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　この文書は、消費者基本法（昭和43年法律第78号）第10条の２の規定に基づき、政府
が講じた消費者政策の実施の状況について報告するとともに、消費者安全法（平成21年
法律第50号）第12条各項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条第４項の規定に基づき集約及び分析を行い取りまとめた結果
を報告するものである。
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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：国民生活センターと都道府県、政令指定都市及び市区町村の消費生活
センターや消費生活相談窓口（以下「消費生活センター等）という。）をオンラインネッ
トワークで結んだ「全国消費生活情報ネットワーク・システム」（Practical�Living�
Information�Online�Network�System）のこと。1984年に運用を開始し、消費生活に
関して消費者から消費生活センター等に寄せられた相談情報が登録されている（個別
の相談情報であるため、閉じられたネットワークで運用されている。）。蓄積された相
談情報は、全国の消費生活相談窓口や消費者行政にとっての共有データとして、消費
者トラブルを解決するための相談業務に役立てたり、情報を分析して、消費者トラブ
ルの被害拡大や未然防止のための消費者政策の企画立案に活用されている。本報告で
用いるPIO-NETデータ（消費生活相談情報）は、原則として2015年４月27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、主に2014年
度の相談件数データは今後増加する可能性がある。また、危害・危険情報は、2007年
度から国民生活センターで受け付けた「経由相談」は除いている。相談について、性
別、年代別、職業別、地域別等の属性別に分析を行っているところは、当該相談のきっ
かけとなった商品・サービスの契約者を基準としている（ただし、震災関連の相談に
ついては、もともと被災県（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）の居住者であって他
の都道府県へ避難している場合は、元の居住県の相談として集計している。）。

（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及びそのおそれがあるもの。

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

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

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

２　年号表記

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

３　法令名の略称

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

法　令　名 略　称 番号
食品衛生法 昭和22年法律第233号

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 ＪＡＳ法 昭和25年法律第175号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 出資法 昭和29年法律第195号

割賦販売法 昭和36年法律第159号

家庭用品品質表示法 昭和37年法律第104号

不当景品類及び不当表示防止法 景品表示法 昭和37年法律第134号

消費者基本法（消費者保護基本法） 昭和43年法律第78号

消費生活用製品安全法 昭和48年法律第31号

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 家庭用品規制法 昭和48年法律第112号

特定商取引に関する法律 特定商取引法 昭和51年法律第57号

貸金業法 昭和58年法律第32号

特定商品等の預託等取引契約に関する法律 預託法 昭和61年法律第62号

製造物責任法 PL法 平成 6年法律第85号

住宅の品質確保の促進等に関する法律 住宅品確法 平成11年法律第81号

消費者契約法 平成12年法律第61号

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する
法律

平成13年法律第95号

健康増進法 平成14年法律第103号

独立行政法人国民生活センター法 国民生活センター法 平成14年法律第123号

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 平成14年法律第26号

食品安全基本法 平成15年法律第48号

個人情報の保護に関する法律 個人情報保護法 平成15年法律第57号

公益通報者保護法 平成16年法律第122号

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する
法律

米トレーサビリティ法 平成21年法律第26号

消費者庁及び消費者委員会設置法 平成21年法律第48号

消費者安全法　 平成21年法律第50号

消費者教育の推進に関する法律 消費者教育推進法 平成24年法律第61号

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻
害する行為の是正等に関する特別措置法

消費税転嫁対策特別措置法 平成25年法律第41号

食品表示法 平成25年法律第70号

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の
特例に関する法律

消費者裁判手続特例法 平成25年法律第96号
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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（N）で割っ
た比率。複数回答ができる質問では通常その値は100％を超える。
（１）消費者意識基本調査
　　�　日頃の消費生活での意識や行動、消費者事故・トラブルの経験等を聞き、消費者問

題の現状や求められる政策ニーズ等を把握するために、消費者庁が2014年度に実施し
た調査。概要は次のとおり。

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

食生活における意識や取組、事業者による消費者に対する取組への評価。
　　　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
　　　　　2014年11月27日～2014年12月21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）
　　　　　6,449人（64.5％）

（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（2007

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

向等。
　　　イ　調査時点
　　　　�　各年４月１日現在（直近の調査は、2014年４月１日現在）

（３）消費者の訪問勧誘・電話勧誘・ＦＡＸ勧誘に関する意識調査
　　�　要請なき勧誘行為に起因する消費者問題の現状や政策ニーズを把握し、消費者行政

の施策検討に活用することを目的に、消費者庁が実施した調査。概要は次のとおり。
　　　ア　主要調査項目
　　　　　訪問勧誘、電話勧誘、FAX勧誘
　　　イ　調査対象
　　　　　（ア）母集団：全国の満20歳以上
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　　　　　（イ）標本数：2,000人
　　　　　（ウ）�抽出方法：性別、年代（「20歳代」～「70歳以上」の６区分）、47都道府

県について国勢調査（2010年）に準拠した比率で抽出
　　　ウ　調査時期
　　　　　2015年３月
　　　エ　調査方法
　　　　　インターネット調査

（４）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

　　　イ　調査対象
　　　　　20～60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
　　　オ　調査方法
　　　　　インターネット調査
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　消費者庁が設置されてから、2014年９月
で５年が経ちました。この間、長年にわたっ
て懸案とされてきた各種法律を相次いで制
定するとともに、地方における行政の体制
強化など、消費者行政において必要不可欠
な基盤作りに精力的に取り組んできまし
た。とはいえ、体制や法律の整備はそれ自
体が目的ではなく、それらが円滑に機能し、
消費者に必要な情報が届き、消費者トラブ
ルが防止・解決されてこそ、その目的を達
成したことになります。「安全で安心な暮
らし」は、何より重要であり、消費者庁は
国民一人一人の「安全で安心な暮らし」に
貢献できる行政を目指します。
　消費者庁では、2014年度、業務の運営全
般について総点検を行い、その結果を2014
年８月に「消費者行政レビュー中間取りま
とめ」として公表しました。同中間取りま
とめで示したように、消費者庁は、消費者
にとって「身近で頼りになる存在」である
よう努力していきます。また、消費者のた
めの制度を企画・立案する「平時対応」型
の業務と、食品安全をめぐる事案等、消費
者の安全・安心を守るため一刻の猶予も許
されない「危機管理」型の業務を両輪で進
めていきます。さらに、様々な省庁の出身
者や民間の人材を活用した「混合型の組織」
として、多様で柔軟な発想が形成されると
いう強みを活かしつつ、専門人材の育成を
進めていきます。
　GDPの約６割を占めている家計消費の
動きは、経済にも影響を及ぼします。企業
業績の改善等により雇用や所得が増加し、
それが消費拡大につながり、更なる企業業
績の改善につながる、という経済の好循環
を実現するためにも、まず、消費者が安心
して消費活動を行うことができる環境にあ

ることが不可欠です。消費者の安全・安心
が確保されなければ、消費者は、商品やサー
ビスの購入にも慎重になるおそれがあり、
消費マインドにも影響が出る可能性がある
からです。
　消費者の期待に応えるような商品やサー
ビスが、信頼できる事業者から供給されれ
ば、消費者は安心して購入することができ、
満足度は高まると考えられます。消費者が、
商品やサービスの選択に際して、主体的か
つ合理的な意思決定ができるよう、能力を
高めることが求められますが、事業者も消
費者から信頼を得られるようにする必要が
あります。事業者が、消費者を重視した事
業活動を行う、すなわち消費者志向経営を
行っていくことが求められています。

　「消費者政策の実施の状況」は、2012年
の消費者基本法改正を受けて2013年度から
作成・報告しているものであり、今回が３
回目の報告です。併せて、消費者安全法の
規定に基づく「消費者事故等に関する情報
の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」
も行っています。第１部「消費者行動・意
識と消費者問題の現状」では、昨今の消費
者被害・トラブルの状況について、全国の
消費生活センター等に寄せられる消費生活
相談情報や意識調査等を用いて客観的に整
理・分析し、また、第２部「消費者政策の
実施の状況」では、消費者庁及び関係府省
庁の取組状況を分野別に整理しています。
　第１部においては、これまでも、その時々
の主要な政策課題を「特集」として取りま
とめ、分析してきました。本年は、グロー
バル化の進展と消費者問題について記述し
ました。消費者は、海外からの多くの商品
等に囲まれて生活しています。また、情報

序
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化が進むなか、消費者は、海外事業者と、
国境を越えた取引（越境取引）を直接行っ
て、自ら希望する商品等を入手することも
できるようになるなど、消費生活の利便性
は高まっています。その反面、海外事業者
のウェブサイトが日本語で表示されている
場合もあることから、消費者は海外事業者
との取引であることが分かりにくく、トラ
ブルに巻き込まれるおそれがあり、注意を
払っていく必要があります。
　インターネットを利用した越境消費者ト
ラブルに関して、2014年度までは消費者庁
が、実証実験の一環として越境消費者セン
ターを運営し、相談を受け付けていました。
2015年度から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。）
が相談対応を行うこととなっています。全
国の消費生活センター等との連携の強化、
国民生活センターのノウハウを活用した、
より効果的な消費者への啓発・注意喚起等
が期待されます。
　人の移動も盛んになり、訪日外国人は増
加しています。また、企業活動がグローバ
ル化し、世界各地で同様の商品が販売され
ており、消費者問題もグローバル化してい
ることから、国際機関が中心となって、消
費者啓発を各国で同時期に実施し、また、
リコール情報を共有する等の取組が行われ
ています。
　第２章「消費者を取り巻く社会経済情勢
と消費者行動・意識」では、家計消費や消
費者の生活に身近な物価や公共料金の動
向、高齢化や情報化の現状について述べて
いるほか、消費者庁が実施した「消費者意
識基本調査」を基に、消費者の行動や意識
の状況等について述べています。情報化は
ますます進行し、消費生活にも影響を及ぼ
しています。また、今後も高齢単身世帯の
割合は高くなっていくことが見込まれてお

り、高齢者が消費者トラブルに巻き込まれ
たときに、家族や周囲の目が届かない可能
性が高まります。消費者の意識をみると、
表示や説明を十分確認する、又は商品や
サービスについて問題があれば事業者に申
立てを行うなど、消費者として積極的な行
動をとることを心掛けている消費者が増加
しつつあります。また、消費者被害・トラ
ブルを経験したとしている消費者の割合が
前年と比べて増加しているなど、消費者ト
ラブルに対する認識が高まっていることが
うかがえます。
　第３章「消費者問題の動向」では、全国
の消費生活センター等に寄せられた消費生
活相談情報に基づき、2014年度における消
費者被害・トラブルの概要を示し、最近の
特徴的な消費者被害・トラブルの状況につ
いて記述しています。2014年度の消費生活
相談の件数は前年度を上回っています。ス
マートフォンの利用が中高年層を含め幅広
い年齢層に広がり、また、インターネット
の利用も広がっていることに伴い、情報通
信に関わるトラブルが増加していること、
また、高齢者の相談が増加傾向にあること
等によると考えられます。
　消費生活相談窓口や消費生活センター数
の増加など、相談を受け付ける体制が整備
されてきていること、また消費者トラブル
に対する消費者の認識が高まり、早目に相
談を行うようになってきていること等も消
費生活相談件数の高まりに寄与していると
考えられます。
　高齢者の消費者トラブルは人口の伸びを
上回って増加しています。高齢者の消費生
活相談の中では、最近、詐欺的な手口につ
いての相談が増加傾向にあります。また、
認知症等の高齢者は、本人が消費者トラブ
ルに巻き込まれていることを気付きにくい
ことから、周囲の見守りの強化が引き続き
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課題となっています。2014年６月に改正さ
れた消費者安全法では、地域社会における
高齢者等の見守りネットワークを更に整備
していくこととしています。
　また、日常生活の中で普及している様々
な製品により、子供の消費者事故が発生し
ています。重篤な症状に陥る危険がある場
合が多く、消費者庁では、「子どもを事故
から守る！プロジェクト」を進めるなど、
保護者への注意喚起を行っていきます。同
時に、より安全な構造の商品開発も求めら
れます。
　第４章「消費者政策の展開」では、本年
３月に閣議決定された「消費者基本計画」、
2014年に２度にわたって改正された景品表
示法の動向、及び食品表示基準の策定等、
2014年度を中心として、最近の消費者行政
の主要な取組について整理しました。また、
地域における消費者行政の進捗について
も、事例等を交えて分かりやすく記述して
います。情報化が進む中で、消費者はどこ
に住んでいても消費者取引を行うことがで
きるようになっています。それは、どこで
も消費者被害・トラブルに巻き込まれる可
能性があるということです。
　2015年３月時点で、全ての地方自治体に
消費生活相談窓口が設置されました。消費
者庁では、消費者が、どこに住んでいても、

質の高い相談・救済を受けられるよう、地
方の相談体制強化を図っていきます。また、
消費生活相談を利用しやすいよう、消費者
ホットラインを３桁化する（「１８８番」）
こととしています。消費者行政の推進には、
消費者を始め、事業者、関係行政機関、地
方公共団体など幅広い主体との連携・協力
が不可欠です。そのためにもコミュニケー
ションが重要であり、消費者庁は、特に情
報発信に当たっては、受け手の立場に立ち、
便利で分かりやすい内容を提供するよう心
掛けます。
　第２部では、2014年度の消費者政策の実
施の状況について、前消費者基本計画に規
定された項目に沿って消費者庁及び関係府
省庁が分担執筆しており、消費者行政の分
野ごとの取組が詳細に分かるようになって
います。なお、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。

　本報告では、事例紹介等コラムを掲載し、
様々な角度から消費者問題・消費者政策へ
の理解を深められるよう工夫しています。
また、第２部の後に、消費者事故等の状況、
消費者庁が行った法執行・行政処分・各種
情報提供等について記載しています。

〈「子どもを事故から守る！プロジェクト」のシンボルキャラクター　アブナイカモ〉
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　経済社会のグローバル化の進展に伴い、
消費生活においてもグローバル化が進んで
います。我が国の消費者は、世界中の国や
地域から輸入された多くの商品に囲まれて
日常生活を送っているといえます。
　まず、輸入の動向を見ると、1990年には
9.7兆円であった日本の消費財の輸入額は、
1995年に10.5兆円となり、2014年には17.9
兆円と増加しました（図表1-1-1）。2014年
における消費財の輸入額は、輸入総額85.9
兆円の約２割を占めています。この間、国
民経済計算（GDP）統計を見ると、1990
年に231.0兆円であった家計消費額（家計
最終消費支出）は1995年に272.9兆円とな

