 6,285 件数 19,813 件数 17,617

1 他の健康食品 621 賃貸アパート 1,245 賃貸アパート 1,709

2 デジタルコンテンツ（全般） 460 脱毛エステ 1,174 デジタルコンテンツ（全般） 885

3 アダルト情報サイト 373 デジタルコンテンツ（全般） 1,161 商品一般 818

4 他のデジタルコンテンツ 312 出会い系サイト 998 他のデジタルコンテンツ 678

5 商品一般 299 他のデジタルコンテンツ 932 出会い系サイト 537

6 コンサート 175 商品一般 775 脱毛エステ 501

7 酵素食品 163 他の内職・副業 583 フリーローン・サラ金 414

8 出会い系サイト 159 他の健康食品 562 他の健康食品 389

9 賃貸アパート 153 アダルト情報サイト 474 携帯電話サービス 316

10 脱毛エステ 140 フリーローン・サラ金 396 結婚式 316

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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金」についての相談も多く寄せられており、
性別にみると、20歳代の男性からの相談が
多くなっています。内容をみると、生活費
や遊興費のための借金のほか、多重債務に
関する相談等も寄せられています。女性で
は、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。

　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いましたが、
2018年は約35.6万件と、前年を８万件以上
上回り、この10年間で最も多くなりました
（図表Ⅱ-1-3-9）。５歳ごとに分けてみると、
前年に比べて65-69歳が約2.7万件、70-74
歳で約3.9万件増えており、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ると考えられ
ます。また、この10年間で、85歳以上に関

する相談件数は２倍以上となっています。
　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、2018年は、架
空請求のはがきに関する相談の増加によ
り、「商品一般」が圧倒的多数を占めました。
「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」、「他のデ
ジタルコンテンツ」等インターネットに関
連した相談で上位が占められています（図
表Ⅱ-1-3-10）。
　一方、2016年まで相談が多かった「アダ
ルト情報サイト」に関する相談は、2018年
には、上位に挙がっていません。2014年に
相談が多かった「ファンド型投資商品」に
関する相談の件数は、その後、一旦減った
ものの2018年に再び増加に転じています。

　認知症等の高齢者24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

高齢者に関する消費生活相談件数
は依然として高水準

認知症等の高齢者や障害者等の見
守りが重要

図表Ⅱ-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（2019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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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Ⅱ-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1.5％、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Ⅱ-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、新聞や健康
食品に関する相談が多くなっています。具
体的には、「離れて住む判断力不十分な母
に対し新聞販売店が意味不明な領収証を渡
したり勝手に契約延長したりする」、「認知
症気味の親の家で健康食品と請求書を見付

けた。本人は身に覚えがないという」といっ
た相談が寄せられています。
　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
し、障害者等に関する相談では約４割とい
う状況です（図表Ⅱ-1-3-12）。相談内容を
みると、「フリーローン・サラ金」に関す
る相談や、「出会い系サイト」等が含まれ
る「デジタルコンテンツ」に関する相談が
多くなっています。具体的には、「施設の
入所者に対し、債権回収業者から督促状が
届く。本人は病気で何も覚えていない。ど
うしたらよいか」、「知的障害のある息子が、
スマホに届いたメールで出会い系サイトに

24�）トラブルの当事者が65歳以上で、精神障害や知的障害、認知症等の加齢に伴う疾病等、何らかの理由によって十
分な判断ができない状態であると消費生活センター等が判断したもの。
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Ⅱ-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（2019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。

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

2014年 件数 2016年 件数 2018年 件数

1 商品一般 22,758 商品一般 15,444 商品一般 128,067 

2 アダルト情報サイト 12,156 デジタルコンテンツ（全般） 14,951 デジタルコンテンツ（全般） 15,341 

3 ファンド型投資商品 10,017 アダルト情報サイト 11,662 光ファイバー 9,667 

4 フリーローン・サラ金 6,210 光ファイバー 9,158 他のデジタルコンテンツ 6,783 

5 デジタルコンテンツ（全般） 6,203 他のデジタルコンテンツ 6,214 ファンド型投資商品 6,194 

6 新聞 6,005 新聞 5,500 修理サービス 5,651 

7 光ファイバー 5,601 フリーローン・サラ金 5,037 フリーローン・サラ金 5,353 

8 相談その他（全般） 5,189 修理サービス 4,970 新聞 5,236 

9 役務その他サービス 5,081 他の健康食品 4,766 他の健康食品 5,202 

10 修理サービス 4,367 相談その他（全般） 4,648 携帯電話サービス 4,763 
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図表Ⅱ-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（2019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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図表Ⅱ-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（2019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。
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誘導され、50万円を支払った。返金を希望
する」等、判断力の不足や契約内容への理
解不足でトラブルになっていると思われる
ケースが目立ちます。
　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。

　販売購入形態別の消費生活相談割合の推
移をみると、2018年の特徴は、「不明・無
関係」の割合が、2014年の約２倍の32.3％

に増加していることです（図表Ⅱ-1-3-
13）。この割合は、前年比でも11ポイント
以上と急増しています。「不明・無関係」
には、販売購入形態が分からないもの等が
分類され、「架空請求」のほとんどはこの
分類に該当します。2018年は、「架空請求」
に関する相談が急増し、「不明・無関係」
のうちの５割以上を占めました。65歳以上
の高齢者では、「不明・無関係」の割合は
41.9％と更に高くなっており、「架空請求」
の割合も７割近くを占めています。
　「店舗購入」の割合は、近年減少傾向に
あります。なお、近年増加傾向にあり、
2017年に「店舗購入」を超えた「インター
ネット通販」の割合は、2018年は減少し、
再び「店舗購入」の割合を下回る結果とな
りました。しかし、2018年は、「架空請求」

販売購入形態別にみた相談状況

図表Ⅱ-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（2019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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に関する相談件数の急増が大きく影響して
いると考えられるため、「インターネット
通販」の相談件数が減少傾向に入ったと結
論付けることは早計であり、今後もその動
向には注意が必要です。
　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、2014年
と比較すると、いずれの割合も大きく減少
しています。
　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「訪問販売」、「電
話勧誘販売」、「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Ⅱ-1-3-14）。
　「インターネット通販」について商品・
サービス別にみると、2018年は、2014年に
相談の７割近くを占めていた、アダルト情

報サイトや出会い系サイト等の「デジタル
コンテンツ」の割合が減少する一方で、電
子商取引の拡大を背景に（第１部第１章第
２節参照。）、健康食品、化粧品、パソコン
ソフト等の「商品」に関する相談の割合が
増加しています。「商品」に関する相談の
割合は、2018年は2017年に比べて10ポイン
ト以上、上昇しました（図表Ⅱ-1-3-15）。

　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
に急増し、2018年も同様の傾向が続いた、
法務省等をかたる架空請求のはがきに関す
る相談等もあり、「架空請求」、「身分詐称」

トラブルになりやすい商法や手口
に関する相談

図表Ⅱ-1-3-14 販売購入形態別消費生活相談割合（年齢層別・2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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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が急増しています（図表Ⅱ-1-3-16）。
　その他、「サイドビジネス商法」も増加
し続けており、これは、ウェブサイトや
SNSの成功報酬型広告等、インターネット
上での副業に関する相談の増加等が影響し
ているものと考えられます。また、「原野
商法」は2018年も高止まりしています。
　一方、「劇場型勧誘」、「無料商法」では

件数の減少が顕著になっています。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、詐
欺に関連することも多い「利殖商法」、「当
選商法」は再び増加に転じており、引き続
き消費者への啓発その他の対策を続ける必
要があります。

図表Ⅱ-1-3-15 「インターネット通販」の商品・サービス別構成比（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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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図表Ⅱ-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（2019年 3 月31日までの登録分）。

2014年（件） 2018年（件） 2014-2018年 相談内容の商法・手口等

架空請求 61,717 258,296 身の覚えのない代金の請求。

身分詐称 20,960 106,968 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 34,326 15,882 「無料サービス」、「無料招待」、「無料体験」など「無料」であ
ることを強調し誤認させさせる手口。

サイドビジネス商法 8,984 12,762 「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 12,894 5,002 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 11,084 7,199 販売目的を隠した勧誘。

利殖商法 17,578 11,958 「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 7,858 5,836 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 5,974 5,558
「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 19,308 2,390 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 3,090 2,628
契約を結んでいないのに商品を勝手に送り付け、商品を受領し
たことで、支払義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払
わせようとする手口。商品と一緒に請求書が同封されていたり、
福祉目的をうたい寄付と勘違いさせたりする手口。

当選商法 4,919 3,307 「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 1,370 2,193 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 2,490 1,508
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 1,835 1,343
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の相談対応の仕組み等につい
ては、第１部第２章第２節（２）参照。）。

　CCJが受け付けた相談の件数は、2017年
までは毎年4,000件台で推移していました
が、2018年は、5,882件と2017年（4,040件）
の約1.5倍に増加しました（図表Ⅱ-1-3-17）。

（ 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。なお、2018年３月に相談項
目等の見直しを行ったため、2017年以前の相談件数は過去発表の数値と異なる場合がある。

図表Ⅱ-1-3-17 CCJが受け付けた相談件数と年齢層別割合

（備考）　 1． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 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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相談件数の増加には、CCJが2018年４月か
ら、スマートフォンからも入力・相談がし
やすい相談受付フォームに変更したことが
影響していると考えられます。
　2018年の取引類型別では、「電子商取引」
が5,727件（97.4％）と、インターネット取
引によるものが引き続き大部分を占めてい
ます27。
　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。「70歳以上」の割合は、
全国の消費生活センターに寄せられた消費
生活相談の２割強であることに比べて、
CCJでは5.8％となっており、高齢者の割合
は低くなっていますが、一方で2018年での
「70歳以上」の相談件数は339件と、前年
の157件から倍増しています。CCJに寄せ
られた「70歳以上」の相談のうち249件は

「PCソフトウェア」に関する相談で、全
体の73.5％を占めており、2017年の59.2％
（93件）を上回っています。

　CCJが受け付けた相談を商品・サービス
別にみると、2018年は「ソフトウェア」が
23.0％と最も高い割合を占めています（図
表Ⅱ-1-3-18）。相談内容をみると「インター
ネットの利用中にセキュリティ警告の画面
が出て、PCソフトを購入させられた」、「パ
ソコンが破損しているという告知が現れ、
修理のためのソフトを購入したが、詐欺サ
イトだった」など、パソコンのソフトウェ
アのインストールによるトラブル等が主な
内容で、９割以上が「解約」に関するトラ

「ソフトウェア」に関する相談割
合が増加

27）「電子商取引」以外は、「現地購入」115件（2.0％）、「その他」14件（0.2％）、「不明・無関係」26件（0.4％）。

図表Ⅱ-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． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 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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ブルです。また、近年、日本の消費者が、
冬物の衣服・履物（ダウンジャケットやブー
ツ等）を購入する時期に合わせて、詐欺・
模倣品サイトが登場してくるケースが多く
なっており、詐欺・模倣品トラブルが冬季
（11月～１月）に集中して発生する傾向が
あることから、国民生活センターは注意を
呼び掛けています28。

　CCJが受け付けた相談について事業者所
在国別にみると、2018年は「所在国不明」
が2,557件（43.5％）で、最も多くなってい
ます（図表Ⅱ-1-3-19）。事業者所在国が判
明している中では、「米国」が761件で最も

多く、以下「中国」（332件）、「英国」（203
件）、「香港」（197件）、「シンガポール」（178
件）と続きます。上位３か国の占める割合
は22.0％に低下する一方、「その他」の割
合が増加傾向にあり、事業者所在国が多様
化する傾向が続いています。
　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29」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Ⅱ-1-3-20）。

　CCJが受け付けた相談を決済手段別にみ

事業者所在国は多様化が進む

決済手段は主に「クレジットカー
ド」

28�）国民生活センター「冬物の『衣服・履物』の詐欺・模倣品サイトに注意！―トラブルが冬季に集中して発生―」（2018
年10月23日公表）
29�）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Ⅱ-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． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 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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ると、2018年は「クレジットカード」が4,344
件（73.9％）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、2014年では
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、2018年では全ての類型
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Ⅱ-1-3-21）。
　一方、2018年は、前年に比べ、クレジッ
トカードや振込以外の決済方法として「暗
号資産（仮想通貨）」などもみられ、決済
手段の多様化がうかがわれます。また、銀
行振込は近年減少傾向にありますが、その

一方で、2018年では、現金による決済が
229件と、前年の94件に比べ倍以上に増え
ています。取締りや注意喚起の強化により、
銀行振込による取引が行いにくくなり、代
引きの取引が増えたこと等が、現金取引が
増えた一因になったと考えられます。
　相談内容をみると、トラブル類型が「解
約」の相談では、2016年以降、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、引き続き多くなってい
ます。

図表Ⅱ-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（2018年）

（備考）　 1． 2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 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Ⅱ-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． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 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、2018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。

　架空請求に関する相談件数は、2017年に
前年比で倍増しましたが、2018年は、年間
約25.8万件と2017年より更に約10万件近く
増加し、急増傾向が続いています（図表Ⅱ-1-
4-1）。
　相談の内訳をみると、2017年同様「商品
一般」に関する相談件数が多く、架空請求
に関する相談の約８割を占めています。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。
　架空請求の請求手段は、電話、はがき、
電子メール、SMS等様々ですが、中でも
はがきによるものが約18.8万件と2017年の
約5.8万件から３倍以上に増加しています
（図表Ⅱ-1-4-2）。
　また、架空請求には法務省など国の機関
や裁判所のほか、消費者に本物と思わせる
よう実在の事業者名をかたっているケース
もみられます。このようなケースでは、電
子メールや携帯電話のSMSに「コンテン
ツ利用料金の清算確認が取れません。本日
ご連絡なき場合には法的手続きに移行いた
します」といったメッセージが届いていま
す30。

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

前年に続き、架空請求に関する相
談が多い

図表Ⅱ-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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　はがきの中には、公的機関からの文書を
装うために、日本国政府で広く用いられて
いる「桐花紋」のような紋章が印刷されて
いるものもみられました31（図表Ⅱ-1-4-3）。
　また、2018年には、はがきに加え封筒が
送られてくるケースも各地で報告されてい
ます32, 33（図表Ⅱ-1-4-4）。封筒の表書きに
は『重要』と赤いスタンプが押されている
ものもあり、書面には、「貴方の利用され
ていた契約会社、ないしは運営会社側から
契約不履行による民事訴訟として、訴状が
提出されました事をご通知致します」、「裁
判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させ
ていただきます」と記載されており、「裁

判取り下げなどのご相談」に関しては、固
定電話の問い合わせ先に連絡するように誘
導しています（「　」内は原文のまま引用）。
　また、連絡がない場合は、「原告側の主
張が全面的に受理され、執行官立ち合いの
元、給料差し押さえ及び、動産、不動産物
の差し押さえを強制的に履行させて頂きま
すので裁判所執行官による執行証書の交付
を承諾していただくようお願い致します」
などと脅して不安にさせる文言も記載され
ています（「　」内は原文のまま引用）。
　消費者に対しては、こうしたはがきや封
書が届いても決して相手に連絡したり、お
金を支払ったりせず消費生活センター等に
相談するようにとの注意喚起が繰り返し行
われています34（図表Ⅱ-1-4-5）。

巧妙化するはがきのほか、封書が
届くケースも

30 ）国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています―心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しな
いで！―」（2018年４月20日公表）

31 ）国民生活センター「たとえ桐花紋が入っていても架空請求ハガキは無視してください」（2019年２月22日公表）
32 ）国民生活センター「『法務省管轄支局 国民訴訟通達センター』からの封書による架空請求は無視してください！」

（2018年10月31日公表）
33 ）国民生活センター「あなたの携帯電話番号が記載された架空請求は無視してください！」（2018年12月7日公表）
34 ）国民生活センター「『利用した覚えのない請求（架空請求）』が横行しています」（2019年２月22日更新）

図表Ⅱ-1-4-2 架空請求のはがき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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　架空請求のはがきに関する契約当事者の
属性をみると、60歳代女性の相談件数が全
体の約４割を占めていますが、2018年は70
歳以上女性の相談件数が、30.3%（2017年は
約１割）に増加し、50歳以上の女性が全体

架空請求はがきの相談、 ９割以上
は女性

図表Ⅱ-1-4-3 「桐花紋」のような紋章が入っ
た架空請求のはがき（例）

（備考）　 国民生活センター「たとえ桐花紋が入っていても架空
請求ハガキは無視してください」（2019年 2 月22日公表）

数字３桁

ひらがな１字

桐花紋のような紋章

図表Ⅱ-1-4-4 架空請求に使用された封
筒（例）

（備考）　 国民生活センター「『法務省管轄支局 国民訴訟通達セ
ンター』からの封書による架空請求は無視してくださ
い！」（2018年10月31日公表）

図表Ⅱ-1-4-5 架空請求の注意喚起リーフレット（消費者庁作成）
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の約９割を占めています（図表Ⅱ-1-4-
6）。相談の状況から、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
されているとも考えられます。

　架空請求の既支払額について、相談時点
で既に１円以上支払った件数の割合は、過
去10年で最も高かった2011年の4.0％から、
2018年には1.0％にまで減少しています。一
方で、支払った金額をみると、2018年は、
2011年と比べて、1,000円から１万円未満で
の相談が25.6％から5.5％に減少する一方で、
10万円以上50万円未満の相談が24.9％から
44.2％に増加しています（図表Ⅱ-1-4-7）。

架空請求の既支払額
図表Ⅱ-1-4-6

架空請求のはがきに関す
る消費生活相談（性別・
年齢層別・2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019
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。

女性
95.8％

70歳以上
30.3％

50歳代
18.6％

男性 3.2％

60歳代
38.8％

その他 1.0％
年齢無回答・未入力

5.5％
40歳未満 0.2％
40歳代 2.4％

図表Ⅱ-1-4-7 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）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　2017年以降、架空請求に関する相談件数
が急増している状況を踏まえ、消費者庁で
調査を行ったところ、法務省管轄支局と称
する事業者との取引において、消費者の利
益を不当に害するおそれのある行為（消費
者を欺き、又は威迫して困惑させること）
を確認しました。そこで、2018年４月、消
費者庁は、消費者安全法の規定に基づき、
消費者被害の発生又は拡大の防止に資する
情報を公表し、消費者に注意喚起を行いま
した35。さらに、2018年７月、架空請求に
よる消費者被害の未然防止・拡大防止を図
るため、消費者政策会議において決定した

「架空請求対策パッケージ36」の下、総務省、
法務省、経済産業省、消費者庁、警察庁、
金融庁の各省庁、個人情報保護委員会及び
国民生活センターは、一体となって対策を
講じており（図表Ⅱ-1-4-8）、同年12月には、
各施策の進捗状況についてフォローアッ
プ37を行っています。
　こうした行政横断的な取組が行われる一
方で、公的機関や実在する企業名、家族を
かたり、家族構成や資産状況などを電話で
聞き出そうとする、いわゆる「アポ電」と
呼ばれる事例がみられるなど、架空請求、
振り込め詐欺、還付金詐欺等の入口にもつ
ながると思われる手口は多様化してきてお
り38、引き続き啓発が必要です。

　2018年は、大阪府北部を震源とする地震
（６月）、平成30年７月豪雨（７月）、平成
30年台風第21号（９月）、平成30年北海道
胆振東部地震（９月）等、多くの自然災害
に見舞われました。
　2018年の自然災害に関する消費生活相談
の件数は、熊本地震が発生した2016年を上
回っています（図表Ⅱ-1-4-9）。
　主な相談内容は、豪雨関連では「豪雨災
害前にクリーニングに出していた洋服を受
け取りに来るように連絡があった。元通り
になっていないものもあるとのこと。弁償
してもらえないのか」、「自宅が豪雨で半壊
となり市の応急修理の対象となったが、業
者の工事代金が高額で納得できない」、震
災関連では「義援金を募るメールがきたが、
振込先がネット銀行、差出人はフリーメー
ルアドレスで不審。詐偽ではないか」、「地
震のため旅行を取りやめ飛行機の予約を
キャンセルしたが、全額返金されず不満」
などというものでした39, 40。

急増する架空請求の相談への対応 （ ２）災害に関連した消費生活相談

自然災害に関する消費生活相談件
数が増加

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 ）「架空請求対策パッケージ」（2018年７月22日　消費者政策会議決定）
37 ）「『架空請求対策パッケージ』に掲げられた施策の進捗状況について（2018年12月28日 消費者政策担当課長会議）
38 ）国民生活センター「その電話、『アポ電』かも―知らない番号からの電話に出るのは慎重に―」（2019年３月18日

公表）
39 ）消費者庁「災害に関連する主な相談例とアドバイス」
　　https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/consumer_policy_caution_190131_0001.pdf
40 ）消費者庁「災害発生時にあわてないために！消費生活での留意事項例をご紹介」
　　https://www.caa.go.jp/disaster/pdf/disaster_181105_0001.pdf
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　また、「保険金を使って住宅を修理」す
ることをうたった保険金請求代行業者が

「災害で壊れたことにして保険金の請求を」
と持ち掛け、保険金が支払われたら、保険
金から多額（30％から40％）の手数料を徴

収するといった相談も寄せられています。
保険金が使えると勧誘する住宅修理サービ
スに関する相談件数は、2014年以降増加し
ており、2018年は1,585件と2014年の約2.5
倍に上っており、年齢層別にみると、65歳
以上の高齢者が全体の64.9％を占めていま
す（図表Ⅱ-1-4-10）。
　一般に、損害保険とは、火災や自然災害

「保険金が使える」と勧誘する住
宅修理サービスに関する相談

図表Ⅱ-1-4-8 「架空請求対策パッケージ」概要

（１）ハガキ、
電子メール、
SMS等（※１）

（２）電話等

被害
発生

（３）支払
コンビニ

消費生活相談の現状（2017年度）

被害発生までの流れ

架空請求
事業者

個人情報

★急がせる

（※２）

消費者

架空請求対策パッケージ＊【概要】① ＊2018年７月22日
　消費者政策会議決定

○架空請求に関する相談件数は、前年度比で２倍以上に急増し、約20万件となっている。
○架空請求の手段は、ハガキが急増（従来は電子メールが主流）。
○既支払額の平均額は約44万円で、既支払額5,000万円超のものもある(年度合計で約13億円)。

端末操作後
レジで支払

プリペイド
カード購入

銀行口座
へ入金等

仮想通貨
購入代金
の送金等

電話等で
カード番
号を通知

（※１）電子メール及びSMSの場合は、架空請求
事業者がランダムに生成したメールアド
レスや電話番号に送信している可能性が
ある。

（※２）架空請求事業者から伝えられた支払番号
を端末に入力し、端末から出力された用
紙をレジに持ち込み代金を支払う。

【実例】ハガキによる架空請求
記載された電話番号に電話すると、弁護士のものとする電話番号を
教えられ、そこに電話すると、弁護士と称する者が対応し、示談の
ための着手金等の名目で金銭の支払を求められる。

★東京都内
の消印

★タイトル
他に、「総合
消費料金未納
分」など

★脅かし
・訴訟開始
・強制的に差
押え

・執行証書を
交付

★公的機関に類
似した名称

国民訴訟通達セ
ンターなど

架空請求対策（主なもの）

架空請求対策パッケージ＊【概要】②

（３）消費者による架空請求事業者への支払の防止

（２）消費者から架空請求事業者への連絡防止

（１）架空請求事業者から消費者への接触防止

（４）警察による取締りの推進

（５）個人情報の保護の推進

＊2018年７月22日
　消費者政策会議決定

○架空請求を含む特殊詐欺の犯行に利用された電話に対し
繰り返し警告メッセージを流す警告電話事業を推進【警】
○消費生活センター等からの情報提供により、架空請求に
利用された電話番号を把握し、架電等を実施【消】
○架空請求を含む特殊詐欺に利用された固定電話に関し、
利用停止を含めた有効な対策を検討。【総、警】

○金融機関の架空請求を含む特殊詐欺被害防止に向けた取
組（行員研修、声掛け強化等）の促進【金、警】
○金融機関に対し不正利用口座に関する情報提供を行い、
金融機関の対応状況（強制解約、利用停止等）等を公表
【金】
○コンビニに対し、顧客への声掛け強化、レジ画面上での
注意喚起、支払に使われている複合端末画面での注意喚
起内容の充実等を要請。電子マネー発行者に対し、コン
ビニ等と連携した取組を要請。【警、金、消、経】
○仮想通貨交換業者の取引時本人確認の実施状況等につい
てモニタリングを実施【金】

○犯行拠点の摘発及び中枢被疑者等の検挙の推進【警】
○預貯金口座や携帯電話の不正売買等の架空請求を含む特
殊詐欺を助長する犯罪の検挙の推進【警】

○事業者に対し、個人情報の漏えい等を防止すべく情報提
供を実施するとともに、消費者に対し、名簿等の自らの
個人情報の取扱いに関する啓発のための広報を実施【個】

○法務省の名称等をかたる架空請求への対処方法等をホー
ムページに掲載【法】
○啓発資料を作成し、法テラス、法務局等において、注意
喚起を実施【法、消】
○政府広報、各省庁ホームページ、SNS等による注意喚
起を実施【消、警、金、総、法、経、国セン】
○架空請求を含む特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を
活用した注意喚起を実施【警】
○啓発資料を作成し、消費者安全確保地域協議会（見守り
ネットワーク）における集中的な注意喚起を実施【消】
○消費者ホットライン188（いやや！）について、イメー
ジキャラクターを作成し、更なる周知を実施【消】
○架空請求事業者にかたられている実在の事業者の取組等
を随時公表【消】
○架空請求に関する情報を集約した特設サイトをホーム
ページ上に作成【国セン】

（注）担当省庁の記載について
　　警：警察庁、金：金融庁、消：消費者庁、総：総務省、
法：法務省、経：経済産業省、個：個人情報保護委員会、
国セン：独立行政法人国民生活センター
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等一定の偶然の事故（以下「自然災害等の
事故」という。）によって住宅等に生じた
損害に応じて保険金を支払う保険のことを
いいます。したがって、経年劣化による住
宅の損傷は、自然災害等の事故による損害
ではないので、保険金支払の対象とはなり

ません。なお、保険金請求サポート契約の
手数料は、自然災害等の事故によって生じ
た損害とはいえないことから、損害保険の
補償の対象とはなりません。
　なお、「保険金が使える」と勧誘する住
宅修理サービスへの相談件数を地域別にみ

図表Ⅱ-1-4-9 自然災害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（2019年 3 月31日までの登録分）。

220 197

21,063

5,023

2,536 2,623
1,397

4,951

2,459

6,301

2018201720162015201420132012201120102009
0

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

（件）

（年）

2011年３月
　東日本大震災

2016年４月
　熊本地震

2018年６月
　大阪府北部を震源とする地震
2018年７月
　平成30年７月豪雨
2018年９月
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　平成30年北海道胆振東部地震

図表Ⅱ-1-4-10 「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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ると、2018年に災害があった北海道、東海、
近畿、山陽地方等ではなく、関東地方に集
中していることが分かります（図表Ⅱ-1-
4-11）。「保険金が使える」と勧誘する住宅
修理サービスは、被災地域の修理というよ
りも、比較的人口や世帯が集中し、効率的
に勧誘が行える首都圏を中心として展開し
ているとも考えられます。
　国民生活センターでは、「保険金が使え
る」と勧誘する住宅修理サービスに関する
トラブルの未然防止・拡大防止のため、最
近の事例を紹介するとともに、「保険金を
使って自己負担なく住宅修理ができる」と
勧誘されてもすぐに契約をしないこと、保
険契約の内容や必要書類を確認し、まず保
険会社に相談すること等の注意喚起を行っ
ています41。

　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。
2018年も前年を上回る約1.7万件の相談が
寄せられ、消費生活相談全体の1.7％を占
めました（図表Ⅱ-1-4-12）。年齢層別にみ
ると、20歳代が30.0％と最も高くなってい
ます。20歳代の相談のうち、SNSが何らか
の形で関連しているものは、全相談の7.2％
を占めています。
　相談内容を年齢層別にみると、いずれの
年齢層でも最も多いのは「他のデジタルコ
ンテンツ」であり、暗号資産（仮想通貨）
やアフィリエイト広告等に関する情報商材
でのトラブル、有料動画サイトの利用に関

（ ３）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

41 ）国民生活センター「『保険金を使って住宅を修理しませんか』がきっかけでトラブルに！ ―高齢者からの相談が
増加しています―」（2018年９月６日公表）

図表Ⅱ-1-4-11 「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談件数（地域別・
2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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するもの等が含まれます（図表Ⅱ-1-4-13）。
　また、20歳未満から70歳代まででは「出
会い系サイト」、20歳未満から60歳代まで
では「他の健康食品」、70歳以上では「投
資情報サイト」が、それぞれ上位に挙がっ
ています。

　なお、40歳以上で上位にみられる「デジ
タルコンテンツ（全般）」には、架空請求
に関する相談が含まれています。

図表Ⅱ-1-4-13 SNS関連の消費生活相談内容（年齢層別・2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年3月31日までの登録分）。

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代

件数 1,001 件数 5,034 件数 2,824 件数 3,176

他のデジタルコンテンツ 123 他のデジタルコンテンツ 660 他のデジタルコンテンツ 481 他のデジタルコンテンツ 624

コンサート 80 他の内職・副業 626 出会い系サイト 356 出会い系サイト 294

他の健康食品 79 出会い系サイト 580 他の内職・副業 217 他の健康食品 207

出会い系サイト 67 他のデリバティブ取引（全般） 184 他の健康食品 156 他の内職・副業 173

教養・娯楽サービスその他 40 他の健康食品 163 ファンド型投資商品 67 デジタルコンテンツ（全般） 119

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

件数 2,505 件数 1,145 件数 384 件数 60

他のデジタルコンテンツ 597 他のデジタルコンテンツ 317 他のデジタルコンテンツ 128 他のデジタルコンテンツ 21

他の健康食品 185 出会い系サイト 71 投資情報サイト 37 商品一般 7

出会い系サイト 172 他の健康食品 70 デジタルコンテンツ（全般） 33 デジタルコンテンツ（全般） 6

他の内職・副業 107 デジタルコンテンツ（全般） 69 商品一般 21 投資情報サイト 4

デジタルコンテンツ（全般） 104 商品一般 50 出会い系サイト 19 ファンド型投資商品 2

図表Ⅱ-1-4-12 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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　フリマサービスを始めとする個人間売買
の相談も近年増加しており、2018年は7,856
件と、2017年（7,410件）に引き続き高い
水準にあります（図表Ⅱ-1-4-14）。相談内
容としては購入者からの「商品が届かな
い」、「壊れた商品・偽物等が届いた」等の
相談だけではなく、出品者からの「商品を
送ったのに、商品が届かないなどを理由に
商品代金が支払われない・商品代金の返金
を求められた」などの相談がみられます。
　国民生活センターでは、消費者へのアド
バイスとして、①フリマサービスは個人同
士の取引であり、トラブル解決は当事者間
で図ることが求められている点を理解して
利用すること、②利用規約等で禁止されて
いる行為は絶対に行わないこと、③未成年
者（子供）がフリマサービスを利用する場

合は、家族等で利用方法を十分に話し合う
こと、④当事者間で話し合っても、フリマ
サービス運営事業者に相談しても交渉が進
まない場合は、問題点の整理等を行うため、
最寄りの消費生活センター等に相談するこ
と等の注意喚起を行いました。さらに、フ
リマサービス運営事業者に対し、消費者が
より安全・安心にサービスを利用できるよ
うな取組を実施するよう要望しました42。

　インターネットを通じて電子的に取引さ
れる「暗号資産（仮想通貨）」に関するト
ラブルが増加しています（図表Ⅱ-1-4-
15）。PIO-NETによると、暗号資産（仮想
通貨）に関する消費生活相談件数は2014年
以降、一貫して増加しており、2018年は
3,657件となっています。

個人間売買に関連する相談件数も
引き続き増加傾向

暗号資産（仮想通貨）をめぐる詐
欺的なトラブル

42 ）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）

図表Ⅱ-1-4-14 「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（2019年 3 月31日までの登録分）
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　暗号資産（仮想通貨）に関する主な相談
内容としては、暗号資産交換業者の信用性
やトラブルの有無に関するもの、解約・返
金に関するもの、システムやセキュリティ
に関するもの、ログインできない、入金が
反映されない、業者から返答がないなど、
事業者の対応に関するもの等があります。
　消費者庁、金融庁及び警察庁は、2017年
４月に資金決済法等の一部改正 （「仮想通
貨交換業に係る登録制」の創設）以来、三
庁で連携して消費者に対する注意喚起を
行っています。その後、暗号資産交換業の
導入に便乗する詐欺に関する相談等の増加
に伴い、2018年10月、主な相談事例等及び
注意喚起文の内容を更新し、改めて暗号資
産（仮想通貨）に関するトラブルに注意す
るよう呼び掛けを行っています43。
　一方、暗号資産（仮想通貨）に関しては、

「儲かると勧められて投資したが、言われ
た通りに儲からない」などの実態不明な投
資話に関する相談もみられます。国民生活
センターでは、2018年４月に暗号資産（仮
想通貨）をめぐる実態不明な投資話に関す
る注意喚起を行っています44。

　2018年８月、消費者庁は、「オーナー制
度45」という取引で多額の支払遅延を発生
させていた事業者に関する注意喚起を行い
ました46。
　当該事業者の通信販売を利用していた消