り、2014年は287.9兆円1となりました。
2014年の家計消費額は1995年比で1.1倍で世界中からモノが日本に届いている

消費生活におけるグローバル化の進展第 １節

第 １ 部　消費者行動・意識と消費者問題の現状

　　　
グローバル化の進展と消費者問題
特集第1章

　本章では、経済社会のグローバル化による消費生活の変化、グローバル化によって生じ
ている消費者問題とその対応、消費者啓発等に関する国際機関等の連携について取り上げ
ます。まず、第１節では、消費生活で進んでいるグローバル化の動きをモノや人の移動等
の面から取り上げ、その中での消費者の意識を見ることとします。次に第２節では、消費
生活センター等に寄せられる消費生活相談の内容を基に、海外事業者との取引等、グロー
バル化によって生じている消費者問題の現状を見ていきます。第３節では、こうした消費
者問題に対する対応について述べ、第４節では、国際的な連携について取り上げていきます。

1-1-1 消費財の輸入額_150508.xlsx

図表1-1-1 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）。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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すが、消費財の輸入額は1.7倍となりました。
　生活に関係の深い財を多く含むと考えら
れる品目について財務省「貿易統計」を見
てみると、耐久消費財である家庭用電気機
器の輸入額は、1990年の661億円から2014
年の6418億円へ約10倍に増加しました。国
内の小売店では、日本の電機メーカーの製
品とは違った特徴を持つ高機能の調理機器
や掃除機など、海外の電機メーカーの家電
製品が販売されています。完成品のみなら
ず、部品輸入まで考慮すると、国内で生産
された製品の多くが海外と密接に関係して
いるといえます。その他、玩具及び遊戯用
具（6.1倍）や家具（3.6倍）、衣類（2.5倍）
などの生活に身近な品目の輸入がこの20年
間で大きく増加しました。食料品について
も、魚介類（生鮮・冷凍）の輸入は1990年
に比べると減少しているものの、様々な品
目の輸入が増加しています（図表1-1-2）。
　2014年の輸入元を世界を６つに分けた地
域別に見ると、多くの品目で中国を含むア
ジア州から輸入される割合が高くなってお
り、特に中国の割合が高くなっています（図
表1-1-3）。一方で、肉類及び同調製品や穀

物及び同調製品は北米州から、酪農品及び
鳥卵は大洋州からの輸入の割合がそれぞれ
最も高くなっています。
　また、20年前は国内では見ることの少な
かった野菜や果物の輸入量が増加していま
す。例えば、アボカドは年々輸入量が増加
し、1995年の4,726トンから、2005年には
28,150トン、2014年の57,600トンへとこの
10年間で約２倍に増加しています。輸入元
が変化してきたものもあります。例えば、
バナナはフィリピンからの輸入が1990年の
77.3％から2007年以降は９割を超えている
一方で、エクアドルからの輸入は1990年の
16.6％から2014年には5.1％へ、台湾からの
輸入は1990年の4.3％から2014年の0.4％へ
と割合が減少しています。また、1990年以
降はタイ、1992年以降はメキシコから継続
的に輸入される等、輸入元の国数は増えて
います。ワインは、1980年代から2000年代
前半まではフランスから輸入する割合が大
きかったものの、2014年 は、 チ リが
24.2％、イタリアが18.7％を占めるなど、
輸入元が広がっています。
　多くの種類の食品が輸入されていること

1-1-2 品目別輸入額の推移_150508.xlsx

図表1-1-2 品目別輸入額の推移

（備考）　財務省「貿易統計」により作成。

（億円）

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
1990年を

1とした場合の
2014年の値

肉類及び同調製品 7,262 9,054 9,213 10,749 9,663 10,672 10,599 11,662 13,352 1.8
酪農品及び鳥卵 724 730 802 1,108 1,076 1,222 1,228 1,458 1,762 2.4
穀物及び同調製品 6,667 4,939 4,873 6,326 7,215 8,850 8,199 9,769 8,829 1.3
魚介類（生鮮・冷凍） 13,860 14,120 13,806 12,737 10,209 10,797 11,130 11,580 12,089 0.9
魚介類の調製品 1,324 2,193 2,695 2,886 2,393 2,700 2,872 3,079 3,132 2.4

果実 3,238 3,021 3,408 3,833 3,507 3,756 4,019 4,535 4,757 1.5
野菜 2,424 3,125 3,582 3,961 3,683 3,951 4,216 4,832 5,044 2.1

家庭用電気機器 661 1,148 1,708 3,305 4,164 4,606 4,994 5,817 6,418 9.7
衣類 5,529 8,443 10,140 11,425 10,066 11,531 11,896 14,125 13,956 2.5

玩具及び遊戯用具 756 1,183 1,859 3,877 3,271 3,842 4,247 4,419 4,633 6.1
家具 2,069 2,880 4,054 5,465 4,875 5,047 5,601 6,757 7,414 3.6
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は、厚生労働省「輸入食品監視統計」から
も示されています。同統計を見ると、輸入
食品の重量は1990年の2173万トンから2013
年度の3098万トンへと1.5倍弱と増加する
中で、輸入食品届出件数は1990年の67.9万
件から2013年度の218.5万件へと３倍以上
と増加しています2。届出件数１件当たり
の平均輸入重量は減少していることから、
少量多品種の輸入がなされていることが分
かります。また、我が国における輸入食品
の安全性の確保のために、厚生労働省「輸
入食品監視指導計画」等に基づき監視指導
が実施されており、届出件数に対する違反
件数の割合は1990年以降0.1％以下となっ

ています。

　バッグや靴等の身の回り品の輸入も増加
しています。財務省「貿易統計」によれば、
バッグ類の輸入金額は、1990年の1898億円
から2014年の5516億円（2.9倍）へと増加
しました。輸入数量は1990年の4.0万トン
から2014年の16.9万トン（4.2倍）へと増加
しています。また、靴は1856億円から6096
億円（3.3倍）へと増加しました。輸入数
量で見ても、9.7万トンから31.8万トン（3.3

身の回り品その他の輸入も増加

1-1-3 品目別輸入の地域別割合_150508.xlsx

図表1-1-3 品目別輸入額の地域別割合（2014年）

（備考）　 1．財務省「貿易統計」（2014年）により作成。
　　　　 2．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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２�）「輸入食品監視統計」は2006年以前は暦年ベース、2007年度以降は年度ベースでの取りまとめがなされている。
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倍）へと増加しています。懐中時計・腕時
計類は、金額は1278億円から2621億円と金
額は倍増していますが、数量では3.1万ト
ンから3.4万トンと1.1倍の増加であり、高
価格のものの輸入が増加してきたことがう
かがえます。
　自動車の輸入も増加しています。日本自
動車輸入組合によると1990年に22.2万台で
あったいわゆる外国メーカー車の輸入車新
規登録台数は2014年には32.0万台と1.4倍に
なりました。
　この他、日常的な移動手段として幅広く
利用されている自転車は、一般財団法人自
転車産業振興協会によれば、2014年におけ
る年間国内出荷台数868.6万台のうち輸入
比率が89.0％（773.4万台）となっており、
輸入品が高い割合を占めています。車種別
の輸入比率を2010年時点で見ると、幼児車
や子供車の輸入比率は96.4％、マウンテン
バイクは97.4％となっています。
　外資系小売業の日本への進出により、衣
類、家具、家電製品等世界共通で販売され
ている製品を日本の店舗で気軽に購入する
ことができるようにもなっています。また、
スマートフォン、タブレット型端末やゲー
ム専用端末等の新機能を有する製品が日本
を含めた世界中で同日に販売され話題にな
るなど、消費者が身近でグローバル化を実
感する場面も増えています。

　1998年の外国為替法改正後、個人がどの
国内金融機関でも外国為替取引を行うこと
ができるようになりました。日本銀行「資
金循環勘定」によれば、家計の保有する外
国預金残高は、1997年度末の1.3兆円から、
1998年度末には1.9兆円、1999年度末には3.1

兆円と、1990年代後半に増加しました。
　海外の証券への投資額である対外証券投
資額と外国預金残高の合計が、家計部門が
保有する金融資産残高に占める割合は、
2000年代後半は0.7～0.8％程度で推移して
いましたが、2014年には、１％程度で推移
しています。
　個人による外国為替取引も増加している
と見られます。例えば、2005年の上場以降、
株式会社東京金融取引所での取引所による
外国為替証拠金取引を行うために開設され
た為替証拠金取引口座数は増加してきてお
り、2014年末では約65万口座となりました
（図表1-1-4）。なお2015年４月末で約67万
口座となっています。

　消費生活のグローバル化は、消費者が自
ら海外から商品を直接購入するケースの増
加からもうかがえます。経済産業省「平成
25年度我が国経済社会の情報化・サービス
化に係る基盤整備（電子商取引に関する市
場調査）」3によると、2013年には日本の消
費者の10.2％が越境電子商取引を利用して
います。同調査では、米国、日本、中国間

家計の保有する外国資産も増加

インターネットを通じた海外からの
購入は今後増加する見込み

1-1-4 為替証拠金取引口座数の推移.xlsx

図表1-1-4 取引所為替証拠金取引口座
数の推移

（備考）　東京金融取引所資料により作成。
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における越境電子商取引の規模を推計して
おり、日本が米国から購入した金額は1736
億円、中国から購入した金額は179億円と
推計されています。
　また、同調査では、越境取引時の支払方
法について、越境取引の利用者に調査を
行っています。クレジットカードの利用が
最も多く、2013年では６割となっています
が、第三者支払サービス4の利用率も徐々
に増加し、2013年では12.4％となっていま
す。越境電子商取引の利用は今後も進み、
2020年には、7942億円程度に増加するとの
試算がなされています（米国から7238億円、
中国から704億円）。
　海外事業者からインターネット通販で直

接購入する消費者の意識を調査した、国民
生活センター「第41回国民生活動向調査」
（2014年）5（以下「国民生活動向調査」と
いう。）によれば、インターネットでの購
入経験が「ある」と回答した人（回答者全
体の54.9％）のうち、インターネット海外
通販で外国から直接商品・サービスを購入
したことが「ある」と回答した人は13.9％
（同7.6％）に過ぎません。しかし、同調
査によれば、最近３年間で海外通販で購入
したことのない人のうち、「今後、海外通
販で買ってもよい」という人の割合は
59.8％（同47.3％）となっており（図表
1-1-5）、こうした取引を行う消費者は今後
増加すると見込まれます。

1-1-5　▲海外通販での購入経験と購入意向.xlsx

図表1-1-5 インターネットの海外通販の購入経験と購入意向

（備考）　 1．国民生活センター「第41回国民生活動向調査」（2014年）により作成。 
　　　　 2．①：N＝3,192人、②：N＝1,753人、③：N＝1,509人
　　　　 3． ①「あなたは、この 3年間に、パソコン、スマートフォン、タブレットなど利用機種の種類を問わず、

インターネットを使って商品やサービスを購入したことがありますか。」との問への回答。②「あなたは、
この 3年間に、インターネットを使った海外通販で、外国から直接、商品やサービスを購入したことは
ありますか。」との問への回答。③②で「買ったことはない」と回答した人への「今後、海外通販で購
入したいと思いますか。」との問への回答（複数回答）。

①インターネットでの購入経験

0 20 40 60 80 100

②海外通販での購入経験

（％）

0 20 40 60 80 100
（％）

③海外通販の利用希望

0 20 40 60 80 100
（％）

無回答
3.5％

ない
41.6％

ある
54.9％

ない
86.1％

ある　13.9％ 無回答　4％
買いたいと
思わない
36.2％

今後、海外通販で
買ってもよい
59.8％

３�）同調査では、越境電子商取引を「消費者と、当該消費者が居住している国以外に国籍を持つ事業者との電子商取
引（購買）」としている。消費者へのアンケート調査では、民間調査機関のウェブアンケートモニターを活用し、
日本2,084サンプル、米国2,212サンプル、中国2,093サンプルの消費者に対してウェブアンケートを実施。回収に当たっ
ては、性別・年代別の割付回収を実施。調査時期は2014年２月24日～３月７日。
４�）経済産業省「電子商取引に関する市場調査」では「第三者支払サービス（Paypal、Alipay等）」となっている。
消費者からお金を受け取り、購入先の事業者との間で商品・サービスの代金の代理支払を行うサービスのこと。
５�）政令指定都市及び東京23区に居住する20歳以上79歳以下の男女6,000名を対象に、郵送により実施。調査時期は
2013年９～10月で有効回収数3,192（回収率53.2％）。
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　インターネットでの購入経験を年齢別に
見ると、30歳代が83.9％と最も多く、次い
で20歳代が82.1％となり、40歳代が80.0％と
続いています。一方、60歳代が33.2％、70
歳代では15.3％となり、若い世代の方がイ
ンターネットでの購入経験がある人の割合
が高くなっています。また、海外通販の利
用経験を年齢別に見ると、年齢が若い方が
経験者の割合が高くなる傾向が見られます。
　最近３年間でインターネットでの海外通
販の経験がない人に、今後の海外通販利用
について聞いたところ、「買ってもよい」
という割合は、60歳代以上が40％台という
結果でした。一方、20歳代は71.9％となっ
ており、年齢が若いほどインターネットで
の海外通販の利用に興味があると見られま
す（図表1-1-6）。

　輸入品を購入するだけではなく、旅行や
仕事で海外に赴き、現地で提供される商品

を購入したりサービスを利用したりするこ
とも、普段身近に接することのないものを
消費するという観点で、消費者にとっての
消費生活のグローバル化の一つといえます。
　日本人の出国者数は2012年に約1849万人
と過去最大となり、2013年にやや減少した
後、2014年は約1690万人となりました（図
表1-1-7）。なお、2015年１～３月期の出国
日本人数は403万人となっています。
　旅行客等が海外で支出する額は、財務省
「国際収支統計」の旅行収支（支払）とし
て示されます。2014年の旅行収支（支払）
は2.0兆円の規模となっています。

　来日する外国人の増加も、消費市場のグ
ローバル化の一面です。訪日外国人数は1985
年の約233万人から2010年の約861万人と3.7
倍となりました。東日本大震災のあった2011
年には減少したものの、その後、再び増加し
て2014年には約1341万人となり、過去最多と
なりました（図表1-1-7）。なお、2015年１～
３月期の訪日外国人数は約413万人となって
います。ビザ発給要件緩和、羽田空港の国
際定期便就航等に加え、最近の円安方向へ
の動きも要因になっていると考えられます。
　訪日する目的としては、仕事で訪日する
商用客と観光等で訪日する観光客とに分か
れ、2014年は、観光客が約1088万人と外客
数全体の81.1％を占め、前年比136.7％と増
加しています。
　政府は、2014年１月に開催された「観光
立国推進閣僚会議」において、2020年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会の
開催という機会を捉え、2020年に向けて訪
日外国人旅行者数2000万人、2030年に向け
て3000万人を目指すこととしました。また、