（ ４）高収入をうたう副業や投資に関する相談

オーナー制度に関する相談

43 ）消費者庁「仮想通貨に関するトラブルにご注意ください！」（2018年10 月19 日公表）
44 ）国民生活センター「仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意」（2018年４月26日公表）
45 ）ここでは、企業が消費者と買戻特約付売買契約を締結し、形式上消費者が対象商品のオーナーとなり、買戻予定

日（以下「満期日」という。）に、企業が買い戻すことにより「買戻代金」が消費者に支払われるという取引。
46 ）消費者庁「『オーナー制度』と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興

会に関する注意喚起」（2018年８月31日公表）

図表Ⅱ-1-4-15 「暗号資産（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（2019年 3 月31日までの登録分）。
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費者が、オーナー制度の案内を受け、短期
間で高額の利子が付くことに魅力を感じ、
半年後に満期日を迎えるオーナー制度に申
し込むとともに、申込口数に応じた金額を
指定された口座に振り込みました。
　その後、当該事業者は、2017年11月から
2018年７月末までに満期日を迎えたオー
ナー制度契約に関して支払遅延を生じさ
せ、支払われていない買戻代金は少なくと
も数百億円に達することが判明しました。
　消費者庁からは、高額な利子など他の取
引と比較して非常に有利な条件での取引
は、消費者にとって相当程度のリスクがあ
る場合があるため、取引を行う場合には、
リスクも十分に検討すること、取引に関し
て不審な点があった場合は、お金を支払う
前に、最寄りの消費生活センター等に相談
すること等のアドバイスを行っています。

　「１日数分の作業で月に数百万円を稼

ぐ」、「〇万円が〇億円になる投資法」といっ
たお金もうけのノウハウと称して、イン
ターネット等で取引される「情報商材」に
関連する相談が増加しています。情報商材
とは、インターネットの通信販売等で、副
業・投資やギャンブル等で高額収入を受け
るためのノウハウなどと称して販売されて
いる情報のことです。情報商材の形式は、
PDF等の電子媒体、動画、メールマガジン、
アプリケーション、冊子、DVD等があり
ます。
　全国の消費生活センター等に寄せられる
相談件数は近年増加の一途をたどってお
り、2018年は8,787件と、５年前の10倍強と
なっています（図表Ⅱ-1-4-16）。
　年齢層別にみると、40歳代、50歳代の相
談件数が多くなっており（図表Ⅱ-1-4-
17）、また、契約購入金額をみると、10万
円以上50万円未満の相談が、相談件数のほ
ぼ半分を占めています（図表Ⅱ-1-4-18）。

「情報商材」に関する相談

図表Ⅱ-1-4-16 「情報商材」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（2019年 3 月31日までの登録分）。

841 904
1,470

2,629

5,392

8,787

201820172016201520142013
0

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

（年）

（件）

第
２
部

第
１
章
　
第
４
節
　
最
近
注
目
さ
れ
る
消
費
者
問
題

187



図表Ⅱ-1-4-17 「情報商材」に関する消費生活相談件数（年齢層別・2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅱ-1-4-18 「情報商材」に関する消費生活相談件数（契約購入金額別・2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。

1

13

146

473

529

4,222

1,966

744

40

0

653

0 5,0004,0003,0002,0001,000

無回答（未入力）

～1,000円未満

～１万円未満

～５万円未満

～10万円未満

～50万円未満

～100万円未満

～500万円未満

～１億円未満

１億円以上

０円

（件）

188



　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」（2018年度）では、｢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｣、｢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｣、｢思っていたよりかなり高い金額を請
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9.9％となっています（図表Ⅱ-1-5-1）。

　同様に、2018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50.8％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43.3％でした（図表Ⅱ-1-5-2）。

　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40.6％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」（36.7％）、「家族、知人、
同僚等の身近な人」（34.6％）の順となっ
ています（図表Ⅱ-1-5-3）。「市区町村や消
費生活センター等の行政機関の相談窓口」
は8.1％でした。

消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計第 ５節

（ １）消費者被害・トラブルの経験

商品・サービスについての消費者
被害・トラブルの経験

消費者被害・トラブルを誰かに相
談・申出する人に変化なし

消費者の多くは販売店に相談や申
出をしている

図表Ⅱ-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。

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

2018年度
（2018年11月）
N = 6,053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 7.9% 8.2% 5.9% 7.2% 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 4.9% 4.8% 3.2% 3.9% 3.8%

思っていたよりかなり高い金額を請求された 2.4% 2.7% 1.0% 1.2% 1.8%

問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した 1.4% 1.7% 0.8% 1.2% 1.2%

契約・解約時のトラブルにより被害に遭った 1.1% 1.2% 0.9% 0.8% 1.0%

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） 0.3% 0.6% 0.4% 0.7% 0.3%

けが、病気をする等、安全性や衛生面に問題があった 1.3% 1.8% 0.8% 0.5% 0.9%

その他の消費者被害の経験 1.6% 1.8% 0.9% 1.0% 1.0%

上記のいずれかの経験があった 10.6% 10.9% 7.7% 9.5% 9.9%
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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。

（ 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

図表Ⅱ-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。

（％）
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

2018年度
（2018年11月）
N = 557件

相談・申出をした 51.2 51.7 55.2 50.3 50.8

誰にも相談・申出をしていない 43.2 44.9 37.6 44.6 43.3

無回答 5.5 3.3 7.2 5.2 5.9

図表Ⅱ-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）。
　　　　 3． ｢事業者団体｣ は2015年度調査で新設された項目。
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7.0
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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

0 604020

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

2015年度調査
（N＝341、M.T.＝134.3％）

2014年度調査
（N＝314、M.T.＝128.0％）

2016年度調査
（N＝270、M.T.＝131.9％）
2017年度調査
（N＝300、M.T.＝123.0％）
2018年度調査
（N＝283、M.T.＝129.0％）

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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　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47を行い、消費者被
害・トラブルの「発生確率」を求めた上で、
15歳以上人口に当該確率を乗じて、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
るという手法を採っています。
　「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
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、2018
年１年間に支出が発生した消費者被害・ト
ラブルは約1022万件となり、消費者被害・ト
ラブル額は、「既支払額（信用供与を含む。）」
で約6.1兆円48となりました（図表Ⅱ-1-5-4）。
　推計した2018年の消費者被害・トラブル
件数は2017年（約1061万件）と比較して減

２0１8年の消費者被害・トラブル額

47�）消費者庁「消費者意識基本調査」（2018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2018年11月８日から同年
11月30日まで、回収率は60.5％。
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少しましたが、「既支払額（信用供与を含
む。）」の平均被害額が増加しており、約5.3
兆円（「既支払額（信用供与を含む。）」ベー
ス）であった2017年よりも総額が約0.8兆

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。

48�）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6.1兆円であるが、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5.6～6.6兆円の幅の中にあると推定される。

図表Ⅱ-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．消費者被害・トラブル額とは、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を指す。
　　　　 2． 満15歳以上の人口に、「消費者意識基本調査」の結果から求めた消費者被害・トラブルの「発生確率」を乗じた上で、消費生活相

談情報から計算される、被害 1件当たりの平均金額を乗じて算出した金額に、高齢者の潜在被害として想定される金額を加えて補
正した推計額。

　　　　 3． 「発生確率」は、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。

　　　　 4．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）に基づき算出している。
　　　　 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。

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

契約購入金額 約7.8兆円 約7.4兆円 約5.9兆円 約6.4兆円 約7.2兆円

既支払額（信用供与を含む。）※ 約6.7兆円 約6.7兆円 約5.2兆円 約5.3兆円 約6.1兆円

既支払額 約5.5兆円 約6.0兆円 約4.7兆円 約5.0兆円 約6.0兆円
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　消費者庁「消費者意識基本調査」では、
消費者の日常の消費生活における意識や行
動、消費者トラブルの経験等を調査していま
す。本節では、当該調査の結果から消費者
の意識や行動の状況についてみていきます。

　まず、インターネットの普及や高齢化の
進展等、消費者をめぐる環境が大きく変化
している中、同調査を開始した2012年度か
ら2018年度まで３年ごとの調査結果から、
消費者として心掛けている行動がどのよう
に変化したかをみていきます。
　2018年度の調査結果では、「表示や説明
を十分確認し、その内容を理解した上で商
品やサービスを選択する」ことに対して「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」。以下同じ。）という
割合が77.9％、「個人情報の管理について
理解し、適切な行動をとる」ことに対して
「心掛けている」という割合が65.5％とな
りました。
　2015年度の調査結果と比べると大きな変
化はありませんが、2012年度の調査結果と
比較すると、それぞれ約10ポイント上昇し
ており、表示や説明書き、個人情報の取り
扱いに留意する消費者は増加傾向にあると
いえます（図表Ⅱ-1-6-1）。
　また、「環境に配慮した商品やサービス
を選択する」ことに対して「心掛けている」

という割合は59.3％となっており、2012年
度調査の45.5％、2015年度調査の53.2％と
比較すると、環境保護に対する消費者の関
心が高まっていることがうかがえます。

　一方、2018年度の調査結果では、「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」ことに対して「心掛けてい
る」という割合は37.5％にとどまっていま
す。本章第３節・第４節でみたように、架
空請求や簡単にもうかるという副業や投資
に関する消費者トラブル等の増加等により
消費生活相談件数は増加しており、日常生
活において消費者トラブル等に巻き込まれ
る可能性があることを踏まえて、消費者ト
ラブルへの意識や備えを更に向上させてい
く必要があると考えられます。
　また、「ライフステージや経済状況の変
化等、将来を見通した生活設計を考える」
ことに対して「心掛けている」という割合
は46.7％となっており、2012年度の調査結
果と比べて増加傾向にはあるものの、将来
を見通した生活設計を考えることを意識し
ている消費者は約半数にとどまっています
（図表Ⅱ-1-6-1）。

消費者意識・行動の状況第 ６節

（ １）消費者として心掛けている行動

商品・サービスの表示や説明書き、個人情
報の取扱いに留意する消費者は増加傾向

トラブルへの対処、将来の生活設計
を心掛けている人は比較的少ない
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　どのような分野の消費者問題に対して関
心があるかを聞いたところ、「食中毒事故
の問題などの食品の安全性について」とい
う割合が最も高く69.8％、次いで「偽装表示・
誇大広告など、事業者による商品やサービ

スに関する偽りの情報について」（58.1％）、
「ダイレクトメールや電話勧誘販売などに
見られるプライバシーや個人情報の保護の
問題について」（55.8％）等となっています。
　年齢層別にみると、「偽装表示・誇大広
告など、事業者による商品やサービスに関
する偽りの情報について」、「強引な勧誘や
利殖方法などの悪質商法について」や「商
品やサービスの消費や廃棄に伴う環境・資
源問題について」は、若年齢層に比べ高年
齢層で割合が高い傾向にあります。

（ ２）消費者問題に対する関心

食品の安全性に対する関心は全年
齢層で高い

図表Ⅱ-1-6-1 消費者として心掛けている行動

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」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。
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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

（%）

2015年度

2018年度

2012年度

2015年度

2018年度

2012年度

2015年度

2018年度

2012年度

2015年度

2018年度

2012年度

2015年度

2018年度

2012年度

2015年度

2018年度

2012年度

表示や説明を十分確
認し、その内容を理
解した上で商品や
サービスを選択する

個人情報の管理につ
いて理解し、適切な
行動をとる

環境に配慮した商品
やサービスを選択す
る

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

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

ライフステージや経
済状況の変化等、将
来を見通した生活設
計を考える
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　一方、「交流サイト・ゲーム・ネット通
販などのインターネット利用により生じる
トラブルについて」という割合は、59歳以
下の全ての年齢層で40％から50％程度と高
い割合を占めていますが、60歳以上では
30％未満にとどまっています（図表Ⅱ- 
1-6-2）。これは、一般的に、高年齢層に比
べ若い年齢層の方がインターネットを利用
する機会が多いことによるものと考えられ
ます。
　また、10歳代後半は他の年齢層に比べ、
全ての問題に対して関心が低い傾向にあり
ます。この年齢層では、まだ多くの消費者
が経済的な自立をしておらず、消費者問題
に目を向ける機会が少ないことも関係して
いると考えられます。2022年４月１日から
は改正民法の施行により成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられることもあり、今後
10歳代後半の若者も自立した消費者として
消費者取引の主体となることも増えていく

ことが予想され、若年層の消費者問題に対
する関心を高めていく必要があります。

　本章第３節・第４節でみたように、架空
請求に関する消費生活相談が2017年から再
び増加しています。そこで、「身に覚えの
ない料金を請求されるなど、詐欺的な請求
を受けた経験」について聞いたところ、い
ずれかの詐欺的な請求を受けた経験がある
という割合が57.8％となりました。
　詐欺的な請求を受けた経験の内容につい
ては、多い順に「利用したつもりのない有
料動画サイトなどの請求に関する電子メー
ルやSMSが届いた」（36.1％）、「インター

（ ３）消費者被害・トラブルに関する意識や行動

詐欺的な請求を受けた経験がある
人は ６割

図表Ⅱ-1-6-2 関心のある消費者問題

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、どの分野の消費者問題に対して関心がありますか。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）。
　　　　　　ただし、「その他」、「わからない」、「無回答」を除いている。
　　　　 3． （※）利殖商法とは、「高利回り」、「値上がり確実」など利殖（利子や配当金などによって財産を増やすこと）になることを強調し

て不当な勧誘をする商法のこと。
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38.6

49.5

54.8

64.6

68.2
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38.9

46.6
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37.0

43.8

50.7

48.0

50.7

43.6

27.6

17.1

20.1

15.2

24.6

20.9

22.5

21.1

19.9

16.6

55.8

35.9

45.2

50.8

58.1

62.9

61.5

54.1

27.7

14.5

24.1

27.2

27.7

29.6

28.6

29.8

29.6

12.1

15.1

21.7

22.9

30.7

37.2

40.9

21.6

8.3

14.9

18.1

19.2

24.5

25.7

25.0

2.1

3.1

4.8

2.6

2.7

0.8

1.2

2.0

（％）

食中毒事故
の問題など
の食品の安
全性につい
て

サービスの
提供上の問
題(技能不
足など）に
より生じる
事故につい
て

製品・施設
の欠陥によ
り生じる事
故について

偽装表示・
誇大広告な
ど、事業者
による商品
やサービス
に関する偽
りの情報に
ついて

強引な勧誘
や利殖商法
（※）など
の悪質商法
について

交 流 サ イ
ト・ゲーム・
ネット通販
などのイン
ターネット
利用により
生じるトラ
ブルについ
て

クレジット
カードの利
用による返
済能力を超
えた商品の
購入や借金
のし過ぎな
どによる多
重債務問題
について

ダイレクト
メールや電
話勧誘販売
などに見ら
れるプライ
バシーや個
人情報の保
護の問題に
ついて

消費者トラ
ブルにおけ
る被害者の
救済につい
て

商品やサー
ビスの消費
や廃棄に伴
う環境・資
源問題につ
いて

事業者によ
る 商 品 や
サービスに
関する情報
の開示につ
いて

関心のある
消費者問題
はない

10歳代後半

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

（N＝290、
M.T.＝292.1）

全体 （N＝6,053、
M.T.＝449.1）

（N＝456、
M.T.＝371.1）
（N＝742、
M.T.＝422.5）
（N＝1,074、
M.T.＝449.3）
（N＝978、
M.T.＝486.1）
（N＝1,208、
M.T.＝484.4）
（N＝1,305、
M.T.＝466.1）
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ネット閲覧中に、突然『端末からウィルス
を検出しました』、『今すぐアップデートが
必要』などの警告画面が表示された」
（32.8％）、「公的機関のような名称で支払
いを要求するはがきなどを受け取った」
（21.6％）などとなっています（図表Ⅱ-1-
6-3）。
　年齢層別にみると、「インターネット閲
覧中に、突然『端末からウィルスを検出し
ました』、『今すぐアップデートが必要』な
どの警告画面が表示された」や「利用した
つもりのない有料動画サイトなどの請求に
関する電子メールやSMSが届いた」等、
インターネットが関係するものでは20歳か
ら49歳までの割合が高く、「振り込め詐欺
の電話がきた」では70歳以上の割合が、他
の年齢層と比較して高くなっています。ま

た、「公的機関のような名称で支払いを要
求するはがきなどを受け取った」では40歳
以上の中高年層で高くなっており、年齢層
によってトラブルになりやすい手口が異
なっていることが分かります。
　消費者への注意喚起や啓発は、こうした
年齢層による違いに着目して、効果的に行
うことが重要です。特に、10歳代後半では、
「いずれも経験したことがない」という割
合が約６割となっていますが、今後経済的
な自立をする若者も多いことから、若年層
への消費者教育等、消費者トラブル防止の
取組が引き続き求められています（図表Ⅱ
-1-6-4）。

図表Ⅱ-1-6-3 詐欺的な請求を受けた経験

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、これまでに、身に覚えのない料金を請求されるなど、詐欺的な請求を受けた経験はありますか。当てはまるものの番

号を全てお選びください。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． （※）ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）とは、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

ビスのこと。

36.1

32.8

21.6

9.8

7.2

4.6

41.5

0.7

0 403530252015105 45
（％）

（N＝6,053、M.T.＝154.3%）無回答

上記のいずれも経験したことがない

振り込め詐欺の電話がきた

医療費や税金などの還付金を払うので銀行
などのATMに行くように指示された

実在する団体と紛らわしい名称をかたって、
災害支援をうたい文句に、義援金の支払いを

求められた

公的機関のような名称で支払いを要求する
はがきなどを受け取った

利用したつもりのない有料動画サイトなどの
請求に関する電子メールやSMS(※）が届いた

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

が必要」などの警告画面が表示された

いずれかの
詐欺的な請
求を受けた
（計）57.8％
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　さらに、詐欺的な要求に対し、どのよう
な対応をしたか聞いたところ、いずれのト
ラブルについても、「無視した」との回答
が高い割合を占めました。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」や「発信元に問い合わ
せた」との回答は、いずれも低い割合とな
りました（図表Ⅱ-1-6-5）。
　しかしながら、「無視した」との回答の
割合には、内容ごとに偏りがみられ、「利
用したつもりのない有料動画サイトなどの
請求に関する電子メールやSMSが届いた」
や「インターネット閲覧中に、突然『端末
からウィルスを検出しました』、『今すぐ
アップデートが必要』などの警告画面が表
示された」に対しては、８割前後が無視し

ているのに対し、「実在する団体と紛らわ
しい名称をかたって、災害支援をうたい文
句に、義援金の支払いを求められた」
（65.1％）、「振り込め詐欺の電話がきた」
（61.4％）、「医療費や税金などの還付金を
払うので銀行などのATMに行くように指
示された」（47.7％）は、「無視した」とい
う割合が比較的低い割合にとどまっていま
す。これらのケースでは、「その他」とい
う割合が２割から４割程度を占めています
が、消費生活相談の実態に鑑みると、この
中には不信感を持った消費者が、請求を受
けた後に、市町村等の年金や健康保険等の
担当部署や実在する団体に直接問合せをし
て確認するなど、無視はしていないが信頼
できる第三者に事実かどうか確認している
消費者が一定程度存在することがうかがえ
ます。

詐欺的な請求に対し、多くの人は
無視している

図表Ⅱ-1-6-4 詐欺的な請求を受けた経験（年齢層別）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、これまでに、身に覚えのない料金を請求されるなど、詐欺的な請求を受けた経験はありますか。当てはまるものの番

号を全てお選びください。」との問に対する回答（複数回答）。
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24.3
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25.9
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6.2

5.5

6.6

8.5

6.2

10.2

17.2

5.2

4.8

3.4

3.7

3.1

3.8

7.6

30.7

54.2

50.3

47.0

35.8

21.0

13.0

23.8

48.9

57.0

53.1

43.1

25.6

13.1

8.6

8.8

6.3

6.9

6.9

6.5

8.0

58.6

33.6

25.7

25.7

32.3

49.2

62.2

0.7

0.2

0.8

0.7

0.4

0.7

0.8

（％）

公的機関のよ
うな名称で支
払いを要求す
るはがきなど
を受け取った

振り込め詐欺
の電話がきた

医療費や税金
などの還付金
を払うので銀
行 な ど の
ATMに行く
よう指示され
た

インターネッ
ト閲覧中に、
突然「端末か
らウィルスを
検出しまし
た」、「今すぐ
アップデート
が必要」など
の警告画面が
表示された

利用したつも
りのない有料
動画サイトな
どの請求に関
する電子メー
ルやSMSが
届いた

実在する団体
と紛らわしい
名称をかたっ
て、災害支援
をうたい文句
に、義援金の
支払いを求め
られた

上記のいずれ
も経験したこ
とがない

無回答

10歳代後半

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

（N＝290、
M.T.＝143.4）
（N＝456、
M.T.＝166.4）
（N＝742、
M.T.＝165.0）
（N＝1,074、
M.T.＝169.9）
（N＝978、
M.T.＝155.1）
（N＝1,208、
M.T.＝142.9）
（N＝1,305、
M.T.＝143.4）
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　「簡単に高収入を得られるとうたった副
業や投資などの儲け話」について、広告を
見たり、勧誘を受けたりした経験があるか
聞いたところ、いずれかの経験があるとい
う割合は35.8％でした。
　経験した内容は、多い順に「簡単に儲か
る方法・ノウハウを教えるとするもの」
（17.4％）、「不動産オーナー投資（土地や
マンションなど不動産への投資）」（12.4％）、
「ファンド型（事業）投資商品（農業・畜産・
太陽光発電などへの投資）」（9.6％）となっ
ています（図表Ⅱ-1-6-6）。
　年齢層別にみると、「簡単に儲かる方法・
ノウハウを教える」では15歳から59歳まで、
「不動産オーナー投資」、「ファンド型（事
業）投資商品」、「海外宝くじ（購入した覚

えのない海外の宝くじに高額当選したとの
連絡など）」では40歳から69歳までで、比
較的高くなっています49。
　このような「儲け話」に対して、契約す
ることを検討したか聞いたところ、「契約
することを検討しなかった」という割合が
９割近くを占めました。
　一方で、「契約することを検討した」と
いう人は１割程度いました。そこで、検討
した理由について聞いたところ、「知人が
勧めていたから」が最も高く37.7％、次い
で「事業者が信用できると思ったから」
（32.9％）、「『今回限り』、『あなただけ』
など限定の特典があったから」（15.4％）
などという結果でした（図表Ⅱ-1-6-7）。
　本章第４節でもみたように、副業や投資、
情報商材に関連する相談が増加していま
す。不審な投資の広告を見たり、簡単にも
うかる方法を教えるといった勧誘を受けた

「儲け話」について、広告を見たり勧誘を受けたり
した人のうち１割程度が「契約することを検討した」

49�）15歳から59歳までについては、「簡単に儲かる方法・ノウハウを教える」が20％から30％程度となっており、40
歳から69歳までについては、「不動産オーナー投資」が15％から20％程度、「ファンド型（事業）投資商品」が10％
から15％程度、「海外宝くじ（購入した覚えのない海外の宝くじに高額当選したとの連絡など）」が10％程度となっ
ており、他の年齢層と比べて比較的高くなっている。

図表Ⅱ-1-6-5 詐欺的な請求を受けた際の対応

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「詐欺的な請求を受けた『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。」との問に対する回答（複数

回答）。

72.4

61.4

47.7

77.5

84.6

65.1

11.6

2.2

2.9

22.9

13.0

4.1

10.5

9.5

4.3

8.4

7.6

3.2

13.6

11.0

5.1

1.0

4.0

0.9

2.2

0.8

1.8

0.2

1.3

1.1

0.5

1.5

0.7

1.4

0.9

3.4

6.1

19.3

39.0

4.1

3.7

23.4

0.2

1.4

1.8

0.4

0.3

1.6

（％）

無回答その他指示に
従った

発信元に
問い合わ
せた

警察や消費生
活センターな
どの公的機関
に相談した

家族や友
人など身
近な人に
相談した

イ ン タ ー
ネットなど
で対応策を
調べた

無視した

（N＝2,187、
M.T.＝115.4）

（N＝436、
M.T.＝103.0）

（N＝1,988、
M.T.＝115.7）

（N＝277、
M.T.＝103.2）

（N＝591、
M.T.＝107.1）

（N＝1,306、
M.T.＝117.1）

実在する団体と紛らわしい名称をかたって、
災害支援をうたい文句に、義援金の支払いを
求められた

公的機関のような名称で支払いを要求するは
がきなどを受け取った

振り込め詐欺の電話がきた

医療費や税金などの還付金を払うので銀行な
どのATMに行くように指示された

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

利用したつもりのない有料動画サイトなどの
請求に関する電子メールやSMSが届いた
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りしても、多くの人は「契約することを検
討しない」という適切な対応をしています
が50、知人等に勧められたり、事業者を信

用できると思ったりすることによって、ト
ラブルにつながる行動をとってしまうこと
があり得ることが分かります。

50�）消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）で、「簡単に高収入を得られるとうたった副業や投資などの儲け話」
について、広告を見たり、勧誘を受けた経験があるといういう人（N＝2,167）に、その（それらの）広告や勧誘に
より、契約することを検討したか聞いたところ、「（いずれについても）契約することを検討しなかった」と回答し
た人の割合は88.3％となっている。

図表Ⅱ-1-6-6 「儲け話」の広告を見たり勧誘を受けたりした経験

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、これまでに、簡単に高収入を得られるとうたった副業や投資などの儲け話について、広告を見たり、勧誘を受けた

りした経験がありますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． （※）レンタルオーナーとは、消費者が事業者から購入した商品を、事業者が借り受けて第三者に有料で貸し、事業者が得た収

益の一部を消費者に支払うもの。

17.4

12.4

9.6

8.4

4.1

3.4

2.6

1.1

1.1

60.3

3.9

0 5040302010 60
（％）

ファンド型（事業）投資商品
（農業・畜産・太陽光発電などへの投資）

不動産オーナー投資
（土地やマンションなど不動産への投資）

海外宝くじ（購入した覚えのない海外の宝くじに
高額当選したとの連絡など） いずれかの

経験あり
（計）35.8％

無回答

その他

レンタルオーナー（※）の募集

未公開株への投資

海外通貨への投資

仮想通貨の交換と関連付けた投資

広告を見たり、勧誘を受けたりしたことはない

（N＝6,053、M.T.＝124.3%）

簡単に儲かる方法・ノウハウを教えるとするもの
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　消費者の行動と事業者の消費者対応につ
いて聞いたところ、「事業者は、自社の商
品やサービスについて消費者の疑問が解決
するまで丁寧に説明すべきである」に対し
て、「そう思う」（「かなりそう思う」＋「あ
る程度そう思う」。以下同じ。）という割合
は88.8％、「事業者は、消費者からの苦情
や要望を品質やサービスの向上に有益な情
報と捉えるべきである」に対して、「そう

思う」という割合は85.1％と、いずれも９
割近くを占めるという結果になりました。
　一方、「消費者には、納得するまで事業
者に苦情や要望に対応してもらう権利があ
る」に対して、「そう思う」という割合は
66.0％、「消費者は、自らの感情だけでな
く社会的な良識を踏まえて苦情や要望を言
うようにすべきである」に対して、「そう
思う」という割合は83.1％となっています
（図表Ⅱ-1-6-8）。
　消費者は事業者の商品やサービスに対す
る期待が高いと同時に、自らに対しても節
度ある行動が必要と考えていることがうか
がえます。

（ ４）「事業者の消費者対応」に関する意識

事業者に、疑問が解決するまで丁
寧な説明を求める人は ９割

図表Ⅱ-1-6-7 副業や投資の広告に接して契約した又は契約することを検討した理由 

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「『契約した』又は『契約することを検討した』理由は何ですか。」との問に対する回答（複数回答）。

37.7

32.9

15.4

9.6

5.7

3.5

1.8

8.8

11.0

1.3

0 403530252015105 45
（％）

（N＝228、 M.T.＝127.6%）無回答

特に理由はない

その他

事業者や社長の理念に共感できたから

有名人が勧めていたから

元本保証だったから

事業者が信用できると思ったから

知人が勧めていたから

「今回限り」、「あなただけ」など、限定の特典が
あったから

広告が掲載されている媒体が信用できると
思ったから
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　近年、社会的な良識を踏まえず自己の感
情に基づいて事業者に対して過大な要求を
する一部の消費者への対応により、事業者
の負担が重くなっているという指摘があり
ます。
　消費者からの過大な要求に対して、事業
者はどのように対応すべきと考えるか聞い
たところ、回答者全体では「対応する必要
はない」という割合が4.4％、一方、「消費
者が納得するまで対応すべきである」とい
う割合は8.8％と、両極端な考え方を示す
人はそれぞれ10％に満たないことが分かり
ます。これに対し、事業者は「対応できる
内容とできない内容をはっきりと説明すべ
きである」という割合は78.6％となってい
ます（図表Ⅱ-1-6-9）。
　年齢層別にみると、「対応する必要はな
い」という割合は、39歳以下の若い年齢層
で比較的高く、「消費者が納得するまで対
応すべき」という割合は70歳以上の年齢層
が他の年齢層に比べ高くなっています（図

表Ⅱ-1-6-9）。

　さらに、消費者から事業者への過大な要
求を防止するため、どのような取組が必要
と考えるか聞いたところ、割合が高い順に、
「過大な要求に対処するための公的なルー
ルやガイドラインの整備」（61.8％）、「事
業者や事業者団体による指針や対応マニュ
アルなどの整備」（31.9％）、「公的機関に
よる消費者への啓発活動」（31.4％）など
となっています。
　消費者から事業者への過大な要求防止の
ために、消費者は、行政機関や事業者、事
業者団体によるルールや基準の整備が必要
と考えていることがうかがえます（図表Ⅱ- 
1-6-10）。

「事業者は対応可否の内容についてはっ
きりと説明すべき」と考える人が ８割

過大な要求防止には「公的ルールやガイ
ドライン整備」が必要と考える人が多数

図表Ⅱ-1-6-8 消費者の行動と事業者の消費者対応について

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者の行動と事業者の消費者対応について、どのように考えますか。」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。

1.2

1.3

1.3

1.3

0.6

0.5

1.3
0.7

1.3

1.2

5.8

1.9

8.1

11.9

25.7

13.0

42.3

43.1

40.1

37.5

46.5

42.0

25.9

45.6

83.1

66.0

85.1

88.8

かなりそう思う ある程度そう思う どちらともいえない
あまりそう思わない ほとんど・全くそう思わない 無回答

0 80604020 100
（％）

事業者は、自社の商品やサービスについて消費者
の疑問が解決するまで丁寧に説明すべきである

事業者は、消費者からの苦情や要望を品質やサー
ビスの向上に有益な情報と捉えるべきである

消費者には、納得するまで事業者に苦情や要望に
対応してもらう権利がある

消費者は、自らの感情だけでなく社会的な良識を
踏まえて苦情や要望を言うようにすべきである

（N＝6,053）
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図表Ⅱ-1-6-9 消費者からの過大な要求に対する事業者の対応について

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者からの過大な要求に対して、事業者はどのように対応すべきと考えますか。」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。

0.7

0.8

0.5

0.3

0.7

1.5

7.0

16.9

5.9

4.2

4.6

3.3

7.1

11.3

0.4

0.9

0.4

0.5

0.7

0.3

0.3

78.6

67.9

75.2

80.2

81.9

83.3

81.3

72.6

8.8

7.9

9.0

7.3

8.7

8.1

7.9

11.4

4.4

7.2

9.0

7.1

3.9

4.3
2.6

3.0

0.0

0.0

0.0

0 10080604020

70歳以上
（N＝1,305）

60歳代
（N＝1,208）

50歳代
（N＝978）

40歳代
（N＝1,074）

30歳代
（N＝742）

20歳代
（N＝456）

10歳代後半
（N＝290）

全体
（N＝6,053）

対応する必要はない 消費者が納得するまで対応すべきである
対応できる内容とできない内容をはっきりと説明すべきである
その他 わからない 無回答

（%）

図表Ⅱ-1-6-10 消費者からの過大な要求防止のために必要と考える取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者から事業者への過大な要求を防止するため、どのような取組が必要と考えますか。」との問に対する

回答（複数回答）。

61.8

31.9

31.4

21.2

2.5

16.7

0.9

0 604020 80
（％）

過大な要求に対処するための公的なルールや
ガイドラインの整備

事業者や事業者団体による指針や
対応マニュアルなどの整備

（N＝6,053、M.T.＝166.5％）無回答

わからない

その他

事業者や事業者団体による消費者への啓発活動

公的機関による消費者への啓発活動
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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51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、2018
年度は20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、2019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、各種製品群について、メーカー等が製品の安
全対策を講ずるために利用する「安全確保マニュア
ル作成の手引き」の作成及び改定を行い、その結果

について周知を行います。直近では、芳香消臭脱臭
剤協議会により作成された「家庭用芳香・消臭・脱
臭・防臭剤安全確保マニュアル作成の手引き（新版）」
（2019年２月公表）について、家庭用品の安全対策
に係るウェブサイト等において周知を行いました。
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52に公表し、2017年12
月に項目等の充実、2019年１月に最新の情報への更
新を行いました。貸切バス適正化機関53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。