海外で現地の商品を直接購入する

グローバル化の下で訪日外国人が
増加

1-1-6 今後の海外通販の利用希望（年齢層別）.xlsx

図表1-1-6 今後の海外通販の利用希望
（年齢層別）

（備考）　 1． 国民生活センター「第41回国民生活動向調査」（2014年）
により作成。

　　　　 2． 「あなたは、この3年間に、インターネットを使った海
外通販で、外国から直接、商品やサービスを購入した
ことはありますか。」との問に「海外通販で買ったこ
とはない」と回答した人（1,509人）に対する「今後、
海外通販で購入したいと思いますか。」との問につい
ての回答。（図表1-1-5③グラフの「今後、海外通販で
買ってもよい」と回答した人への問。）
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訪日外国人による国内旅行消費額を、2030
年に4.7兆円とすることを目指しています
（図表1-1-8）。訪日外国人数は今後ますま
す増加することが予想されます。

　独立行政法人国際観光振興機構「訪日外

国人消費動向調査」によると、2014年にお
ける訪日外国人の旅行消費額6は、訪日外
国人一人当たりの旅行支出額が、2013年よ
り増加したこと、また訪日外国人数の増加
もあって、総額で約２兆278億円と推計さ
れ、過去最高になりました（図表1-1-9）。
訪日外国人による買物代は、2014年で約
7146億円となり、旅行消費額の約35％を占
め、過去最高となっています。なお、訪日
中国人による買物代は、約3070億円と推計
され、買物代の４割を占めています。買物
の対象は、菓子類やその他食料品のほか、
化粧品等や電気製品等も高い割合を占めて
います。
　なお、同調査によれば、訪日外国人が決
済方法として現金を利用した割合は９割を
超え、クレジットカードを利用した割合は
５割程度となっています（複数回答）。利

訪日外国人の買物による
消費も増加傾向

1-1-7 訪日外国客数と出国日本人数の推移　.xlsx

図表1-1-7 訪日外客数及び出国日本人数の推移

（備考）　 1．独立行政法人国際観光振興機関「年別 訪日外客数, 出国日本人数の推移」により作成。
　　　　 2． 訪日外客数については、法務省「出入国管理統計年報」に基づき、外国人正規入国者のうちから日本に永続的に居住する外国人

を除き、更に一時上陸客等を加えて集計。
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1-1-9 訪日外国人による国内旅行消費額の増加目標.pptx

図表1-1-8 訪日外国人による国内旅行
消費額の増加目標

（備考）　「日本再興戦略」（2013年 6 月）により作成。

4.7兆円
（2030年）

1.3兆円
（2010年）

６�）旅行消費額は、パック旅行費等旅行前に支出された費用のうち宿泊費や交通費など日本国内に支払われる支出と、
日本旅行中の支出（交通費、飲食費、買物代など）からなる。
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用した金融機関は、ATMが7.5％、空港の
両替所が3.2％、銀行・郵便局が2.7％等と
なっています。また、外国人旅行者向け消
費税免税制度を利用した人の割合は全体の
20.6％となっています。なお、2015年１～
３月期における、訪日外国人による旅行消
費額は約7066億円で、１四半期としては
2010年の調査開始後最高額となりました。
そのうち、買物代は2972億円となり、また、
中国からの訪日客による買物代は1634億円
となりました。
　こうした訪日外国人の増加に対応して、
日本国内の輸出物品販売場（免税店）の数
は2013年４月の4,622店から2015年４月に
は18,779店と４倍以上に増加しました。ま
た、平成26年度税制改正により2014年10月
から、従来は免税販売の対象となっていな
かった消耗品（食品類、飲料類、薬品類、
化粧品類、その他の消耗品）を含め、全て
の物品が免税対象7となりました。さらに、

免税店の拡大及び利便性向上を図る観点か
ら、平成27年度税制改正により2015年４月
から、手続委託型免税店制度やクルーズ船
が寄港する港湾における免税店に係る届出
制度が創設されています。訪日外国人の更
なる増加を見据えて免税店は今後も増える
と見られます。

　法務省「在留外国人統計（旧登録外国人
統計）」によると、在留外国人数は2014年
末に約212万人となっています（図表1-1-
10）。1990年の約108万人から2010年には約
213万人と約２倍になり、その後やや減少
しましたが、2013年、2014年は増加してい
ます。こうした在留外国人向けに、啓発資
料を作成している地方公共団体も見られま
す（詳細は第２節コラム及び第３節コラム
参照）。

在留外国人は20１4年末で2１2万人

1-1-10 訪日外国人の旅行消費額の推移.xlsx

図表1-1-9 訪日外国人の旅行消費額の
推移

（備考）　 独立行政法人国際観光振興機構「訪日外国人消費動向調査」
により作成。
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1-1-11 在留外国人数の推移.xlsx

図表1-1-10 在留外国人数の推移

（備考）　 1． 法務省「登録外国人統計」（2011年まで）及び「在留
外国人統計」（2012年以降）により作成。

　　　　 2．各年とも12月31日時点。
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７�）免税対象となる物品は、一般物品（消耗品以外のもの）又は消耗品の区分に応じて、一定の金額基準を満たすも
のに限る。
　ア�　一般物品については、同一の国内非居住者（外国人旅行者など）に対する同一店舗における一日の販売額の合

計が１万円を超えるもの。
　イ�　消耗品については、同一の国内非居住者（外国人旅行者など）に対する同一店舗における一日の販売額の合計

が５千円を超え50万円までの範囲内のもの。
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　「国民生活動向調査」によれば、外国と
のつながりを感じる理由は、「外国の食品
や製品がたくさん販売されていること」で
あるとする消費者が６割を超えています
（図表1-1-11）。また、「多くの外国人が日
本に来ていること」、「外国の政治・経済な
どの動向が、日常のくらしにも影響してい
ること」から、海外とのつながりを感じる
との回答割合は約５割となっています。日
常生活の中で、輸入されるたくさんの食品
や製品を目にすることにより、消費者は、
外国を身近に感じていると考えられます。

　株式会社日本政策金融公庫「平成26年度
下半期消費者意識動向調査」（2015年１月）
により、輸入食品が浸透してきた中での消
費者の国産志向を見ると、食の志向として

国産志向を挙げる人の割合は18.5％となり
ました。それを年齢別に見ると、60歳代が
23.4％、70歳代が25.3％となるなど、年齢
が高いほど国産志向は強いと見られます
（図表1-1-12）。なお、同調査によれば、
食に対する健康志向を挙げる割合も高まっ
ています。
　食料品を購入するとき、国産品かどうか
「気にかける」と回答した人の割合が

消費者は輸入品により外国との
つながりを認識

国産品に関する消費者の関心は高い

1-1-12 外国とのつながりを感じること.xlsx

図表1-1-11 外国とのつながりを感じること

（備考）　 1．国民生活センター「第41回国民生活動向調査」（2014年）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、日常のくらしの中で、どのようなことから外国とのつながりを感じますか」との問に対する回答（複数回答）。

（％）
0 20 40 6010 30 50 70 80

無回答

特に感じることはない

その他

気軽に海外に行けること

海外で日本人が活躍していること

多くの外国人が日本に来ていること

2.4

5.4

2.6

23.4

28.5

35.5

47.4

49.7

64.7

（N＝3,192）

外国とのつな
がりを感じる
ことがある
（計）92.2％

外国の食品や製品がたくさん販売さ
れていること

外国の政治・経済などの動向が、日
常のくらしにも影響していること

インターネットで世界中の情報を入
手できたり、外国人と交流できること

1-1-13①　食の志向（国産志向）.xlsx

図表1-1-12 消費者の食の志向として国
産志向を挙げる割合

（備考）　 1． 株式会社日本政策金融公庫「平成26年度下半期消
費者動向調査」（2015年）により作成。

　　　　 2． 調査時期は2015年1月1日～13日。インターネット
によるアンケート調査。調査対象は全国の20歳代
～70歳代の男女2,000人。

0

（％）

10

20

30

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

9.6
13.8

（N＝2,000）

17.9 19.4
23.4

25.3
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79.6％と、半年前の調査結果の77.4％から2.2
ポイント上昇するなど、国産品に関する消
費者の関心が高まっています（図表1-1-
13）。また、外食する場合に気にかけると
回答した人の割合も半年前の35.6％から
39.1％となるなど、関心は高まっています。

　「国民生活動向調査」によると、輸入品（日
本のメーカーが外国工場で生産したものを
含む。）については、「原材料や品質、取扱

輸入食品や製品について
消費者はよく確認している

1-1-14　食料品購入時・外食時に国産品かどうかを気にかける割合.xlsx

図表1-1-13 食料品購入時・外食時に国産品かどうかを気にかける割合

①食料品を購入するとき

（備考）　 1．株式会社日本政策金融公庫「平成26年度下半期消費者動向調査」（2015年）により作成。
　　　　 2． 調査時期は2015年1月1日～13日。インターネットによるアンケート調査。調査対象は全国の20歳代～

70歳代の男女2,000人。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

気にかける 気にかけない 食料品は購入しない

100806040200
（％）

2012年７月

2013年１月

2013年７月

2014年１月

2014年７月

2015年１月

2.6

3.6

4.4

3.3

3.8

3.0

26.9

23.2

18.1

19.3

18.9

17.4

70.6

73.2

77.5

77.5

77.4

79.6

気にかける 気にかけない 外食しない

100806040200
（％）

2012年７月

2013年１月

2013年７月

2014年１月

2014年７月

2015年１月

8.3

8.7

11.2

9.3

9.4

8.8

66.7

64.3

54.8

55.5

55.0

52.2

25.1

27.1

34.1

35.3

35.6

39.1

②外食するとき
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い方法などの表示を日本産（製）よりも、
よく確認する」ことを「心がけている」（『心
がけている』＋『どちらかといえば心がけて
いる』。以下同じ。）と回答した割合は
73.4％となりました（図表1-1-14）。年齢
層別に見ると、20歳代では、「心がけている」
との回答は56.4％、30歳代では68.8％、40
歳代以上では７割を超えるなど、消費者は、
輸入食品や製品について、表示等を注意深
く確認していることがうかがえます。

　モノや人の移動等、グローバル化は進ん
できましたが、海外旅行等の外国での買い
物でのトラブル等も見られます。「国民生活
動向調査」によると、海外旅行時等に現地
で購入した商品やサービスについて、トラ

ブルにあった経験は「ない」との回答割合
は73.2％となっていますが、他方で、「つり
銭をごまかされた」（8.3％）のほか、「粗悪
品を高額で買わされた」（4.0％）、「偽ブラン
ド品・模倣品を買わされた」（3.2％）等、何
らかのトラブルの経験が「ある」との回答
割合は23.8％となっています（図表1-1-15）。

　消費者がインターネット通販を利用し
て、直接海外の事業者と取引を行う際に、
消費者トラブルに巻き込まれる場合があり
ます。「国民生活動向調査」で、インターネッ
トを使った海外通販での購入経験者（244
人）に、海外通販での購入時にトラブルを
経験したことがあるか聞いたところ、8.6％
が「ある」と回答しています。

海外旅行での消費者トラブルの経験

海外サイトであることに
気が付かない場合もある

1-1-15 輸入食品や製品の購入時における、表示等の確認についての消費者の意識.xlsx

図表1-1-14 輸入食品や製品の購入時における、表示等の確認についての消費者の意識

（備考）　 1．国民生活センター「第41回　国民生活動向調査」（2014年）により作成。
　　　　 2． 「輸入品や日本のメーカーが外国の工場で生産したものなど、私たちの身の回りでは、外国で作られた食品や製品がたく

さん販売されています。あなたはこのような食品や製品を購入するとき、どの程度こころがけていますか」との問に対し、
「原材料や品質、取扱い方法などの表示を日本産（製）よりも、よく確認する」ことについての消費者の意識。

　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

4030 6050 8070 100900 2010

全体（3,192人）

（％）
心がけている

男性（1,455人）

女性（1,737人）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

どちらかといえば心がけている
どちらともいえない どちらかといえば心がけていない
心がけていない 無回答

3.9

5.2

2.9

1.4

1.2

1.5

2.1

4.5

10.9

5.9

8.0

4.1

13.6

9.1

5.5

4.7

3.7

3.6

4.2

4.6

3.9

7.9

6.2

4.8

2.4

4.9
1.2

12.5

14.6

10.8

20.7

14.7

15.0

13.7

8.9

7.8

31.8

33.7

30.2

30.7

36.4

37.2

32.8

29.5

25.5

41.6

33.9

48.1

25.7

32.4

36.0

44.3

48.5

51.0
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　また、海外通販での購入に当たって、ど
のようなサイトを利用したか聞いたとこ
ろ、「日本語表示のサイトであったが、海
外通販と理解して利用した」と回答した割
合が68.0％、「外国語表示の海外通販サイ
トを利用した」と回答した割合が33.6％と
なっており、多くの場合、海外事業者から
の購入であることを理解した上で利用して
いると見られます（図表1-1-16）。その一

方で、利用したサイトが「日本語表示だっ
たので海外通販とは知らずに利用し、後で
気がついた」との回答が7.0％となってい
ます。海外通販では税関での検査や申告な
どが求められること、また、トラブルが生
じた際に外国語でやり取りする必要が出て
くるなど、日本国内での取引とは異なる点
があることに注意する必要があります。

1-1-16　外国で買い物などをしたときのトラブル経験.xlsx

（％）
0 20 40 60 80

無回答

トラブルの経験はない

その他

クレジットカードを不正利用された

ホテルや飛行機などの予約がとれていなかった

強引な勧誘で断れずに買ってしまった

偽ブランド品・模倣品を買わされた

粗悪品を高額で買わされた

つり銭をごまかされた

トラブルの経験がある
（計）　23.8％

8.3

4.0

3.2

3.2

3.0

1.1

7.1

73.2

（N＝2,140）

2.9

図表1-1-15 外国で買い物などをしたときのトラブル経験

（備考）　 1． 国民生活センター「第41回　国民生活動向調査」（2014年）により作成。
　　　　 2． 外国に行ったことや外国で生活した経験があるとの回答者（2,140人）に対し、「外国で買い物などをしたとき、トラブルを経験し

たことがありますか」との問についての回答（複数回答）。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

1-1-17　海外通販で利用したサイトについての消費者の意識.xlsx

（％）
0 20 40 60 80

無回答

わからない

その他

外国語表示の海外通販サイトを利用した

68.0

（N＝244）

33.6

7.0

2.0

1.6

0.0

日本語表示のサイトであったが海外通販
と理解して利用した

日本語表示だったので海外通販とは知ら
ずに利用し、後で気がついた

図表1-1-16 海外通販で利用したサイトについての消費者の意識

（備考）　 1． 国民生活センター「第41回　国民生活動向調査」（2014年）により作成。
　　　　 2． この 3年間に、インターネットを使った海外通販で、外国から直接購入したことがある回答者（244人）に対する、「海外通販

の購入で、どのようなサイトを利用しましたか」との問についての回答（複数回答）。
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　全国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。）
では、消費者からの消費生活に関する相談
を受け付けており、寄せられた消費生活相
談情報はPIO-NETに登録されます。
　海外に関連する消費生活相談について
は、輸入品や外国製品、インターネット通
販等の海外事業者との取引、国際クレジッ
トカード、海外旅行、外国人の消費者トラ
ブル等、内容が多岐にわたっています。相
談内容にそれらの様々な要素の何らかが
入っている「外国」関連の消費生活相談件
数の年度別推移を見ると、2011年度以降は
それ以前と比べ増加傾向にあり、2014年度

は2013年度に比べ減少しているものの、
27,540件と多数寄せられています（図表
1-2-1）。「外国」関連の消費生活相談が相
談全体に占める割合は小さいものの、2005
年度の1.1％から2014年度の2.9％へと増加
し、この数年で見ると徐々に件数、割合と
も増加しています。

　前述した「外国」関連の消費生活相談を、
2005年度～2014年度の10年間で累積相談件
数の多い20か国及び地域について、国及び
地域別に見ると、最も相談件数が多いのは
中国です。以下、米国、オーストラリア、
カナダ、韓国と続きます。
　相談の内容や商品・サービスは様々で、
同じ国・地域であっても時期によって相談
の中身は異なっています（図表1-2-2①～

商品・サービスや事業者等が
海外に関連する消費生活相談

国・地域別に見た
消費生活相談の推移

　前節で紹介したように、消費生活にもグローバル化の影響が現れています。商品やサービス
の選択の幅が広がる等、グローバル化の進展による恩恵を享受する例が多くなっている一方、
これまでなかったトラブルに見舞われる等のケースも出てきています。

グローバル化に関連した消費者問題第 ２節

（ １）消費生活センター等に寄せられた海外に関連する消費生活相談

1-2-1　外国に関する消費生活相談.xlsx

図表1-2-1 外国に関連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（2015年 4 月27日までの登録分）。
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（件）

5,000
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30,000
25,000
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図表1-2-2④）。具体的な国・地域が分かっ
た相談で、過去10年の合計の相談件数が多
い順に、以下で見ていきます。
　2005年度から10年間の累積相談件数が最
多の中国は、2007年度以降最多となってお
り、特に2011年度以降、他国を大きく上回
る状況となっています（図表1-2-2①）。
2014年度は10,196件になっていますが、相
談件数の多い近年の主なトラブルとして
は、インターネット通販での偽ブランド品
や商品未着に関するものが挙げられます。
　相談件数が３番目のオーストラリアは、
海外宝くじのトラブルが多かった2005年度
から徐々に減少し、最近は横ばいの状況に
あります。
　また、香港も件数の規模は半分程度では
あるものの、オーストラリアの相談件数の

推移と動きが似ており、2005年度は海外宝
くじが主な相談として挙げられました。そ
の後一旦減少したものの、2011年度以降は
増加傾向にあります（図表1-2-2②）。
　９番目のアジア州その他8の相談件数は、
2010年度から2011年度にかけて増加してい
ますが、これはこの時期にイラク・ディナー
ルやアフガニスタン・アフガニといった外
国通貨の換金トラブルが多かったことによ
るものです（詳細は本節「外国通貨の高額
な両替トラブルがここ数年発生」参照）。
　12番目のアフリカ9も同様で、図表1-2-2③
で示されるように2009年度から2011年度に
かけて増加しています。これはスーダン・
ポンドやコンゴ・フラン、リビア・ディナー
ル等の外国通貨の換金トラブルの相談が影
響しています。その他、アフリカに関連す

1-2-2　国別消費生活相談推移①.xlsx

図表1-2-2① 輸入品等や事業者が海外のものである等の相談（相談上位 5か国：中国・米国・
オーストラリア・カナダ・韓国）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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10,000

8,000
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14,000
（件）
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（年度）

中国

オーストラリア
米国

カナダ
韓国

中国
主にインターネット
通販に関するもの

オーストラリア海外宝くじ

８�）アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、キプロス、
クウェート、サウジアラビア、シリア、スリランカ、北朝鮮、ネパール、バーレーン、バングラデシュ、パキスタン、
パレスチナ、東ティモール、ブータン、ブルネイ、ベトナム、モルディヴ、モンゴル、ヨルダン、ラオス、レバノン。
PIO-NET上、以上の国については、個別の国ごとに分類できない。
９�）アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、
カメルーン、ガンビア、ギニア、キニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主
共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、セーシェ
ル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、
ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフ
リカ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト。
PIO-NET上、以上の国については、個別の国ごとに分類できない。
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る相談でよく見られる主な事例は、難民支
援のための寄付についての信用性の確認
や、鉱山の採掘権への投資勧誘等です。
　16番目のカンボジアの相談件数は、図表
1-2-2④にあるように、2012年度をピーク
に2011年度から2013年度にかけて相談件数
が多くなっています。これは、この時期に
リゾート地や農地等、土地使用権等やマン
ションの所有権の売買に関する相談が急増
したことによるものです。

　2005年度以降の10年間で相談件数が多
かった、上位３国の中国、米国及びオース
トラリアについて、それぞれ相談内容別に
推移を見てみます。
　まず、最も相談件数が多い中国では、
2005年度、2006年度は「契約・解約」や「品
質・機能、役務品質」に関する相談が目立っ
ていましたが、2007年度は「安全・衛生」、「品
質・機能、役務品質」に関する相談が急増

上位国の消費生活相談の内容

1-2-3　国別消費生活相談推移②.xlsx

図表1-2-2② 輸入品等や事業者が海外のものである等の相談（ 6－10位：香港・ドイツ・英
国・アジア州その他・イタリア）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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1-2-4　国別消費生活相談推移③.xlsx

図表1-2-2③ 輸入品等や事業者が海外のものである等の相談（11－15位：フランス・アフリカ・
シンガポール・台湾・フィリピン）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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しています（図表1-2-3）。これは、2008年
１月の中国冷凍ギョウザ事件の影響による
ものです。その後、「品質・機能、役務品質」
に関する内容は一定数見られるものの、次
第に「販売方法」、「契約・解約」について
の相談が際立つようになってきました。特
に2011年度以降は顕著になってきています
が、この理由は前述したように情報通信の
発達により消費者がインターネット通販を
利用する機会が増え、中国のサイト等から
商品を購入しようとしたところ、偽ブランド
品が届いた、又は商品が届かないといった

相談が増加したことによるものです。
　図表1-2-4①及び図表1-2-4②からも、イ
ンターネット通販における偽物や商品未着に
関する相談のうち、外国関連の相談が増え
ていて、そのうち特に中国に関連するものが
高い割合を占めていることが分かります。
　２番目に相談件数の多い米国では、相談
件数は増加傾向にあります。相談内容は、
「契約・解約」や「販売方法」といった取
引に関する内容が大きな割合を占める傾向
は変わっていません（図表1-2-5）。中国と
異なり、「安全・衛生」の割合が低いこと

1-2-5　国別消費生活相談推移④.xlsx

図表1-2-2④ 輸入品等や事業者が海外のものである等の相談（16－20位：カンボジア・タイ・
スイス・ブラジル・オランダ）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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1-2-7　上位国の消費生活相談の内容別分類（中国）.xlsx

図表1-2-3 中国に関連する相談の内容

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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も特徴です。
　３番目に相談件数の多いオーストラリア
では、この10年間では前述のとおり海外宝
くじに関する相談が多かった2005年度、
2006年度以降は相談件数は減少しており、
相談内容として高い割合を占めるのは、米
国同様、「契約・解約」及び「販売方法」の
取引です（図表1-2-6）。その中でも「販売
方法」が「契約・解約」を上回っています。
また、「表示・広告」の割合が、中国や米国
と比べ高いこともオーストラリアの特徴です。
　以上のように、2005年度から2014年度に

かけて相談件数の上位３位国のみしかここ
では取り上げていませんが、国により、ま
た、時期により相談の規模や内容は異なる
ことが確認できます。さらに、その国から
輸入された製品の不具合や食品等に関する
不安といったものから、その国の事業者と
の取引においてトラブルに巻き込まれると
いった、様々な要素がここで取り上げた相
談件数には含まれていることが分かります。

1-2-4①　▲ニセモノに関する相談.xlsx

図表1-2-4① インターネット通販のうち偽物に関する相談件数

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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1-2-4②　▲商品未着に関する相談.xlsx

図表1-2-4② インターネット通販のうち商品未着に関する相談件数

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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　前述の海外に関連する相談や各国に関連
する相談は、海外事業者との取引、ある国
を舞台とした債権や通貨のトラブル等も含
まれますが、ここでは輸入品やサービスに
限定して、相談内容の推移を見ていきます。
　輸入に関する相談は「輸入した輸入車が
故障続きなので、解約したい」等の「契約・
解約」、「品質・機能、役務品質」に関わる
内容が2005年度以降上位で推移していまし

たが、2013年度からは「品質・機能、役務
品質」は減少しています（図表1-2-7）。「品
質・機能、役務品質」に関する内容は、
2007年度に最も多くなっていますが、これ
は中国冷凍ギョウザ事件の影響によるもの
です。また、2007年度の「安全・衛生」に
ついても急増していますが、この増加要因
は同様です。
　一方、最近は「販売方法」等の取引につ
いての内容の増加が目立っています。「契約・
解約」に関する相談は、2012年度以降、他
の相談内容を大きく引き離すように、件数

輸入に関する相談は
取引についてのものが増加

1-2-10　上位国の消費生活相談の内容別分類（米国）.xlsx

図表1-2-5 米国に関連する相談の内容

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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1-2-11　上位国の消費生活相談の内容別分類（オーストラリア）.xlsx

図表1-2-6 オーストラリアに関連する相談の内容

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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が増加しています。これらは、先に述べた
ように「インターネット通販で注文した海
外ブランド品が届かない」というような、
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によるものです。
　輸入品の安全性や品質に関する消費者か
らの相談は、最近では少なくなっており、
これは以前と比べ、事業者側の努力により、
より安全な品質の良い商品が手元に届いて
いることを意味しているともいえます。ただ
し、消費生活におけるグローバル化の浸透
で、そもそも国内事業者の商品について輸
入品かどうかの判別が、消費者にはつきに
くい状況を反映しているのかもしれません。

　「原産国表示」に関する消費生活相談は、
2005年度以降の10年間では2005年度及び
2006年度が約300件であったところ、2007
年度は急増し、2009年度以降は2013年度を
除き、500～600件台で推移しています（図
表1-2-8）。
　商品は、食料品が圧倒的で、最近では「野
菜・海草」や「調理食品」、「魚介類」、「肉
類」、「穀類」が多くなっています。以上の
５種類の商品について、2005年度以降の10
年間の相談件数の推移を表すと、常に「野
菜・海草」が多く、また、「調理食品」や「魚

原産国表示に関する消費生活相談

1-2-13 原産国表示①.xlsx

図表1-2-8 原産国表示に関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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1-2-12　輸入に関する相談は取引に関するものが増加.xlsx

図表1-2-7 輸入に関する相談の内容

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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介類」とともに2007年度は突出しています。
これはこの時期に、わかめやうなぎの蒲焼
の産地偽装事件、中国冷凍ギョウザ事件が
発生したことが影響しているためです（図
表1-2-9）。
　また、2013年度も例年に比べ、相談件数
はやや増加していますが、これは大手ホテ
ルチェーンやレストラン、百貨店等におい
てメニュー表示と異なる食材が使われてい
た事例が次々と明らかになったことが影響
していると考えられます。
　原産国表示に関する主な相談事例は、「食
料品を購入しようとしたが、原産国の記載
がなかった」等、どこの国で作られたもの
か不安であるといった内容や、「国産と言
われたが、表示は外国産だった」等となっ
ています。

　前節で長期的な出国日本人の増加を見た
ところですが、海外へ出掛ける機会の増加
に比例するようにそれにまつわるトラブル
も増加しています。
　例えば、旅行代理業を通じた海外パック

ツアーに関する消費生活相談はこの数年減
少傾向にあり、海外手配旅行についての相
談は横ばいですが、いずれも最近ではイン
ターネットで申し込んだものの割合は増加
しています（図表1-2-10①）。主な相談は、
旅行のキャンセルに関わるものや、現地に
行ったら事前の説明よりもホテルの質が悪
い等などが寄せられています。
　また、消費者が直接申し込んだ場合の、
航空機や船、バスに乗る等の旅客運送サー
ビスにおける「外国」関連の消費生活相談
もインターネットで申し込むケースの件数
が増えており、主な相談は、予約手配時の
トラブルに関するものです（図表1-2-10
②）。ホテル等の宿泊施設で「外国」関連
の消費生活相談は増加傾向にあり、最近で
は「インターネットで海外のホテルを予約
したものの、キャンセル手続をしたのに代
金がクレジットカードで引き落とされた」
等のカード決済に関するトラブルが目立っ
ています。
　ほかに、海外旅行先で「タイムシェア」
という不動産所有権付きのリゾート会員権
のトラブルに巻き込まれるというケースも
最近増えています10（図表1-2-11）。2013年
度に171件と急増し、2014年度も172件と、

海外旅行や現地での
トラブルについての消費生活相談

1-2-14 原産国表示②.xlsx

図表1-2-9 食品についての原産国表示に関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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1-2-10②　◇海外旅行旅客運送宿泊施設.xlsx

図表1-2-10② 海外旅行に関連する相談件数（消費者が直接申し込んだもの）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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1-2-16　タイムシェアに関する相談.xlsx

図表1-2-11 「タイムシェア」に関する相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2． 「タイムシェア」とは、不動産所有権付きのリゾート会員権。
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1-2-10①　◇海外旅行.xlsx