消費者政策の実施の状況第2章
消費者の安全の確保第 １節

51�）「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。
52�）http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/bus/index.html
53�）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。
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　このほか、国土交通省及び警察庁では、乗客への
シートベルトの着用の注意喚起、発車前の乗客の
シートベルトの着用状況の目視による確認等の徹底
を全ての貸切バス事業者に要請するとともに、シー
トベルト着用励行リーフレットを作成し、ウェブサ
イト等を活用し周知しました。

（ 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54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、2018年度におい
て３万8549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」
を公表しました。引き続き事故情報を注視し、状況
に応じて注意喚起、要望等を行っていきます。
　このほか、厚生労働省では、2017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143件でした。
　なお、事故情報データバンクに登録されている、
2018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、48件となっています。

（ 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、14歳以下の子供の死因の上位が不
慮の事故となっており55、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歳から小学校入学前の子供の事故情報
分析結果等を基にした、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
ガジン「子ども安全メールfrom消費者庁」や「子
どもを事故から守る！公式Twitter」を定期的に配
信しています。
　2018年度は、メールマガジンを50回及びTwitter

54）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。
55）厚生労働省「人口動態統計」（2017年）
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を122回配信するとともに、子供の事故に関するプ
レスリリースによる注意喚起、事故防止に関連した
保護者等への意識・行動調査の結果を取りまとめ、
公表しました。
　また、平成30年版消費者白書においては、「子ど
もの事故防止に向けて」を特集テーマとしました。
そのほか、徳島県、東京都、大阪府、宮城県、愛知
県等でのイベントにおいて、子供の事故予防や安全
に配慮された製品の普及等の啓発活動を行いました。
　さらに、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」の取組である「子ど
もの事故防止週間」を2018年５月21日から27日に実
施し、関係府省庁との連携による集中的な広報活動
を行いました。

（ 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、
「第五次薬物乱用防止五か年戦略」（2018年８月３
日薬物乱用対策推進会議決定）に基づき、関係府省
で連携した総合的な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、「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）のフォローアップを2018年
８月に取りまとめました。2019年１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
プ及び新たに策定した「第五次薬物乱用防止五か年
戦略」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、2018年中は、危険ドラッグ事犯を383事件
396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。2018
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、国連薬物・犯罪事務所（UNODC）56

と連携して危険ドラッグ等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、
監査や啓発活動の推進等を通じ、薬物の使用禁止の
徹底を周知しました。海上保安庁では、緊急通報用
電話番号「118番」57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
などして、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。2018年度までに指定し
た指定薬物は2,376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

56�）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。
57�）https://www.kaiho.mlit.go.jp/doc/tel118.html
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り体制を強化しました。
　なお、麻薬取締部における2018年中の危険ドラッ
グ事犯の事件数は41件、検挙人員は38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。
　なお、財務省（税関）における2018年中の指定薬
物の摘発件数は218件、押収量は約16kgとなってい
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、財務省では連携して消
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、都道府県教育委員会等に対し、
全ての中学校及び高等学校において、警察職員、麻
薬取締官、学校薬剤師等を講師とした薬物乱用防止
教室を年１回は開催するとともに、地域の実情に応じ
て小学校においても開催に努めるよう促しています。
　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、効果的な指導方法や内容の検討等を行う
都道府県教育委員会等に対する支援を行うととも
に、薬物乱用等の問題について総合的に解説した啓
発教材を、小学校５年生、中学校１年生、高校１年
生等に配布しています。
　さらに、若年層の薬物乱用が問題となっているこ
とから、大学生等向け啓発用リーフレットを作成し、
文部科学省ウェブサイトに公開するとともに、全て
の大学、短期大学、専門学校に配布しています。
　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」
（毎年６月20日～７月19日）及び「麻薬・覚醒剤乱
用防止運動」（毎年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、2018年12月に高等学校卒業予定者へ向
けて139万６千部、小学校６年生の保護者へ向けて
133万２千部を配布し、また2019年２月には青少年
へ向けて20万部配布しています。
　法務省では、「“社会を明るくする運動”～犯罪や
非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ～」58

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。2018年には、1,705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

58�）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くための全国的な運動。
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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が発覚したことを踏まえて、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など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、契約者である母親等へ正確で分かり
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。
　2018年２月から３月にかけて、業務内容等に関す
る届出のあった臍帯血プライベートバンク２社に対
して、実地調査を実施し、届出内容等について確認
を行いました。
　2018年４月には、2017年11月の第１回開催に続い
て、第２回「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、会議においてなさ
れた提言の内容を踏まえ、関連学会等に対して、臍
帯血の採取を依頼された場合には依頼者に対し臍帯
血プライベートバンクに関する適切な情報提供を行
うよう、通知を発出しました。また、2018年８月に、
業務内容等について届出のあった臍帯血プライベー
トバンク２社について、事業実績等（2018年３月31
日時点）を厚生労働省ウェブサイトに公開しました。
　第197回臨時国会において、公的臍帯血バンク（臍
帯血供給事業者）以外の事業者による第三者間の造
血幹細胞移植に用いる臍帯血の提供を原則禁止する
ことを内容とする移植に用いる造血幹細胞の適切な
提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平
成30年法律第98号。議員立法）が成立し、2018年12
月14日に公布されました。これにより、お母さん方
により安心して、臍帯血を公的臍帯血バンクに提供
していただける体制が整備されました。
　改正法の施行は、2019年３月14日とされたことか
ら、2019年２月14日に、関係省令等を改正して公布
するとともに、地方公共団体、関係学会等に対して
改正内容を周知するための通知を発出しました。さ

らに、厚生労働省ウェブサイトにおいても改正内容
に関する周知を行いました。

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
収集し提供する「事故情報データバンク」59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、2018年度には、重大事故等1,159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、2018年度には、102件
の事故の概要等の公表を行いました。
　このほか、被害の未然防止・再発防止を図るため
に、事故情報の分析を行い、消費者への注意喚起等
を実施しています。
　消費者庁では、消費生活相談の円滑化につなげら
れるように、2016年度以降、インターネット上の文
字列を分析し、消費者被害・トラブル情報の把握が
できないか、検討を行ってきているところです。
2017年度には、2016年度に構築したテキストマイニ
ング等の手法を活用し、10回にわたってデータの抽
出作業を試行的に実施しました。2018年度にも、お
おむね同様の作業を継続するとともに、当該抽出結
果の関係機関への情報共有等の取組を実施しました。
　内閣府、文部科学省、厚生労働省では、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、
事故の再発防止策について検討を行い、2018年７月
に「教育・保育施設等における重大事故防止策を考

59）http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
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える有識者会議年次報告」を公表しました。
　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」60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。

（ 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
緊急時対応訓練を１回程度実施することとしてお
り、2018年度は、2018年12月に食品安全委員会、厚
生労働省、農林水産省、警察庁と連携し、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な
ど、実践的な方法での緊急時対応訓練を実施しまし
た。また、2018年12月、関係府省庁の相互の十分な
連絡及び連携を目的に、消費者安全情報総括官会議
幹事会を開催しました。

（ 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
令等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」61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の
収集にも努め、2018年度までに6,019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
8,295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、正しい使い方等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62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。
　長期使用製品安全点検制度の所有者情報の登録率
向上のため、取引事業者、関連事業者等との連携を
進めるとともに、政府広報等各種媒体を通じたユー
ザーへの働き掛けを行っているところ、加えて2018
年から地方に所在する水道工事事業者等で構成され
る管工事組合の会合に直接訪問し、制度の解説及び
登録の補助の依頼等を行いました。
　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又はそのおそれがある商品
や、品質・表示等に問題がみられる商品について、
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・団体等に要望・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

　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の一部を改正する法律
（平成27年法律第44号）が成立し、国土交通省は、
装置メーカーへの対策を強化しました。また、自動
車メーカー等及びユーザーからの情報収集に努め、
自動車メーカー等のリコール業務について監査等の
際に確認・指導するとともに、安全・環境性に疑義
のある自動車については独立行政法人自動車技術総
合機構において現車確認等による技術的検証を行っ
ています。2018年度のリコール届出は、自動車は
408件で対象台数は822万台、チャイルドシートは１
件で対象台数は5,022台となっています。また、

60）https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html
61）https://www.recall.caa.go.jp/
62）https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/
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2017年度及び2018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」63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。2019年３月には全国介護保険・高齢者保健
福祉担当課長会議において、届出施設から都道府県
等に対する事故報告の徹底を図るとともに当該事故
報告に係る都道府県等から厚生労働省への一層の情
報提供の実施を図ることを徹底するよう要請しまし
た。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。

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16件の事案を調査等
の対象として選定し、2018年度は以下の２件につい
て報告書を決定・公表し、各府省へ意見を述べて調
査等を終了しました。
・�電動シャッター動作時の事故（2018年９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）
・�太陽光発電システムから発生した火災事故等（2019
年１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）
　また、2014年に報告書を決定・公表した幼稚園で
発生したプール事故に関する事故等原因調査に基づ
く意見のフォローアップとして、教育・保育施設等
におけるプール活動・水遊びに関する実態調査を実
施しました。その結果を踏まえ、消費者事故調から
内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣に対
して消費者安全法第33条の規定に基づき再度意見を
述べました。
　さらに、歩行型ロータリ除雪機による事故につい
て、2018年11月に経過報告を決定・公表しました。
　そのほか、消費者事故調の発足から2018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
347件受け付け、そのうち、2018年度は53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2018年度に４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。2018年度に各地の消費生活センターから依

63）http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/hotline.html
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頼のあった商品テスト291件について内容を検討し、
73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、218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
テストを11件実施し、公表するとともに、関係行政
機関・団体等に要望・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、2018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102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。近年相次いで事故が発生してい
るモバイルバッテリーについて、2018年２月１日に
通達改正を行い、電気用品安全法の規制対象としま
した。その上で、製品安全総点検月間（11月）にお
ける周知、消費者向けのパンフレットへの掲載・公
表・配布や、政府広報・NITEプレスでの情報提供
等を実施しました。

（ 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等を
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、2018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103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等、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等を「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。2018年に製品の不具合により発生したと判断さ
れ、2019年４月１日時点で公表している火災は80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。
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（ 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」64という考え方
が導入されています。
　また、同法の規定に基づき、食品の安全性につい
て、科学的知見に基づいて中立公正に「リスク評価」
を行う機関として、2003年７月、内閣府に食品安全
委員会が設けられ、人の健康に悪影響を及ぼすおそ
れのあるものを含む食品を摂取することによって、
どのくらいの確率で、どの程度人の健康に悪影響が
生じるかを科学的に評価しています。
　2016年度には、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）、ドイツ連邦リスク評価研究所（BfR）
及びデンマーク工科大学（DTU）と、連携強化の
ための会合の開催や情報交換を行っています。2018
年度には消費者庁、厚生労働省及び農林水産省と合
同で、新たにインド食品安全基準庁と協力覚書を締
結しました。
　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等、食品や添加物等の規格基準
の設定を行っており、2018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66件、食品添加物
の新規指定件数が１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・加工食品
中の汚染実態を調査しています。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・意見を交換し、必要に応じそれらの
情報・意見を食品の安全性を向上させる措置に反映
させています。
　2018年度は、有害化学物質・微生物リスク管理基
礎調査事業等にて、29件の実態調査を実施しました。
　有害化学物質については、2018年７月に2015年度
及び2016年度に実施した含有実態調査の結果をデー
タ集として取りまとめ、農林水産省のウェブサイト
に掲載するとともに、冊子として製本し、関係団体
及び都道府県等に広く配布しました。また、2018年
４月及び2019年２月に水産物中のダイオキシン類
（2016～2017年度分）、2018年８月に植物に含まれ
る天然毒素の一種であるピロリジジンアルカロイド
類（以下「PA」という。）に関して、食品中の実態
調査の結果を公表しました。さらに、ふき及びふき
のとうについては伝統的に行われているあく抜きが
PAの低減にも有効であるなどの情報提供を併せて
行いました。
　また、学校や保育園等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、注意点を紹介した
動画を作成し、これらを広く周知することで対策の
普及を図っています。
　微生物については、2018年６月に生食用野菜の微
生物実態調査（2013～2016年度分）の結果を公表し
ました。また、2018年４月に、鶏肉を題材に、フー
ドチェーンの各工程に関わる参加者の方々が何をや
るべきか考え、食中毒の発生防止に向けた行動を起

64�）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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こすきっかけを提供するためのセミナーを開催しま
した。これらの情報については、SNS、ウェブサイ
ト、メールマガジン等を活用し、消費者への的確な
情報発信にも取り組んでいます。

（ 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

　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（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、2018年度は、「食
品中の放射性物質をめぐる震災からの歩み―これま
でを知り、明日の消費行動を考える―」と題する意
見交換会を４回開催しました。
　このほか、東京都、大阪府及び宮城県で実施され
た親子参加型イベントに出展し、小学生とその保護
者及び一般消費者に食品安全に関する情報提供（ミ
ニセミナー、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、2018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136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、
出荷制限等の範囲等、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布しています。加

えて、訪日外国人向けに「食品と放射能Q&A�ミニ」
第４版の英語、中国語、韓国語の翻訳版も作成し、
公表しました。
　食品の安全に関する注意喚起や回収情報等につい
ても、報道発表や地方公共団体への情報提供、リコー
ル情報サイトや消費者庁Twitter、Facebook等を通
じて、消費者へ情報提供を行っています。
　食品安全委員会では、リスク評価を始めとした食
品の安全に関する科学的な知識を効果的に普及する
ため、食品安全の基本的な考え方や食中毒等をテー
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、消費者団体及び事業者
団体との意見交換を実施しました。また、海外の専
門家を招へいした食品の新たな評価方法等に関する
国際ワークショップや、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種類の講座を開催しました。2018年度は、「み
んなのための食品安全勉強会」において食中毒を
テーマに、「精講：食品健康影響評価」においてカ
ンピロバクターのリスクプロファイルをテーマに、
それぞれ講座を実施しました。
　さらに、ウェブサイトや年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
発信を行うとともに、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。また、リスク評価の内容等を国
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」65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、2018年度には食品衛生法等の一
部を改正する法律に基づく政省令案の検討状況に関
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
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Twitterを活用
し、有毒植物、毒キノコ、ノロウイルスといった食

65）https://www.fsc.go.jp/dial/
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中毒予防のポイント等、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等、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」66において一般消費者向け
に、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」67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。

（ 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」等を活用し、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、さ
らには、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
多様化等を背景に、輸入食品の届出件数は年々増加
しています。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」68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
実施しており、2017年度における監視指導結果を
2018年８月に公表しました。
　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。

（ 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等、
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。
　また、2013年以降、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人を対象とした、「風評被害に関す
る消費者意識の実態調査」を実施しています。本調
査はこれまで半年に1回行っていましたが、東京電

66）http://www.maff.go.jp/j/fs
67）http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/mail_magagine.html
68）https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000117541.html
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力福島第一原子力発電所事故から８年が経過し、消
費行動の実態等に大きな変化は見られなくなってい
ること等から、2018年度は、2019年２月に第12回目
となる本調査を１回行いました。第12回調査の結果
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、12.5％とこれまでで最も
小さい値になりました。
　2018年度には、別途2019年１月に、全国約7,000
人を対象とした、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する「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」も行いました。福島県産を購入している方で、
幾つかある購入理由のうち、「福島県や福島県の生
産者を応援したいから」という回答が購入している
方の中で約４割と最多となりました。
　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
サイドでも食品の安全を確保する取組を進めてお
り、国民生活センターとの共同で、地方公共団体に
放射性物質検査機器を貸与し、消費サイドで食品の
放射性物質を検査する体制の整備を支援していま
す。2018年度末には、179の地方公共団体に対し、
232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」69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.70、ASIAGAP、JGAP71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。なお、各都道府県におけるGAPの
指導員数は976名（2018年９月30日時点）、認証取得
者数は約4,800経営体（2018年６月末時点）です。
　また、農林水産省としては、消費者に対するGAP
の認知度向上を目的に、都道府県のアンテナショップ
を通じたイベントや、「実りのフェスティバル」、「ジャ
パンハーベスト」等のイベントにおいて、GAPのPR
を行うとともに、GAP情報発信サイト「Goodな農業！
GAP-info」を開設し情報発信の強化に取り組みました。

（ ８）�中小規模層の食品等事業者の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HACCP72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」等を踏ま
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（平
成30年法律第46号）が第196回通常国会で成立し、
2018年６月13日に公布されました。これにより、公

69�）Good�Agricultural�Practiceの略。
70�）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。
71�）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。
72�）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、金属の混入等の危害を分析（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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布日から２年を超えない範囲において政令で定める
日から、原則として製造・加工、調理、販売等を行
う全ての食品等事業者を対象として、HACCPに
沿った衛生管理が求められることになります（ただ
し、施行後１年間は経過措置期間とし、現行基準を
適用します。）。改正法の施行に向け、政省令等の関
係規定の検討等のため、「食品衛生管理に関する技
術検討会」を開催しています。
　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、2018年度は93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、2018年度は18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、2018年度
上半期においては指導６件となっています。
　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しました。2018年
度は、研修会等を通じて食品関係事業者に対し、本
取組の必要性について普及啓発に努めました。また、
アンケート調査によって、自主行動計画の策定を推
進するとともに、食品関係事業者の意見を踏まえ、
アンケート調査実施の時期の工夫を図り、実態の把
握に努めています。

（１１）�食品衛生関係事犯及び食品の産地等偽装
表示事犯の取締りの推進

　警察庁では、消費者庁、国税庁及び農林水産省を
構成員とする「食品表示連絡会議」に2008年の第１
回開催から参加するなどし、関係機関との情報交換
による情報収集に努めています。また、都道府県警
察に対しては、関係機関と連携した情報収集及び食
品表示に対する国民の信頼を揺るがす事犯や国民の
健康を脅かす可能性の高い事犯を認知した際の早期
の事件着手等を指示しています。
　なお、2018年中は、食品衛生関係事犯を21事件32
人、食品の産地等偽装表示事犯を５事件19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
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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、2018年度中の流通食品への毒物混入事件の
発生はありませんでした。

（１３）�廃棄食品の不正流通事案
　食品製造業者等から処分委託をされた食品廃棄物
が産業廃棄物処理業者により不正に転売され、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月に発覚しました。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）73

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）」74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、2016年度から、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いました。また、2017
年に成立した廃棄物の処理及び清掃に関する法律の
一部を改正する法律（平成29年法律第61号）等の内
容については、2018年３月30日付けで施行通知を発
出するとともに、電子マニフェストの一部義務化に
ついては、義務対象となることが想定される特定の
廃棄物を多量に排出する事業者を対象とした電子マ
ニフェスト導入説明会を2017年度から全国で順次開
催しています。

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2018
年度に46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2018年度に20件行いました。

（ ２）�景品表示法の普及啓発
　消費者庁では、景品表示法の普及・啓発及び同法
違反行為の未然防止等のために消費者団体、地方公
共団体、事業者団体や広告関係の団体が主催する景
品表示法に関する講習会、研修会等に講師を派遣し
ています。2018年度は景品表示法に係る説明会等に
148回講師派遣を行い、受講者は計１万1068人集まっ
ています。

表示の充実と信頼の確保第 ２節

73）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_002
74）https://www.env.go.jp/press/102227.html
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　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、2018年度に、消費者団体、地方公共団体、
事業者団体等に約12,000部配布しました。
　さらに、2018年度に「スマートフォンにおける打
消し表示に関する実態調査報告書」（５月16日）及
び「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調
査報告書」（６月７日）を公表しました。
　そのほか、消費者トラブルの実情等を踏まえ、「時
間貸し駐車場の料金表示」（2017年度）や「携帯電
話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表
示」（2018年度）について景品表示法上の考え方を
公表しました。

（ 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等により、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。
　2018年度は、18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38回講師を派遣し、公正取
引協議会等関連団体の会員が約4,350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2018年度に、
各公正取引協議会等を通じ事業者等に8,799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、
2018年度には、６件の講師派遣を行いました。
　また、2016年度の見直しの際に実施したパブリッ
クコメントに対する意見等を参考にして、今後の指
定品目の見直しの検討に向けた調査として、指定品
目の対象となっていない一部品目における品質表示
の技術的課題や、指定品目とした場合における消費
者及び事業者への影響等について、関係業界団体等
に対するヒアリング調査等を実施しました。

（ 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2019年３月までに、登録講
習機関による評価員講習会を計28回実施しました。

（ ３）�省エネ性能表示の普及促進
　建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
（平成27年法律第53号）が2015年７月に公布され、
新たに表示制度が位置付けられました。2016年４月
に施行された同法第36条の規定に基づく省エネ基準
適合認定マークや、同法第７条の規定に基づく省エ
ネ性能表示のガイドラインに従った「建築物省エネ
ルギー性能表示制度（BELS：Building-Housing�
Energy-efficiency�Labeling�System）」、さらに、建
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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）」75等の普
及促進を図るため、省エネ関連の講習会等で2018年
度に97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、2018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、
サッシ等）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3,393品目（2019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）�医療機関のウェブサイトによる情報提供
　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
ン等の周知徹底依頼や、指導事例の情報共有等を行
い、関係団体等による自主的な取組や指導の徹底を
図っています。
　2017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352件76となっており、そのうち88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（平成29年
法律第57号）が成立しました。2018年５月には「医
業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関す
る広告等に関する指針（医療広告ガイドライン）等
について」（2018年５月８日付け厚生労働省医政局
長通知）を発出し、2018年８月に「医業若しくは歯
科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関
する指針（医療広告ガイドライン）に関するQ&A
について」（2018年８月10日付け厚生労働省医政局
総務課事務連絡）を発出し、周知しました（2018年
10月に一部改訂）。
　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、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。

（ 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るとともに、同月、「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

75）http://www.ibec.or.jp/CASBEE/
76）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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スの実効速度計測手法及び利用者への情報提供手法
等に関するガイドライン」を策定しました。
　また、消費者庁から電気通信事業者２社に対して
インターネット接続サービスのキャンペーン期間の
表示に係る景品表示法違反に基づく措置命令が出さ
れたことを踏まえ、2018年１月に改定された電気通
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、2018年度までに公
表した届出情報は1,735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。
　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、報告書（2018年３月28日公表）を
踏まえた食品表示基準の一部改正案を同年10月に消
費者委員会に諮問しており、引き続き改正に向けた
作業を行います。
　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。
　加えて、食品関連事業者等が食品の安全性に関す
る表示に不備のある食品を自主回収する場合に、行
政機関への届出を義務付けるとともに、その旨を行
政機関が公表する仕組みを設けることを内容とす
る、食品表示法の一部を改正する法律（平成30年法
律第97号）が2018年12月に成立しました。

（ 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、2018年度には
274事業者の298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
を講習会への講師の派遣の際に配布し、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11回開催されました。
　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、2018
年度は指示23件、命令２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。
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　また、警察庁では、都道府県警察に対して、関係
機関と連携した情報収集及び食品表示に対する国民
の信頼を揺るがす事犯を認知した際の早期の事件着
手を指示し、2018年中は、食品の産地等偽装表示事
犯を５事件19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は、2018年度上半期
においては89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）�特定商取引法等の執行強化
　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、2018年度は
業務停止命令を13件、指示を19件、業務禁止命令を

26件実施しました。

（ ２）�特定商取引法の見直し
　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）が2016年５
月に成立、同年６月に公布され、2017年12月１日に
改正政省令と共に施行されました。
　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2017年に作成
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

適正な取引の実現第 ３節
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とされているという趣旨に鑑み、当該法律の執行状
況を踏まえ、それぞれの分野における消費者取引の
適正化を図る観点から、必要に応じて制度改正等を
検討・実施することとしています。
　消費者庁では、関係省庁の協力を得て特定商取引
法の適用除外とされている法律等の消費者保護関連
法の執行状況を取りまとめ、消費者基本計画工程表
の別表として公表しています。また、2018年９月に、
消費者庁ウェブサイト内に、特定商取引法適用除外
法令の運用状況が公表されているウェブサイトへの
アクセス先を網羅的にまとめたページを新設し、同
年12月に内容を更新しました。

（ ４）�消費者契約法の見直し
　民法は、私人間の対等な当事者関係を前提として、
取引に関するルールを定めていますが、そもそも消
費者と事業者の間には情報量や交渉力に格差がある
ことから、その格差を前提とした上で消費者の利益
の擁護を図るためのルールを定めた消費者契約法
が、2001年４月に施行されました。
　消費者契約法は、あらゆる取引分野の消費者契約
（消費者と事業者の間で締結される契約（労働契約
を除く。））に幅広く適用され、不当な勧誘行為があ
ればその契約を取り消すことができることとすると
ともに、不当な契約条項については無効とすること
等を定めています。
　2001年の施行以降、依然として、高齢者のみなら
ず、若年者を含めた幅広い世代において消費者被害
は生じています。また、消費者契約についての裁判
例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等
も踏まえた、適切な対応が求められました。こうし
た状況を踏まえ、社会生活上の経験不足や加齢等に
よる判断力の低下を利用する行為を取消権の対象と
なる不当な勧誘行為として追加すること等を内容と
する消費者契約法の一部を改正する法律（平成30年
法律第54号）が、2018年６月に成立しました。
　同法は2019年６月15日に施行されるところ、施行
に向けた周知・啓発活動の一環として、説明会等へ
の講師派遣を行ったほか、同年１月には同法の内容
を分かりやすく説明した資料の作成77、２月には
リーフレットの作成78・逐条解説の改定を行い、そ
れぞれ公表しています。
　また、同法の審議に当たり衆参両院の委員会で付
された附帯決議において、早急に検討を行い必要な

措置を講ずべきこととされた事項等については、同
年２月から「消費者契約法改正に向けた専門技術的
側面の研究会」を開催し、法制的・法技術的な観点
から、具体的な検討を行っています。

（ ５）�消費者の財産被害に対する消費者安全法
の厳正な執行等

　消費者庁では、消費者の財産被害の発生又は拡大
の防止のため、消費者安全法第12条第２項の規定に
基づく通知が的確に実施されるよう、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、2018年度における同通知件数は
8,921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、2018年度
において12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
理等、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、障害等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。また、2018年度は、

77）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/
78）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/
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８月に前回の要請から時間が経過したことを踏ま
え、消費生活センター等において成年後見制度の活
用を図るよう都道府県等宛てに要請する事務連絡を
改めて作成の上送付し、消費者行政ブロック会議（全
６ブロック）において、都道府県等に対し、当該新
たな要請についての説明を行いました。

２ ．�商品・サービスに応じた取引の適
正化

（ １）�電気通信サービスに係る消費者保護の推進
　高度情報通信社会の進展により、インターネット
を活用した取引が増加して利便性が向上する一方、
それに関連する様々な消費者問題も数多く発生して
います。
　2015年５月に説明義務の充実、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）が成立しました。
　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実地調査等を実施
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、MNO79・FTTH80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MVNO81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、電気通信事業法施行規則等を改正し、
MVNO音声通話付サービスにおける初期契約解除
制度を導入しました（2018年10月１日から適用）。
　2018年６月の第５回会合では、2016年度及び2017
年度消費者保護ルール実施状況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
の苦情相談の傾向分析の結果及びMNO・FTTHサー
ビスへの実地調査の結果の報告を行い、これまでの

79�）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。
80�）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。）
81�）（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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調査結果等を「平成29年度消費者保護ルール実施状
況のモニタリング」として取りまとめました。これ
らを踏まえ、調査対象事業者に対して所要の改善指
導を実施するとともに、事業者団体等に対応を要請
しました。
　加えて、2018年10月には電気通信事業分野におけ
る競争ルール等の包括的検証の一環として、「消費
者保護ルールの検証に関するワーキング・グループ」
を設置し、携帯電話の契約時の手続時間の長さや高
齢者の契約トラブル、不適切な営業を行う販売代理
店等の現状を踏まえ、消費者保護ルールの今後の在
り方について検討を開始しました。2019年１月の第
６回会合では、モバイル市場の競争環境に関する研
究会及び消費者保護ルールの検証に関するワーキン
グ・グループにより、モバイルサービス等の適正化
に向けて早急に取り組むべき事項を整理した緊急提
言が取りまとめられ、「シンプルで分かりやすい携帯
電話に係る料金プランの実現」や「販売代理店の業
務の適正性の確保」について、法改正を含め、必要
な措置を検討・実施することが適当とされました。
　また、事業者の乗換えや海外渡航時の一時的な事
業者の変更の妨げになっているSIMロックについ
て、円滑な解除の実施を確保することとしており、
2014年12月に改正した「SIMロック解除に関するガ
イドライン」により、事業者は、2015年５月以降に
新たに発売される端末について、原則無料でSIM
ロック解除に応じることとなりました。さらに、「モ
バイルサービスの提供条件・端末に関するフォロー
アップ会合」の取りまとめを踏まえ、2017年１月に
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。加えて、2018年８月に同指針を改正し、
事業者に対して中古端末のSIMロック解除に応じる
ことを義務付けました（2019年９月１日から適用）。

（ 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（平成27年法律第26号）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、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、2018年度に、無登録で金融商品取引
業を行っていた者41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、2018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、2018年度までに投資型
クラウドファンディング事業者４社に対し行政処分
を行っています。
　なお、2018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34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。
　2018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629
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。2018年度には、不動
産クラウドファンディングに係る業務管理体制や情
報開示に関するガイドラインの策定、対象不動産変
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更型契約に係る規制の合理化等を内容とする不動産
特定共同事業法施行規則の改正等、改正法の適切な
運用のため必要な措置の検討を行い、2019年３月29
日にそれぞれ発出・公布されました。

（ 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」の報告書を踏まえ、利用者からの苦情処理
に関する態勢整備を発行者に求めること等を内容と
する情報通信技術の進展等の環境変化に対応するた
めの銀行法等の一部を改正する法律（平成28年法律
第62号）が2016年５月に成立、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等悪用さ
れやすいサーバ型電子マネーの発行者主要先に対
して、重点的にモニタリングを実施（2015年度：
12先、2016年度：14先、2017年度：９先、2018年
度：９先）。

・�上記主要先に対して、月次で被害発生状況及び返
金状況等を確認。

・�返金状況については、2018年上半期におけるID
の詐欺被害申出金額の合計約12億円のうち、約2.8
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、９月）及び2018年（６月、８月、
10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）�暗号資産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、暗号資産交換業者につ
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、暗号資産交換業者
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、同法案は同年５月に成
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、金融庁、消
費者庁及び警察庁において情報共有しつつ、無登録
業者等に対する警告書の発出等を行っています。ま
た、暗号資産交換業者に対しては、体制等形式面の
みならず、システムの安全性の検証や利用者への説
明態勢の整備状況等、実質的な審査を実施していま
す（2019年３月までに19社を登録。）。これまで暗号
資産（仮想通貨）価格の乱高下や暗号資産（仮想通
貨）の分岐等の動きが見られていること、証拠金を
用いた暗号資産（仮想通貨）取引や暗号資産（仮想
通貨）による資金調達等新たな取引が登場している
こと、暗号資産（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等を踏まえ、登録後におい
ても、暗号資産交換業者における利用者への説明態
勢や実際の説明状況等のほか、法令に基づく取引時
確認についても、モニタリングを行っています。
　こうした中、2018年１月に発生した暗号資産交換
業者における暗号資産（仮想通貨）の不正流出事案
を踏まえ、当該業者に対する立入検査及び行政処分
を実施しました。また、その他の暗号資産交換業者
に対しても、順次立入検査を実施し、問題が認めら
れた業者には行政処分を実施しました。
　2018年８月、これまで実施した暗号資産交換業者
等に対する検査・モニタリングで把握した実態や問
題点について、利用者が業者を選定する際の参考に
してもらうなどの観点から、「中間的なとりまとめ」
を公表したほか、同年10月には、一般社団法人日本
仮想通貨交換業協会を資金決済に関する法律（平成
21年法律第59号）に基づく認定資金決済事業者協会
に認定し、例えば利用者からの相談・苦情対応等に
ついて同協会と連携して対応を行っています。
　2017年９月に金融庁、消費者庁及び警察庁は、連
名で利用者への注意喚起を行い、2018年10月には、
暗号資産（仮想通貨）に関するトラブルが多様化し
ている現状も踏まえて、主な相談事例等の更新を実
施しました。
　さらに、2018年３月に設置され、同年４月から12
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月にかけて計11回にわたり開催された「仮想通貨交
換業等に関する研究会」において、暗号資産（仮想
通貨）をめぐる諸問題について必要な制度的対応の
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、金融庁では、暗号資産交換業
者に関する規制の整備、暗号資産（仮想通貨）を用
いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制
の整備等を盛り込んだ情報通信技術の進展に伴う金
融取引の多様化に対応するための資金決済に関する
法律等の一部を改正する法律案を2019年３月に国会
に提出しました。
　また、国民生活センターにおいても、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）に関連
する研修を2018年度に８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月に、安全・安心なクレジットカー
ド利用環境の整備を目的とした割賦販売法の一部を
改正する法律（平成28年法律第99号）が施行され、
クレジットカード加盟店等ではセキュリティ対策を
実施することが求められます。
　同法では、「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」（2019年３月
改定。以下「実行計画」という。）を実務上の指針
として位置付けており、関係事業者は、本実行計画
に基づく取組を着実に実施していく必要があります。
　加えて、クレジットカードが紐づけられたスマー
トフォンを活用した決済サービスについては、一般
社団法人キャッシュレス推進協議会が「コード決済
における不正流出したクレジットカード情報の不正
利用防止対策に関する検討会」において、対策ガイ
ドラインを会員企業等と共に検討しています。