図表1-2-10① 海外旅行に関連する相談件数（旅行代理業を通じたもの）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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同程度となっています。
　タイムシェアとは、主にリゾート施設の
不動産を所有し、永代使用権を取得する、
不動産所有権付きリゾートクラブ会員権の
ことをいいます。一般的には、リゾート施
設の１部屋の51、又は52分の１の所有権と、
その部屋を年に１週間使用する権利を取得
します。
　このタイムシェアの勧誘を行う説明会は
国内外で開催されていますが、特に海外滞
在中に、ホテル内や路上、ショッピングセン
ター等で事業者が消費者に「説明を聞くだ
けで商品券がもらえる」と声を掛け、説明
会への参加を促すケースが多く見られます。
　主なトラブルの内容は、海外旅行中に突
然声を掛けられて現地のホテル等で勧誘さ
れ、十分な知識を持たないまま、その場の
雰囲気や担当者のセールストークにより、
気分が高揚して契約したものの、リゾート
会員権の購入代金のみならず、毎月高額な
管理費がかかるため、解約したいが売却す
るしかない等、契約に関するものです。ま
た、海外でこうした契約をした場合、日本
の法令が適用されない可能性が高く、その

ことも問題を難しくしています。

　輸入品について、身体に危害が及んだと
いった消費生活相談も寄せられています。
年度別に見ると、2007年度及び2008年度を
除き、おおむね年間200～300件台で推移し
ています（図表1-2-12）。2014年度は196件
で、この数年のうちでは、最も少なくなっ
ています。
　また、輸入品の相談に占める危害情報の
相談割合は、2005年度は6.4％で、中国冷
凍ギョウザ事件の影響により、最近10年間
で最も相談が多かった2007年度でも11.0％
でしたが、2014年度は3.6％となっています。
　最近見られる主な商品や内容は、流通量
の増加に伴う輸入自転車に関するもので、
自転車で走行中に部品が破損したはずみで
転倒し、けがをしたというものです。他に
は、化粧品や健康食品が身体に合わなかっ
たというものも見られます。
　なお、消費生活センター等の相談情報か

輸入品の生命・身体に関する相談

1-2-17　輸入品危害（20150504）.xlsx

図表1-2-12 輸入品･サービスの相談件数及び危害情報

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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らは把握できませんが、グローバル化の進
展に伴い、海外からの商品が日本に輸入さ
れて身体に危害が及ぶというだけではな
く、日本の製造者の製品が海外に輸出され、
それが海外の消費者の事故につながるとい
うケースも起きています。

　海外にいる日本人から日本の消費生活セ
ンター等に消費生活相談が寄せられる例も
あります（図表1-2-13）。
　2005年度以降、2008年度までは減少傾向
にありましたが、その後は横ばいの状況が

続いており、2014年度は409件となってい
ます。2014年度の相談のうち、本人からの
相談は179件で、約４割を超えています。
本人からの相談割合は2005年度、2006年度
には約25％でしたが、最近は増える傾向に
あります。2014年度は、「アダルト情報サ
イト」や「携帯電話サービス」に関する相
談が主なものとして挙げられます。

　一方、日本に在住している外国人の消費
生活相談も見られます。この10年間で、「外
国人」の相談は2009年度の556件を除き、
毎年300～400件台で推移しています（図表
1-2-14）。
　このうち、本人からの相談は４～５割で

（ ２）在外邦人や外国人に関わる消費生活相談

在外邦人の消費者トラブル
在留外国人の消費者トラブル

1-2-18 在外邦人の消費者トラブル.xlsx

図表1-2-13 在外邦人の消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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1-2-19　在留外国人の消費者トラブル.xlsx

図表1-2-14 外国人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（2015年4月27日までの登録分）。
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　三重県消費生活センターでは、三重県環境生活部多文化共生課と連携して、2015年
１月及び２月の計２回、県内初の取組である「外国人住民のための契約トラブル防止
研修会」を企画・開催しました。三重県には約43,000人と多数の外国人住民が暮らし
ており（法務省「在留外国人統計」（2014年６月末）都道府県別総数第14位、人口比
率第３位）、消費生活センターへの相談はあまりないものの、多文化共生課が（公財）
三重県国際交流財団に委託して実施している多言語による相談窓口などに寄せられる
情報から、潜在的な外国人住民の契約トラブルが多いことが分かったためです。
　開催に当たっては、市町の外国人住民担当窓口や（公財）三重県国際交流財団等に
よる周知のほか、地域でグループを形成している外国人のリーダー的存在の方々等に
情報提供を行ったところ、１回目には18名（うち母国語がポルトガル語の方７名、中
国語の方２名、ベトナム語の方１名）、２回目には27名（うち母国語がフィリピノ語
の方11名、ポルトガル語の方４名、英語・中国語・スペイン語の方各２名、ベトナム
語の方１名）が参加されました。
　研修会では、DVDの上映のほか、逐次通訳を入れる形で、消費生活センターの職
員が契約、クーリング・オフ制度についての説明や契約トラブルの事例紹介を行い、
日本語に不慣れな外国人住民にも、契約トラブルの防止と対策法について情報を提供
しました。
　質疑応答も活発に行われ、参加者のコメントから、マルチ商法や訪問販売の契約トラ
ブルに遭う外国人が多いこと、契約の意味が理解できていないケースや契約トラブルに
遭っているという認識がないケース、困ってもどう対処してよいか分からない、またど
こへ相談してよいか分からないといったケースが数多くあることが分かりました。
　この研修会での成果を受け、2015年度も同様の研修会を実施する予定です。また、
契約トラブルに対する注意喚起を目的とした５か国語（英語・中国語・スペイン語・
ポルトガル語・フィリピノ語）のパンフレットを、三重県内の市町の外国人相談窓口
等で継続して配布する予定です。
　こうした取組により、三重県では引き続き外国人住民の契約トラブルの防止を図っ
ていくこととしています。

　研修会の様子は、「三重県情報提供ホームページ」の以下のURLで見ることができ
ます。
http://mie.portalmie.com/ja/video-jp/kyouiku-video/keiyaku-toraburu-nitsuite/index.html

外国人住民のための契約トラブル防止研修会
開催　―三重県消費生活センター―

C O L U M N 1

５か国語のパンフレット 研修会の様子
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あり、これは、言語の問題や、そもそも消
費生活センターという機関の存在を知らな
い等によるものと考えられます。なお、消
費生活相談全体では本人からの相談は約８
割ですが、高齢者、障害者の場合も、トラ
ブルに気付きにくく、本人からの相談比率
は低くなっています（第３章第１節参照）。
　2014年度の相談のうち、上位にある商品・
サービスの主なものは、「携帯電話サービ
ス」、「賃貸アパート」、「アダルト情報サイ
ト」で、日本人と大きな違いはありません
が、例えば、「携帯電話サービス」は日本
人でも契約が複雑で分かりづらいケースが
多い上に、外国人では帰国するために途中
解約しようとして、高額の解約料が掛かる
ことに気付くケースも見られます。
　また、「賃貸アパート」も退去時、原状
回復費用を請求されたが高額すぎ、さらに
敷金も返金されないのに、交渉するほど日
本語が堪能ではない、というものなどがあ
ります。
　なお、消費生活相談の多くは電話による
ものであるため、仮に外国人からの相談で
あっても流暢な日本語で、自らが外国人で
あると申し出ない場合は、消費生活セン
ター等が外国人と認識しないケースもあり
ます。また、長くその地域に在住する場合
は、外国人と認識しても、外国人として識
別しておく必要はないと考えて、記録にそ
の地域を登録する消費生活センター等もあ
るので、ここでの外国人の相談件数は、実
態より少ない可能性に留意する必要があり
ます。

　消費生活相談は、地方公共団体の住民
サービスの一つというのが原則です。一方、

外国人観光客による日本での消費に関連す
る相談が消費生活センター等に寄せられる
ケースも、数は少ないものの、見られます。
　最近では、「観光ツアーでガイドに連れ
て行かれたお店で健康食品を大量に買わさ
れた。効果がないので返品したい」といっ
たものや、「日本語が一切できない外国人
が日帰りバスツアーの申込みをしたら、緊
急時に対応できないことを理由に参加を断
られた」という相談、「外国人がデパート
で買い物をして消費税を還付されたが、還
付の際に手数料を取られた」等が寄せられ
ています。
　中国人観光客が春節に合わせて訪日し、
日本の商品に対して活発な消費意欲を示し
ていました。また2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会開催に向け、今後
我が国にはますます訪日外国人観光客が増
える見込みです。今後、日本で外国人観光
客が消費する機会が増えることで、消費者
トラブルに巻き込まれる例も増加すること
が予想されます。

　ほかには、件数は少ないものの、海外に
在住している外国人のトラブルについて、
消費生活センター等に相談が寄せられるこ
ともあります。
　例えば、「海外の友人がメールで勧誘さ
れた日本の事業者に投資したが、連絡が取
れなくなった」、「海外在住の外国人の知人
がインターネット通販で、日本の事業者か
ら買った品物が注文品と違っており、返品
したがその後連絡がない」等、日本の消費
者が海外事業者との取引でトラブルに遭う
越境取引の逆のケースで、海外の消費者が
日本の事業者との取引でトラブルに巻き込

訪日外国人観光客の消費者トラブル

その他の外国人の消費者トラブル
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まれた内容が見られます。

　消費生活センター等へ寄せられる相談の
うち、内容の何らかの部分で海外が関わる
もので、なおかつ「利殖商法」に関するも
のは、2010年度以降大きく増加し、2011年
度から2013年度までは2,000件台で推移し
ています。2014年度は減少したものの、
1,200件を超えています。トラブルの内容
は、時期により異なりますが、金融商品等
の取引においても、グローバル化が進んで
いることの表れを示しており、トラブルも
それに伴って増えているといえます。特に、
インターネット上の取引は、ウェブサイト
が日本語になっているため、消費者はあた
かも国内の事業者と取引をしているよう
に、相手が海外事業者と意識しないものの、
実際にトラブルとなると被害回復が難しい
ケースが増えています。
　以下、2014年度に目立っている、又はこ
の数年間に起きた、主な金融商品や投資等、
利殖に関するトラブルについて、具体的な
ケースを紹介していきます。

　「インターネット上の広告を見て興味を
持ち、海外事業者とバイナリーオプション

取引を開始したが、出金を求めても応じて
もらえない」といった相談が2014年度に入
り、数多く寄せられました。月別に見ると
2014年６月は59件、７月は228件、８月は
343件と急増しています11（図表1-2-15）。
　オプションとは、ある商品（原資産）を、
あらかじめ定められた期間内にあらかじめ
定められた価格で「買い付ける」又は「売
り付ける」権利をいい、オプション取引と
はそのオプションを「買う」又は「売る」
取引を指します。
　バイナリーオプション取引とは、投資対
象（原資産）が投資期間終了時（権利行使
期限）に予想価格（権利行使価格）を上回っ
た（又は下回った）場合に一定額の金銭（ペ
イアウト）を受け取ることができる取引を
いいます。
　バイナリーオプション取引には、ドル円、
ユーロ円などの「通貨」を原資産とする取
引のほかに、日経平均、TOPIXなどの「株
価指数」やニューヨーク原油（WTI�原油）
先物などの「商品」を原資産とする取引が
ありますが、最近では「通貨」を原資産と
する取引が主流となっています。
　原資産を「通貨」とする国内事業者であ
れば、金融商品取引業の登録がされていて、
自主ルール12も存在しますが、海外事業者
は無登録のケースがほとんどで、最近のト
ラブルは海外事業者との取引で起きていま
す。海外無登録事業者との取引では、為替
相場等が上がるか下がるかを二者択一で予
想し、予想が当たれば投資額のおおよそ1.8
倍程度を受け取り、外れれば投資した全額
を失うという当たり外れの大きな取引であ
り、簡単で賭博性も高く、魅力的な取引に

（ ３）金融商品や投資等の利殖に関連するトラブル

利殖についての海外との関わりが
増えるにつれ、トラブルも増加

為替相場の動きを二者択一で予想する
「バイナリーオプション」取引トラブルが急増

11�）国民生活センター「海外業者とのバイナリーオプション取引にご注意ください！－無登録業者との契約は行わな
いで！！－」（2014年９月４日公表）
12�）短時間のHIGH/LOWの禁止、最低取引期間（時間）を当面２時間以上とすること、顧客の投資できない価格帯
を設けることの禁止など。
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感じられ、短期間に繰り返し取引できるた
め、気付かないうちに損失が大きくなるこ
ともあります（【解説】海外無登録事業者
とのバイナリーオプション取引のイメージ
と相談事例参照）。
　消費生活センター等に寄せられた例を見
ると、取引のきっかけはインターネットの
無料掲示板やブログ、アフィリエイト13広告
などが多く、サイト上にはこの取引が短時
間で簡単に儲かるものであるかのように説
明されており、海外無登録事業者のホーム
ページのリンクが張られているため、説明
をうのみにした消費者が安易に取引を始め
てしまうケースが目立っています。
　最近の投資関連トラブルは、主に高齢者
が巻き込まれることが多い状況にあります

が、このバイナリーオプション取引のトラ
ブルは、インターネットがきっかけとなる
ケースが多いため、20歳代、30歳代等の学
生や給与生活者等、若い世代が中心である
ことが大きな特徴です。

　ほかに、2014年度は海外の事業者を通じ
て行う、外国為替証拠金取引（以下「FX
取引」14という。）に関するトラブルが増加
しています15。
　2009年度には34件でしたが、2014年度は
116件と増加しています（図表1-2-16）。契
約当事者は男性が多く、年代では20～40歳

自動売買ソフト等を購入後の海外事業者
を通じたFX取引をめぐるトラブルが増加

1-2-20　バイナリーオプション.xlsx

図表1-2-15 海外事業者とのバイナリーオプション取引に関する相談件数

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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13�）アフィリエイトとは、消費者が自分のホームページやブログなどで、提携先の広告主（企業など）の製品、サー
ビスなどの宣伝を書いて、サイトへのリンクを張っておき、閲覧者がそこから広告主のサイトへ移行して、実際に
商品の購入などにつながった場合、売上の一部が自分の収入（利益）になるというものである。
14�）FXとはForeign�Exchangeの略。この取引は、証拠金（保証金）と呼ばれる取引の担保金を事業者に預け、ドル
やユーロなど外国通貨の価格を参照し、取引開始時に買い付け（又は売り付け）をした価格と反対売買（転売や買
戻し）時の価格の差額を損益として清算し、差額のみによって決済（差金決済）をするもので、金融デリバティブ
取引の一つである。
15�）国民生活センター「儲かってるのに出金できない⁉海外FX取引をめぐるトラブルにご注意―自動売買ソフト等
を購入させ、海外FX取引に誘う手口―」（2014年６月19日公表）
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【解説】海外無登録事業者とのバイナリーオプション取引のイメージと相談事例

　投資関係のブログで、バイナリーオプションの書き込みを見た。短期間で利益が
出るようだったので、業者のサイトに自分の口座を作り、クレジット決済で８万円
を入金した。その後５～６回取引をし、プレゼントで付いたポイントと合わせると
口座残高が約10万円となった。しかし、その業者が無登録事業者であるという情報
をネットで見つけ不信感を抱き、最初に入金した８万円の引き出しを業者に申し込
んだが、お金が戻ってこないまま、連絡が取れなくなった。

（大学生　男性）
（備考）国民生活センター「子どもサポート情報」第82号（2014年12月17日公表）

●海外無登録事業者におけるバイナリーオプション取引のイメージ
（ア）　投資時点
　為替レートが判定時刻に投資時点より上がるか下がるかを予想する。

（イ）　判定時刻
　予想が当たった場合、投資した金額に一定の倍率を掛けた金額（ペイアウト）が
得られる。予想が外れれば、投資した金額が全て損失になる。

【ケース（１）】　為替レートが投資時
点より上がった場合
　投資時点より「上がる」と予想し
ていた場合はペイアウトが得られる
が、「下がる」と予想していた場合に
は投資した金額が全て損失になる。

【ケース（２）】　為替レートが投資時
点より下がった場合
　投資時点より「下がる」と予想し
ていた場合はペイアウトが得られる
が、「上がる」と予想していた場合に
は投資した金額が全て損失になる。
（備考）�国民生活センター公表資料（2014年９月４日）
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代が中心です。
　また、支払った平均金額が高額であるの
が特徴で、2014年度は平均約375万円となっ
ています。
　海外事業者を通じたこのトラブルでは、
消費者は始めから海外事業者と取引するわ
けではなく、インターネットのサイトや電

子メールの広告をきっかけとして、国内の
事業者に資料請求を行った後に、電話によ
る勧誘を受けるケースが多く見られます
（図表1-2-17）。
　FX取引は、一定程度の専門知識が要求
される上、リスクの高い取引ですが、この
トラブルでは、広告や国内事業者からの勧

1-2-21　海外FX (年度別）.xlsx

図表1-2-16 海外事業者とのFX取引に関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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1-2-22　自動売買ソフト等を購入後の会議ＦＸ取引をめぐるトラブル.xlsx

図表1-2-17 自動売買ソフト等を購入後の海外FX取引をめぐるトラブル

海外の事業者

国内の事業者

消
費
者

両者の関連性は不明

（1）インターネットの
広告などで勧誘

（2）FX取引の自動売買ソ
フトなどの購入

（3）海外の取引口座の開
設方法や口座への入
金方法などを指示

（4）海外の取引口座に入
金後、取引を開始

（5）取引口座から出金
できないなどの
トラブルが発生

FX
自動売買ソフト等
販売事業者

海外FX取引
関連事業者

（備考）　 国民生活センター公表資料（2014年6月19日）
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誘を受ける際、自動売買ソフト等によりシ
ステムが自動的に取引することで「絶対に
儲かる」、「月15％ずつ増えていく」、「勝率
100％」等、将来の利益についてあたかも
確実であるかのような断定的な説明が行わ
れているケースが目立っています。
　海外の事業者との取引には、事業者の実
態に不明な点が多く、信用性の確認が難し
いこともあります。また、連絡が取りにく
いケースや、日本語対応の問合せ窓口がな
いこともあります。
　書面が英文などで書かれている場合に
は、取引内容や取引条件を理解することが
難しく、出金トラブルになるケースも多く、
トラブルになった際の解決が困難です。取
引を検討する際には、こうした面でのリス
クを十分理解する必要があります。
　なお、海外の事業者であっても、日本の
顧客との間でFX取引を業として行う場合
には、金融商品取引業の登録を受けること
が求められているため、無登録の事業者と
の契約は行わないことも重要です。金融商
品取引業の登録を受けているかどうかは、
金融庁のウェブサイトなどで確認できます。

　ほかに海外に関わる投資については、海
外のオンラインカジノ事業のトラブル等が
挙げられます。消費者庁で2013年12月にイ
ンターネットを用いたオンラインゲーム事
業の紹介者を募集する事業者に関する注意
喚起16を行っていますが、海外のオンライ
ンカジノ事業への投資に関するトラブルの

相談が2014年度に目立ってきています。
　相談事例は、「海外のオンラインカジノ
の会員になると儲かると勧められ、その場
で登録料を払って入会したが、解約して返
金してほしい」、「アフィリエイトで海外の
オンラインカジノゲームを紹介し、紹介し
た人が入会したり、ゲームをするとマージ
ンがもらえる、と説明を受け、会員登録の
手続をしたが、不審でやめたい」というケー
スが見られます。

　先に見た国別の消費生活相談の推移でも
紹介しましたが、この数年、換金性に乏し
い外国通貨を日本円で購入するトラブルも
多発しています。
　2009年度以降、時期により同様の手口で
別の国の通貨にシフトしていくという動き
が見られます（図表1-2-18①、 図表1-2-18
②）。これまで、イラク・ディナールやスー
ダン・ポンド、アフガニスタン・アフガニ
等、様々な国の通貨が取引の対象になって
います。
　消費者庁は2014年７月にシリア・ポンド
等の通貨の両替を行う事業者について、事
業者名を公表して注意喚起17を行っていま
す。この事業者は、同時期のシリア・ポン
ドの外国為替相場における為替レートが
700円前後であったのに対し、15万円と約
200倍で消費者に両替の勧誘を行っていま
した。ほかに、フリヴニャ（ウクライナの
通貨）についても両替を行っていたことが
分かっています。

海外関連のオンラインカジノ事業
への投資トラブルも目立つ

外国通貨の高額な両替トラブルが
ここ数年発生

16�）消費者庁「インターネットを用いたオンラインゲーム事業の紹介者を募集する「株式会社ELICC�JAPAN」に関
する注意喚起」（2013年12月26日公表）
17�）消費者庁「約200倍のレートで外国通貨の両替取引を行う「株式会社ノルディア」に関する注意喚起」（2014年７
月31日公表）
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　最近では外国通貨のトラブルについての
相談は減少傾向にありますが、今後も新た
な通貨で同様の手口が発生する可能性もあ
り、注意が必要です。「必ず値が上がる」

など、将来、消費者が受け取る金額につい
て約束をするような投資の勧誘には応じな
いようにすべきです。

1-2-23 外国通貨のトラブル.xlsx

図表1-2-18① 外国通貨取引に関する相談件数（2009～2012年度）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。　
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消費者庁
注意喚起

2011年２月
国民生活センター
注意喚起

1-2-24 外国通貨のトラブル.xlsx

図表1-2-18② 外国通貨取引に関する相談件数（2013～2014年度）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。　
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　前述した国・地域別の消費生活相談のう
ち、カンボジアに関わる相談の推移でも触
れていますが、2012年度をピークに、カン
ボジアの土地使用権やマンション所有権等
についてのトラブルも消費生活センター等
に多くの相談が寄せられました18（図表
1-2-19）。
　現地を訪ねて確認することが難しい土地
やマンション等の不動産への投資を勧誘さ
れ、土地の写真を見せられて信用してしま
うケースもあります。勧誘文句としては、
「家賃収入によって、老後は年金でも物価
の安い国で、悠々自適に過ごせる」、「投資
対象の国の貧困をビジネスで解決する」、
「転売することで資産が何倍にもなる」等、
様々なものがあります。
　また、海外宝くじやダイレクトメールが
送られてきたというトラブルに関する相談

は、年間千の単位で寄せられています19。
2011年度の10,209件から最近は減少傾向に
ありますが、2014年度は1,788件となって
います（図表1-2-20）。海外宝くじは様々
な国・地域から送られてきており、その時
期も異なりますが、前述のオーストラリア
や香港に関わる相談のところでも紹介して
います。

　2013年９月に、2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会開催が決まったこ
とを機に、オリンピック・パラリンピック
がらみの投資話のトラブルが発生し、消費
生活センター等にも相談が寄せられてお
り20、消費者庁では2014年４月にこのトラ
ブルに関する事業者についての注意喚起21

を行っています（図表1-2-21）。
　こうしたトラブルでの消費者への勧誘を

海外不動産や海外宝くじも

オリンピック・パラリンピック
開催に向けた投資話も

1-2-25 カンボジア土地使用権.xlsx

図表1-2-19 「カンボジア土地使用権等」に関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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18�）国民生活センター「今度は“カンボジアの土地使用権”！�依然続く劇場型勧誘-「リゾート地」「農地」の投資話に
ご用心-」（2012年５月24日公表）
19�）国民生活センター「「賞金が当たった」という詐欺的なDMに注意！-全国の消費生活センターに寄せられたDM
の分析をふまえて-」（2012年３月15日公表）
20�）国民生活センター「東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルにご注意ください！」（2013年10月30日公表）、「東
京オリンピックに関連した詐欺的トラブルにご注意ください！（No.２）-オリンピック用の建物・土地に関する架空
の儲け話-」（2014年２月14日公表）
21�）消費者庁「2020年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等を行っていると装い社債を募集する「株式会
社エーライン」に関する注意喚起」（2014年４月18日公表）
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紹介すると、まず、この勧誘の中心となる
事業者は、2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催予定地近隣の用
地買収等を行っている旨を記載したパンフ
レット等の勧誘資料を消費者宅に送付しま
す。そこでは、自ら不動産事業を営んでい
るように装い、１口10万円の社債の募集を
行っています。勧誘資料の送付時期と前後
して、実在の有名企業をかたる別の事業者
から電話があり、社債の購入権を譲ってほ
しいと申し入れます。消費者がこの業者か
らの申入れを承諾すると、後日、消費者宅
に警察官を名乗る者から電話があり、「申
入れ業者の社員を逮捕した。あなたにも責
任があるから財産を差し押さえる。詳しく
は弁護士と話をするように」などと言われ
ます。そして、弁護士を名乗る者は、消費
者に対し、差押えを回避するために指定し
た金額を支払うよう指示する、という、不

動産業者、有名企業、警察官、弁護士と、
何人もの登場人物が出てくる、典型的な劇
場型勧誘の手口です。

　これまで見たように、グローバル化が進
む下での消費者トラブルは、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で、より一層増加
しています。
　そこで消費者庁では、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（CCJ：Cross-Border�

（ ４）越境消費者センターに寄せられた相談の概況

越境取引に関する相談はインター
ネットでの取引に関するものが多い

1-2-26 海外宝くじ.xlsx

図表1-2-20 海外宝くじ・ダイレクトメールに関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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1-2-27 オリンピック関連相談件数.xlsx

図表1-2-21 オリンピック・パラリンピック開催に関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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Consumer�Center�Japan）」を開設し、海
外事業者と国境を越えて行う、越境取引で
トラブルに遭った消費者からの相談を専門
的に受け付けました（2015年４月より国民
生活センターに事業移管し、「国民生活セ
ンター越境消費者センター（CCJ）」と名
称変更）。
　2014年度に受け付けた相談は4,068件で、
取引類型別で見ると、「電子商取引」が4,011
件で98.6％、「現地購入」が51件（1.3％）、
「その他」22が６件（0.1％）で、ほとんど
が「電子商取引」、つまりインターネット
取引におけるトラブルです（図表1-2-22）。
　また2012年度からの３年間の推移を見る
と、2012年度は2,490件でしたが、2013年
度には4,508件と大幅に増加し、2014年度
はやや減少しています。
　前年度からの減少の理由としては、CCJ
が行う研修等を通じて越境取引に伴うトラ

ブル対応のノウハウが消費生活センター等
に蓄積されつつあることも一因と考えられ
ます。消費生活センター等での消費者への
アドバイスも、クレジットカード会社、金
融機関、警察へ相談すること等が中心にな
ることから、消費者へCCJを案内すること
なく、相談が終了しているケースが増えて
いるためと考えられます。

　トラブルを内容別に類型化し、その構成比
を見ると、2014年度は模倣品・詐欺関連（「模
倣品到着」23及び「詐欺疑い」24）が2013年度
の59.4％よりは下がっているものの、52.8％と
半数以上を占めています（図表1-2-23）。
　その内訳を見ると、2013年度に35.4％と、
前年度より大幅に増加した「詐欺疑い」（「通

模倣品・詐欺関連が半数以上

1－2　CCJ　取引xlsx.xlsx

図表1-2-22 消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談（取引類型別）

（備考）　2012-2014年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談。
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22�）海外事業者からの身に覚えのない請求や、電話や郵便による勧誘等。
23�）広義には詐欺と考えられるが、模倣品到着に関する事実と傾向を把握するため、区別している。
24�）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応対をしない）、なおかつ事業者の実態が正確に把握できない相談を指す。
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販サイトで洋服を購入し、代金を銀行に振
り込んだが、事業者から連絡がなく、商品
も未だに到着しない」等、商品が届かない
まま連絡が途絶える）が更に増加し、2014
年度では38.5％と４割近くになっています。
　一方、「模倣品到着」は2013年度の23.9％
から2014年度の14.2％へと大きく減少して
います。これは、模倣品ではあるものの、
少なくとも消費者へ実際に現物を送付して
いた悪質事業者が、最近では送付に係る労
力すら惜しみ、消費者から代金を受け取り
ながらも、商品は一切送付しないという手
口を採るなど、悪質性が増しているとも考
えられます。
　この模倣品・詐欺関連の相談については、
CCJで事業者サイトを確認したところ、「模
倣品到着」、「詐欺疑い」にそれぞれ分類さ
れる事業者サイトは、日本語の文章が稚拙、
住所や電話番号の記載がない、問合せ先が
フリーメールアドレスのみである等のサイ
ト構成等、共通の傾向が見られました。また、
実在するサイトを模倣したり、連絡先等を

偽ったサイトの、いわゆる“なりすましECサ
イト”25によるトラブルも多く見られました。
　その他のトラブル類型では、「解約」の
割合が2014年度に26.1％と、前年度の20.4％
と比べ増加しています。これは、化粧品販
売サイトによる不当請求についての相談が
一時的に集中したことや、パソコンの操作
中にウィルスやエラーメッセージが表示さ
れ、その場でソフトウェアの購入に誘導さ
れるといった、国内事業者でも見られる、
ソフトウェアのダウンロードに関する相談
が数多く寄せられたことが主な要因です。

　商品・サービス別に割合を見ていくと、
2014年度はアパレル商品（「衣類」、「履物」、
「身の回り品」）に関する相談が最も多く、
47.5％を占めています。これは、いわゆる海
外著名ファッションブランド品をインター
ネット通販で購入する際に、多くのトラブル

海外著名ファッションブランドを
購入する際にトラブル

25�）正規のEC（Electronic�Commerce）サイトの商号やデザイン、商品写真等を無断でコピーしたサイトを作り、代
金支払後も購入者へ商品を送らなかったり、偽ブランド品を送付したりするサイト。