（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。2018年度は、業務改善命令を１件実

施しました。
　また、商品先物取引の勧誘規制の見直しに係る改
正省令の施行（2015年６月）を踏まえ、2018年度は
同省令に基づく勧誘に関し、外務員に対する研修を
３回実施しました。
　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
確認できた事業者を公表しており、2019年３月末日
時点で10社公表しています。

（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。
　同取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
（2018年４月１日施行）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
見直しを行いました。また、同検討会の検討結果を
踏まえ、2017年12月から、広告募集の在り方の見直
し、前受金の使途の明記及び旅行業者の宿泊施設等
への支払時期の適正化を行うとともに、2018年４月
からはより詳細な経営状況の把握、企業内部・他企
業からの通報を受け付ける通報窓口の設置及び保証
制度の見直しを行いました。

（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こと、騒音やゴミ出
し等による近隣トラブルが社会問題となっているこ
と、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していること等
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月から施行され、同法に基づく住宅宿泊事
業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業が開始され
ました。
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（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。また、
2018年10月には、国土交通省、消費者庁及び金融庁
が連携し、注意点の内容を拡充・更新し、改めて注
意喚起を行ったほか、2018年11月には、より簡潔な
啓発用資料を別途作成し、周知を図りました。

（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82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、住宅リフォーム及び既存住宅売買に関する
トラブルに対応するため、消費者保護の観点から、
リフォーム瑕疵保険等の住宅欠陥に関する保険制度
等について、2018年７月に設置した「制度施行10年
経過を見据えた住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関
する検討会」において制度の改善策の検討を行い、
検討結果を踏まえて制度等の充実を図ります。
　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14団体となり
ました。
　消費者が基礎的な品質等を有する既存住宅を円滑
に選択できるようにするため、耐震性があり、構造
上の不具合及び雨漏りが認められず、想定されるリ
フォームの内容・費用等について適切な情報提供が
行われる既存住宅について、国が商標登録したロゴ
マークを事業者が広告時に使用することを認める
「安心Ｒ住宅制度（特定既存住宅情報提供事業者団
体登録制度）」（国土交通省告示（2017年11月公布・
2017年12月施行））を推進し、安心して購入できる
既存住宅の普及を図ります。

（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。
　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法等の一部を改正

82）https://www.chord.or.jp/index.php
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する法律（平成29年法律第52号）が2018年４月１日
から施行されました。
　さらに「平成30年度有料老人ホームを対象とした
指導状況等のフォローアップ調査」を実施し、調査
結果を公表するとともに、都道府県等に対して届出
促進・指導等の徹底を要請しました（2019年３月29日）。

（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
体制の検討等、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。2018年４月
に、2017年度に実施した調査研究についての報告書
を取りまとめました。2018年８月に、当該報告書を
踏まえ、厚生労働省では、「市町村や地域包括支援
センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に
関する相談への対応について」を発出し、介護保険
施設において入院・入所希望者に身元保証人等がい
ないことは、サービス提供を拒否する正当な理由に
は該当しない旨を示し、身元保証人等がいないこと
のみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといっ
た不適切な取扱いを行うことのないよう、適切に指
導・監督を行うよう各都道府県等にお願いしたほか、
実態調査の結果及び高齢者やその家族が身元保証等
高齢者サポート事業の利用を検討する際のポイント
を示した、分かりやすい普及啓発のための資料を周
知しました。当該資料について、同年９月には、消
費者庁でも地方公共団体に周知するとともに、消費
者庁のウェブサイトへの掲載を行いました。同年11
月に、厚生労働省と消費者庁が共同して、当該資料
について、消費者庁のウェブサイト83の紹介を含め
る形で、調査の対象となった事業者に情報を周知し
たほか、2019年３月の全国介護保険・高齢者保健福
祉担当課長会議においても通知の内容について周知
を行いました。加えて、2019年３月から、厚生労働
省及び消費者庁において、身元保証等高齢者サポー
ト事業に関連すると思われる消費生活相談の情報を
共有し、共有された情報を厚生労働省から各地方公

共団体に提供する取組を開始しました。
　2018年４月には、「身元保証人等がいないことの
みを理由に医療機関において入院を拒否することに
ついて」等を発出し、入院による加療が必要である
にもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいな
いことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否する
ことは医師法（昭和23年法律第201号）第19条第１
項に抵触する旨、各都道府県等へ周知を行いました。
また、2018年度は厚生労働行政推進調査事業費補助
金地域医療基盤開発推進研究事業において、「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
立ち上げ、医療機関を対象に、身元保証人等が得ら
れない場合の患者への対応等の事例を収集し、同年
度末までに現場で活用できる事例集を作成し、都道
府県等に周知する予定です。
　2018年９月に、消費者が身元保証等高齢者サポー
トサービスを選択するに当たり有用と思われる情報
を提供する観点から、関係する情報を一覧すること
の可能なページを消費者庁ウェブサイト内に設けた
ほか、公益社団法人成年後見センター・リーガルサ
ポート本部等４団体に、会員への情報の周知等を依
頼しました。

（１７）�金融機関による顧客本位の業務運営の推進
　顧客本位の業務運営を浸透・定着させることで、
家計の安定的な資産形成を図り、国民生活に貢献し
ます。具体的には、「顧客本位の業務運営に関する
原則」に基づき、取組方針を策定した金融事業者の
公表、顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に
評価できるための成果指標（KPI）の公表への働き
掛け、ベストプラクティスを収集し、金融事業者や
顧客の参考となるように公表、といった策を実施し
ていきます。

（１８）�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いて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。

83�）当該ウェブサイトにおいては、「身元保証等高齢者サポートサービスを利用するに当たっては、…（中略）…事
業者における預託金の管理方法なども把握していただくなど、本当に身元保証等高齢者サポートサービスが必要か
どうかを含め、慎重に情報収集した上で判断いただくようお願いします。」と記載している。

第
２
部

第
２
章　

第
第
第　

適
正
な
取
引
の
実
現

227



　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、2017年度における相談・苦情件数
は6,943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105件であることを把握しました。
　2017年度から、医業等に係るウェブサイトの監視
体制強化事業により、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
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。
　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等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。

（１９）�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年に成立した警備業法の一部を改正
する法律（平成16年法律第50号）において書面の交
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。
　2018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等、様々な機会を捉
えて警備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、警備業者に
対する指導監督を継続的に実施しています。

（２0）�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。
　2018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等、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。
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（２１）�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、
注意喚起を実施しました。
　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
等について、電気事業法（昭和39年法律第170号）
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。
　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。
　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、注意喚起を実施しました。
　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・
雑誌等のメディアを通じた広報、コールセンターの
運営等、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、電力・ガス小売全面自由化の実施に伴う消
費者トラブル防止施策強化のための連携協定に基づ
き、電力・ガス取引監視等委員会と国民生活センター
が共同で、消費者から寄せられた小売全面自由化に
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（平成29年経済産業省令
第８号。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。

（２２）�リスクの高い取引等に関する注意喚起
　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（例えば商品等の先物
取引）等については、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
あること等、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、2019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
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。
　また、近時、大規模災害が相次いで発生したこと
を踏まえ、消費者庁ウェブサイトにて特設ページの
開設、「災害に関連する主な相談例とアドバイス」
や「災害発生時にあわてないために！消費生活での
留意事項例をご紹介」の公表等、消費者に対する情
報提供を随時行いました。今後も、災害発生後の状
況等に応じて、消費者が留意すべきリスク等につい
て注意喚起を行います。
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　その他、ゲノム医療・ビジネスについて、正しく
理解することができるよう、2018年４月に、消費者
庁のSNSやウェブサイトを活用して情報提供を行い
ました。また、地方公共団体ふるさと納税サイトの
画像や返礼品を不正にコピーしたサイトが存在する
ことを受けて、地方公共団体による注意喚起がなさ
れたことを踏まえ、2018年12月に、消費者庁のSNS
やウェブサイトを活用して注意喚起を行いました。
　新生活を始める方に対し、2019年３月に、キャッ
シュレス決済やプラットフォームの利用における留
意点、再配達が生じないようにするための留意点等
を含め、注意喚起を行いました。

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、ISP84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、2018年度は
1,512件の改善指導を行っています。

（ ２）�特定電子メールの送信の適正化等に関す
る法律に基づく行政処分等の実施

　総務省及び消費者庁では、特定電子メール法の規
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。
　2018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5,700件送
信しました。なお、同法に違反した送信者に対する
措置命令はありませんでした。

（ 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。
　2018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8,900
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。2018年度は「キャッシュレス決済の多様化」、
「口コミサイト・インフルエンサーマーケティング」、
「ライブ配信サービス（投げ銭等）」、「オンライン
チケットサービス（チケット不正転売禁止法）」を
テーマとして、それぞれ調査研究を実施しました。
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、2018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21万件となっています。

（ ５）�電子商取引環境整備に資するルール整備
　インターネットの普及に伴い、電子商取引や情報
財取引は幅広い消費者に活用され、重要な取引手段
の一つとなっています。
　経済産業省の「電子商取引に関する市場調査」85

によれば、2017年の日本のBtoC86電子商取引の市場
規模は16.5兆円（前年比9.1％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

84）ISPとは、インターネットサービスプロバイダ（Internet�Service�Provider）の略。
85）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）」（2017年度）
86�）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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「電子商取引等に関する準則」。）。
　経済産業省では、2018年７月27日に、準則の改訂
を実施しました。次回改訂（2019年前半に公表予定）
に向け、検討作業を実施中です。

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
防止対策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携帯
電話事業者に対する、犯行に利用された携帯電話の
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、2018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5,159件（前年比515件増）で
あり、このうち架空請求詐欺の検挙件数が1,271件（前
年比237件増）、金融商品等取引名目の特殊詐欺の検
挙件数が40件（前年比148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2018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、2018年中には、利殖勧誘事犯を41事件123人、
特定商取引等事犯を120事件227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
事犯に利用された預貯金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、2015年から2018年までの生活安全警
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預貯金口座の金
融機関への情報提供を行っており、2018年中は１万
5924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2018年
９月に公表しました。

（ ５）�ヤミ金融事犯の取締りの推進
　ヤミ金融事犯87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
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る場合もあることから、警察庁では、2015年から
2018年まで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、ヤミ金
融に利用された預貯金口座の金融機関への情報提
供、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、2018年中は、ヤミ金融事犯を718事件814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、2018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２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88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（2011
年８月に第２版を公表）しています。

（ ７）�ウイルス対策ソフト等を活用した被害拡
大防止対策

　警察庁では、各都道府県警察等から集約した、海
外の偽サイト等に関するURL情報等を、ウイルス
対策ソフト事業者等に提供し、当該サイトを閲覧し
ようとする利用者のコンピュータ画面に警告表示等
を行う対策を推進しています。
　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、2018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234件となっ
ています。

87�）貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高金利等）に係る事犯及び貸金業に関連した犯罪による収益の移転
防止に関する法律（平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。）違反、詐欺、携帯音声通信事業
者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成17年法律第31号。以
下「携帯電話不正利用防止法」という。）違反等に係る事犯。
88�）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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（ 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、これらの被害は日本企業にとって潜
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、2015年から2018年までの生活安全警
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」（2018年：全国６都県で開催）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、2018年中は、商標権侵害事犯を309事件364
人、著作権侵害事犯を169事件205人検挙しています。
　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（平成５年法律第47号）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。
　2018年の全国の税関における知的財産侵害物品の
差止状況は、輸入差止件数が、２万6005件、輸入差
止点数が、92万9675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
る我が国の農林水産物・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。同調査により、
これまで日本由来ではないと思われる商品への日本
の地名の使用が確認されました。また、2018年に特
定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を
改正する法律（平成30年法律第88号）が成立し、広
告等における地理的表示（GI）の使用やGI産品と
誤認させるおそれのある表示等を規制対象とすると
ともに、日EU・EPAに基づき日本のGI48産品、
EUのGI71産品の相互保護を開始しました。
　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。2018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109件について、特定商取引法の遵守状況を
調査し、うち93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。

（１0）�「架空請求対策パッケージ」の推進によ
る被害の防止

　2017年度に全国の消費生活センター等に寄せられ
た架空請求に関する消費生活相談の件数が増加した
ことを踏まえ、2018年７月に策定された「架空請求
対策パッケージ」（2018年７月22日消費者政策会議
決定）に基づき、以下の取組を推進しています。
・�架空請求事業者から消費者への接触防止のための
取組
・�消費者から架空請求事業者への連絡防止のための
取組
・�消費者による架空請求事業者への支払の防止のた
めの取組
　「架空請求対策パッケージ」において、2018年秋
を目途に、架空請求に関する相談状況及び関係府省
等の架空請求対策の実施状況についてフォローアッ
プを行うこととされていたことを受け、2018年12月、
関係府省の協力を得て、「架空請求対策パッケージ」
に掲げられた施策の進捗状況等について取りまとめ
の上公表し、いずれについても着実に進められてい
ることが確認されました。
　消費者庁では、2018年８月、啓発資料を作成し、
注意喚起を行ったほか、同年11月、封書を送付した
り、裁判所をかたったりするといった手口の変化を
踏まえた、新たな啓発資料を公表し、周知を図って
います。また、同年11月、インターネット上の文字
列を分析し、消費者被害・トラブル情報の把握を行
う取組における文字列情報の抽出プロセスにおい
て、事業者による消費者向けの注意喚起情報が把握
できた際に、より一層の情報の拡散を図り、被害の
抑止を図るため、消費者庁ウェブサイトに、周知を
図るためのページ89を設けました。
　また、2019年３月以降、高齢者の方々に留意点が
いきわたるよう、高齢者の住まいの管理に関する業
界団体の関係者に対して情報の周知についての協力

89�）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/other/other_002/
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を求める取組に着手しました（2019年３月から、関
係団体のウェブサイトに所属事業者向けの情報提供
を掲載。）。

５ ．規格・計量の適正化
（ １）�JIS等の国内・国際標準化施策の実施
　経済産業省では、2018年度も消費者への標準化90

知識の普及啓発及び消費者の日本工業規格（JIS）
開発審議への効率的な参加の促進のために、同省委
託事業として、「消費者のための標準化セミナー」
を全国で計20回開催しました（約1,150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48回開催しました。
　さらに、第196回通常国会で工業標準化法等の一
部を改正する法律（平成30年法律第33号）が成立し
ました。2019年７月１日の改正法の全面施行に向け
て、同法に基づく政令の整備等を進めます。

（ ２）�新たなJAS等の検討
　日本農林規格（JAS）を定め得る対象の拡大等を
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、2018年４月に施行されました。
　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の制定に向けた検討を
進め、これまでに、「有機料理を提供する飲食店等
の管理方法」、「人工種苗生産技術による水産養殖産
品」等11規格を新たに制定しました。
　また、新たなJASマークが2018年10月に一般投票
により決定しました。特色ある規格に係るJASマー
クは、有機JASマーク以外に、地鶏肉や熟成ハム等、
高付加価値やこだわりのある規格に対応した３種類
がありましたが、マークの訴求力の分散を防ぎつつ、
国内外にその商品や製造業者の取組に際立った特徴
があることを訴えるため、新たなイメージを制定す
るとともに、既存の３種類のマークを新マークに統
合しました。
　さらに、説明会（全国で計８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。

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」にお
いて公表しています。2018年度は、６月12日に2017
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」
において公表しています。2017年度の取りまとめ結
果については、2018年６月12日に国会へ報告、公表
を行いました。
　2018年版「消費者白書」では「子どもの事故防止
に向けて」を特集し、冊子を作成したほか、消費者
庁ウェブサイトにおいて全文及び概要（英語版を含
む。）をPDF形式、HTML形式で公表しています91。

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

90�）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。
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（ 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、行動等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2018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」結果及びPIO-NET
情報等を活用した、2018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、新未来創造オフィスにおいて、2017年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。加えて、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、同
年７月にモニターの対象となるとくしま生協組合員
の特徴を把握するアンケート調査の報告書を取りま
とめました。
　このほか、2018年度には、シェアリングエコノミー
に関して、利用実態に関するアンケート調査及びモ
ニター消費者を集めた実証実験を実施しました。

（ ４）�審議会等への消費者の意見を代表する委
員の選任

　2015年９月に内閣府が実施した「消費者行政の推
進に関する世論調査」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92。

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（同法第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93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等から20名を任命
しており、任期を２年としています。
　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94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等社会情勢
等の変化への対応について議論を深めました。
　具体的には、①については、関係省庁、地方公共
団体、消費者団体及び事業者団体に対して行ったヒ
アリングを踏まえ、基本方針の実施状況の確認と、
中間的な見直しを行いました。
　②については、議論の結果、2016年４月に推進議
会において「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、推進会議
の意見を聴きながら、消費者庁において、関係省庁
と連携して、高校生向け消費者教育教材「社会への
扉」を2016年度中に作成し、2017年４月から配布を
開始しました。「社会への扉」は、2017年度以降、

91）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/
92）https://www.caa.go.jp/region/index10.html
93�）審議会は、国家行政組織法（昭和23年法律第120号）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。
94）第10回推進会議（2015年７月開催）から第２期。
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徳島県内の全高校の授業で活用されており、成年年
齢引下げを見据え、全国でも同様の授業が実施され
るよう、取組を進めています。
　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、第３期推進会議の下では、「若年者の消
費者教育分科会」を開催し、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等に
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
い、2018年６月に取りまとめを行いました。その後
は、新たな議題を選定し、地方公共団体による消費
者教育教材の作成状況を把握し、その効果的な周知
及び提供方法等について検討を進めています。
　また、成年年齢引下げを見据え、若年者への消費
者教育の充実・強化のため、「若年者への消費者教
育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議」を設置・
開催し、「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、関係省庁が緊密に
連携して、若年者への消費者教育の効果的な推進に
取り組んでいます。

（ 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」について、急速
に進展する時代の変化に対応するため、2018年度に
改訂を行いました。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」95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、多様な主体との連携による地域や学校での
消費者教育の実践モデルの構築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（2018年度は13会場）で社会
教育主事講習96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。2019年４月１日時点で、消費者教育推進計画
は47都道府県・18政令市で策定し、消費者教育推進
地域協議会は47都道府県・19政令市で設置していま
す。また、2018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13回（受講者数549人）
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。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

95�）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。
96�）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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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。
　2018年度には、「当面の重点事項」に関する対応
方針について、推進会議において検討を行い、分科
会を開催して個別の事項について検討を進めること
を決定し（2018年７月９日）、重点事項①に関する
検討のために「若年者の消費者教育分科会」を開催
することとし、新たな議題を選定しました。また、
重点事項②に対応する検討を進めるため、「地域に
おける消費者教育の充実に向けた連携に関する分科
会」を開催することを決定し（2019年１月21日）、
２月18日から、地方公共団体による取組のヒアリン
グ等を進めています。

（ 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。
　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97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、2018年度末時点で、教材
が848件、各地域での実践事例に関する情報が282件、
講座等に関する情報が535件、合計1,665件の情報が
掲載されています。また、2018年度末時点で、同ポー
タルサイトのアクセス数は17,039,805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。
　また、2018年度には、「若年者の消費者教育分科会」
を開催し、今後の教材等の消費者教育に関する情報
提供の在り方について検討を行いました。さらに、
全都道府県に対し、実践的な消費者教育の実施に向
けた働き掛けを実施し、高等学校等における「社会
への扉」の活用を促すとともに、授業で活用する場
合において、冊子の提供を行いました。

（ 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。2018年８月に独立行政法人国立女
性教育会館で開催したフェスタにおいては、地域に
おけるSDGsに関する取組やフードバンク活動等に
ついての講演やパネルディスカッションを実施しま
した。また、11月には兵庫県姫路市において、姫路
市教育委員会等の協力の下、消費者教育に関する公
開授業を実施したほか、展示説明会において教材・
資料の展示を実施しました。
　消費者庁では、2019年１月に横浜市で消費者庁主
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。また、国民生活セ
ンター等での研修の実施や、地方消費者行政強化交
付金の活用により、地方公共団体による消費者教育
コーディネーターの育成・配置に向けた取組を支援
していきます。

（ ６）�学校における消費者教育の推進
　第１期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

97）https://www.caa.go.jp/kportal/index.php
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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98。
　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等を利用
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、情報通信分野等の企業・団体等と協力
しながら、子供たちのインターネットの安全な利用
に係る普及を目的とした啓発講座であるe-ネット
キャラバンを、児童・生徒、保護者・教職員等を対
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、2018年度は2,529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
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・家庭科等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。
2018年度には、急速に進展する時代の変化に対応す
るため同指針を改訂し、都道府県及び大学等に対し
て周知を行いました。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・啓発を行っています。
　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。
また、2018年度に、大学生・社会人等を対象に、使
い勝手の良いエントリー用の教材を整備する観点か
ら、同会議において「コアコンテンツ」を策定・公
表しました。
　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2018年度に11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。

98）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_literacy.html
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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。また、成年
年齢引下げを見据え、若年者への消費者教育の充実・
強化のため、「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」に基づき、全国での実践
的な消費者教育の実施に向けた働き掛け等を行って
います。
　法務省では、教育関係者、法曹関係者等で構成す
る法教育推進協議会及び教材作成部会において、発
達段階に応じた法教育教材を作成しており、それら
の教材では、消費活動の前提となる私法の基本的な
考え方についても取り上げています。2017年度には
小学生向け法教育視聴覚教材を、2018年度には中学
生向け法教育視聴覚教材及び高校生向け法教育教材
を作成しました。これらの教材については、全国の
小中学校、高等学校、教育委員会等に配布したほか、
今後、教材を活用したモデル授業例の作成を行うこ
ととしています。

（ ７）�地域における消費者教育の推進
　総務省では、子供たちのインターネットの安全な
利用に係る普及啓発を目的に児童・生徒、保護者・
教職員等を対象とした出前講座をe-ネットキャラバ
ンとして全国で実施するとともに、教職員や専門家
からのヒアリングを通じて、インターネットに係る
実際に起きた最新のトラブル事例を踏まえ、その予
防法等をまとめたインターネットトラブル事例集を
公開しています99。
　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、2018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、
多様な主体との連携による地域や学校での消費者教
育の実践モデルの構築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、兵庫県姫路市、神奈川県横浜市の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30年度

男女共同参画推進フォーラムにおいて、「持続可能
な社会をつくる消費者～地球の未来に向けて～」を
テーマに、SDGsに関する取組やフードバンク活動
等についての講演やパネルディスカッションを実施
しました。兵庫県姫路市では、「学び、つながり、
高めあおう！」をテーマに、「姫路市学校園消費者
教育指針」に基づき、消費者教育の視点を取り入れ
た授業を教科横断的に実践している姫路市の幼稚
園、小・中・高等学校の取組を公開授業や実践報告
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。神奈川県横
浜市では、消費者庁との共催で「成年年齢引下げを
踏まえた消費者教育について」をテーマに、地域で
活躍する団体、消費者教育担当者等多様な主体が集
い、情報交換や意見交換を行う「交流の場」を設け
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。2019年４月１日時点で、消費者教
育推進計画は47都道府県・18政令市で策定、消費者
教育推進地域協議会は47都道府県・19政令市で設置
しています。
　2018年度には、変更後の基本方針の「当面の重点
事項」に掲げている、地域における消費生活センター
を拠点とした連携体制づくりについて、その方策を
検討するため、「地域における消費者教育の充実に
向けた連携に関する分科会」を開催することを決定
し、（2019年１月21日）、２月18日から、地方公共団
体による取組のヒアリング等を進めています。
　公正取引委員会では、2018年度には、「消費者セ
ミナー」100を83回、「独占禁止法教室」101を236回、「一
日公正取引委員会」102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。

99）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
100�）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。

101�）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。

102�）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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（ 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の
推進

　消費者庁では、事業者・事業者団体等による教材
や実践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
同ポータルサイトの掲載数は、2018年度末時点で
150件となっています。

（１0）�エシカル消費の普及啓発
　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「エ
シカル消費」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。そして、その実現のためには、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、消費者庁ではエシカル消費の普及
啓発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。
　2015年度から開催している、エシカル消費シンポ
ジウム「エシカル・ラボ」については、2018年度は
秋田県、山口県、京都府で開催しました。また、積
極的に取組を進めている団体の実施する啓発イベン
トへの登壇・出展や、「こども霞が関デー」におけ
るワークショップの開催等、様々な取組により、更
なる普及啓発に取り組んでいます。

（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、2018年度に、大学生・社会人等を対
象に、使い勝手の良いエントリー用の教材を整備す
る観点から、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「コアコンテンツ」を策

定・公表しました。
　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2018年度に11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2018年度に1,174回実施しました。
　さらに、「基礎から学べる金融ガイド」や「「未公
開株」等被害にあわないためのガイドブック」等を、
全国の高校等や地方公共団体に配布しました。
　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（2018年度は、
全国６か所で開催。）。
　高齢社会対策大綱（平成30年２月16日閣議決定）
に基づき、職場を通じて資産形成を学べる機会を確
保するための働き掛けを関係府省、地方公共団体及
び民間企業等に実施しました。
　主として若年勤労世代向けのビデオクリップ教材
「未来のあなたのために～人生とお金と資産形成～」
を金融庁ウェブサイトに公表し、関係団体にも活用
を要請しました。
　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、法律専門家ではない一般の人々が、
法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理
解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育
（法教育）を推進しており、学習指導要領を踏まえ
た、学校教育における法教育の実践の在り方や教育
関係者と法曹関係者による連携・協働の在り方等、
法教育に関する取組について多角的な視点から検討
するため、法教育推進協議会を開催しています（2018
年度は11回開催。教材作成部会を含む。）。
　また、法教育の具体的内容及びその実践方法をよ
り分かりやすくするため、法教育教材を作成してい
るほか、学校現場等に法教育情報を提供することに
よって、法教育の積極的な実践を後押しするため、
法教育に関するリーフレットを作成し、全国の学校、
教育委員会等に配布しています。
　さらに、学校や各種団体からの要請に応じて、法
務省の職員を講師として派遣し、教員や児童・生徒
のほか、一般の人々に対して法的なものの考え方等
について説明する法教育授業を実施しています。
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（１３）�各種リサイクル法等の普及啓発
　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、
及び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、平成27年度に制作し
た「小型家電リサイクル学習授業支援パッケージ」
に「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェ
クト」のコンテンツを追加し、より児童がリサイク
ルに興味をもつツールを作成し、社会や家庭科の各
全国教育研究会における普及やESD推進校等での
出前授業等を実施し、リサイクル制度の普及促進を
図りました。
　経済産業省では、「資源循環ハンドブック2018」
を4,500部作成し、関係機関に配布したほか、3R103

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、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2016年度の食品ロスの発生量は、年
間643万トンと試算されています。また、食品ロス
の約半分は家庭から発生しており、年間１人当たり
の食品ロス量は51kgと、年間１人当たりのコメの
消費量（約54kg）に相当します。
　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（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。2018年
９月には、「第７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。また、食品ロス削減国民運動シンボルマークと
して食品関連事業者を始めとする関係者にロゴマー
ク「ろすのん」の普及を実施しています（2018年11
月末時点の利用件数は405件）。
　消費者庁では、消費者に食品ロスの現状や課題等

の情報を分かりやすく伝え、理解を深めてもらうた
め、2018年６月に開催された「第13回食育推進全国
大会inおおいた」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。
　2018年７月、徳島県のモニター家庭を対象に削減
取組の指導、実践の支援等を行い、その効果を検証
することを目的に実施した事業の結果を公表しまし
た。2018年８月、食品の選択・消費に関して、栄養
成分表示を使って肥満とやせを防ぐことや、もった
いないを意識して食品ロスを減らすこと、実践の際
に注意すべき食品安全のポイントについて「健康と
環境に配慮した適量のすすめ」を公表しました。
2019年３月、特別なものを買わずに簡単に備蓄する
ことができ、食品ロスを防ぐこともできる「ローリ
ングストック法」を紹介した、食品ロスにしない「備
蓄のすすめ」を公表しました。また、2018年７月に
公表した徳島県で行った事業の結果を踏まえて作成
した食品ロス削減啓発用冊子「計ってみよう！家庭
での食品ロス（食品ロス削減マニュアル～チェック
シート付～）」を公表しました。
　2018年度は、食品ロス削減に取り組もうとする団
体や消費者等に向けた参考資料として、消費者庁
ウェブページ「［食品ロス削減］食べもののムダを
なくそうプロジェクト」104において、食品ロス削減
に取り組む地方公共団体、民間団体及び生徒・学生
の事例を60件以上紹介しました。
　農林水産省では、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、納品期限の緩和
に向けた取組の推進を要請しています。食品ロス削
減の意義を理解し、実際に行動に移してもらえるよ
う、消費者に対する効果的な訴求方法を検証するた
め、2017年度に、大手流通業者と連携して、店頭に
おける消費者への啓発資材設置による購買行動への
影響等について調査を実施しました。この結果を踏
まえ、2018年10月を啓発月間として、全国各地の食
品小売店舗等において、ポスター等による啓発活動
を実施しました。
　また、「食育白書」において、関係府省庁におけ
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、それぞれの主体が食品ロスに関する

103�）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。

104）https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/
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正確で分かりやすい情報を得ることができる環境を
整備するため、食品ロスに関する情報を集約した
ポータルサイトを作成しました105。また、食品ロス
に関する普及啓発の一環として、日々の生活から発
生している食品ロスの量を日記形式で記録すること
で、７日間で発生した食品ロスによる環境影響や家
計への影響を評価できる「7日でチャレンジ！食品
ロスダイアリー」を公表するとともに、食品小売店
ですぐに食べる商品については、賞味期限や消費期
限がより長い商品を選択的に購入するのではなく、
陳列順に購入することを消費者に促す際に活用可能
な啓発キャラクター「すぐたべくん」を公表しまし
た。さらに、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。
　食品ロス削減に向けて、消費者を含め様々な主体
との連携、フードチェーン全体での認識の共有や全
国的な機運の醸成を図る目的として、全国で食べき
り運動等を推進する地方公共団体間ネットワーク
「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」
と開催地の地方公共団体が主催となり、「食品ロス
削減全国大会」を開催しています。2017年10月30日
に、第１回大会を長野県松本市で、翌年2018年10月
30日には、京都市で開催しました。環境省、農林水
産省、消費者庁は、これらの大会に共催として参加
しました。

（１５）�食育の推進
　食育基本法（平成17年法律第63号）及び「第３次
食育推進基本計画」（2016年３月食育推進会議決定）
に基づき、関係府省等が連携しつつ、家庭、学校、
地域等において国民運動として食育を推進していま
す。同計画では、国民が健全な食生活を実践するた
めに必要な食品の安全性や栄養等に関する様々な情
報について、国民が十分に理解し活用できるよう考
慮しつつ、国民にとって分かりやすく入手しやすい
形で情報提供することとしています。
　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13回食育推進

全国大会」を大分県等と共催し（2018年６月23日及
び６月24日）、２日間で約３万4000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。さらに、2018年３月には高等
学校、2019年２月には特別支援学校（高等部）の学
習指導要領の改訂を行い、小学校、中学校と同様に、
引き続き食育を推進することを明確に示しています。
　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。

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、2018年度は、
例年開催している在京12団体との意見交換会を１回
開催しました。さらに、2018年度からの新たな取組
として、より密度の高い意見交換を行うため、消費
者団体と個別106に、現下の消費者課題に対して意見
交換会を行う機会を設け、政策の企画・立案への反
映に向けた取組を行っています。また、電子メール
を用いた消費者団体等との意見交換システムを運用

105）http://www.env.go.jp/recycle/foodloss/index.html
106）2018年度は、在京12団体をグループ分けして、計４回実施。
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し107、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い、
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。加えて、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、高齢福祉関係団体、
障害者団体、関係府省等で構成される、「高齢消費者・
障がい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、当面の重要課題
の解決を見据えた、つながりの場として、「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2018年度消費者月間シンポ
ジウム（2018年５月）では、「ともに築こう　豊か
な消費社会　～誰一人取り残さない～」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（愛称：サステナブル経営）を推進してい
ます。
　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」108等の推進活動を進めています。2019
年３月末時点で、101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44事業者が公表しています。

　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同推進組織の取組の結果、
2019年３月末時点で、徳島県内の29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」を開始しました。当該表
彰は、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
を表彰するものです。2018年度においては、内閣府
特命担当大臣表彰１件及び消費者庁長官表彰３件を
授与し、同年11月26日に開催した消費者志向経営推
進シンポジウムにおいて表彰式を行いました。
　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、マスコミ等、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が少なくないことか
らも、労働者のこうした通報を正当な行為として解
雇等の不利益な取扱いから保護する必要があります。
　こうしたことから、公益通報者保護法が2004年に
成立し、2006年から施行されています。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
されるのかという保護の要件や、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。
　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

107）「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。
108�）事業者が自主的に消費者志向経営を行うことを自主宣言･公表し、宣言内容に基づいて取組を実施し、その結果
をフォローアップして、公表する活動。推進組織では、各企業の自主宣言や取組を推進組織のウェブページ（消
費者庁ウェブサイト内）へ掲載し、消費者・社会へ広く発信している。
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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、2018年度末時点で、468本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して
います（2018年度は民間事業者・行政機関向け合計
８回開催）。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、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、事業者における取組を促すためのインセ
ンティブとして内部通報制度を適切に整備・運用し
ていると認められる事業者に関する認証制度を創設
し、2019年２月からその運用を開始しています。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等に係る方策に関して2018年12
月に消費者委員会が答申を出したところ、同答申の
内容、2019年３月末にかけて実施した意見募集の結
果（同年５月結果公表）等を踏まえつつ、法改正も
視野に更なる検討を行っています。
　加えて、公益通報者保護制度の適切な整備・運用
を促進するため、新未来創造オフィスにおいても徳
島県と共同して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％を達成した
ほか、県内３事業者団体に共通の通報受付窓口を整
備するとともに、民間事業者向けの通報対応マニュ
アルを作成・公表するなど、制度の整備・運用の促
進を図っています。今後は、徳島県における取組の
効果を検証・分析した上、その結果を踏まえた全国
展開を図り、市町村における通報等窓口及び中小企
業における内部通報制度の整備促進に取り組むこと
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、2018年度に延べ46名の事業者等に対して８件

の排除措置命令を行いました。また、延べ18名の事
業者に課徴金納付命令を行いました。
　加えて、321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。
　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、2018年度は、企業結合審査部門、下
請法運用部門及び審査部門を中心に体制の強化が図
られました。また、即戦力を有する職員を確保する
観点から、専門的な知識経験を有する任期付職員を
採用しました。

（ 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、プライスキャップ方式によるNTT
東西の基準料金指数の設定について、2018年６月に
物価問題に関する関係閣僚会議を持回り開催し、了
承を得ました。その過程において、消費者委員会か
ら意見を聴取することで、消費者参画の機会の確保
を図りました。
　また、経済産業省による電気経過措置料金解除に
関する検討を受けて、消費者の利益の擁護及び増進
等の観点から留意すべき事項について検討するた
め、2018年10月に消費者委員会へ付議し、消費者委
員会意見を踏まえ、2018年12月に経済産業省に対し、
経過措置料金解除の判断等に関する意見を述べ、慎
重に検討を行うよう要請しました。
　消費者委員会では、2018年２月から12月までに公
共料金等専門調査会を計15回開催しました。同専門
調査会では、2018年２月から５月にかけて、電力小
売全面自由化（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
プを行いました。
　2018年６月には、プライスキャップ方式による
NTT東西の基準料金指数の見直しについて検討を
行いました。
　2018年７月には、関西電力による大飯原子力発電
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ました。
　さらに、2018年10月から12月にかけて、電力の経
過措置料金の解除について、消費者利益の擁護の観
点から検討を行いました。
　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、パブリックコメントを実施した上で、
都市ガスの経過措置料金に関して指定旧供給区域等
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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、2016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」109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等について分
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、2018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、2018年10月に富山県富山市で「3R
推進全国大会」を開催しました。
　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110では3Rに
貢献している個人、グループ、学校及び特に貢献の
認められる事業所等を表彰する「リデュース・リユー
ス・リサイクル推進功労者等表彰」（主催：リデュー
ス・リユース・リサイクル推進協議会）を後援し、
優れた3Rの取組の普及を支援しています。

（ ４）�経済社会における生物多様性１１１の保全と
持続可能な利用の促進

　環境省では、2017年度に改訂した「生物多様性民
間参画ガイドライン（第２版）」を事業者に向けて

109）http://www.re-style.env.go.jp/
110）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。
111�）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。
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普及し、個々の事業者によるサプライチェーンも考
慮した自主的な取組の促進を図るとともに、事業者
間及び多様な主体間の連携・協働を促進しています。
2015年度に、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。
　また、国民に向けて、「MY行動宣言112」の普及
を通じて、生物多様性に配慮した商品の選択の促進
を図っています。
　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」113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2018年度は６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、有機農業に取り組む産地に対す
る実需者や消費者等の理解を進めるため、消費者向
けのシンポジウムを６回開催するとともに、東京・
大阪で開催されたビジネス商談会において、有機農
業に取り組む生産者等の出展支援を行いました。
　また、2018年12月８日の「有機農業の日」に関連
し、IoT等を活用した一歩先の有機農業やライフス
タイルに応じた有機農業や有機食品を消費者に紹介
するセミナーを開催するとともに、消費者庁と連携
し、2019年３月９日に開催された「エシカル・ラボ
in京都」で有機農業に関するパンフレットを配布し、
有機農業の啓発を行いました。
　このほか、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、引き続き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（2018年度表彰式：2019年３月15日）。
　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JAS制度に関して、有機食品分野の展示会へ
の出展やウェブサイト等により、消費者等への普及・
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）の適正な運用

　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月に成立しま
した。この法律では、二段階型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

112�）「MY行動宣言」とは、国民一人一人が生物多様性との関わりを自分の生活の中で捉えることができるよう、五
つのアクション（たべよう、ふれよう、つたえよう、まもろう、えらぼう）の中から自らの行動を選択して宣言
する、生物多様性の普及・啓発に関する取組のこと。

113�）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。被害回復制度の担い手となる特
定適格消費者団体は、2019年３月末時点で３団体が
認定されています。
　消費者の財産の散逸を防ごうとする特定適格消費
者団体の取組を支援するため、2017年に独立行政法
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）が成立し、同センターが特定適
格消費者団体に代わって仮差押えに必要な担保を立
てることができるようになりました。さらに、同法
可決時の附帯決議等を踏まえ、①2017年９月、適格
消費者団体等に対するクラウドファンディング等に
よる寄附を容易にするための内閣府令等の改正等を
行うとともに、②2019年４月からは、PIO-NET情
報の開示範囲を拡大し、「処理結果」及び「解決内容」
の情報提供を開始しました。
　さらに、2018年から新たに開始した「地方消費者
行政強化交付金」を活用し、三つの適格消費者団体
等の設立に向けた取組を支援しました。
　また、制度について分かりやすく詳細に解説した
動画やパンフレット等を用いて消費者団体訴訟制度
の周知・広報に取り組んでいます。

（ 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、被害者が
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。2019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408件、和解関係94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。
　そのほか、2018年９月に同法に関する逐条解説を
消費者庁のウェブサイトにおいて公表しました。

（ 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経済的に弁護士・
司法書士の費用を支払う余裕がない人々を対象に、
無料法律相談や、弁護士等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。
　2018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、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が抱えるトラ
ブル解決のための支援の提供に努めています。
　2018年度の実績として、コールセンターへの問合
せ件数362,709件のうち多重債務問題を含む金銭の
借入れについては49,071件、民事法律扶助業務につ
いては、多重債務問題に係る法律相談援助件数
119,870件、多重債務問題に係る代理・書類作成援助
開始決定件数64,191件でした。

（ ４）�消費者紛争に関するADRの実施
　2008年の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20年法律第27号）の成立に
より、国民生活センターでは、2009年４月から、独
立して職権を行う紛争解決委員会を設置し、消費者
紛争のうち、その解決が全国的に重要である紛争（重
要消費者紛争）について公正・中立に解決を図る裁
判外紛争解決手続（以下「ADR」114という。）を実
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施しています。
　紛争解決委員会では、2018年度には178件の和解
仲介手続が終了し、このうち112件について和解が
成立しました。さらに、手続が終了した139件の結
果概要を公表しました。また、2018年度に新たに
177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】
・�「（一財）不動産適正取引推進機構との意見交換会」
（2018年６月）

・�「（一社）生命保険協会との意見交換会」（2018年９月）
・�「立教大学観光ADRセンターとの意見交換会」
（2018年10月）

・�「（一社）日本損害保険協会との意見交換会」（2018
年11月）

・�「マンション紛争解決センターとの意見交換会」
（2018年11月）

・�「東京簡易裁判所との意見交換会」（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。2018
年度は、これら８機関において、苦情処理手続7,377
件、紛争解決手続1,666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。
　2018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回開催し、各機関の業務実施状況や金
融機関・業界の業務改善に資する取組等について議
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、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、2015年度に同協会への指導・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、
2018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13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ADRの実施
　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
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

114�）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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ルのウェブサイト115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。
　2019年１月から３月にかけて、消費生活センター
の相談員や不動産事業者等を対象に、賃貸住宅の賃
貸借契約に係る相談対応研修会を札幌市、仙台市、
東京都、名古屋市、大阪市、岡山市、松山市、福岡
市で計９回（うち東京都では２回）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。
　2018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
る貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する

法律（平成18年法律第115号）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」116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ここ数年で見ると大
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。
　2018年には、有識者と関係府省117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2018」（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。また、「ギャンブル等依存症
対策の強化について」（平成29年８月29日ギャンブル
等依存症対策推進関係閣僚会議決定）及びギャンブ
ル等依存症対策基本法等を踏まえ、多重債務相談窓
口と「精神保健福祉センター」等のギャンブル等依
存症対策の専門機関との連携を図りました。
　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、低所得世帯等を対象に必要な相談支
援に合わせて資金の貸付を行い、その経済的自立の
促進を図るためのものとして、生活福祉資金貸付制

115）https://www.chord.or.jp/index.php
116�）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。

117）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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度を実施しています。また、2015年の生活困窮者自
立支援法（平成25年法律第105号）の施行に伴い、
生活困窮者の相談窓口と密接な連携を図りながら、
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2018年までの生活安全警
察の運営重点として、「広域にわたるヤミ金融事犯118

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、ヤミ金融に
利用された預貯金口座の金融機関への情報提供、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】
・�2018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：8.8万人（2017
年12月末：8.5万人）

・�2018年度末時点の多重債務に関する消費生活相談
の件数２万3277件（2017年度末：２万6421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。

・�2018年中の多重債務を理由とする自殺者数：703
人（全自殺者数２万840人）

・�2018年（４月～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：96件（2017年12月の１日当たり件
数：98件）

・�2018年中におけるヤミ金融事犯の検挙事件数及び
検挙人員：718事件、814人（前年比25事件減、67
人減）

・�2018年中におけるヤミ金融に利用された口座の金
融機関への情報提供件数：１万5289件（前年比
3,690件減）

・�2018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：2,556
件（前年比752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）

・�2018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：１万2323件（前年比2,091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。
　厚生労働省では、2018年６月に「自殺対策白書」
を作成しました。また、2019年２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
（2018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等の支援策を重点的
に行いました。
　また、厚生労働省では2018年３月から、SNS等を
活用した相談事業への支援等を行っています。
　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2018年の自殺死亡率（人
口10万人当たりの自殺者数）は16.5となり、2010年
以降、９年連続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、2018年10月に施行されたギャンブル等
依存症対策基本法（平成30年法律第74号）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年度は、「消費者行政ブロック会議」において、
ギャンブル等依存症対策基本法の概要等を説明する
とともに、都道府県にギャンブル等依存症対策推進
計画策定の努力義務が課されていることも踏まえ、
普及啓発や相談支援に適切に対応するよう要請しま
した。2018年11月には、ギャンブル等依存症対策基
本法案が可決された際に付された附帯決議等を踏ま
え、ギャンブル等依存症対策推進本部の関係府省等
の協力を得て、青少年向けの啓発用資料を取りまと
め公表し、また、2019年２月に、地方公共団体にお
ける啓発活動を支援する一環として、関係省庁等と
連携して啓発用資料のサンプルを作成し、公表しま
した。
　②関係機関との連携方法等を整理した対応マニュ

118�）貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高金利等）に係る事犯及び貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反、
詐欺、携帯電話不正利用防止法違反等に係る事犯。
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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、2019年３月に、
ギャンブル等依存症対策基本法施行を踏まえた内容
の更新等を行いました。
　③消費生活相談員等を対象とした研修の実施
　2018年度は、消費者庁から要請した結果、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５回実施し、多重債務相談窓口等における
対応マニュアル等の理解の浸透を図りました。
　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年に、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、就労準備支援事業、家計改善支援事業等の
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、第196回国会に所要の法案を提
出し、2018年６月に生活困窮者等の自立を促進する
ための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法
律（平成30年法律第44号）が成立しました。改正生
活困窮者自立支援法に基づき、地方公共団体の関係
部局における自立相談支援事業等の利用勧奨を努力
義務とするとともに、就労準備支援事業と家計改善
支援事業の実施を努力義務とし、両事業が効果的か
つ効率的に行われている場合には家計改善支援事業
の補助率を引き上げること等により、包括的な支援
体制の強化を着実に進めていくこととしています。
2018年度には、ニュースレター等を活用した先進事

例の情報提供や、厚生労働省から地方公共団体に職
員を派遣し、両事業の実施の必要性の説明や意見交
換等を行いました。

（１３）�成年年齢引下げを見据えた関係府省庁連
絡会議の開催

　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、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
会議を、2018年４月に第１回会議を、同年９月に第
２回会議を開催しました。
　また、2018年度は、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の下に設置され
た幹事会を開催して、有識者からのヒアリング及び
意見交換を実施するなどしました（2018年11月に第
１回幹事会を開催し、2019年１月に第２回幹事会を
開催しました。）。

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４次）」（2018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。

（ ２）�パーソナルデータの利活用に関する制度
改正（個人情報保護法改正後の個人情報
保護法制の周知を含む。）

　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
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ビスの創出や日本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（2019年３月末時点で計126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。
　2018年10月に、個人情報保護委員会及び各認定個
人情報保護団体間の情報共有の場として開催してい
る認定個人情報保護団体連絡会において、個人情報
保護委員会及び各認定個人情報保護団体の主な取組
状況についての情報共有を行いました。
　また、2018年９月に、事業者及び消費者等向けに、
名簿等個人データを適切に取り扱うための留意事項
を取りまとめた注意喚起を、個人情報保護委員会
ウェブサイト上で公表しました。

（ 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（2019年３月末時点で
計627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（2019
年３月末時点で計89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
　情報化や国際化の進展に伴い、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、更に多様化・
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、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・拡大等、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。
2019年３月末時点で１万9117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。
　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119、南米及びスペイン120）、2018年度は１
機関（香港121）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13機関、これらの機
関が担当する国・地域は24となっています。さらに、
2018年２月には中国、2019年１月にはスウェーデン、
スイス及びイタリア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「地方消費者行政強化交付金」を交付し

119）台湾消費者文教基金会（Consumers’�Foundation,�Chinese�Taipei）
120）ODRLA�（ODR�Latinoamerica）
121）香港消費者委員会（The�Consumer�Council�of�Hong�Kong）
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ました。2018年４月時点では23都道府県、292市区
町村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いて、訪日外国人が
日本滞在中に消費者トラブルに遭った際の電話相談
窓口を2018年12月に開設しました。

（ ３）�二国間・地域間における政策対話・協力
等の実施

　消費者庁では、消費者問題に係る二国間・地域間
の情報共有や連携の強化を図っています。
　2018年９月、内閣府特命担当大臣が訪越し、先方
政府との間で消費者問題についての意見交換を行い
ました。

（ ４）�多国間協力の実施
　消費者庁及び外務省は、2018年４月にOECD消費
者政策委員会（CCP122）第95回本会合、同年11月に
第96回本会合に参画しました。
　また、2018年４月にOECD製品安全作業部会第16
回本会合、同年11月に第17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）や
AI�（人工知能）の新技術が製品安全に及ぼす影響や、
製品安全分野の理事会勧告の改定、リコール効率性
の向上策等のテーマについて討議が行われました。
　日本は、CCP及び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、CCPでは副議長を務
め、製品安全作業部会では、2016年１月から2018年
12月まで議長を、2019年１月からは副議長を務めて
います。
　また、日本がＧ20の議長国を務める2019年に、Ｇ
20メンバーを中心とする国・地域等の消費者行政機
関等が出席する消費者政策国際会合を開催すること
を決定しました。

（ ５）�海外消費者関係法執行機関との連携
　消費者庁は、2018年４月に、ICPEN123本会合に出
席するとともに、同機関が推奨する「詐欺防止月間」
を５月に実施しました。また、加盟国が同じテーマ
で一斉に、インターネットを監視する「インターネッ
ト・スウィープ」も実施しています。

１ ．�国（独立行政法人を含む。）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（所管法
律の点検・評価及び他の法律への関与の
在り方等の検討・措置）

　2017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29年度
消費者庁政策評価実施計画」（2017年11月消費者庁
長官決定）に基づき、2018年８月にその評価書を公
表しました。
　この2017年度の政策評価を踏まえた上で、2018年
度には、消費者を取り巻く環境の変化や新たな課題
等に適切に対応するための政策の検討及び体制強化
等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、民法改正に伴う成年年齢引下げに向けた消費者
教育の充実・強化のため、消費者教育推進課を新設
します。
　また、徳島県に開設した新未来創造オフィスでは、
2018年度も、実証に基づいた政策の分析・研究機能
の拠点として、全国展開を見据えたモデルプロジェ
クトや基礎研究プロジェクトを推進しました。新未
来創造オフィスの取組については、「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、2019年度を目途に検証・見直

国や地方の消費者行政の体制整備第 ６節

122）Committee�on�Consumer�Policy�（消費者政策委員会）の略。
123�）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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しを行い、結論を得ることとしています。
　その際、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い
て、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年後をめどに新未来
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。これに、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2019年３月
１日時点で８回開催しています。

（ ２）�国際業務実施体制の強化
　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、定員を新規増員しま
した。2018年度は、米国FTCの研修プログラムに
職員を派遣しました。

（ 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。
　2018年度においては、消費者庁から諮問のあった
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、
公益通報者保護専門調査会において、16回にわたる
調査審議を行い、2018年12月に報告書を取りまとめ、
答申を行いました。
　また、取引の素人としての「消費者」が商品・サー

ビスの提供者、購入・利用者として、オンラインプ
ラットフォームにおける取引を安心して利用するこ
とができるよう、必要なルール、仕組みについて調
査審議するため、同年４月にオンラインプラット
フォームにおける取引の在り方に関する専門調査会
を設置して調査審議を行い、取りまとめに向けた作
業を行いました。
　加えて、2018年10月に消費者庁から諮問された遺
伝子組換え表示に関する「食品表示基準案」につい
て調査審議を行い、諮問の内容を了承する方向で議
論がまとまりました。
　さらに、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、2018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、各行政機関には、障害者に対する不当な差
別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が義務付け
られました。同法に基づき、各行政機関において、
職員が適切に対応するための「対応要領」を策定す
るとともに、事業を所管する各主務大臣において、
事業者が適切に対応するための「対応指針」を策定
し、相談体制の整備等を図っています。
　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・障がい消費者見守りネッ
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等の情報提供等を行う
仕組みの構築を図ってきました。2018年10月に開催
した「第14回高齢消費者・障がい消費者見守りネッ
トワーク連絡協議会」では、「高齢者、障がい者の
消費者トラブル防止のため積極的な情報発信を行
う」、「多様な主体と緊密に連携して、高齢消費者・
障がい消費者を見守り消費者トラブルの被害の回復
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と未然防止に取り組む」等の申合せをしました。
　国民生活センターでは、引き続き障害者からの消
費生活相談を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、「くらしの豆知識」124については2017年版
をカラーユニバーサルデザインに配慮して作成し、
2018年版、2019年版ではカラーユニバーサルデザイ
ン認証を取得しました。また、各年度においてデイ
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等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。
　2018年度に「経由相談」は7,295件、「平日バック
アップ相談」は3,887件、「お昼の消費生活相談」は
2,899件を受け付けました。
　また、2018年７月13日から９月12日までの間「平
成30年７月豪雨消費者トラブル110番」を実施し、
９月６日から14日までの間は北海道胆振東部地震で
被災した消費生活センターに代わって消費者ホット
ライン経由の相談を受け付けるなど、災害に見舞わ

れた地域の消費生活センターの支援を行いました。
さらに、９月13日及び14日に「60歳以上の消費者ト
ラブル110番」を実施し、30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、2019年３月末時点で１万9117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３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2019年４月１日時点で13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、2018年10月及び12月に消費者政策
担当課長会議を開催しました。この会議では、関係
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、福祉事務所、年金事務所の

124�）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、2019年版は「悪質商法の手口
公開」を特集。

第
２
部

第
２
章　

第
第
第　

国
や
地
方
の
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備

255



協力を得て、消費者・生活者の声に触れる相談窓口
業務を体験する業務体験研修（全体で２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等を参加
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。
　2018年度は、計85名が研修に参加しました。
　研修終了後に実施したアンケートでは、参加者の
97.6％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。2018年10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等を行っ
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、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
2017年度には、「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公共団体の自
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。また、同検討会の報告書を契機として、
地方公共団体の知事等に対して、地方消費者行政の
重要性及びそれに必要な自主財源の確保を呼び掛け
てきました。2019年１月からは、「地方消費者行政
強化キャラバン」として、政務（大臣・副大臣・政
務官）及び幹部職員が自ら全国の都道府県を訪問し、
直接、知事等に自主財源に裏付けられた地方消費者
行政の充実等を働き掛ける取組を47都道府県全てに
行いました。
　東日本大震災の被災地への支援としては、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
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円、2014年度予算には約７億円の上積みを行い、
2015年度以降は、地方消費者行政推進交付金として
措置しています。2018年度には4.8億円を措置してお
り、これまで累計約37億円を措置してきました。

（ ２）�地域の見守りネットワークの構築（消費
者安全確保地域協議会、消費生活協力員、
消費生活協力団体）

　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（平成26年法律第71号）が2014年
６月に成立しました。
　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等について、
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。加えて、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
を発出しました。また、新未来創造オフィスにおい
ては、徳島県内の地方公共団体における協議会設置
事例をまとめた「消費者安全確保地域協議会設置事
例集in徳島」を2018年９月に公表しました。
　なお、2018年10月には架空請求対策パッケージの
一環として、消費者庁から各消費者安全確保地域協
議会に対して啓発チラシを送付しました。
　2018年10月に開催した「第14回高齢消費者・障が
い消費者見守りネットワーク連絡協議会」では、改
正消費者安全法によって法定された「消費者安全確
保地域協議会」の設置促進を図ることを目的に、地
域において積極的な見守り活動を行っている関係団
体が発表を行い、情報共有を行いました。「高齢者、

障がい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」こと、「多様な主体と緊密に連携して、
高齢消費者・障がい消費者を見守り消費者トラブル
の被害の回復と未然防止に取り組む」こと等の申合
せをしました。

（ 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。2018年
度は、2018年10月に北海道・東北ブロック（宮城県）、
関東ブロック（埼玉県）、中国・四国ブロック（岡
山県）、11月には九州・沖縄ブロック（大分県）、中
部・北陸ブロック（愛知県）、近畿ブロック（大阪府）
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。2018年度は、2018年
10月に東北・北海道ブロック（宮城県）、関東・甲
信越ブロック（埼玉県）、中国ブロック（岡山県）、
四国ブロック（高知県）、11月には東海・北陸ブロッ
ク（愛知県）、近畿ブロック（大阪府）、九州・沖縄
ブロック（大分県）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ます。
　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。
　2018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」を同年５月23
日から24日にかけて実施し（328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27日から11月30日にかけて実施しま
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した（102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）125の運用を行い、
2018年度の入電件数は83万7401件となりました。
　同ホットラインについて、運用開始から2018年で
３年を迎えることから、この取組をより親しみやす
くし、消費者へ更に広めるため、2018年７月、イメー
ジキャラクター「イヤヤン」を発表し、「イヤヤン」
を活用した啓発ポスターを全ての地方公共団体に配
布し、消費者に向けて周知を行いました。また、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、各種会議や、第10回沖縄国際
映画祭（2018年４月）、北海道みんわらウィーク（2018
年８月）等のイベントを通じて周知を行ったほか、
「イヤヤン」を活用した啓発動画を作成し、2019年
２月15日から３月20日までの約１か月間SNSを利用
した広報を行いました。

（ 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年度から2018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。
　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-NET�2015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。
　また、新たにPIO-NET刷新に向けて、国民生活
センターにおいて、外部有識者を交え「PIO-NET
刷新検討会」を2018年５月から計５回開催しました。
検討会ではAI技術等を活用した相談業務の効率化、
データ精度向上及びセキュリティ強化等の観点から
システム改修の基本方針を取りまとめ、2018年９月
に報告書を作成しました。

（ ８）�国民生活センター相模原事務所研修施設
及び「消費者行政新未来創造オフィス」
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

125�）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。）。

258



命担当大臣（消費者及び食品安全）の下で開催され
る「消費者行政の体制整備のための意見交換会」等
において検討が進められていましたが、「独立行政
法人改革等に関する基本的な方針」（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」126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、2018年度は63回127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、2018年度も、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。

126�）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。

127）（実施コース数）
・消費者行政職員研修：７回
・消費生活相談員研修：47回
・消費者教育推進のための研修：８回
・消費生活サポーター研修：１回
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（ １）　�調査対象とした審議会等（34）の状況　※20１8年１１月 １ 日時点（一部の審議会等につい
ては、それ以降の情報を反映）

（Ａ）審議会等及びその下部組織の双方で選任 16

（Ｂ）審議会等で選任 10

（Ｃ）下部組織で選任 4

（Ｄ）審議会等及びその下部組織のいずれにも不在 4

（ 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 79

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 24

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 52

労働関係団体の役職員 34

消費者問題に関連する分野の研究者 15

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 13

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 24

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） 263

（参考）調査対象の審議会等及び下部組織の委員総数 2,248
※ 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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【別表 ２】消費者からの情報・相談の受付体制
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

消費者安全調査
委員会申出窓口

消費者の生命又は身体被害に関わる消費者事故等につ
いて、消費者安全調査委員会に事故等原因調査等の申
出を受け付ける。

消費者庁

郵送：〒100-8958
東京都千代田区霞ヶ関 3 - 1 - 1 中央合同庁舎第4
号館 7 階
消費者庁消費者安全課事故調査室
FAX：03-3507-9284
MAIL：g.jikocho_moshide@caa.go.jp

特定商取引法違
反被疑情報提供
フォーム

特定商取引法違反の疑いのある事実に関する情報を受
け付ける。（※ 2 ） 消費者庁

下記ウェブサイト参照
https://www.caa.go. jp/pol ic ies/pol icy/
consumer_transaction/specified_commercial_
transactions/disobey_form/

景品表示法違反
被 疑 情 報 提 供
フォーム

景品表示法違反の疑いのある事実に関する情報を受け
付ける。 消費者庁

下記ウェブサイト参照
https://www.caa.go. jp/pol ic ies/pol icy/
representation/contact/disobey_form/

食品表示法違反
被 疑 情 報 提 供
フォーム

食品表示法違反の疑いのある事実に関する情報を受け
付ける。 消費者庁

下記ウェブサイト参照
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_
labeling/information/contact/disobey_form/
index.html

個人情報保護法
相談ダイヤル

民間事業者が守るルールである「個人情報保護法」に
関する質問や苦情等（違反の疑いのある事実に関する
情報を含む。）の相談を一元的に受け付ける。

個人情報保護委員会 TEL：03-6457-9849
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/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：
https://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
https://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
https://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
https://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：
https://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
https://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.
htm 
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主な相談等窓口 役割 所管省庁等 電話番号等

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
https://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
https://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

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
ウェブサイト受付窓口あり
下記ウェブサイト参照
http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.
html
※各地方経済産業局消費者相談室での受付も可能

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、電気供給事業者間における電力
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
https://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/formmail/
formmail.cgi?d=toiawase
下記ウェブサイト参照
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/
index.html

備考）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。
※ １　�全地方公共団体（都道府県、指定都市、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（２0１8年 ４ 月 １ 日時

点）。
　　　�（メール、FAXの両方：４9４、メールのみ：50、FAXのみ：55）�

（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 　特定商取引法に係る相談・問合せを受け付けるものではない。
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【資料編】



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

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
消費者事故等 12,078 12,282 10,186 10,952 11,616 

生命身体事故等 2,906 2,897 2,905 2,680 2,695 
重大事故等 1,248 1,304 1,286 1,280 1,159 
重大事故等を除く生命身体事故等 1,658 1,593 1,619 1,400 1,536 

財産事案 9,172 9,385 7,281 8,272 8,921 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 1,248 1,304 1,286 1,280 1,159 

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 10,830 10,978 8,900 9,672 10,457 

（備考）　 1．2014年 4 月 1 日から2019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
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 1,007 80.7% 1,056 81.0% 1,077 83.7% 1,053 82.3% 937 80.8%
発煙・発火・過熱 2 0.2% 3 0.2% 3 0.2% 1 0.1% 2 0.2%
点火・燃焼・消火不良 2 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
破裂 5 0.4% 1 0.1% 3 0.2% 2 0.2% 0 0.0%
ガス爆発 3 0.2% 2 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 2 0.2%
ガス漏れ 3 0.2% 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 2 0.2%
燃料・液漏れ等 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 1 0.1%
化学物質による危険 5 0.4% 2 0.2% 2 0.2% 1 0.1% 3 0.3%
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 17 1.4% 9 0.7% 7 0.5% 7 0.5% 4 0.3%
部品脱落 9 0.7% 7 0.5% 2 0.2% 3 0.2% 2 0.2%
機能故障 0 0.0% 3 0.2% 4 0.3% 3 0.2% 3 0.3%
転落・転倒・不安定 72 5.8% 98 7.5% 81 6.3% 95 7.4% 88 7.6%
操作・使用性の欠落 1 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 1 0.1% 2 0.2%
交通事故 25 2.0% 29 2.2% 21 1.6% 30 2.3% 30 2.6%
誤飲 1 0.1% 4 0.3% 1 0.1% 1 0.1% 2 0.2%
中毒 14 1.1% 12 0.9% 9 0.7% 10 0.8% 8 0.7%
異物の混入・侵入 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
腐敗・変質 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他 81 6.5% 65 5.0% 68 5.3% 73 5.7% 72 6.2%
無記入 0 0.0% 9 0.7% 5 0.4% 0 0.0% 0 0.0%

計 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0% 1,159 100.0%
（備考）　2014年 4 月 1 日から2019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。
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○資料 ２ - ２ 　事故内容別分類と通知月別件数（２0１8年度）
通知年月

事故内容

2018年 2019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 57（71） 65（92） 110（65） 68（90）103（109） 63（94） 71（80） 87（82） 69（99）102（121） 69（85） 73（65） 937（1,053）

発煙・発火・過熱 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（1） 0（0） 0（0） 2（1）

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 0（1） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（2）

ガス爆発 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（0）

ガス漏れ 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 2（0）

燃料・液漏れ等 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0）

化学物質による危険 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 1（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 3（1）

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 1（0） 0（0） 0（2） 1（0） 0（1） 1（1） 0（0） 0（0） 1（2） 0（1） 0（0） 0（0） 4（7）

部品脱落 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（1） 0（0） 1（0） 2（3）

機能故障 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（1） 0（1） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 2（0） 0（0） 3（3）

転落・転倒・不安定 2（6） 5（7） 5（3） 3（6） 8（11） 10（9） 8（9） 9（12） 12（10） 13（7） 5（5） 8（10） 88（95）

操作・使用性の欠落 1（0） 0（1） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（1）

交通事故 1（3） 7（4） 4（5） 0（3） 2（2） 1（1） 4（3） 1（4） 4（2） 3（0） 1（0） 2（3） 30（30）

誤飲 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 2（1）

中毒 0（0） 0（0） 1（1） 1（0） 1（1） 0（2） 2（0） 1（1） 0（0） 0（2） 2（1） 0（2） 8（10）

異物の混入・侵入 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（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（0）

その他 2（4） 2（7） 6（3） 5（6） 1（7） 6（5） 6（4） 15（6） 7（9） 4（11） 7（7） 11（4） 72（73）

無記入 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）

計 65（85） 79（112） 127（79） 78（106）118（133） 82（113） 92（96）115（107） 96（122）124（144） 86（98） 97（85） 1,159（1,280）

（備考）　件数欄の（　）内の数字は2017年度の件数。資料11を参照。

○資料 ２ - ３ 　商品等別件数（大分類）

商品等別分類　
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 5 0.4% 2 0.2% 5 0.4% 2 0.2% 1 0.1%
家電製品 327 26.2% 321 24.6% 339 26.4% 362 28.3% 306 26.4%
住居品 169 13.5% 186 14.3% 177 13.8% 146 11.4% 135 11.6%
文具・娯楽用品 35 2.8% 30 2.3% 26 2.0% 40 3.1% 31 2.7%
光熱水品 5 0.4% 2 0.2% 4 0.3% 10 0.8% 23 2.0%
被服品 4 0.3% 2 0.2% 4 0.3% 2 0.2% 1 0.1%
保健衛生品 36 2.9% 13 1.0% 15 1.2% 8 0.6% 9 0.8%
車両・乗り物 401 32.1% 449 34.4% 438 34.1% 402 31.4% 373 32.2%
建物・設備 122 9.8% 131 10.0% 130 10.1% 138 10.8% 103 8.9%
保健・福祉サービス 23 1.8% 39 3.0% 59 4.6% 68 5.3% 83 7.2%
他の商品・サービス 117 9.4% 126 9.7% 87 6.8% 101 7.9% 94 8.1%
無記入 4 0.3% 3 0.2% 2 0.2% 1 0.1% 0 0.0%

計 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0% 1,159 100.0%
（備考）　2014年 4 月 1 日から2019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（２0１8年度）