1-2-23　◇CCJ　トラブル.xlsx

図表1-2-23 消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談（トラブル類型別）

（備考）　 1．2012-2014年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談。
　　　　 2．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

トラブル類型
2012年度 2013年度 2014年度

件数 割合 件数 割合 件数 割合
模倣品到着 469 18.8% 1,079 23.9% 579 14.2%
詐欺疑い 517 20.8% 1,597 35.4% 1,567 38.5%
商品未到着 503 20.2% 401 8.9% 294 7.2%
解約 504 20.2% 919 20.4% 1,060 26.1%
不当請求 107 4.3% 134 3.0% 104 2.6%
返品 85 3.4% 92 2.0% 70 1.7%
不良品 68 2.7% 63 1.4% 40 1.0%
その他 237 9.5% 223 4.9% 354 8.7%
【再掲】模倣品・詐欺関連 986 39.6% 2,676 59.4% 2,146 52.8%

合計 2,490 100.0% 4,508 100.0% 4,068 100.0%
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が生じていることを意味しています。偽ブ
ランドのアパレル商品が届いたというケース
が多く見られますが、2013年度の61.5％に比
べれば、2014年度は47.5％と減少しています
（図表1-2-24）。
　ほかには、旅行サービスやオンライン
ゲーム、電子書籍、動画配信、SNS等のイ
ンターネットサービスを含む「役務・サー
ビス」が、2013年度の9.0％から2014年度
は13.1％と増加しています。

　決済手段の割合を見ると、2013年度に比
べ2014年度は、「クレジットカード」の割
合が39.6％から56.3％へと大幅に増加し、
「金融機関振込」が54.6％から37.1％へと
減少して、2012年度と同じような構成比と
なりました（図表1-2-25）。これは、警察
から金融機関に対して詐欺等の犯罪を行っ

ている疑いのある事業者に関する口座凍結
のための情報提供が積極的に行われている
ことなどから、悪質事業者が決済手段とし
て金融機関振込を選択しづらい状況が起き

決済の手段で多いものは
クレジットカード

1－2　CCJ　商品.xlsx

図表1-2-24 消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談（商品・サービス類型別）

（備考）　 1．2012-2014年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談。
　　　　 2．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0 1,000500 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
（件）

2013

2014

2012

（年度）

309
（12.4％）

376
（8.3％）

309
（7.6％）

499
（12.3％）

1,126
（27.7％）

462
（11.4％）

534
（13.1％）

364
（8.9％）

67
（1.6％）

339
（8.3％）

221
（5.4％）

820
（18.2％）

1,577
（35.0％）

468
（10.4％）

406
（9.0％）

325
（7.2％）

201
（4.5％）

191
（4.2％）

54
（1.2％）

363
（14.6％）

781
（31.4％）

357
（14.3％）

250
（10.0％）

198
（8.0％）

97
（3.9％）

60
（2.4％）

衣類 履物 身の回り品 趣味用品 役務・サービス ソフトウェア
宿泊 航空券 健康補助食品 家電 その他

アパレル商品　1,453（58.4％）

アパレル商品　2,773（61.5％）

アパレル商品　1,934（47.5％）

1－2　CCJ　決済.xlsx

図表1-2-25
2014年度に消費者庁越境消
費者センター（CCJ）が受
け付けた相談（決済手段別）

（備考）　 2014年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）
が受け付けた相談。

クレジットカード
56.3％

金融機関振込
37.1％

決済代行
1.4％

現金
0.9％

その他
2.3％ 不明

2.0％
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ていることが考えられます。

　また、決済に用いられる通貨は、2014年
度は日本円が82.6％を占めています（図表
1-2-26）。これはCCJに寄せられる相談で
のインターネット通販における事業者の
ウェブサイトで使用されている言語が、日
本語が７割以上であることにも関係してい
ます（図表1-2-27）。特に模倣品・詐欺関
連で決済通貨を確認すると、95.8％が日本
円で決済を行っています。相談で多く見ら
れる模倣品サイトの場合、日本語で記載さ
れたサイトが多数で外国語の要素が少なく
なっています。そのため、多くの消費者が
海外事業者との取引であることに気付か
ず、馴染みのある日本語及び日本円決済の
ウェブサイトを利用して、トラブルに遭遇
していることがうかがえます。
　また、CCJでは相談者に対して2014年度
にアンケートを実施しています26。同アン
ケートの結果によれば、相談者の１割に
とっては、CCJに相談することになった取
引が、初めての海外事業者との取引でした
が、インターネット取引の経験が20回を超
えていた消費者も、相談者全体の約６割と
なっています。先に述べたように、事業者
のウェブサイトで日本語が使われている比
率が高いことや、円で決済できると表示さ
れているサイトがあること等により、消費
者が取引を行う際に、日本の事業者によっ
て運営されているウェブサイトと誤解して
しまうと考えられます。

円が決済に用いられ、
ウェブサイトの言語は日本語

1－2　CCJ　通貨.xlsx

図表1-2-26
2014年度に消費者庁越境消
費者センター（CCJ）が受
け付けた相談（決済通貨別）

（備考）　 1． 2014年度に消費者庁越境消費者センター
（CCJ）が受け付けた相談。

　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

JPY
（日本円）
82.6％

USD
（米ドル）
11.6％

EUR
（ユーロ）
1.9％

GBP
（英ポンド）
1.2％

その他
1.4％
不明
1.5％

1－2　CCJ　言語.xlsx

図表1-2-27
2014年度に消費者庁越境消費者セ
ンター（CCJ）が受け付けた相談
（事業者ウェブサイト使用言語別）

（備考）　 2014年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）
が受け付けた相談。

日本語
70.5％

英語
19.9％

その他言語
1.1％

不明
8.5％

26�）2015年１月19日から２月１日までに、2014年度にCCJに相談した者のうち、電子メールによる連絡が可能な相談
者2,948件を対象に実施。有効回答は295件。
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　事業者の所在国／地域別に見ると、2014
年度は「米国」が702件（相談件数に占め
る割合は17.6％、以下同じ。）と最も多く、
次いで「中国」が543件（13.6％）、「英国」
が227件（5.7％）という順になっています
（図表1-2-28）。2014年度は中国の事業者
に関する相談が2013年度の1,537件（34.5％）
から大きく減少している一方で、所在国／
地域が「不明」であるケースが、2013年度
の1,273件（28.6％）から大幅に増加し1,914
件（48.1％）と半数近くとなっています。
　2014年度の事業者の所在国／地域別の相
談の中で、「米国」のトラブル類型を見ると、

「解約」が６割を占め、次いで「商品未到
着」が多くなっています。他方、「中国」
では、「模倣品到着」が68.5％で、次いで「詐
欺疑い」が18.2％と、模倣品・詐欺関連が
86.7％となっており、国によって内容が大
きく異なることが見てとれます。そして、
事業者の所在国／地域が「不明」のケース
に目を向けると、「詐欺疑い」が75.2％、「模
倣品到着」が10.0％で、あわせた模倣品・
詐欺関連が85.2％となっています。
　これは、先に述べたように何も届かない
まま事業者との連絡が途絶え、さらに事業
者の実態が正確に把握できないといった
「詐欺疑い」の相談の増加と、事業者の所
在国が分からないケースの増加がつながっ
ていると考えられます。

事業者の所在地により、トラブルの
内容に違い

1-2-28　▲CCJ　国.xlsx

図表1-2-28 2014年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談（事業者所
在国/地域別）

（備考）　 1．2014年度に消費者庁越境消費者センター（CCJ）が受け付けた相談。
　　　　 2．事業者所在国/地域不明は、相談者の申し出による。事業者が明らかに国内に存在する場合は含まれていない。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

0 1,000500 2,0001,500 3,0002,500 3,500 4,000
（件）

米国 中国 事業者所在国／地域不明

不当請求
4.1％

米国
英国
香港
インド
タイ
その他

ドイツ

事業者所在国／地域不明

中国
オランダ
シンガポール
韓国

解約
60.5％

商品未到着
20.1％

不良品
1.3％
返品
2.1％

その他
11.0％

模倣品到着
0.3％
詐欺疑い
0.6％

米国
702

（17.6％）

中国
543

（13.6％）

事業者所在国／地域不明
1,914

（48.1％）

模倣品到着
68.5％

詐欺疑い
18.2％

商品未到着
2.8％

解約
2.0％

不当請求
1.1％

その他
4.6％

返品
1.8％ 不良品

0.9％

詐欺疑い
75.2％

模倣品到着
10.0％

商品未到着
1.3％

解約
8.5％

不当請求
0.5％

その他
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　第２節でも触れましたが、消費者庁は
2011年11月から2015年３月まで、越境消費
者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し、
調査を行ってきました。実証調査の一環と
して、「消費者庁越境消費者センター（CCJ：
Cross-Border Consumer Center Japan）」
を開設・運営し、日本の消費者と海外の事
業者、海外の消費者と日本の事業者との間
の取引において発生した紛争解決の支援を
行いました。なお、2015年４月より、CCJ
の運営を国民生活センターに移管し、越境
消費者トラブルについて恒常的に対応する
こととなっています（詳細は本節「CCJの
国民生活センターへの移管」参照）。
　消費者から寄せられた相談に対しては、
CCJが相談・トラブル内容、事業者との連

絡可否、相談者の希望等を確認し、責任の
所在を判断した上で、事業者が所在する国
の消費者相談機関へ相談内容を翻訳して伝
達し、調査依頼を行います。依頼を受けた
消費者相談機関は調査を行い、同国の事業
者と交渉を行って、事業者からの回答結果
をCCJへ伝達します。CCJはその回答を翻
訳した上で、消費者に対して回答内容の伝
達及びアドバイスを行います。また、必要
に応じて、関連機関、専門家等の紹介も行っ
ています。なお、海外の消費者からの相談
に対しても、日本の消費者からの相談と同
様に、海外の消費者相談機関とCCJが連携
し、CCJが日本の事業者と交渉する等して、
解決に当たります（図表1-3-1）。
　CCJが支援対象とする取引は、BtoC（事
業者と消費者間の取引）を基本とし、イン
ターネット取引及び対面取引（店頭取引）
を対象としています。また、対象とする事
業者は海外に主たる法人組織を有している

消費者庁越境消費者センター（CCJ）
の開設・運営

グローバル化が進展する下での取組第 ３節

1-3-1　CCJの相談への対応の仕組み.pptx

図表1-3-1 越境消費者センター（CCJ）での相談への対応の仕組み

海外の消費者相談機関

国民生活センター越境消費者センター
（CCJ：Cross-border Consumer center Japan）

日本の事業者

海外の事業者

日本の消費者

トラブル トラブル

①相談③相談内容の伝達、
　解決策の提示

⑤回答内容の伝達、
　アドバイス

②相談内容の翻訳・伝達、
解決策の提示

④回答内容の翻訳・伝達

①相談
③相談内容の伝達、

解決策の提示
⑤回答内容の伝達、
　アドバイス

海外の消費者

①’相談

サポート

⑤’
アドバイス

全
国
の

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
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ことを条件としています。消費者による取
引の相手方が外資系企業の国内法人や海外
から商品を輸入、販売している事業者等は
対象外とし、全国各地の消費生活センター
等を案内することとしています。なお、
CCJ開設以来1,511件（約13％27）が相談者
の望む結果で解決に至っています。
　また、海外の消費者相談機関に対して何
らかの形で調査依頼を行い、トラブル解決
に至った件数は119件（調査依頼を行った
うちの約40％28）となっています。全相談
件数における解決率13％に対して海外機関
依頼分における解決率が大きくなってお
り、越境消費者トラブルの場合、海外機関
との連携がトラブル解決に効果的であった
といえます。
　なお、海外の消費者から日本の事業者に
ついての相談も少ないものの寄せられてい
ます。

　CCJでは、相談受付とその解決支援に加
え、越境消費者トラブルの傾向に関する詳
細な調査・分析を行い、被害の拡大防止や
消費者啓発に関する多様な取組を行ってき
ました。例えば、「模倣品の海外インター
ネット通販に関する事例」、「詐欺が疑われ
るショッピングサイトでのトラブルに関す
る相談」等、CCJに寄せられる相談の中で
件数が多いものや今後件数の増加が予想さ
れる相談等を取り上げ、相談事例や解決方
法をまとめた「相談事例集」等をウェブサ
イト上で掲載しています。
　また、CCJに寄せられる相談の半数以上

が全国の消費生活センター等からのもので
あることや、消費生活センター等への越境
消費者取引に関する相談が増えていること
から、CCJは消費生活相談員や消費者団体
向けの研修を積極的に行いました。さらに、
業界団体、関連事業者との意見交換・PR
活動も積極的に行いました。
　加えて、消費者庁では、2013年２月より、
CCJに寄せられた相談のうち、模倣品の販
売が確認された（又は強く疑われる）海外
ウェブサイトに関する情報を、消費者庁の
ウェブサイト上に公表しています（2015年
３月末現在で275サイト）（図表1-3-2）。サ
イトの内訳を見ると、2014年の８月以降は、
詐欺が強く疑われることを消費者庁が確認
した海外ウェブサイトが最も多くなっていま
す（図表1-3-3）。また、CCJに寄せられた
相談を契機として、消費者庁から特定のウェ
ブサイトに関する注意喚起を行っています。
　なお、CCJに寄せられた相談件数は2012
年度が2,490件、2013年度が4,508件、2014
年度が4,068件、CCJウェブサイトへのアク
セス状況は、2012年度が約102万件、2013
年度が約215万件だったところ、2014年度
は約349万件と増加しています。ウェブサ
イトに掲載している消費者啓発コンテンツ
が充実し、越境取引のトラブル相談窓口と
してCCJの認知度が向上し、相談目的以外
のアクセス数も増えていると考えられます。

　これまで見てきたように、CCJは、2011
年11月の開設以降、越境消費者トラブルの
解決支援に大きな役割を果たしてきました。

CCJの活動を受けた多様な取組

CCJの国民生活センターへの移管

27 ）解決率はCCJからの有効なアドバイスができない、又はその必要がない相談を含む全相談件数を母集団として算出。
28 ）27）と同様。
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　その一方で、①相談件数の増加、多様化・
複雑化する相談に対応可能な体制整備の必
要性、②海外機関からの信頼を確保するた
めの事業の恒常化の必要性、③越境消費者
トラブルを未然防止するための消費者への
啓発・注意喚起の重要性が認識されました。
　これらに対処するため、2015年度以降は、