年齢層 商品等内訳 年齢層
別合計

5歳未満 福祉（11） 玩具・遊具（2） 商品・サービスそ
の他（1） 住生活用品（1）    15

5歳以上
10歳未満 玩具・遊具（1） 商品・サービスそ

の他（1）     2

10歳代 他の建物・設備（2）他の光熱水品（1） 文具・事務用品（1）福祉（1）     5

20歳代 自転車・自転車用
品（3） 自動車（2） 理美容、商品・サービスその他、理美容器具・用品、医療、

福祉（各1）    10

30歳代 電話機・電話機用品、商品・サービ
スその他（各2）

自転車・自転車用品、化粧品類、生活家電、家事用品、
医療、他の保健・福祉（各1）    10

40歳代 理美容（2） 医療、商品・サービスその他、住生活用品、他の住居品、自動車（各1）     7

50歳代 自動車、商品・サー
ビスその他（各4） 福祉（3） 自転車・自転車用

品（2）
理美容、他の保健・福祉、音響・映
像機器（各1）    16

60歳代 商品・サービスそ
の他（9） 福祉、医療（各3） 住生活用品、嗜好・調理食品、理美容、家事用品、自転車・

自転車用品（各1）    20

70歳代 商品・サービスそ
の他（17） 福祉（5） 移動・運搬用品（2）自動車、自転車・自転車用品、他の

建物・設備（各1）    27

80歳以上 福祉（40） 商品・サービスそ
の他（30） 他の保健・福祉（3）生活家電、自動車（各2）    77

無記入   970
合計 1,159

（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
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 357 28.6% 358 27.5% 358 27.8% 453 35.4% 419 36.2%
店舗・商業施設 102 8.2% 109 8.4% 111 8.6% 93 7.3% 91 7.9%
学校 12 1.0% 10 0.8% 14 1.1% 6 0.5% 12 1.0%
病院・福祉施設 35 2.8% 39 3.0% 65 5.1% 61 4.8% 71 6.1%
公園 4 0.3% 7 0.5% 3 0.2% 7 0.5% 1 0.1%
道路 231 18.5% 298 22.9% 262 20.4% 251 19.6% 230 19.8%
公共施設 5 0.4% 7 0.5% 6 0.5% 6 0.5% 4 0.3%
海・山・川等自然環境 4 0.3% 9 0.7% 6 0.5% 2 0.2% 1 0.1%
車内・機内・船内 78 6.3% 73 5.6% 53 4.1% 77 6.0% 103 8.9%
その他 40 3.2% 24 1.8% 26 2.0% 18 1.4% 64 5.5%
無記入 380 30.4% 370 28.4% 382 29.7% 306 23.9% 163 14.1%

計 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0% 1,159 100.0%
（備考）　2014年 4 月 1 日から2019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
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 153 12.3% 169 13.0% 143 11.1% 163 12.7% 161 13.9%
関東 388 31.1% 408 31.3% 406 31.6% 390 30.5% 345 29.8%
中部 227 18.2% 219 16.8% 215 16.7% 243 19.0% 225 19.4%
近畿 248 19.9% 236 18.1% 285 22.2% 238 18.6% 195 16.8%
中国 68 5.4% 84 6.4% 72 5.6% 78 6.1% 88 7.6%
四国 33 2.6% 32 2.5% 26 2.0% 29 2.3% 33 2.8%
九州・沖縄 131 10.5% 156 12.0% 139 10.8% 139 10.9% 112 9.7%

計 1,248 100.0% 1,304 100.0% 1,286 100.0% 1,280 100.0% 1,159 100.0%
（備考）　2014年 4 月 1 日から2019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 312 67 1 380 
原因特定に至らず 501 11 0 512 
消費者事故等に該当せず 480 12 0 492 
未進展・その他 3 17 0 20 

小計 1,296 107 1 1,404 
調査中 原因分析及び対策検討着手 490 49 0 539 
その他 非公表等 0 0 0 0 

計 1,786 156 1 1,943 
（備考）　 1． 2018年 1 月 1 日から2018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」（2018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、2019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
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 382 23.0% 275 17.3% 235 14.5% 130 9.3% 108 7.0%
点火・燃焼・消火不良 23 1.4% 16 1.0% 1 0.1% 4 0.3% 3 0.2%
破裂 51 3.1% 16 1.0% 11 0.7% 9 0.6% 18 1.2%
ガス爆発 7 0.4% 1 0.1% 2 0.1% 6 0.4% 13 0.8%
ガス漏れ 61 3.7% 35 2.2% 10 0.6% 24 1.7% 10 0.7%
燃料・液漏れ等 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1% 2 0.1% 0 0.0%
化学物質による危険 51 3.1% 25 1.6% 39 2.4% 32 2.3% 29 1.9%
漏電・電波等の障害 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
製品破損 11 0.7% 10 0.6% 6 0.4% 9 0.6% 4 0.3%
部品脱落 4 0.2% 6 0.4% 4 0.2% 3 0.2% 1 0.1%
機能故障 5 0.3% 4 0.3% 0 0.0% 1 0.1% 7 0.5%
転落・転倒・不安定 3 0.2% 15 0.9% 7 0.4% 8 0.6% 16 1.0%
操作・使用性の欠落 6 0.4% 5 0.3% 1 0.1% 0 0.0% 1 0.1%
交通事故 0 0.0% 4 0.3% 6 0.4% 4 0.3% 7 0.5%
誤飲 1 0.1% 5 0.3% 0 0.0% 3 0.2% 3 0.2%
中毒 821 49.5% 727 45.6% 781 48.2% 711 50.8% 805 52.4%
異物の混入・侵入 5 0.3% 2 0.1% 18 1.1% 2 0.1% 9 0.6%
腐敗・変質 7 0.4% 1 0.1% 2 0.1% 3 0.2% 2 0.1%
その他 200 12.1% 423 26.6% 474 29.3% 449 32.1% 500 32.6%
無記入 20 1.2% 21 1.3% 21 1.3% 0 0.0% 0 0.0%

計 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0% 1,536 100.0%
（備考）　 1 ．2014年 4 月 1 日から2019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年度以降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
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 983 59.3% 845 53.0% 958 59.2% 848 60.6% 968 63.0%
家電製品 70 4.2% 50 3.1% 54 3.3% 51 3.6% 35 2.3%
住居品 144 8.7% 93 5.8% 70 4.3% 54 3.9% 60 3.9%
文具・娯楽用品 9 0.5% 7 0.4% 10 0.6% 13 0.9% 9 0.6%
光熱水品 14 0.8% 10 0.6% 2 0.1% 4 0.3% 11 0.7%
被服品 2 0.1% 1 0.1% 4 0.2% 2 0.1% 0 0.0%
保健衛生品 23 1.4% 11 0.7% 22 1.4% 8 0.6% 5 0.3%
車両・乗り物 55 3.3% 310 19.5% 297 18.3% 283 20.2% 297 19.3%
建物・設備 309 18.6% 203 12.7% 141 8.7% 70 5.0% 66 4.3%
保健・福祉サービス 10 0.6% 30 1.9% 28 1.7% 29 2.1% 50 3.3%
他の商品・サービス 31 1.9% 27 1.7% 26 1.6% 38 2.7% 35 2.3%
無記入 8 0.5% 6 0.4% 7 0.4% 0 0.0% 0 0.0%

計 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0% 1,536 100.0%
（備考）　2014年 4 月 1 日から2019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
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 472 28.5% 307 19.3% 215 13.3% 134 9.6% 126 8.2%
店舗・商業施設 822 49.6% 721 45.3% 772 47.7% 735 52.5% 815 53.1%
学校 24 1.4% 18 1.1% 24 1.5% 29 2.1% 23 1.5%
病院・福祉施設 40 2.4% 63 4.0% 49 3.0% 42 3.0% 69 4.5%
公園 4 0.2% 3 0.2% 3 0.2% 3 0.2% 2 0.1%
道路 4 0.2% 15 0.9% 12 0.7% 19 1.4% 10 0.7%
公共施設 6 0.4% 6 0.4% 5 0.3% 9 0.6% 4 0.3%
海・山・川等自然環境 1 0.1% 9 0.6% 6 0.4% 8 0.6% 2 0.1%
車内・機内・船内 2 0.1% 5 0.3% 7 0.4% 0 0.0% 6 0.4%
その他 117 7.1% 81 5.1% 155 9.6% 82 5.9% 105 6.8%
無記入 166 10.0% 365 22.9% 371 22.9% 339 24.2% 374 24.3%

計 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0% 1,536 100.0%
（備考）　2014年 4 月 1 日から2019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
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 163 9.8% 134 8.4% 118 7.3% 119 8.5% 190 12.4%
関東 689 41.6% 520 32.6% 510 31.5% 419 29.9% 476 31.0%
中部 229 13.8% 190 11.9% 197 12.2% 180 12.9% 154 10.0%
近畿 291 17.6% 262 16.4% 295 18.2% 196 14.0% 196 12.8%
中国 83 5.0% 63 4.0% 58 3.6% 76 5.4% 42 2.7%
四国 34 2.1% 31 1.9% 31 1.9% 31 2.2% 34 2.2%
九州・沖縄 121 7.3% 102 6.4% 122 7.5% 105 7.5% 135 8.8%
無記入 48 2.9% 291 18.3% 288 17.8% 274 19.6% 309 20.1%

計 1,658 100.0% 1,593 100.0% 1,619 100.0% 1,400 100.0% 1,536 100.0%
（備考）　2014年 4 月 1 日から2019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

商品等別分類
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 247 2.7% 489 5.2% 496 6.8% 353 4.3% 426 4.8%
食料品 597 6.5% 565 6.0% 497 6.8% 388 4.7% 402 4.5%
住居品 613 6.7% 574 6.1% 409 5.6% 400 4.8% 345 3.9%
教養娯楽品 907 9.9% 731 7.8% 589 8.1% 671 8.1% 637 7.1%
光熱水品 236 2.6% 245 2.6% 205 2.8% 216 2.6% 1,270 14.2%
被服品 467 5.1% 368 3.9% 249 3.4% 279 3.4% 292 3.3%
保健衛生品 297 3.2% 247 2.6% 225 3.1% 239 2.9% 288 3.2%
車両・乗り物 247 2.7% 235 2.5% 190 2.6% 177 2.1% 165 1.8%
土地・建物・設備 443 4.8% 307 3.3% 200 2.7% 305 3.7% 292 3.3%
他の商品 110 1.2% 48 0.5% 16 0.2% 10 0.1% 20 0.2%

商品全体 4,164 45.4% 3,809 40.6% 3,076 42.2% 3,038 36.7% 4,137 46.4%
クリーニング 11 0.1% 6 0.1% 5 0.1% 7 0.1% 4 0.0%
レンタル・リース・貸借 102 1.1% 99 1.1% 68 0.9% 132 1.6% 60 0.7%
工事・建築・加工 263 2.9% 279 3.0% 279 3.8% 261 3.2% 283 3.2%
修理・補修 57 0.6% 94 1.0% 72 1.0% 183 2.2% 158 1.8%
管理・保管 4 0.0% 13 0.1% 12 0.2% 16 0.2% 9 0.1%
役務一般 33 0.4% 12 0.1% 7 0.1% 17 0.2% 2 0.0%
金融・保険サービス 1150 12.5% 1,203 12.8% 1,086 14.9% 1,604 19.4% 1,460 16.4%
運輸・通信サービス 631 6.9% 910 9.7% 831 11.4% 930 11.2% 1,029 11.5%
教育サービス 229 2.5% 251 2.7% 155 2.1% 156 1.9% 127 1.4%
教養・娯楽サービス 474 5.2% 468 5.0% 392 5.4% 404 4.9% 396 4.4%
保健・福祉サービス 328 3.6% 420 4.5% 409 5.6% 403 4.9% 396 4.4%
他の役務 691 7.5% 701 7.5% 515 7.1% 433 5.2% 511 5.7%
内職・副業・ねずみ講 132 1.4% 343 3.7% 210 2.9% 398 4.8% 187 2.1%
他の行政サービス 7 0.1% 15 0.2% 11 0.2% 34 0.4% 13 0.1%

サービス全体 4,112 44.8% 4,814 51.3% 4,052 55.7% 4,978 60.2% 4,635 52.0%
他の相談 896 9.8% 762 8.1% 153 2.1% 256 3.1% 149 1.7%

計 9,172 100.0% 9,385 100.0% 7,281 100.0% 8,272 100.0% 8,921 100.0%
（備考）　2014年 4 月1日から2019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

商品等別分類
2014年 2015年 2016年 2017年 2018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 48,751 5.2% 43,343 4.6% 40,343 4.5% 100,443 11.0% 245,233 24.1%
食料品 47,761 5.1% 45,783 4.9% 52,727 5.9% 53,168 5.8% 54,813 5.4%
住居品 39,800 4.2% 35,623 3.8% 34,091 3.8% 30,695 3.3% 28,192 2.8%
教養娯楽品 73,173 7.8% 66,573 7.1% 61,949 7.0% 60,925 6.6% 59,235 5.8%
光熱水品 8,078 0.9% 7,696 0.8% 8,929 1.0% 9,867 1.1% 16,115 1.6%
被服品 44,772 4.8% 36,849 3.9% 32,452 3.6% 33,889 3.7% 36,191 3.6%
保健衛生品 22,287 2.4% 22,377 2.4% 23,739 2.7% 26,647 2.9% 29,194 2.9%
車両・乗り物 22,197 2.4% 22,028 2.4% 22,987 2.6% 20,883 2.3% 20,778 2.0%
土地・建物・設備 30,083 3.2% 28,053 3.0% 26,657 3.0% 26,446 2.9% 26,620 2.6%
他の商品 1,911 0.2% 1,468 0.2% 1,278 0.1% 1,329 0.1% 1,164 0.1%

商品全体 338,813 36.0% 309,793 33.1% 305,152 34.2% 364,292 39.7% 517,535 50.9%
クリーニング 5,812 0.6% 5,809 0.6% 4,774 0.5% 4,666 0.5% 4,245 0.4%
レンタル・リース・貸借 46,477 4.9% 47,095 5.0% 45,373 5.1% 43,628 4.8% 44,505 4.4%
工事・建築・加工 30,016 3.2% 28,333 3.0% 27,371 3.1% 25,725 2.8% 27,331 2.7%
修理・補修 12,446 1.3% 12,495 1.3% 13,579 1.5% 13,083 1.4% 14,504 1.4%
管理・保管 2,598 0.3% 2,365 0.3% 2,038 0.2% 2,252 0.2% 2,358 0.2%
役務一般 3,086 0.3% 3,862 0.4% 3,865 0.4% 4,231 0.5% 2,890 0.3%
金融・保険サービス 98,338 10.5% 80,606 8.6% 69,572 7.8% 64,466 7.0% 69,318 6.8%
運輸・通信サービス 257,467 27.4% 294,002 31.4% 272,066 30.5% 256,838 28.0% 208,556 20.5%
教育サービス 5,406 0.6% 4,850 0.5% 4,509 0.5% 4,385 0.5% 3,898 0.4%
教養・娯楽サービス 27,500 2.9% 26,833 2.9% 25,255 2.8% 29,391 3.2% 26,593 2.6%
保健・福祉サービス 36,716 3.9% 39,335 4.2% 38,961 4.4% 37,822 4.1% 32,751 3.2%
他の役務 44,040 4.7% 46,550 5.0% 47,734 5.4% 40,134 4.4% 36,810 3.6%
内職・副業・ねずみ講 3,531 0.4% 4,221 0.5% 5,194 0.6% 5,122 0.6% 5,169 0.5%
他の行政サービス 4,954 0.5% 6,359 0.7% 5,718 0.6% 3,849 0.4% 3,723 0.4%

サービス全体 578,387 61.5% 602,715 64.4% 566,009 63.5% 535,592 58.4% 482,651 47.4%
他の相談 22,737 2.4% 22,868 2.4% 20,040 2.2% 17,369 1.9% 17,404 1.7%

計 939,937 100.0% 935,376 100.0% 891,201 100.0% 917,253 100.0% 1,017,590 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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
2014年 2015年 2016年 2017年 2018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 34,741 3.7% 30,577 3.3% 29,959 3.4% 28,593 3.1% 26,146 2.6%
品質・機能、役務品質 123,232 13.1% 115,834 12.4% 111,731 12.5% 104,729 11.4% 101,875 10.0%
法規・基準 37,590 4.0% 29,468 3.2% 24,228 2.7% 21,709 2.4% 20,547 2.0%
価格・料金 159,921 17.0% 156,242 16.7% 139,062 15.6% 122,666 13.4% 121,152 11.9%
計量・量目 1,420 0.2% 1,285 0.1% 979 0.1% 902 0.1% 881 0.1%
表示・広告 58,156 6.2% 55,778 6.0% 56,954 6.4% 58,398 6.4% 58,278 5.7%
販売方法 480,883 51.2% 482,712 51.6% 463,190 52.0% 473,674 51.6% 536,985 52.8%
契約・解約 676,372 72.0% 680,203 72.7% 645,159 72.4% 678,443 74.0% 776,729 76.3%
接客対応 141,725 15.1% 133,740 14.3% 129,591 14.5% 124,416 13.6% 123,157 12.1%
包装・容器 1,139 0.1% 938 0.1% 744 0.1% 709 0.1% 751 0.1%
施設・設備 1,826 0.2% 1,616 0.2% 1,410 0.2% 1,520 0.2% 1,522 0.1%

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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。

資
料
編

271



○資料 ４ - ３ 　危害・危険別件数

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
危害情報 11,539 10,700 11,675 11,306 10,175 
危険情報 5,178 4,506 3,584 3,261 2,559 

計 16,717 15,206 15,259 14,567 12,734 
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年3月31日までの登録分）。

○資料 ４ - ４ 　危害情報の危害内容別件数

危害内容
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 406 3.5% 358 3.3% 363 3.1% 312 2.8% 304 3.0%
脱臼・捻挫 69 0.6% 101 0.9% 72 0.6% 61 0.5% 50 0.5%
切断 9 0.1% 14 0.1% 13 0.1% 9 0.1% 7 0.1%
擦過傷・挫傷・打撲傷 822 7.1% 838 7.8% 782 6.7% 747 6.6% 598 5.9%
刺傷・切傷 723 6.3% 748 7.0% 631 5.4% 592 5.2% 500 4.9%
頭蓋（内）損傷 32 0.3% 39 0.4% 32 0.3% 26 0.2% 38 0.4%
内臓損傷 17 0.1% 24 0.2% 11 0.1% 29 0.3% 15 0.1%
神経・脊髄の損傷 218 1.9% 282 2.6% 270 2.3% 219 1.9% 214 2.1%
筋・腱の損傷 84 0.7% 70 0.7% 86 0.7% 77 0.7% 78 0.8%
窒息 20 0.2% 15 0.1% 19 0.2% 20 0.2% 14 0.1%
感覚機能の低下 189 1.6% 160 1.5% 141 1.2% 118 1.0% 112 1.1%
熱傷 726 6.3% 653 6.1% 680 5.8% 634 5.6% 544 5.3%
凍傷 14 0.1% 14 0.1% 14 0.1% 11 0.1% 14 0.1%
皮膚障害 2,769 24.0% 2,601 24.3% 3,061 26.2% 3,178 28.1% 2,983 29.3%
感電障害 19 0.2% 13 0.1% 15 0.1% 14 0.1% 10 0.1%
中毒 237 2.1% 180 1.7% 189 1.6% 137 1.2% 137 1.3%
呼吸器障害 325 2.8% 305 2.9% 342 2.9% 350 3.1% 287 2.8%
消化器障害 1,150 10.0% 1,232 11.5% 1,931 16.5% 1,853 16.4% 1,614 15.9%
その他の傷病及び諸症状 3,551 30.8% 2,863 26.8% 2,835 24.3% 2,772 24.5% 2,441 24.0%
不明 159 1.4% 190 1.8% 188 1.6% 147 1.3% 215 2.1%

計 11,539 100.0% 10,700 100.0% 11,675 100.0% 11,306 100.0% 10,175 100.0%
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年3月31日までの登録分）。
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○資料 ４ - ５ 　危険情報の危険内容別件数

危険内容
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 57 1.1% 71 1.6% 64 1.8% 70 2.1% 51 2.0%
発火・引火 350 6.8% 297 6.6% 279 7.8% 271 8.3% 188 7.3%
発煙・火花 564 10.9% 480 10.7% 447 12.5% 450 13.8% 349 13.6%
過熱・こげる 587 11.3% 453 10.1% 447 12.5% 393 12.1% 365 14.3%
ガス爆発 5 0.1% 4 0.1% 5 0.1% 5 0.2% 1 0.0%
ガス漏れ 41 0.8% 23 0.5% 20 0.6% 19 0.6% 20 0.8%
点火・燃焼・消火不良 77 1.5% 57 1.3% 37 1.0% 35 1.1% 21 0.8%
漏電・電波等の障害 35 0.7% 41 0.9% 20 0.6% 20 0.6% 10 0.4%
燃料・液漏れ等 167 3.2% 172 3.8% 99 2.8% 89 2.7% 64 2.5%
化学物質による危険 41 0.8% 23 0.5% 40 1.1% 18 0.6% 14 0.5%
破裂 180 3.5% 178 4.0% 174 4.9% 128 3.9% 62 2.4%
破損・折損 533 10.3% 383 8.5% 292 8.1% 328 10.1% 328 12.8%
部品脱落 169 3.3% 132 2.9% 115 3.2% 108 3.3% 83 3.2%
機能故障 668 12.9% 503 11.2% 380 10.6% 377 11.6% 311 12.2%
転落・転倒・不安定 94 1.8% 73 1.6% 86 2.4% 63 1.9% 52 2.0%
バリ6・鋭利 13 0.3% 9 0.2% 10 0.3% 8 0.2% 9 0.4%
操作・使用性の欠落 125 2.4% 67 1.5% 44 1.2% 88 2.7% 54 2.1%
腐敗・変質 95 1.8% 67 1.5% 33 0.9% 45 1.4% 20 0.8%
異物の混入 843 16.3% 926 20.6% 470 13.1% 464 14.2% 326 12.7%
異物の侵入 17 0.3% 14 0.3% 12 0.3% 13 0.4% 15 0.6%
その他 510 9.8% 529 11.7% 508 14.2% 267 8.2% 207 8.1%
不明 7 0.1% 4 0.1% 2 0.1% 2 0.1% 9 0.4%

計 5,178 100.0% 4,506 100.0% 3,584 100.0% 3,261 100.0% 2,559 100.0%
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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

商品等別分類
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 183 1.6% 183 1.7% 147 1.3% 156 1.4% 149 1.5%
食料品 2,108 18.3% 2,268 21.2% 3,192 27.3% 3,028 26.8% 2,556 25.1%
住居品 1,092 9.5% 935 8.7% 938 8.0% 860 7.6% 702 6.9%
教養娯楽品 375 3.2% 347 3.2% 386 3.3% 361 3.2% 319 3.1%
光熱水品 37 0.3% 31 0.3% 47 0.4% 33 0.3% 36 0.4%
被服品 377 3.3% 352 3.3% 330 2.8% 340 3.0% 270 2.7%
保健衛生品 2,126 18.4% 1,803 16.9% 1,913 16.4% 2,236 19.8% 2,246 22.1%
車両・乗り物 255 2.2% 247 2.3% 221 1.9% 193 1.7% 172 1.7%
土地・建物・設備 254 2.2% 203 1.9% 185 1.6% 161 1.4% 130 1.3%
他の商品 9 0.1% 10 0.1% 20 0.2% 3 0.0% 2 0.0%

商品全体 6,816 59.1% 6,379 59.6% 7,379 63.2% 7,371 65.2% 6,582 64.7%
クリーニング 10 0.1% 8 0.1% 7 0.1% 8 0.1% 13 0.1%
レンタル・リース・貸借 262 2.3% 287 2.7% 260 2.2% 305 2.7% 275 2.7%
工事・建築・加工 123 1.1% 125 1.2% 125 1.1% 86 0.8% 103 1.0%
修理・補修 29 0.3% 21 0.2% 24 0.2% 14 0.1% 26 0.3%
管理・保管 8 0.1% 8 0.1% 4 0.0% 5 0.0% 6 0.1%
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 23 0.2% 15 0.1% 21 0.2% 18 0.2% 18 0.2%
運輸・通信サービス 88 0.8% 84 0.8% 84 0.7% 65 0.6% 65 0.6%
教育サービス 11 0.1% 8 0.1% 12 0.1% 6 0.1% 3 0.0%
教養・娯楽サービス 304 2.6% 366 3.4% 356 3.0% 307 2.7% 314 3.1%
保健・福祉サービス 3,249 28.2% 2,823 26.4% 2,860 24.5% 2,651 23.4% 2,363 23.2%
他の役務 600 5.2% 557 5.2% 522 4.5% 454 4.0% 398 3.9%
内職・副業・ねずみ講 2 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 3 0.0% 1 0.0%
他の行政サービス 14 0.1% 18 0.2% 20 0.2% 13 0.1% 8 0.1%

サービス全体 4,723 40.9% 4,321 40.4% 4,296 36.8% 3,935 34.8% 3,593 35.3%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 11,539 100.0% 10,700 100.0% 11,675 100.0% 11,306 100.0% 10,175 100.0%
（備考）　 1 ．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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

商品等別分類
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 11 0.2% 11 0.2% 10 0.3% 12 0.4% 6 0.2%
食料品 891 17.2% 950 21.1% 464 12.9% 489 15.0% 335 13.1%
住居品 1,632 31.5% 1,312 29.1% 1,307 36.5% 926 28.4% 740 28.9%
教養娯楽品 513 9.9% 424 9.4% 404 11.3% 420 12.9% 359 14.0%
光熱水品 112 2.2% 77 1.7% 61 1.7% 60 1.8% 63 2.5%
被服品 76 1.5% 61 1.4% 45 1.3% 40 1.2% 37 1.4%
保健衛生品 162 3.1% 157 3.5% 139 3.9% 144 4.4% 101 3.9%
車両・乗り物 1,020 19.7% 882 19.6% 681 19.0% 722 22.1% 514 20.1%
土地・建物・設備 206 4.0% 146 3.2% 104 2.9% 104 3.2% 97 3.8%
他の商品 8 0.2% 10 0.2% 11 0.3% 6 0.2% 1 0.0%

商品全体 4,631 89.4% 4,030 89.4% 3,226 90.0% 2,923 89.6% 2,253 88.0%
クリーニング 0 0.0% 3 0.1% 3 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
レンタル・リース・貸借 93 1.8% 91 2.0% 70 2.0% 72 2.2% 70 2.7%
工事・建築・加工 77 1.5% 71 1.6% 46 1.3% 45 1.4% 54 2.1%
修理・補修 125 2.4% 99 2.2% 84 2.3% 82 2.5% 56 2.2%
管理・保管 1 0.0% 5 0.1% 2 0.1% 1 0.0% 4 0.2%
役務一般 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 1 0.0% 2 0.0% 3 0.1% 1 0.0% 0 0.0%
運輸・通信サービス 33 0.6% 15 0.3% 23 0.6% 22 0.7% 21 0.8%
教育サービス 5 0.1% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0%
教養・娯楽サービス 18 0.3% 22 0.5% 15 0.4% 13 0.4% 12 0.5%
保健・福祉サービス 81 1.6% 59 1.3% 46 1.3% 40 1.2% 35 1.4%
他の役務 106 2.0% 101 2.2% 57 1.6% 57 1.7% 48 1.9%
内職・副業・ねずみ講 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
他の行政サービス 5 0.1% 7 0.2% 8 0.2% 4 0.1% 4 0.2%

サービス全体 547 10.6% 476 10.6% 358 10.0% 338 10.4% 306 12.0%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 5,178 100.0% 4,506 100.0% 3,584 100.0% 3,261 100.0% 2,559 100.0%
（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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 - 8 　危害情報の被害者年齢層別商品等別件数（上位１0位まで）（２0１8年度）

年齢層 商品等内訳
年齢層
別合計

5歳未満

外食（12） 他の玩具・遊具（8）不動産貸借（8） パン類（4） ミネラルウォー
ター（4）

140
椅子類（4） 育児家具類（4） 子守用被服品（4） 幼児乗り物（4）

ホテル・旅館、遊
園地・レジャーラ
ンド（各4）

5歳以上
10歳未満

外食（12） 自転車（6） 他の玩具・遊具（4）スポーツ・健康教
室（4）

遊園地・レジャー
ランド（4）

91
医療サービス（3） 机・テーブル類、室内照明器具、他の化粧品、他のスポーツ用品、自転車用品、

バスサービス、スポーツ施設利用、遊興施設利用、歯科治療、パーマ（各2）

10歳代
他の化粧品（45） 自転車（23） 他の健康食品（22） 外食（18） 基礎化粧品（14）

267 
医療サービス（13） 酵素食品（7） 化粧品セット（7） パーマ（7） 不動産貸借、歯科

治療（各6）

20歳代

エステティック
サービス（118） 医療サービス（96） 他の健康食品（54） 他の化粧品（51） 外食（51）

736 
基礎化粧品（32） 不動産貸借（31） パーマ（30） 他の美容サービス

（27） 酵素食品（18）

30歳代
医療サービス（128）エステティック

サービス（99） 他の健康食品（92） 他の化粧品（67） 基礎化粧品（46）
1,128 

不動産貸借（45） 外食（41） 他の医療（36） パーマ（35） 酵素食品（28）

40歳代
他の健康食品（193）基礎化粧品（138） 他の化粧品（135） 酵素食品（129） 医療サービス（112）

1,719 エステティック
サービス（69） 外食（57） 歯科治療（51） 不動産貸借（50） 他の医療（47）

50歳代

他の健康食品（209）他の化粧品（187） 基礎化粧品（167） 酵素食品（158） 医療サービス（88）

1,951 
外食（60） 頭髪用化粧品（55） 歯科治療（53） パーマ（43）

他の医療、エステ
ティックサービス
（各42）

60歳代
他の健康食品（158）基礎化粧品（141） 酵素食品（111） 他の化粧品（110） 医療サービス（82）

1,497 
歯科治療（52） 頭髪用化粧品（34） 洗濯用洗浄剤（28） パーマ（26） 外食（24）

70歳代
他の健康食品（118）医療サービス（93） 基礎化粧品（80） 他の化粧品（43） 頭髪用化粧品（41）

1,071 
酵素食品（39） 歯科治療（32） 家庭用電気治療器

具（25） 商品一般（24） 保健衛生品その他
（20）

80歳以上
医療サービス（73） 他の健康食品（65） 健康食品（全般）

（26） 老人ホーム（24） 家庭用電気治療器
具（20）

594 
基礎化粧品（18） 商品一般（17） 歯科治療（16） デイケアサービス

（15）
保健衛生品その他
（11）

無回答
医療サービス（87） 他の健康食品（53） 外食（52） 不動産貸借（44） 他の化粧品（41）

981 
基礎化粧品（35） 歯科治療（28） エステティック

サービス（24） 酵素食品（23） 健康食品（全般）
（19）

計 10,175 

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019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（２0１8年度）

分野別内訳
申出件数

2018年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 2019年

1 月 2 月 3 月 累計

食　品 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
製　品 1 6 6 7 3 0 0 3 5 1 0 1 33
施　設 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4
役　務 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 9
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 6
総件数 1 8 9 8 4 0 2 3 8 3 5 2 53

（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。
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資料 ６　消費生活用製品安全法の規定に基づき報告された重大製品事故
○資料 ６ - １ 　製品別報告件数

製品
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018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 206 23.1% 207 23.4% 167 20.8% 166 19.6% 153 18.3%
電気製品 526 59.0% 530 59.9% 537 67.0% 565 66.9% 551 65.8%
その他 160 17.9% 148 16.7% 98 12.2% 114 13.5% 133 15.9%

合　　計 892 100.0% 885 100.0% 802 100.0% 845 100.0% 837 100.0%
（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〉

2016年度 2017年度 2018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 石油ストーブ 30 18.0% 1 石油ストーブ 40 24.1% 1 ガスこんろ 39 25.5%
2 ガスこんろ 24 14.4% 2 ガスこんろ 30 18.1% 2 石油ストーブ 24 15.7%
3 石油給湯機 21 12.6%

3
ガスふろがま 17 10.2% 3 ガス湯沸器 18 11.8%

4
ガスふろがま 14 8.4% 石油給湯機 17 10.2% 4 石油温風暖房機 16 10.5%
石油温風暖房機 14 8.4% 5 ガス湯沸器 14 8.4% 5 石油給湯機 14 9.2%

〈電気機器〉

2016年度 2017年度 2018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 63 11.7% 1 パソコン 41 7.3% 1 電池（バッテリー） 52 9.4%
2 電池（バッテリー） 41 7.6% 2 電気ストーブ 34 6.0% 2 照明器具 39 7.1%
3 電気ストーブ 33 6.1% 3 電池（バッテリー） 27 4.8% 3 エアコン（室外機） 32 5.8%
4 パソコン 28 5.2% 4 エアコン 26 4.6% 4 パソコン 31 5.6%

5 電子レンジ 23 4.3% 5
延長コード 23 4.1%

5 電気ストーブ 26 4.7%
電子レンジ 23 4.1%

〈その他〉

2016年度 2017年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 自転車 18 18.4% 1 自転車 34 29.8%
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 6.1%

3

介護ベッド 6 5.3%
4 収納家具 5 5.1%

椅子※ 6 5.3%
5

運動器具 4 4.1%
いす 4 4.1%

脚立・踏み台・はしご 6 5.3%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。
　　　　 3．※　2017年度から、「いす」の表記を「椅子」に変更。

2018年度

品目名 件
数

構成
比

1 自転車 34 25.6%

2
車いす 13 9.8%
脚立・踏み台・はしご 13 9.8%

4 椅子 8 6.0%

5
靴・サンダル 6 4.5%

除雪機（歩行型） 6 4.5%
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資料 ７　消費者庁が行った法執行・行政処分等
○資料 ７ - １ 　消費者庁が行った主な法執行・行政処分等（年度別件数）
〈消費者安全法の規定に基づく注意喚起〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 11 9 10 10 13

〈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〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 30 13 27 50 46

〈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〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 ― ― 1 19 20

〈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〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件数（認定／不認定） ― ― 2／1 1／0 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並びに業務禁止命令※１〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 40 34 28 32 58

〈特定商品等の預託等取引契約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措置命令〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 0 0 4 2 0

〈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〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 7 7 0 2 0

〈家庭用品品質表示法の規定に基づく消費者庁の指示〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 4 7 35 1 11※2

〈食品表示法の規定に基づく消費者庁の指示・命令〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 0※3 0 0 0 0

〈健康増進法の規定に基づく消費者庁の勧告〉

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
件　　数 0 1 0 0 0

※ 1　�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並びに業務禁止命令については、地方経済産業局等による処分件数を含む。なお、
業務禁止命令は、2016年の改正（2017年12月施行）により新設された。

※ 2　�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い
るが、2018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。

※ 3　2014年度以前は、農林物質の規格化等に関する法律に基づく消費者庁の改善命令件数。
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○資料 ７ - ２ 　消費者安全法の規定に基づく消費者への注意喚起（２0１8年度）

実施時期 件　名 内　　容

2018年
4 月26日

（注意喚起）

「月収50万円なんてコピペす
るだけで簡単に稼げます」な
どとうたい、多額の金銭を支
払わせる「株式会社イメージ」
に関する件

「株式会社イメージ」（以下「イメージ」という。）は、「月収50万円なん
てコピペするだけで簡単に稼げます！」などとうたって消費者を勧誘し、
イメージが販売するツールを用いて編集した動画をインターネット上の動
画サイトに掲載するだけでお金を稼げるとして高額なツールの利用料等を
消費者に支払わせていたが、実際には、当該ツールを用いて動画サイトに
投稿しても、誰もが簡単に稼げる仕組みにはなっていないことが判明した
（虚偽・誇大な広告・表示、不実告知及び断定的判断の提供）。

2018年
4 月27日

（注意喚起）

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
る事案に関する件

「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」などと称する事業者は、消費者に対して「契約不履行による民
事訴訟として、訴状が提出されました。このままご連絡なき場合は、差し
押さえを強制的に執行させて頂きます。」などと記載したはがきを送りつ
けていた。不安を覚えた消費者がはがきに記載された連絡先に電話をする
と、弁護士会や弁護士のものとする電話番号を教示され、その番号に電話
をした消費者に対し、弁護士と称する者が、示談に持ち込むために着手金
が必要であるなどとして、金銭を支払うよう要求していた（消費者を欺き、
又は威迫して困惑させること）。
消費者は、通販サイトのギフト券をコンビ二で購入して、ギフト券の番号
を伝えるなどして、要求された金額を支払っていた。

2018年
6 月29日

（注意喚起）

SMSを用いて有料動画等の
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あります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに
移行致します。アマゾン●●」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連絡してきた消費者に「有料動画の未納料金
があります。」、「保険が使えるので、後から全額返金されます。」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いなど生じていないに
もかかわらず、通販サイトのギフト券をコンビ二で購入してギフト券の番
号を伝えるなどの方法によって、要求される金額を支払っていた。

2018年
7 月 6 日

（注意喚起）

「真似っこビジネス」などと
うたい、多額の金銭を支払わ
せる「株式会社きれい」に関
する件

「株式会社きれい」（以下「きれい」という。）は、「やることは真似をす
るだけ！」などとうたって消費者を勧誘し、広田拓海と称する者が考案し
たとするネットショップの真似をして石けんのネットショップを運営すれ
ば多額の収益が得られる旨が記載された情報商材を購入させた上で、「サ
ポートサービスも併せて契約しないと売上げを見込むのは難しい」などと
して、高額な有料サポートサービスの契約をさせていたが、契約をしてき
れいの指示どおりに石けんのネット通信販売を行っても、収益が得られる
ような仕組みにはなっていないことが判明した（虚偽・誇大な広告・表示
及び不実告知）。

2018年
8 月28日

（注意喚起）

「毎月最低30万円分のビット
コインを受け取り続けること
ができる」などとうたい、多
額の金銭を支払わせる「株式
会社リード」に関する件

「株式会社リード」は、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30
万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、海
外の事業者が運営するビットコインのマイニングサービスを利用できる
「オートビットチャージ」と称するアプリケーションソフトウェアを販売
していたが、当該ソフトウェアを利用しても簡単に毎月最低30万円分の
ビットコインを受け取ることができる仕組みにはなっていないことが判明
した（虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知）。

2018年
8 月29日

（注意喚起）

「金と銀のプロジェクトに参
加するだけで、毎日 1万円収
入の最低保証」などとうたい、
多額の金銭を支払わせる「株
式会社ジパング」に関する件

「株式会社ジパング」は、「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎
日 1万円収入の最低保証」などとうたい、「CLUB�THE�ZIPANGU」など
と称する投資・運用コースの参加料として消費者に高額な費用を支払わせ
ていたが、このような宣伝文句に根拠や裏付けは無いことが判明した（虚
偽・誇大な広告・表示及び不実告知）。
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実施時期 件　名 内　　容

2018年
8 月31日

（注意喚起）

「オーナー制度」と称する取引
に関し、多額の支払遅延を発
生させている「株式会社ケフィ
ア事業振興会」に関する件

「株式会社ケフィア事業振興会」（以下「ケフィア」という。）は、「オーナー
制度」と称して、干し柿、メープルシロップ、各種ジュース、ぬかどこ、ヨー
グルト等多岐にわたる商品を対象に、消費者と買戻特約付売買契約を締結
し、形式上消費者が対象商品のオーナーとなり、満期が到来するとケフィ
アが買い戻す取引をしていたが、2017年11月頃以降、買戻代金の支払遅延
が発生し、2018年 7 月31日までに満期を迎えた契約のうち、支払われてい
ない買戻代金の金額は、少なくとも数百億円に達することが判明した（債
務の履行遅延）。

2018年
9 月11日

（注意喚起）

「画像選択がベースの簡単な
作業でお金を稼げる」などと
うたい、多額の金銭を支払わ
せる「株式会社ferix」に関す
る件

「株式会社ferix」（以下「ferix」という。）は、「かんたん選択ビジネス」、「写
真を選ぶだけで収入UP」などとうたって消費者を勧誘し、ferixが販売する
ツールを用いて写真から作成した動画をインターネット上の動画サイトに
掲載するだけでお金を稼げるとして高額なツールの利用料等を消費者に支
払わせていたが、実際には、当該ツールを用いて動画サイトに投稿しても、
誰もが簡単に稼げる仕組みにはなっていないことが判明した（虚偽・誇大
な広告・表示及び断定的判断の提供）。

2018年
10月17日
（注意喚起）

「スマホをタップするだけで
お金が稼げる」などとうたい、
多額の金銭を支払わせる「株
式会社Quest」に関する件

「株式会社Quest」（以下「Quest」という。）は、「スマホをタップするだ
けでお金が稼げる」などとうたって消費者を勧誘し、Questが販売するツー
ルを用いて商品を安く仕入れて高く売るいわゆる「せどり」を行うことで、
初心者でも収益を上げることができるなどとして、サポートを受けられる
高額な有料コースの料金等を消費者に支払わせていたが、実際には、当該
ツールを利用してせどりを行っても誰もが簡単に稼げる仕組みにはなって
いないことが判明した（虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供）。

2018年
11月 9 日
（注意喚起）

「誰でもたった 1分で 1万円
の現金をラクラクGET！」
などとうたい多額の金銭を支
払わせる「一般社団法人日本
統計機構」に関する件

「一般社団法人日本統計機構」（以下「日本統計機構」という。）は、「誰
でもたった 1分で 1万円の現金をらくらくGET！」などとうたって消費者
を勧誘し、本登録会員になれば簡単なアンケートに答えるだけで収益が上
げられるとして、高額な入会金を消費者に支払わせていたが、実際には、
本登録会員になりアンケートに回答しても報酬を得られる仕組みにはなっ
ていないことが判明した（虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知）。

2019年
2 月13日

（注意喚起）

「在宅スマホ副業で 7日で20
万円稼げる人続出中！」など
とうたい、多額の金銭を支払
わせる「株式会社トップ」に
関する件

「株式会社トップ」は、「在宅スマホ副業で 7日で20万円稼げる人続出中！」
などとうたって消費者を勧誘し、関心を持って連絡を取った消費者に対し
て、SNSを用いて集客し、集まった顧客に情報商材を販売すれば容易に収
益が上げられるとした上で、SNSでの集客に必要だとして「自動システム」
と称するSNSへの自動投稿ツールの使用料として高額な金銭の支払を求め
ていたが、実際には、当該ツールを用いてSNSに投稿を行っても、簡単に
収益を上げられる仕組みにはなっていないことが判明した（虚偽・誇大な
広告・表示）。

2019年
2 月15日

（注意喚起）

カプセル入りスポンジ玩具が
幼児の体内に入る事故が発
生！―原因不明の不調が約 4
か月続き、その後、全身麻酔
で摘出―

入浴中、保護者の知らない間にカプセル入りスポンジ玩具（以下「当該玩具」
という。）が 4歳女児の腟に入り、不調が続いたものの医療機関で原因の
特定に約 4か月、当該玩具の摘出までにさらに約 1か月と時間を要した事
例が発生。今回の事故のように腟からの体内への侵入以外にも、飲み込ん
だ場合には誤嚥や窒息のおそれもある。

2019年
2 月22日

（注意喚起）

冬物ブランド衣料品の偽物を
格安で販売する「CGJP株式
会社」に関する件

「CGJP株式会社」（以下「CGJP」という。）は、ウェブサイト上で「こち
らの商品はブランド、新品、工場直売です。」、「すべては未使用の正規品
です。」などと表示してカナダグース社製とする冬物衣料品を販売してい
たが、実際には、CGJPが販売する商品はいずれもカナダグース社製では
ない偽物であることが判明した。また、ウェブサイトに記載されていた住
所にCGJPは存在しなかった（虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知）。
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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（２0１8年度）

実施時期 件　　　名
2018年
4 月25日 株式会社良品計画に対する措置命令（ソファーカバーに係る撥水加工に関する不当表示（優良誤認表示））

5月15日 農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合に対する措置命令（香辛料に係る原材料に関する不当表示
（優良誤認表示））

5月22日 株式会社エー・ピーカンパニーに対する措置命令（自社の店舗で供給する料理に係る不当表示（優良誤認
表示））

5月30日 株式会社TSUTAYAに対する措置命令（動画配信サービス及び光回線インターネット接続サービスに係る
不当表示（優良誤認表示及び有利誤認表示））

6月13日 キリンシティ株式会社に対する措置命令（自社の店舗で供給する料理に係る不当表示（優良誤認表示））

6月15日 株式会社ブレインハーツに対する措置命令（食品等の痩身効果等に関する不当表示（優良誤認表示）及び
販売価格に係る不当な二重価格表示（有利誤認表示））

7月 3日 HITOWAケアサービス株式会社に対する措置命令（有料老人ホームにおいて提供するサービスに係る不当
表示（有料老人ホームに関する不当な表示））

7月24日 日本マクドナルド株式会社に対する措置命令（自社の店舗で供給する料理に係る不当表示（優良誤認表示））
7月25日 株式会社Life�Leafに対する措置命令（食品の肥満効果に関する不当表示（優良誤認表示））
7月30日 株式会社GLORIAに対する措置命令（食品の豊胸効果に関する不当表示（優良誤認表示））
9月 4日 株式会社キリン堂に対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

10月18日 株式会社ジャパネットたかたに対する措置命令（エアコン及びテレビの販売価格に関する不当な二重価格
表示（有利誤認表示））

10月25日 株式会社言歩木に対する措置命令（飲料の視力の回復効果及び目の症状の改善効果に関する不当表示（優
良誤認表示））

10月31日 株式会社シエルに対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示）及び新規定期購入
契約に係る人数制限に関する不当表示（有利誤認表示））

11月 7 日 チムニー株式会社に対する措置命令（自社の店舗で提供する料理に係る不当表示（優良誤認表示））
12月21日 株式会社ユニクエストに対する措置命令（葬儀サービスの費用に関する不当表示（有利誤認表示））
2019年
1 月17日 株式会社はぴねすくらぶに対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

3月 6日 株式会社ライフサポートに対する措置命令（おせち料理の販売価格に関する不当な二重価格表示（有利誤
認表示））

3月22日 株式会社イッティに対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示（優
良誤認表示））

3月22日 加藤貿易株式会社に対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示（優
良誤認表示））

3月22日 株式会社GLANdに対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示（優
良誤認表示））

3月22日 株式会社ココカラケアに対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示
（優良誤認表示））

3月22日 株式会社SEECに対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示（優良
誤認表示））

3月22日 株式会社スリーピースに対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示
（優良誤認表示））

3月22日 株式会社トリプルエスに対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示
（優良誤認表示））

3月22日 株式会社BeANCAに対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示（優
良誤認表示））

3月22日 VIDAN株式会社に対する措置命令（痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする衣類に関する不当表示（優
良誤認表示））

3月28日 株式会社Growasに対する措置命令（化粧品に係るシミの解消又は軽減効果に関する不当表示及び食品の
痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示及び有利誤認表示））
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実施時期 件　　　名
3月29日 株式会社アルトルイズムに対する措置命令（食品の白髪を黒髪にする効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月29日 ジェイフロンティア株式会社に対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月29日 株式会社ビーボに対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月29日 株式会社ユニヴァ・フュージョンに対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月29日 株式会社ジプソフィラに対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月29日 株式会社モイストに対する措置命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

○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（２0１8年度）

実施時期 件　　　名
2018年
6 月15日

株式会社ブレインハーツに対する課徴金納付命令（食品等の痩身効果等に関する不当表示（優良誤認表示）
及び販売価格に係る不当な二重価格表示（有利誤認表示））

6月29日 株式会社ARSに対する課徴金納付命令（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））

10月 5 日 株式会社ギミックパターンに対する課徴金納付命令（下着の痩身効果等に関する不当表示（優良誤認表示）
及び販売価格に関する不当な二重価格表示（有利誤認表示））

10月 5 日 株式会社SAKLIKITに対する課徴金納付命令（下着の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

10月19日 合同会社DMM.comに対する課徴金納付命令（液晶ディスプレイの映像表示機能に関する不当表示（優良
誤認表示））

10月25日 株式会社言歩木に対する課徴金納付命令（飲料の視力の回復効果及び目の症状の改善効果に関する不当表
示（優良誤認表示））

10月26日 株式会社Life�Leafに対する課徴金納付命令（食品の肥満効果に関する不当表示（優良誤認表示））

10月31日 株式会社シエルに対する課徴金納付命令（食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示）及び新規定
期購入契約に係る人数制限に関する不当表示（有利誤認表示））

2019年
2 月22日

株式会社TSUTAYAに対する課徴金納付命令（動画配信サービス及び光回線インターネット接続サービス
に係る不当表示（優良誤認表示））

3月 1日 株式会社エー・ピーカンパニーに対する課徴金納付命令（自社の店舗で供給する料理に係る不当表示（優
良誤認表示））

3月22日 ティーライフ株式会社に対する課徴金納付命令（飲料の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月22日 株式会社GLORIAに対する課徴金納付命令（食品の豊胸効果に関する不当表示（優良誤認表示））

3月29日 ジュピターショップチャンネル株式会社に対する課徴金納付命令（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））

○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
（２0１8年度）

事業者名 対象商品・役務 返金実施期間
該当なし
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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並びに業務禁止命令（２0１8年度）

実施時期 件　　　名
2018年
7 月27日

電話勧誘販売業者健楽園株式会社に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の使用人に対する業務禁
止命令（健康食品の電話勧誘販売に係る書面交付義務違反（記載不備）及び不実告知）

9月14日
電話勧誘販売業者株式会社薬慎童に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する
業務禁止命令（健康食品の電話勧誘販売に係る勧誘目的等明示義務違反、書面交付義務違反（記載不備）
及び判断力不足便乗）

10月 5 日 電話勧誘販売業者エールジャパン株式会社に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の使用人に対す
る業務禁止命令（健康食品の電話勧誘販売に係る再勧誘、不実告知及び書面交付義務違反（記載不備））

10月30日 訪問販売業者株式会社野田建工に対する業務停止命令及び指示（屋根ふき替え及び外壁塗装工事等の役務
を提供する訪問販売に係る勧誘目的明示義務違反及び不実告知）

10月31日 訪問販売業者株式会社三井開発に対する指示（原野等の土地の訪問販売に係る勧誘目的等明示違反及び書
面交付義務違反（記載不備））

12月 7 日 訪問販売業者株式会社グランビアに対する指示（健康食品の訪問販売に係る勧誘目的等明示義務違反、書
面交付義務違反（記載不備）及び契約書面虚偽記載）

12月20日
連鎖販売業者WILL株式会社に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業務
禁止命令（テレビ電話専用のアプリケーションが読み込まれたカード型USBメモリの連鎖販売取引に係
る氏名等明示義務違反、事実不告知及び書面交付義務違反（記載不備））

12月21日
通信販売業者イーシャ株式会社に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業
務禁止命令（デオドラントクリ－ムの通信販売に係る商品の効能に関する優良誤認表示及び商品の販売価
格に関する有利誤認表示）

12月26日

訪問購入業者株式会社up�wardに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁
止命令（貴金属、アクセサリー、衣類等の訪問購入に係る氏名等明示義務違反、勧誘の要請をしていない者
に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思
を表示した者に対する勧誘、書面交付義務違反（記載不備）及び物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反）

12月26日
訪問購入業者株式会社萬天商事に対する指示（貴金属、靴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、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の
意思を表示した者に対する勧誘及び物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反）

12月26日

訪問購入業者株式会社T-ismに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁
止命令（貴金属、アクセサリー、衣類、雑貨等の訪問購入に係る氏名等明示義務違反、勧誘の要請をして
いない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、契約を締結し
ない旨の意思を表示した者に対する勧誘、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
告知義務違反及び債務履行不当遅延）

2019年
1 月24日

訪問購入業者株式会社セブンセンスに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の実質的経営者に対す
る業務禁止命令（貴金属、記念硬貨、切手等の訪問購入に係る氏名等明示義務違反、勧誘の要請をしてい
ない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認しないで行う勧誘、書面交付義務違反（記載不
備）及び物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反）

3月18日 訪問販売業者「ハウスクリエイト」又は「クリーンシステム」こと髙倉健太に対する指示（排水管等の洗浄、
床下白蟻防除などの役務を提供する訪問販売に係る氏名等明示義務違反及び書面交付義務違反（記載不備））

3月19日
電話勧誘販売業者株式会社日勲に対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する業
務禁止命令（名言集、叙勲者バッジなどの電話勧誘販売に係る氏名等明示義務違反、書面交付義務違反（記
載不備）及び不実告知）

3月19日 訪問販売業者株式会社日本クリオに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業
務禁止命令（浄水器の訪問販売に係る氏名等明示義務違反、書面交付義務違反（記載不備）及び不実告知）

3月27日 訪問販売業者株式会社AIDに対する指示（水道設備工事の訪問販売に係る氏名等明示義務違反及び書面交
付義務違反（記載不備））

3月27日
訪問販売業者株式会社ユニオングループに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役に対
する業務禁止命令（水道設備工事の訪問販売に係る氏名等明示義務違反、書面交付義務違反（記載不備）
及び迷惑勧誘）

3月28日 訪問販売業者南海プランニング株式会社に対する指示（屋根工事等の住宅リフォーム工事の役務を提供す
る訪問販売に係る氏名等明示義務違反及び書面交付義務違反（記載不備））

3月29日
連鎖販売業者株式会社リゾネットに対する業務停止命令及び指示並びに当該業者の代表取締役等に対する
業務禁止命令（リゾートクラブ・旅行・スポーツクラブ複合会員権の連鎖販売取引に係る勧誘目的等明示
義務違反、不実告知及び広告の表示義務違反）
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○資料 ７ - ７ 　�特定商品等の預託等取引契約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措置命令（２0１8
年度）

実施時期 件　　　名
該当なし

○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（２0１8年度）

実施時期 件　　　名
該当なし

○資料 ７ - ９ 　食品表示法の規定に基づく消費者庁の指示・命令（２0１8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（２0１8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（２0１8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

2018年
4月27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。（2018年 1 月～ 3月：改善要請55件（54事業者））

6月25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、食中毒等の健康被害発生時に食品表
示法の規定に係る遡及確認等、関係機関での連携調査の実施、啓発パンフレット
等を活用した原料原産地表示制度の普及啓発の協力依頼等を通知。

7月13日
平成30年 7 月豪雨を受
けた乳児用液体ミルク
の取扱いについて

平成30年 7 月豪雨において災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用を受けた
被災地における使用を目的として譲渡・販売される、母乳代替食品としての用に
適する旨を表示した乳児用液体ミルクについて、特別用途食品制度における許可
及び承認を受けていない場合も、当分の間、取締りを行わなくても差し支えない
旨通知。

7月17日
平成30年 7 月豪雨を受
けた製造所固有記号の
表示の運用について

平成30年 7 月豪雨において災害救助法の適用を受けた被災地の工場（製造所）で
使用していた記号を他の工場（製造所）に例外的に使用できることとした旨通知。

7月19日
平成30年 7 月豪雨を受
けた製造所の表示の運
用について

平成30年 7 月豪雨において災害救助法の適用を受けた被災地の工場（製造所）で
製造していた食品について、他の製造者や製造所に委託する場合にあっては、実
際の製造所の所在地及び製造者の氏名と食品に表示された製造所の所在地及び製
造者の氏名とが異なることとなっても差し支えない旨通知。

8月22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。（2018年 4 月～ 6月：改善要請119件（105事
業者））

資
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○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（２0１8年度）

（報告書）

公表時期 件　　　名
2018年
9 月28日 電動シャッター動作時の事故

2019年
1 月28日 住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等

（経過報告書）

公表時期 件　　　名
2018年
11月26日 歩行型ロータリ除雪機による事故

実施時期 件　名 内　　容

9月 7日

平成30年北海道胆振東
部地震を受けた乳児用
液体ミルクの取扱いに
ついて

平成30年北海道胆振東部地震において災害救助法（昭和22年法律第118号）の適
用を受けた被災地における使用を目的として譲渡・販売される、母乳代替食品と
しての用に適する旨を表示した乳児用液体ミルクについて、特別用途食品制度に
おける乳児調製液状乳の許可及び承認を受けていない場合も、当分の間、取締り
を行わなくても差し支えない旨通知。

10月25日

機能性表示食品の届出
後における安全性及び
機能性を担保するため
の取組並びに健康被害
の未然防止・拡大防止
を図るための取組推進
依頼について

平成27年度から始まった機能性表示食品制度は、事業者の責任において、食品の
安全性及び機能性に関する科学的根拠等について消費者庁に届出を行うものであ
るが、届出後の事後チェックを行うことで制度の適切な運用を図っているところ
である。
平成29年度に実施した「機能性表示食品の届出後における分析実施状況及び健康
被害の情報収集等に関する調査・検証事業」報告書の結果を踏まえ届出者の取組
及び事業者団体に望まれる自主的な取組を周知し、これまで以上の自主的な推進
を要請。

11月9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。（2018年 7 月～ 9月：改善要請64件（60事業者））

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蜂蜜を原
因とする乳児ボツリヌス症の予防対策に係る周知啓発、食中毒等の健康被害発生
時に食品表示法の規定に係る遡及確認等、関係機関での連携調査の実施、啓発チ
ラシ等を活用した食品表示新基準についての周知啓発を通知。

11月30日

平成30年 7 月豪雨及び
平成30年北海道胆振東
部地震を受けた乳児用
液体ミルクの取扱いに
おける弾力的運用の終
了について

災害救助法の適用を受けた被災地への食品の円滑な供給を図るために実施してい
た特別用途食品制度の弾力的な運用について、平成30年12月31日をもって終了す
る旨通知。

12月13日

平成30年 7 月豪雨を受
けた製造所及び製造所
固有記号の表示の運用
に係る通知の取扱いに
ついて

災害救助法の適用を受けた被災地への食品の円滑な供給を図るために実施してい
た「平成30年 7 月豪雨を受けた製造所固有記号の表示の運用について」及び「平
成30年 7 月豪雨を受けた製造所の表示の運用について」による食品表示法の運用
を緩和する措置について、平成30年12月31日をもって終了する旨通知。

2019年
2月1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。（2018年10月～12月：改善要請83件（78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（20１８年度）

実施時期 件　　　名

2018年
４ 月 ５ 日 ニラとスイセンの誤食に注意

４月 ６日 ギョウジャニンニクとイヌサフランの誤食に注意
４月2６日 お弁当を手作りする際には食中毒に注意

５月 ９日 海、川、湖沼池、プール等での「水の事故」に気を付けましょう
―平成30年度 ｢子どもの事故防止週間」を ５月21日から実施します―　※ 1

５ 月 ９ 日 子どもを乗せた「幼児用座席付自転車の事故」（転倒など）に気を付けましょう
―平成30年度 ｢子どもの事故防止週間」を ５月21日から実施します―　※ 1

５ 月1６日 妊娠中は未加熱の食品に注意（リステリア）
５月31日 刈払機（草刈機）の使用中の事故にご注意ください！（更新）
６月1４日 梅雨時期のカレーや煮物の作り置きに注意（ウエルシュ菌）
７月 ９日 豪雨災害時には、食中毒の発生に注意
７月18日 バーベキューでの安全ポイントをチェック
７月20日 電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災害用の懐中電灯やラジオの点検を―　※ 2
8 月1５日 ヒスタミン食中毒に注意
９月10日 豚コレラの発生について
９月12日 御注意ください！日常生活での高齢者の転倒・転落！―みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故①―
９月12日 毒キノコによる食中毒に注意
10月2６日 電動シャッター動作時の事故に注意！
11月 8 日 ノロウイルス予防のためにも手洗い方法を確認
11月1４日 インターネット通販で購入した製品の事故に注意
11月21日 冬季に多発する入浴中の事故に御注意ください！―みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故②―
12月 ５ 日 除雪機の作動時には細心の注意を！―デッドマンクラッチ（安全装置）の無効化による事故が発生！―
12月1９日 年末年始の帰省時には、普段育児に関わっていない方と母子健康手帳を確認
12月2６日 ご注意ください高齢者の窒息事故！―みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故③―
201９年
1 月2５日 ノロウイルス食中毒の予防

1月28日 住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故に注意！
2月 ７日 フグの素人調理は厳禁
3月2７日 有毒植物の注意喚起
3月2７日 LED照明は正しく使いましょう―本来使用してはならない照明器具に使うと発煙、発火などの原因に！―

（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、海上保安庁）。
　　　　3．※ 2は国民生活センターと連名で注意喚起を実施。

○資料 ８ - 2 　子ども安全メールfrom消費者庁の配信（20１８年度）

実施時期 件　　　名

2018年
４ 月 ５ 日 宴席中のお酒の誤飲等に注意！

４月12日 危険！ハンドスピナーの部品の誤飲に注意して
４月1９日 公園の遊具での事故に注意！
４月2６日 子どもが窒息？！そのとき、あなたの応急手当が必要です！
５月 ９日 ５月21日から、「子どもの事故防止週間」を実施します！
５月1７日 「海、川、湖沼池、プール等」での水の事故に気を付けて！
５月23日 「子どもを乗せた幼児用座席付自転車」の転倒などに気を付けて！
５月31日 草刈りの作業中は子どもを近づけないで！
６月 ７日 梅雨の時期、ぬれた場所での転倒に注意！
６月1４日 知って安心、食品の注意点　～カレーや煮物の作り置きに注意～
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実施時期 件　　　名

６月21日 機械式立体駐車場の駐車装置には子どもを近づけないで！
６月28日 雨天増水時の水の事故に注意！
７月 ５日 子どもの事故防止に関するクイズ（チャイルドシ－トの使用）
７月12日 夏祭り・縁日で買える玩具等の取扱いに注意！
７月18日 知って安心、食品の注意点　～バーベキュー。 3つの安全ポイントのチェック～
７月2６日 電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！
8月 2日 ベビーカーに子どもを乗せたままエスカレーターを利用しないで！
8月 ９日 帰省先での思わぬ事故に注意！
8月1６日 子どもを遊ばせるときは熱中症対策をしっかりと！!
8 月23日 車内に子どもだけを残さないで！
8月30日 川遊びにはライフジャケット着用を！
９月 ６日 万が一のとき、とっさに行動できますか？ ９月 ９日は救急の日です！
９月13日 抱っこひもからの転落に気を付けましょう！
９月20日 キッズデザイン賞をご存知ですか？受賞作品のご紹介
９月2７日 歯ブラシ等の喉突きに注意！
10月 ４ 日 兄や姉の持ち物を乳児が誤飲する事故に注意！
10月11日 ペダルなし二輪遊具やキックスケーター等の事故に注意！
10月18日 命に関わる危険性が！ 1歳未満の乳児には、蜂蜜を絶対に与えないようにしましょう！
10月2５日 ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けて！
11月 1 日 乳幼児突然死症候群（SIDS）を知っていますか？
11月 8 日 スポーツ施設や遊戯施設でのけがに注意！
11月1５日 11月は製品安全総点検月間。家庭内の製品を点検しましょう！
11月22日 チャイルドシートを正しく使用しましょう！
11月2９日 石けんや洗剤などに気を付けましょう！
12月 ６ 日 毎年やけどが発生！冬季はストーブなどの暖房器具に注意！
12月13日 クリスマスの飾りに注意！
12月20日 ノロウイルス感染を予防しましょう！
12月2７日 餅による窒息事故にご注意！
201９年
1 月10日 お風呂で溺れる事故に注意！

1月1７日 1 月がピーク！ストーブなどの暖房器具による火災に注意！
1月2４日 エア遊具でのけがに注意しましょう！
1月31日 豆まきは豆による事故に注意して安全に楽しみましょう！
2月 ７日 温浴施設での子どもの転倒事故に注意！
2月1４日 電気ポットによるやけどに注意！
2月21日 カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故に注意！
2月28日 ひな人形の飾りや部品による事故に注意！
3月 ７日 大人用ベッドやソファなどからの転落に注意！
3月1４日 ブラインドのひもに注意！
3月20日 自動ドアでの事故に注意しましょう
3月28日 アルコール飲料の誤飲に注意！

（備考）「子ども安全メール�from�消費者庁」の201９年 3 月末現在の登録者数は約 2万４000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（20１８年度）

実施時期 件　　　名

2018年
４ 月2４日 ゲノム医療・ビジネスを正しく理解するために

６月18日 大阪府北部を震源とする地震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
７月 ９日 平成30年 ７ 月豪雨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
７月22日 架空請求にご注意ください！
７月23日 災害に関連する主な相談例とアドバイス
8月21日 架空請求に対する注意喚起チラシ
９月 3日 国の行政機関が行う統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください　※ 1
９ 月 ５ 日 身元保証等高齢者サービスの利用に係る留意事項について
９月13日 平成30年北海道胆振東部地震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
９月1４日 特定商取引法の適用除外とされた法律の運用状況について
10月10日 災害発生時にあわてないために！消費生活での留意事項例をご紹介
10月1９日 仮想通貨に関するトラブルについてご注意ください！（更新）　※ 2
10月2６日 サブリース契約に関するトラブルにご注意ください！（更新）　※ 3
10月31日 架空請求において「かたられている側の事業者」が消費者被害の拡大防止のために行っている取組について
11月 ６ 日 インターネット上の文字列情報から把握した、消費者トラブルへの注意喚起情報について
11月 ６ 日 架空請求に対する注意喚起チラシ
11月1６日 ギャンブル等依存症対策に関する若者向け啓発用資料　※ ４
11月30日 アパート等のサブリース契約で特に覚えておきたいポイント例　※ 3
12月10日 ふるさと納税の偽サイトに気を付けましょう
12月20日 特定商取引法の適用除外とされた法律の運用状況について（更新）
12月2７日 降積雪期に注意いただきたいこと
12月28日 「架空請求対策パッケージ」のフォローアップについて
201９年
2 月 1 日 ギャンブル等依存症に関する啓発用資料のサンプル　※ ５

3 月 8 日 ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ（更新）　※ ６

3 月 8 日 ギャンブル等依存症に関連すると考えられる多重債務問題に係る相談への対応に際してのマニュアル
（更新）　※ ７

3 月13日 冬期に注意いただきたいこと
3月20日 新生活のスタートを応援します。（ギャンブル等依存症に言及しているその他の啓発資料）　※ 8
3 月2７日 インターネット上から把握した消費者トラブルへの注意喚起情報（更新）

（備考）　1．消費者安全法の規定に基づく注意喚起を除く。
　　　　2．※ 1は総務省と連名で注意喚起を実施。
　　　　3．※ 2は金融庁、警察庁と連名で注意喚起を実施。
　　　　４．※ 3は金融庁、国土交通省と連名で注意喚起を実施。
　　　　５．※ ４は内閣官房、厚生労働省、金融庁と連名で注意喚起を実施。
　　　　６．※ ５は内閣官房、金融庁、法務省、厚生労働省と連名で注意喚起を実施。
　　　　７．※ ６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。
　　　　8．※ ７は金融庁と連名で注意喚起を実施。
　　　　９．※ 8は内閣官房、金融庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、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（20１８年度）

件　　　名

ムーンバット株式会社（ストールの不適正表示について）
株式会社ビラベック（枕カバーの不適正表示について）
株式会社サンエー・ビーディー（ブラウスの不適正表示について）
昭和西川株式会社（掛けふとん・敷きパッド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　（20１８年度）

月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場　所

2018年
５ 月10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

５月2７日 ふくしまから　はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」（午前） 福島県、消費者庁 東京都新宿区

５月2７日 ふくしまから　はじめよう。「ふくしまの
今を語る人」（午後） 福島県、消費者庁 東京都新宿区

６月 ４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1６日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社PMCテクニカ、消費者庁 福島県郡山市

６月1６日 日本原子力学会シンポジウム「福島県の
現状と取り組み」 一般社団法人日本原子力学会 福島県福島市

６月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、鏡石町認定農業者会、消費者庁 福島県鏡石町

６月2７日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社クレハ分析センター、消
費者庁 福島県いわき市

７月 1日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人アースウォーカーズ、
消費者庁 福島県米沢市

７月 ６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 ７日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社PMCテクニカ、消費者庁 福島県須賀川市
７月10日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市二瀬中学校、消費者庁 福島県郡山市
７月11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 福島県三春町

７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 大阪府大阪市

７月1７日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社マクサムコミュニケー
ションズ、消費者庁 福島県福島市

７月1９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 東京都世田谷区

７月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社ヤクルト本社、消費者庁 福島県福島市

７月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社マクサムコミュニケー
ションズ、消費者庁 福島県福島市

７月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社マクサムコミュニケー
ションズ、消費者庁 福島県福島市

７月23日 放射線健康管理のための基礎研修 環境省、福島県、消費者庁 福島県福島市

７月2４日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくしま、消
費者庁 福島県いわき市

７月2４日 食と放射能に関する説明会 福島県、相馬市教育委員会、消費者庁 福島県相馬市
７月2５日 食と放射能に関する説明会 福島県、相双地方振興局、消費者庁 福島県南相馬市
７月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社ヤクルト本社、消費者庁 福島県福島市

７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 愛知県名古屋市

７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 栃木県宇都宮市

７月28日 夏休み2018宿題・自由研究大作戦！（東
京会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省 東京都江東区

７月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、隠里・大沢長寿会、消費者庁 福島県二本松市
8月 2日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社パートナー、消費者庁 福島県郡山市
8月 2日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県保健衛生協会、消費者庁 福島県二本松市
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8月 3日 夏休み2018宿題・自由研究大作戦！（大
阪会場）

消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省 大阪府大阪市

8月 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 香川県土庄町

8月 ４日 食と放射能に関する説明会 福島県、下郷町観光公社、消費者庁 福島県下郷町
8月 ６日 放射線健康管理のための基礎研修 環境省、福島県、消費者庁 福島県郡山市

8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 栃木県鹿沼市

8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 石川県金沢市

8月 ７日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県保健衛生協会、消費者庁 福島県福島市

8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 福島県南相馬市

8月 ９日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくしま、消
費者庁 福島県郡山市

8月 ９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

8月10日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県学校給食研究会、消費者庁 福島県福島市

8月10日 夏休み2018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1６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 香川県三豊市

8月1７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

8月1７日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県保健衛生協会、消費者庁 福島県伊達市
8月18日 食と放射能に関する説明会 福島県、ママcom、消費者庁 福島県福島市
8月21日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社メフォス、消費者庁 福島県郡山市

8月23日 食と放射能に関する説明会 福島県、認定NPO法人いわき放射能市民
測定室たらちね、消費者庁 福島県いわき市

8月23日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社環境分析研究所、消費者
庁 福島県福島市

8月2４日 食と放射能に関する説明会 福島県、学校法人聖和学園、消費者庁 福島県矢吹町

8月30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 栃木県宇都宮市

8月30日 食と放射能に関する説明会 福島県、磐梯町食生活改善推進委員会、消
費者庁 福島県磐梯町

９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 神奈川県平塚市

９月 1日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社PMCテクニカ、消費者庁 福島県郡山市
９月 3日 放射線健康管理のための基礎研修 環境省、福島県、消費者庁 福島県いわき市

９月 ４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 東京都品川区

９月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市立森合小学校、消費者庁 福島県福島市

９月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市西部学校給食センター、消
費者庁 福島県福島市

９月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県女性団体連絡協議会、消費
者庁 福島県二本松市

９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 埼玉県さいたま市
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９月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、伊達郡商工会広域連携協議会、消
費者庁 福島県桑折町

９月2６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 東京都新宿区

９月2７日 食と放射能に関する説明会 福島県、泉下川長寿会シルバー体操教室、
消費者庁 福島県いわき市

９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 福島県二本松市

９月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、NPO法人ビーンズふくしま、消
費者庁 福島県福島市

９月30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 大分県大分市

10月 ４ 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 ４ 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 栃木県宇都宮市

10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 北海道帯広市

10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 東京都大田区

10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 神奈川県相模原市

10月13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

10月1５日 食と放射能に関する説明会 福島東稜高等学校、消費者庁 福島県福島市

10月1６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

10月21日 食と放射能に関する説明会 福島県、関東あだたら大玉の会、消費者庁 福島県大玉村

10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 東京都大田区

10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 東京都武蔵野市

10月2９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 東京都品川区

10月30日 平成30年度リスクコミュニケーター研修
会 埼玉県、消費者庁 埼玉県川越市

11月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市立余目小学校、消費者庁 福島県福島市
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 福島県福島市

11月 ４ 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 福島県二本松市

11月 ６ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社メフォス、消費者庁 福島県郡山市

11月 8 日 平成30年度　消費生活相談員研修　専門・
事例講座「食品の放射能への風評被害対応」独立行政法人国民生活センター 徳島県徳島市

11月 ９ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、会津若松市市民部環境生活課、消
費者庁 福島県会津若松市

11月10日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市女性消防隊原町区隊、消
費者庁 福島県南相馬市

11月11日 食の安全・安心アカデミーシンポジウム 福島県、消費者庁 福島県いわき市
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11月12日

食品に関するリスクコミュニケーション
消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省 東京都千代田区食品中の放射性物質をめぐる震災からの

歩み―これまでを知り、明日の消費行動
を考える―

11月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社クレハ環境、消費者庁 福島県いわき市

11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

11月1５日

食品に関するリスクコミュニケーション
消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省、静岡県 静岡県静岡市食品中の放射性物質をめぐる震災からの

歩み―これまでを知り、明日の消費行動
を考える―

11月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、白河カトリック幼稚園、消費者庁 福島県白河市

11月22日

食品に関するリスクコミュニケーション
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 大阪府大阪市食品中の放射性物質をめぐる震災からの

歩み―これまでを知り、明日の消費行動
を考える―

11月23日 食と放射能に関する説明会 福島県、キワニスクラブ、消費者庁 福島県福島市
11月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、常磐開発株式会社、消費者庁 福島県いわき市

11月2７日 食と放射能に関する説明会 福島県、相双地方振興局県民環境部、消費
者庁 福島県楢葉町

11月28日

食品に関するリスクコミュニケーション
消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労
働省、農林水産省、沖縄県 沖縄県那覇市食品中の放射性物質をめぐる震災からの

歩み―これまでを知り、明日の消費行動
を考える―

11月2９日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県保健衛生協会、消費者庁 福島県只見町

11月2９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 群馬県前橋市

12月 1 日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社PMCテクニカ、消費者
庁 福島県郡山市

12月 ５ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、子どもを守る会、消費者庁 福島県郡山市

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 大阪府大阪市

12月10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11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

12月1７日 食と放射能に関する説明会 福島県、三春町立岩江中学校、消費者庁 福島県三春町

12月1７日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社日本化学環境センター、
消費者庁 福島県郡山市

12月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、下川を考える会、消費者庁 福島県いわき市
12月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社メフォス、消費者庁 福島県相馬市
201９年
1 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 愛知県小牧市

1月18日 「住民セミナー（会津大学短期大学部）」 環境省 福島県会津若松市

1月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、財団法人下郷町観光公社、消費者
庁 福島県下郷町

1月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、美和電気工業（株）郡山支店、消
費者庁 福島県郡山市

1月23日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社東邦銀行、消費者庁 福島県福島市
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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 山口県柳井市

1月23日
平成30年度　消費生活相談員研修　専門・
事例講座「食品に関するリスクコミュニ
ケーション」

独立行政法人国民生活センター 神奈川県相模原市

1月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社PMCテクニカ、消費者
庁 福島県須賀川市

2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 埼玉県蓮田市

2月 2日 食と放射能に関する説明会 福島県、学校法人志賀学園平第一幼稚園、
消費者庁 福島県いわき市

2月 ７日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県さく井技術協会、消費者庁 福島県いわき市

2月 8日 食と放射能に関する説明会 福島県、小規模保育園たんぽぽ保育園、消
費者庁 福島県田村市

2月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島商工会議所女性会、消費者庁 福島県福島市
2月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市計量管理協会、消費者庁 福島県いわき市

2月1４日 食と放射能に関する説明会 福島県、公益財団法人福島県保健衛生協会、
消費者庁 福島県福島市

2月1５日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社東邦銀行、消費者庁 福島県福島市

2月1６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1６日 食と放射能に関する説明会 福島県、国際女性教育振興会福島県支部、
消費者庁 福島県二本松市

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1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、生活協同組合コープふくしま、消
費者庁 福島県福島市

2月20日 平成30年度食の安全安心セミナー「食品
中の放射性物質　震災から ７年の歩み」 宮城県、消費者庁 宮城県仙台市

2月2５日 食と放射能に関する説明会 福島県、きたかた子育てサポートセンター、
消費者庁 福島県喜多方市

2月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、株式会社クレハ環境、消費者庁 福島県いわき市
3月 2日 食と放射能に関する説明会 福島県、高平婦人会、消費者庁 福島県南相馬市

3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 群馬県高崎市

3月13日 食と放射能に関する説明会 福島県、アサヒビール（株）福島工場、消
費者庁 福島県本宮市

3月18日 食と放射能に関する説明会 福島県、本宮経済研究会、消費者庁 福島県本宮市

3月2５日 食と放射能に関する説明会 福島県、地域おこしサークル　みちの会、
消費者庁 福島県湯川村
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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　（20１８年度）

実施時期 件　　　名

2018年
４ 月1９日 乾電池が破裂した防犯ブザー

４月1９日 強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘出―
４月20日 速報！架空請求の相談が急増しています―心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで！―
４月2６日 仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意
４月2７日 乾電池が破裂した防犯ブザー（追加情報）

５月2４日 医療法改正！美容医療クリニックのウェブサイトにも広告規制が！―詳細説明のないビフォーアフター写
真や、治療効果に関する体験談の掲載は禁止されます―

６月 ７日 地震による転倒の防止策―電気給湯設備の貯湯タンクと家具・家電について―

６月13日 電力の小売全面自由化が始まって 2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―

６月1４日 電気ジャー炊飯器での保温によりご飯から腐敗臭が発生（相談解決のためのテストから　No.122）

６ 月1４日 ビワの種子を使用した健康茶等に含まれるシアン化合物に関する情報提供―体内で分解して青酸を発生す
るおそれがあるため過剰な摂取に注意！―

６月1４日 新しい民泊ルールがスタート！―民泊を利用する前には宿泊に必要な料金総額やキャンセル規定を確認し
ましょう！―

６月20日 「消費生活相談センター」からの「訴訟告知確認書」ハガキは無視してください！
６月21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30年度第 1回）

７月1９日 こんなはずじゃなかった！遺品整理サービスでの契約トラブル―料金や作業内容に関するトラブルが発生
しています―

７月20日 電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災害用の懐中電灯やラジオの点検を―　※

７月2６日 光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意！第 2弾―安くなると言われても、すぐに契約しな
いようにしましょう―

8月 2日 「平成30年 ７ 月豪雨消費者トラブル110番」の受付状況（第 1報）―開設後1５日間のまとめ―

8月 2日 ドライブレコーダーの映像を定期的に確認しましょう―SDカードの異常により映像が記録されていない
ことも―

8月 2日 簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意！―インターネット等で取引される情報商材
のトラブルが急増―

8月 8日 201７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 8日 201７年度のPIO-NETにみる危害・危険情報の概要
8月 8日 201７年度のPIO-NETにみる消費生活相談の概要
8月1６日 鋭利な縁で指先を切った筆箱―すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に触れないでください―
９月 ６日 硬化時に発熱してやけどを負ったジェルネイル（相談解決のためのテストから　No.123）
９ 月 ６ 日 「消費者トラブルメール箱」201７年度のまとめ

９月 ６日 「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに！―高齢者からの相談が増加していま
す―

９月13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30年度第 2回）
９月13日 セット契約やスマートフォンの使い方などの携帯電話のトラブル―高齢者の相談が増加しています―
９月1４日 「平成30年 ７ 月豪雨消費者トラブル110番」のまとめ�
10月 ４ 日 「平成30年 ７ 月豪雨」で寄せられた消費生活相談情報―発生 2カ月にみる相談の推移―�
10月11日 「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意！�
10月23日 冬物の「衣服・履物」の詐欺・模倣品サイトに注意！―トラブルが冬季に集中して発生―�
10月31日 「法務省管轄支局　国民訴訟通達センター」からの封書による架空請求は無視してください！
11月 ７ 日 「６0歳以上の消費者トラブル110番」実施結果
11月 ７ 日 自転車のリム打ちパンクに注意（相談解決のためのテストから　No.12４）
11月 ７ 日 インターネット使用中に突然表示される偽セキュリティ警告画面にご注意！
11月22日 湯煎したホワイトチョコレートがグレーになった調理用ボウル（相談解決のためのテストから　No.12５）
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実施時期 件　　　名

11月22日 コインパーキングの「表示」をしっかり確認しましょう―「一日最大○○円」…、確認せずに利用すると
高額料金になることも！―

11月2９日 「地方裁判所管理局」からの架空請求は無視してください！
12月 ７ 日 あなたの携帯電話番号が記載された架空請求は無視してください！

12月20日 電話勧誘での電気の契約切り替えについてトラブルが急増しています―切り替える意思が無ければ、検針
票に記載された情報は伝えないようにしましょう―��

12月20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30年度第 3回）��
12月20日 消費者問題に関する2018年の10大項目��
12月20日 水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意��
201９年
1 月1７日

自動車のタイヤパンク発生時の対応方法に注意―応急修理キットの使用方法やスペアタイヤの交換方法に
ついて―

1月1７日 点火ボタンを放しても火が消えなかった使い捨てライター（相談解決のためのテストからNo.12６）
1 月1７日 乾電池の液漏れによって重度の化学やけどを負った農薬散布器（相談解決のためのテストからNo.12７）
1 月2４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

2月 ７日 ラグビーワールドカップ201９™日本大会のチケット購入トラブルに注意！―チケットを購入する際には公
式チケット販売サイトであることを確認しましょう！―

2月22日 たとえ桐花紋が入っていても架空請求ハガキは無視してください！
3月 ７日 好きになったら騙される！？デート商法を恋愛ゲームで体験！―キミならどうやって切り抜ける？―
3月 ７日 酸を使ったフットケア商品―角質ケアをうたった商品で化学やけどやひどい痛みも！―
3月 ７日 小石が大量に飛び散り体に当たった刈払機の刈刃（相談解決のためのテストからNo.128）
3 月 ７ 日 詰め物に竹串が入っていたクッション（相談解決のためのテストからNo.12９）
3 月1４日 あなたの歯科インプラントは大丈夫ですか―なくならない歯科インプラントにかかわる相談―
3月1４日 三輪自転車の走行特性に注意―高齢者が転倒し骨折した事例も―
3月1４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30年度第 ４回）
3月1４日 ガードに触れると停止する機能が働かなかった扇風機（相談解決のためのテストからNo.130）
3 月1４日 遮光等級が店頭表示と異なった遮光カーテン（相談解決のためのテストからNo.131）
3 月18日 その電話、「アポ電」かも―知らない番号からの電話に出るのは慎重に―

3月28日 20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意！―マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲
かるわけではありません―

3月28日 思わぬ大けがに！高齢者の脚立・はしごからの転落―医療機関ネットワークからみる危害の実態―
3月28日 成年年齢引下げに向けた消費生活センターの対応に関する現況調査〈結果・概要〉

（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
2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

2017
年度

景品表示法＊　※ 1 503 904 930 925 4 4 5 8 507 908 935 933
指示 3 0 ― ― 0 0 ― ― 3 0 ― ―
措置請求 0 0 ― ― 0 0 ― ― 0 0 ― ―
合理的根拠の提出要求 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
措置命令＊ 0 3 1 8 0 0 0 0 0 3 1 8
その他行政指導 500 901 929 914 4 4 5 8 504 905 934 922

JAS法※ 2 22 9 ― ― 0 0 ― ― 22 9 ― ―
指示 21 8 ― ― 0 0 ― ― 21 8 ― ―
命令 1 1 ― ― 0 0 ― ― 1 1 ― ―

食品衛生法 204 221 231 250 126 109 126 117 330 330 357 367
物品廃棄命令 15 18 20 24 10 10 2 7 25 28 22 31
営業停止命令 159 178 155 169 81 84 93 75 240 262 248 244
営業禁止命令 30 25 56 57 35 15 31 35 65 40 87 92
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 50 0 0 0 3 3 3 3 53 3 3 3
米トレーサビリティ法 ― ― 0 0 ― ― 0 0 ― ― 0 0
勧告 ― ― 0 0 ― ― 0 0 ― ― 0 0
命令 ― ― 0 0 ― ― 0 0 ― ― 0 0

食品表示法 ― ― 11,568 10,347 ― ― 3,623 4,166 ― ― 15,191 14,513
指示 ― ― 10 10 ― ― 1 12 ― ― 11 22
命令（法第 6条第 5項） ― ― 0 0 ― ― 0 1 ― ― 0 1
命令（法第 6条第 8項） ― ― 0 1 ― ― 1 0 ― ― 1 1
収去 ― ― 11,558 10,336 ― ― 3,621 4,153 ― ― 15,179 14,489

家庭用品品質表示法 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
指示 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
公表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特定商取引法＊ 55 50 34 37 0 0 0 0 55 50 34 37
指示＊ 8 17 9 13 0 0 0 0 8 17 9 13
業務停止命令＊ 47 33 25 24 0 0 0 0 47 33 25 24

割賦販売法 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
改善命令 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 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 9 16 24 16 0 0 0 0 9 16 24 16
業務改善命令 1 5 12 12 0 0 0 0 1 5 12 12
業務停止命令 4 7 10 4 0 0 0 0 4 7 10 4
登録取消 4 4 2 0 0 0 0 0 4 4 2 0

旅行業法 6 4 9 9 0 0 0 0 6 4 9 9
業務改善命令 2 1 3 6 0 0 0 0 2 1 3 6
業務停止命令 0 2 5 3 0 0 0 0 0 2 5 3
登録取消 4 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0

宅建業法 239 216 139 203 0 0 0 0 239 216 139 203
指示 33 25 25 27 0 0 0 0 33 25 25 27
業務停止命令 69 59 31 40 0 0 0 0 69 59 31 40
免許取消 137 132 83 136 0 0 0 0 137 132 83 136

消費生活関係条例 357 314 288 320 137 146 126 38 494 460 414 358
指導 311 290 280 301 134 146 124 38 445 436 404 339
勧告 19 14 6 10 2 0 1 0 21 14 7 10
公表 27 10 2 9 1 0 1 0 28 10 3 9
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。ただし、「＊」については、別途集計による件数。
　　　　 2．※ 1　�景品表示法の改正に伴い、「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　�日本農林規格等に関する法律（JAS法）。JAS法の品質表示基準に係る部分は食品表示法（2015年 4 月 1 日施行）に統合されたので、

2016年度以降は実績がない。
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○資料10- ２ 　都道府県、政令市、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

都道府
県名

2010年度 2018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）

基金及び
交付金
（千円）

北海道 855,949� 529,117� 326,832� 61.8% 712,281� 522,736� 189,545� 73.4%
青森県 173,723� 97,299� 76,424� 56.0% 167,016� 120,809� 46,207� 72.3%
岩手県 433,852� 296,515� 137,337� 68.3% 245,558� 175,765� 69,793� 71.6%
宮城県 287,576� 195,691� 91,885� 68.0% 272,165� 187,309� 84,856� 68.8%
秋田県 105,472� 55,985� 49,487� 53.1% 91,258� 54,901� 36,357� 60.2%
山形県 157,403� 89,746� 67,657� 57.0% 135,448� 89,679� 45,769� 66.2%
福島県 189,216� 121,209� 68,007� 64.1% 363,953� 137,398� 226,555� 37.8%
茨城県 357,442� 184,393� 173,049� 51.6% 335,146� 259,429� 75,717� 77.4%
栃木県 284,998� 139,786� 145,212� 49.0% 257,745� 171,635� 86,110� 66.6%
群馬県 344,837� 149,305� 195,532� 43.3% 210,054� 167,958� 42,096� 80.0%
埼玉県 774,964� 441,180� 333,784� 56.9% 697,453� 510,806� 186,647� 73.2%
千葉県 767,642� 578,779� 188,863� 75.4% 618,395� 453,549� 164,846� 73.3%
東京都 2,031,970� 1,602,743� 429,227� 78.9% 1,919,974� 1,765,341� 154,633� 91.9%
神奈川県 887,878� 532,175� 355,703� 59.9% 799,101� 550,937� 248,164� 68.9%
新潟県 184,321� 85,150� 99,171� 46.2% 207,218� 136,521� 70,697� 65.9%
富山県 232,499� 122,280� 110,219� 52.6% 125,514� 90,845� 34,669� 72.4%
石川県 170,111� 97,455� 72,656� 57.3% 142,020� 107,526� 34,494� 75.7%
福井県 188,352� 122,187� 66,165� 64.9% 127,562� 99,726� 27,836� 78.2%
山梨県 121,921� 77,204� 44,717� 63.3% 105,441� 69,890� 35,551� 66.3%
長野県 187,734� 116,099� 71,635� 61.8% 230,057� 141,207� 88,850� 61.4%
岐阜県 140,153� 77,860� 62,293� 55.6% 175,291� 119,227� 56,064� 68.0%
静岡県 492,753� 238,653� 254,100� 48.4% 370,031� 278,210� 91,821� 75.2%
愛知県 546,843� 312,891� 233,952� 57.2% 511,232� 357,545� 153,687� 69.9%
三重県 314,840� 145,902� 168,938� 46.3% 144,004� 98,879� 45,125� 68.7%
滋賀県 205,020� 115,906� 89,114� 56.5% 154,438� 115,550� 38,888� 74.8%
京都府 348,304� 220,395� 127,909� 63.3% 286,851� 215,323� 71,528� 75.1%
大阪府 1,156,327� 866,370� 289,957� 74.9% 979,595� 771,607� 207,988� 78.8%
兵庫県 1,030,759� 556,271� 474,488� 54.0% 582,848� 433,075� 149,773� 74.3%
奈良県 174,143� 94,282� 79,861� 54.1% 170,113� 118,146� 51,967� 69.5%
和歌山県 67,010� 34,044� 32,966� 50.8% 150,070� 103,136� 46,934� 68.7%
鳥取県 110,095� 67,911� 42,184� 61.7% 116,749� 83,658� 33,091� 71.7%
島根県 98,403� 51,097� 47,306� 51.9% 106,730� 70,805� 35,925� 66.3%
岡山県 182,028� 121,369� 60,659� 66.7% 205,677� 162,020� 43,657� 78.8%
広島県 344,196� 155,104� 189,092� 45.1% 237,342� 177,537� 59,805� 74.8%
山口県 140,496� 77,208� 63,288� 55.0% 131,699� 90,877� 40,822� 69.0%
徳島県 183,838� 82,388� 101,450� 44.8% 384,165� 291,668� 92,497� 75.9%
香川県 125,718� 71,001� 54,717� 56.5% 74,971� 67,182� 7,789� 89.6%
愛媛県 169,362� 86,855� 82,507� 51.3% 115,975� 68,196� 47,779� 58.8%
高知県 120,512� 56,320� 64,192� 46.7% 92,556� 55,131� 37,425� 59.6%
福岡県 758,490� 423,221� 335,269� 55.8% 508,637� 387,061� 121,576� 76.1%
佐賀県 171,596� 70,902� 100,694� 41.3% 142,452� 76,413� 66,039� 53.6%
長崎県 213,975� 136,365� 77,610� 63.7% 236,700� 142,898� 93,802� 60.4%
熊本県 142,540� 82,268� 60,272� 57.7% 180,725� 104,134� 76,591� 57.6%
大分県 194,432� 113,029� 81,403� 58.1% 182,238� 130,206� 52,032� 71.4%
宮崎県 170,061� 78,347� 91,714� 46.1% 164,395� 110,160� 54,235� 67.0%
鹿児島県 376,883� 208,346� 168,537� 55.3% 191,727� 130,451� 61,276� 68.0%
沖縄県 151,206� 99,765� 51,441� 66.0% 153,767� 116,169� 37,598� 75.5%

合計 16,867,843� 10,278,368� 6,589,475� 60.9% 14,514,337� 10,689,231� 3,825,106� 73.6%
（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、2018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年度の補正予算以降、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、さらに2018年度の当初予算以降、

地方消費者行政強化交付金へ移行しているため、2018年度は、基金と交付金の合計額となっている。
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都道府県名 2010年度 2018年度
北海道 8.3% 14.4%
青森県 9.8% 22.0%
岩手県 17.1% 23.5%
宮城県 13.9% 16.7%
秋田県 7.7% 23.1%
山形県 8.3% 16.7%
福島県 10.0% 26.7%
茨城県 37.8% 31.1%
栃木県 25.0% 15.4%
群馬県 10.8% 21.6%
埼玉県 21.5% 29.7%
千葉県 25.5% 41.8%
東京都 52.4% 54.0%
神奈川県 35.3% 38.2%
新潟県 25.8% 35.5%
富山県 12.5% 18.8%

都道府県名 2010年度 2018年度
石川県 19.0% 28.6%
福井県 44.4% 50.0%
山梨県 7.1% 25.0%
長野県 6.4% 20.5%
岐阜県 7.0% 15.9%
静岡県 22.2% 22.2%
愛知県 8.6% 21.4%
三重県 6.5% 12.9%
滋賀県 25.0% 60.0%
京都府 7.1% 17.9%
大阪府 29.5% 40.9%
兵庫県 33.3% 54.8%
奈良県 12.5% 27.5%
和歌山県 6.5% 22.6%
鳥取県 15.0% 14.3%
島根県 18.2% 20.0%

都道府県名 2010年度 2018年度
岡山県 17.9% 10.7%
広島県 12.5% 12.5%
山口県 30.0% 35.0%
徳島県 16.0% 20.0%
香川県 11.1% 11.1%
愛媛県 19.0% 28.6%
高知県 8.6% 19.4%
福岡県 11.5% 21.3%
佐賀県 14.3% 19.0%
長崎県 18.2% 36.4%
熊本県 4.3% 13.0%
大分県 5.3% 15.8%
宮崎県 7.4% 14.8%
鹿児島県 6.8% 20.5%
沖縄県 2.4% 2.4%

合計 15.9% 24.4%

（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%
2018年度 1,440� 3,769� 5,209� 27.6%

（備考）消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
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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

相談員
資格保有率

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% 64 61.0% 77.7% 43.1% 77.4% 北海道ブロック：
1 団体 ○ ○  4/ 15

青森県 0 0 100.0% 0 100.0% 100.0% 44.4% 96.3%

東北ブロック：
1 団体

○ ○  0/  6
岩手県 0 0 100.0% 0 100.0% 100.0% 70.2% 100.0% ○ ○  0/  7
宮城県 0 1 90.0% 19 24.0% 97.1% 56.2% 94.3% ○ ○  2/ 10
秋田県 0 0 100.0% 12 36.8% 52.0% 57.6% 100.0% ○ ○  0/  6
山形県 0 0 100.0% 20 33.3% 54.3% 78.8% 100.0% ○ ○  1/  5
福島県 0 2 77.8% 38 24.0% 54.2% 51.2% 93.0% ○ ○  0/  9
茨城県 0 0 100.0% 5 77.3% 100.0% 90.7% 99.0%

関東ブロック：
5 団体

○ ○  0/ 22
栃木県 0 0 100.0% 0 100.0% 100.0% 91.9% 100.0% ○ ○  0/ 11
群馬県 0 0 100.0% 0 100.0% 100.0% 66.0% 96.2% ○ ○  0/ 10
埼玉県 0 0 100.0% 0 100.0% 100.0% 95.6% 86.2% ○ ○ 11/ 40
千葉県 0 0 100.0% 23 8.0% 85.2% 92.0% 86.6% ○ ○  3/ 29
東京都 0 0 100.0% 9 30.8% 85.5% 94.2% 93.8% ○ ○  5/ 49
神奈川県 0 0 100.0% 3 81.3% 100.0% 100.0% 96.9% ○ ○  0/ 17
新潟県 0 2 83.3% 10 44.4% 83.3% 50.0% 98.2% ○ ○  4/ 12
山梨県 0 0 100.0% 17 26.1% 85.2% 83.3% 80.0% ○ ○  3/  4
長野県 0 0 100.0% 47 26.6% 42.9% 68.0% 88.0% ○ ○  1/ 13
富山県 0 0 100.0% 9 18.2% 86.7% 80.6% 96.8%

北陸ブロック：
1 団体

○ ○  0/  4
石川県 0 0 100.0% 5 58.3% 94.7% 75.0% 100.0% ○ ○  3/  7
福井県 0 0 100.0% 8 33.3% 52.9% 64.5% 93.5% ○ ○  2/  5
岐阜県 0 0 100.0% 5 82.8% 100.0% 70.0% 83.3%

中部ブロック：
1 団体

○ ○  3/ 13
静岡県 0 1 93.8% 4 78.9% 97.1% 87.1% 92.9% ○ ○  0/ 16
愛知県 0 0 100.0% 4 78.9% 100.0% 93.5% 90.5% ○ ○  7/ 35
三重県 0 4 55.6% 19 5.0% 55.2% 74.4% 92.1% ○ ○  0/  9
滋賀県 0 0 100.0% 6 25.0% 78.9% 95.2% 95.2%

近畿ブロック：
3 団体

○ ○  1/ 11
京都府 0 0 100.0% 6 57.1% 100.0% 94.3% 90.6% ○ ○  0/�12
大阪府 0 0 100.0% 6 40.0% 93.0% 98.8% 93.9% ○ ○  7/ 33
兵庫県 0 0 100.0% 0 100.0% 100.0% 85.6% 95.8% ○ ○ 16/ 16
奈良県 0 0 100.0% 29 6.5% 100.0% 91.9% 95.2% ○ ○  0/  8
和歌山県 0 4 33.3% 21 12.5% 100.0% 90.2% 92.5% ○ ○  0/  6
鳥取県 0 0 100.0% 11 35.3% 100.0% 74.3% 88.6%

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 80.0% 16 27.3% 66.7% 68.6% 84.3% ○ ○  1/  5
広島県 0 1 88.9% 10 28.6% 95.7% 89.5% 98.2% ○ ○  1/  9
山口県 0 0 100.0% 2 80.0% 100.0% 81.1% 100.0% ○ ○  3/  9
徳島県 0 0 100.0% 0 100.0% 100.0% 63.4% 97.5%

四国ブロック：
1 団体

○ ○  3/  3
香川県 0 4 20.0% 12 0.0% 5.9% 100.0% 100.0% ○ ○  1/  5
愛媛県 0 1 83.3% 12 14.3% 95.0% 75.0% 100.0% ○ ○  0/  6
高知県 0 0 100.0% 26 21.2% 41.2% 56.5% 82.6% ○ ○  0/  1
福岡県 0 2 90.0% 18 55.0% 100.0% 92.7% 91.1%

九州・沖縄�
ブロック：

4団体

○ ○ 11/ 20
佐賀県 0 0 100.0% 14 12.5% 100.0% 97.9% 89.1% ○ ○  0/  4
長崎県 0 0 100.0% 8 52.9% 95.2% 50.0% 92.9% ○ ○  1/  4
熊本県 0 0 100.0% 17 54.1% 95.6% 70.7% 81.3% ○ ○  0/  8
大分県 0 0 100.0% 5 58.3% 94.4% 79.4% 91.2% ○ ○  0/  6
宮崎県 0 0 100.0% 3 85.7% 100.0% 73.3% 100.0% ○ ○  1/  5
鹿児島県 0 0 100.0% 21 43.2% 72.1% 58.9% 100.0% ○ ○  1/  6
沖縄県 0 5 44.4% 32 0.0% 58.5% 79.5% 74.4% ○ ○  0/  9
合計 0 28 94.9% 609 49.1% 83.4% 81.3% 91.8% 19 47 47 98/545

（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．政策目標 1の達成状況は、2018年 4 月 1 日時点。
　　　　 3．政策目標 2の達成状況は、2018年 4 月 1 日時点。
　　　　 4．政策目標 3の達成状況は、2018年 9 月30日時点。
　　　　 5．政策目標 4の達成状況は、2018年 9 月30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、大阪市、北九州市が未策定。「消費者教育推進地域協議会の設置」では大阪市、

北九州市が未設置。
　　　　 6．政策目標 5の達成状況は、2019年 3 月末時点。
　　　　 7．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 ）

商品等別分類 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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