CCJの業務を国民生活センターに移管して
恒常的に実施することとしました。これに
より、①より高度な消費生活相談に対応す
るための知見・ノウハウの確保や全国の消
費生活センター等との連携の強化、②海外
機関からの信頼確保による連携の更なる拡
大、③国民生活センターの情報発信力やノ
ウハウを活用した、より効果的な消費者へ
の啓発・注意喚起が期待できます。

　CCJだけでなく、全国の消費生活セン
ター等にも、消費者から越境消費者取引に
関する様々な相談が寄せられ、その内容が
PIO-NETに登録されています（具体的な
相談内容については第２節参照）。国民生
活センターが2014年度に、全国の消費生活
センターに勤務する消費生活相談員を対象
として実施した「越境消費者取引の相談対

消費生活センター等における
越境消費者取引に対する相談対応

1-3-3 悪質ウェブサイト公表(抄）.pptx

図表1-3-2 模倣品の販売が確認された（又は強く疑われる）海外ウェブサイトとして消
費者庁が公表しているウェブサイト一覧（抄）

（備考）消費者庁公表資料。

NO. ウェブサイトの名称
Name of the website URL 取扱商品

Sale goods

侵害商標
侵害が疑われる商標
Infringed trademark
Suspicion of infringed 

trademark

区分
Classifi cation

掲載日
Posted date

261 MONCLER COLLECTION http://www.monclerjapanonlineshop.
com/

衣料品等
clothing, etc － 模倣品疑い

Suspicion of counterfeit
2015年2月6日
2/6/2015

262 MONCLER http://www.tuomatu.com/ 衣料品等
clothing, etc － 模倣品疑い

Suspicion of counterfeit
2015年2月6日
2/6/2015

263 有限会社BIG-SHOPPING http://smithy.programa-balboa.com/ 家具等
furniture, etc － 詐欺疑い

Suspicion of fraud
2015年2月6日
2/6/2015

264 MuraiDaiki http://www.muraidaik.com/ 家具等
furniture, etc － 詐欺疑い

Suspicion of fraud
2015年2月6日
2/6/2015

265 LBC ラグジュアリー
ブランドコピー専門店 http://shop.luxurybrandcopy.com/ 鞄、財布等

bag, wallet, etc
ルイ・ヴィトン
LOUIS VUITTON

模倣品
Counterfeit

2015年2月20日
2/20/2015

266 HERMES エルメス専門店 http://www.hermeonsale.com/index.
php

鞄、財布等
bag, wallet, etc

エルメス
HERMES

模倣品疑い
Suspicion of counterfeit

2015年2月20日
2/20/2015

267 BELLA VEI
https://bellaveiskincare.com/jp/
https://youthrenewphyto.com/jp/

http://news.womenhealthreports.com/
化粧品、サプリメント
cosmetics, supplement － 詐欺疑い

Suspicion of fraud
2015年2月20日
2/20/2015

268 jpoutdoorbag.com http://www.jpoutdoorbag.com/index.
php

鞄、衣料品等
bag, clothing, etc － 詐欺疑い

Suspicion of fraud
2015年3月13日
3/13/2015

269 yochishop 屋 http://www.yochishop.com/ 香水等
perfume, etc － 詐欺疑い

Suspicion of fraud
2015年3月13日
3/13/2015

270 ブランド天国 http://www.ilcpoland.com/
電気器具等

electrical appliance, 
etc

－ 詐欺疑い
Suspicion of fraud

2015年3月13日
3/13/2015

271 SHOES http://www.uateepts.com/ 靴
shoes － 詐欺疑い

Suspicion of fraud
2015年3月13日
3/13/2015

1-3-3　悪質なウェブサイト数_高橋修正.xlsx

図表1-3-3 悪質な海外ウェブサイト数
（累積）

（備考）　 1．消費者庁公表資料より作成。
　　　　 2． 2013年2月の公表開始後の累積数。 「詐欺疑い」は2014年

2月より公表。
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応等に関する調査」によると、84.1％の相
談員が「『海外サイトでのインターネット
取引』に関する相談を受け付けたことがあ
る」と回答しています。また、「『海外滞在
中の現地取引』に関する相談」は15.5％、「日
本国内の事業者等を通じて行われた海外事
業者との取引」に関する相談は36.6％の相
談員が受け付けたことがあると回答してい
ます（図表1-3-4）。
　越境消費者取引に関する相談対応につい
ては、91.6％の相談員が「国内取引に関す
る相談に比べて解決が難しいと感じたこと
がある」と回答しています。難しいと感じ
たことがあると回答した相談員に、解決を
特に難しくしている要因を聞いたところ、
「相手方事業者の連絡先がわからないケー
スが多いこと」と答えた割合が89.7％と最
も高く、次いで「言葉の問題で、相手方事
業者に問い合わせできないこと」が53.0％
となっています（図表1-3-5）。
　越境消費者取引に関する相談に対して、
相談員が行った対応としては、「相談者へ
の詳細な助言」と答えた相談員の割合が

54.3％と最も高く、次いで「関係する国内
事業者等への連絡」が53.3％となっていま
す（複数回答）。
　越境消費者取引の相談対応の際、相談者
に紹介した機関は、「CCJ」が77.2％となっ
ています。以下、「ECネットワーク」29が
31.7％、「日本通信販売協会」が15.6％と続
いています（図表1-3-6）。国民生活センター
移管後のCCJの恒久的なトラブル対応の充
実や、海外の消費者相談機関との連携拡大
等に期待が寄せられます。
　また、越境消費者取引に関する相談対応
に関して、国の機関（国民生活センターな
ど）に今後どのようなことを期待するかに
ついては、「情報提供やアドバイスの充実」
が77.4％、「海外事業者とのあっせん」が
56.9％、「海外機関との連携」が49.2％、「消
費者への注意喚起」が47.0％となっています。

　関係省庁でも越境消費者トラブルに対す

ウィルス対策ソフト等を活用した
被害拡大防止対策

1-3-5　越境消費者取引の相談対応等に関する調査.xlsx

図表1-3-4 「海外サイトでのインターネット取引」に関する相談を受け付けた経験

（備考）　 1．国民生活センター「消費生活相談員を対象とした「越境消費者取引の相談対応等に関する調査」」（2014年度）。
　　　　 2． 「あなたは、この 1年間に、海外サイトでのインターネット取引（ネットショッピング、ソフトウェアの購入、航空券・ホテルの予約

など）に関する相談を受けたことがありますか。」、「あなたは、この 1年間に、海外滞在中の現地取引（海外旅行中のショッピングなど）
に関する相談を受けたことがありますか。」、「あなたは、この 1年間に、日本国内の事業者等を通じて行われた 海外事業者との取引（個
人輸入代行、海外金融商品の購入、海外事業者が行うマルチ商法など）に関する相談を受けたことがありますか」との問に対する回答。

　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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（N＝2,030）

29 ）「ECネットワーク」は、一般社団法人であり、電子商取引に関連する調査研究受託や情報提供を行っており、消
費者及び事業者からインターネット取引に関する相談を受け付けている。
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る対策が進められています。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（実在する企業のサイトを模したサイ
トや、インターネットショッピングに係る詐
欺や偽ブランド品販売を目的とするサイト）

に関する情報を、ウィルス対策ソフト事業
者等に提供することにより、利用者が偽サ
イトをパソコン等で閲覧しようとすると画面
に警告表示等を行う対策を推進しています。

1-3-6　越境について、解決を特に難しくしている要因.xlsx

図表1-3-5 越境消費者取引に関する相談について、解決を特に難しくしている要因

（備考）　 1．国民生活センター「消費生活相談員を対象とした「越境消費者取引の相談対応等に関する調査」」（2014年度）。
　　　　 2． 「あなたは、越境消費者取引に関する相談について、国内取引（国内事業者との取引）に関する相談に比べて、解決が難

しいと感じたことがありますか。」との問に「ある」と回答した相談員に対して、「越境消費者取引に関する相談について、
特に解決を難しくしている要因はどのようなことだと思いますか。」との問についての回答（複数回答）。
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1-3-7　越境取引の相談対応の際に相談員が紹介した機関.xlsx

図表1-3-6 越境取引の相談対応の際に相談員が紹介した機関

（備考）　 1．国民生活センター「消費生活相談員を対象とした「越境消費者取引の相談対応等に関する調査」」（2014年度）。
　　　　 2． 「あなたは、この 1年間に、越境消費者取引に関する相談対応の際、相談者に次の機関を紹介したことはありますか。」 

との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3．「一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン」は国内に流通する偽造品・不正商品の排除を活動の中心とした団体。
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　先に見たように、消費生活に関わる製品
の輸入は増加してきました。輸入品の安全
性の確保は国内で製造された製品同様に重
要であり、例えば、消費生活用製品安全法
においては、輸入事業者に対して国内の製
造事業者と同等の責任が要求されていま
す。また、食品の安全性についても、厚生
労働省「輸入食品監視指導計画」による監
視のほか、各種法律や制度によって確保さ
れています。
　製品の安全性に関して消費者が判断を行
う上での参考にできるものがマークです。
消費者としては、こうしたマークの有無を
確認することも必要です。例えば、消費生
活用製品の中で、消費者の生命・身体に対
して特に危害を及ぼすおそれが大きい製品
については、国の定めた技術上の基準に適
合した旨のPSCマークがないと販売でき
ず、マークのない危険な製品が市中に出
回った時は、経済産業省は製造事業者等に
回収等の措置を命ずることができます。こ
れらの規制対象品目は、自己確認が義務づ
けられている特定製品とその中でさらに第
三者機関の検査が義務付けられている特別
特定製品があります。
　また、一般財団法人製品安全協会が定め
た安全基準に適合していることを、同協会
が認証していることを示すものとしてSG
マークがあります。SGマークを表示するた
めには、「工場等登録・型式確認」30を受ける
か、又は「ロット認証」を受けるかといった
２つの方法があります。工場等登録の仕組

みで登録されている工場数は、2015年３月
時点で600を超えていますが、内訳を見ると、
半数の約300で海外の工場が登録されてお
り、そのうち中国の工場の登録数が約180と
なっています。海外の工場での生産が増加
する中で、1990年代後半から、海外の工場
の登録数が増加しています（図表1-3-7）。

　2015年３月24日に閣議決定された消費者
基本計画（以下「第３期基本計画」という。）
では、消費生活のグローバル化の進展への
対応として、安全、表示、取引の取組の中
で関連する取組を行うこととしています。
その中で、国際標準化活動については、適
正な取引や安全性を確保するという観点も
踏まえ、関係府省庁等が連携して取り組む
こととしています。
　例えば、家庭用品品質表示法の規定に基
づく繊維製品品質表示規程が2015年３月に

輸入品の安全性の確保

国際標準化活動に関する政府の連携

30 ）工場等登録・型式確認とは、対象製品を製造しようとする工場を品質管理の観点から、継続してSG基準に適合す
る製品を製造する能力があるかどうかを審査し、この審査を受けて合格すると登録され、さらに当該工場で製造を
予定している製品について型式区分ごとに試験を行った上で、同工場で製造された製品については、マークを付け
ることができるという仕組み。

1-3-7　◇SGマーク.xlsx

図表1-3-7 SGマークの認定登録工場数
の推移（累積）

（備考）　 1．一般財団法人製品安全協会資料により作成。
　　　　 2．2015年は 3月時点のデータ。
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改正され、2016年12月より衣類等の繊維製
品の洗濯表示が新しいJIS L 0001（以下「新
JIS」という。）に変更されることとなりま
した。
　従 来 の 洗 濯 表 示 に 関 す る 国 際 規 格
（ISO3758）は、干して乾燥すること（自
然乾燥）や縦型洗濯機の使用等といった、
日本独自の洗濯習慣に合ったものではあり
ませんでした。そのため、日本では、洗濯
習慣に合わせて、現在の洗濯表示を定めて
いました（JIS L 0217）。そして、日本か
ら国際規格の改正提案を行い、2012年４月
にはその提案を反映した国際規格が発効さ
れたことを受け、繊維業、衣服販売業、ク
リーニング業、消費者、関係府省庁等で構
成するJIS原案委員会でJIS案の審議作成を
行い、JISC（日本工業標準調査会）での
審議を経て、2014年10月には、改正された
国際規格に整合した新JISが制定されまし
た。衣類等の洗濯表示は、繊維製品品質表
示規程の規定により、JISにならって表示
することになっており、新JISにならった
ものとするため、消費者庁が経済産業省と
連携を図り、繊維製品品質表示規程につい
て所要の改正が行われました。新しい表示
は、2016年12月１日から適用されることと
なっています（図表1-3-8）。
　新JISでは、記号の種類が22種類から41
種類に増え、繊維製品の取扱いに関するよ
りきめ細かい情報が提供されるようになり

ます。また、国内外で洗濯表示が統一され
ることにより、消費者がインターネットや
海外で購入した繊維製品を取り扱いやすく
なると考えられます。

　第１節で見たように、訪日外国人や在留
外国人は近年増加傾向にあります。2014年
６月に改定された「日本再興戦略」では、
2020年に向けて、訪日外国人旅行者数2000
万人の高みを目指すこととされ、政府は
2014年６月に観光立国推進閣僚会議におい
て決定された「観光立国実現に向けたアク
ション・プログラム2014」に基づき、様々
な施策に取り組むこととしています。
　これらの施策のうち、消費生活に関係す
る取組としては、「外国人旅行者向け消費
税免税制度について、2020年に向けて全国
各地の免税店を10,000店規模へ倍増させる
こと、免税販売手続におけるより一層の利
便性向上」、「美術館・博物館、自然公園、
観光地、道路、公共交通機関等における多
言語対応」31、「キャッシュレス決済の普及
による決済の利便性・効率性の向上」、「外
国人患者が安心・安全に日本の医療サービ
スを受けられるよう、外国人患者受入体制
の充実」及び「外国人旅行者が医療機関に
関する情報をスムーズに得るための仕組づ

今後増加が見込まれる
訪日外国人等への対応

1-3-11　洗濯絵表示変更.pptx

図表1-3-8 衣類等の繊維製品の洗濯表示　新しい表示の例

新しい洗濯表示

注：両者の表示は同じ取扱方法を意味するものではありません。
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くり」が挙げられます。
　特に、外国人旅行者向け消費税免税制度
については、2014年10月から、従来免税販
売の対象となっていなかった消耗品32を新
たに免税販売対象とし、2015年４月から、
全ての免税販売手続を免税手続カウンター
を設置する他の事業者に代理させることを
前提とした制度や、外航クルーズ船が寄港
する港湾における免税店に係る届出制度が
創設されています。
　また、第３期基本計画においても、地方
消費者行政推進交付金の活用等により、消
費生活センター等における在留外国人に対
する情報提供や、消費者相談に対応する体
制の充実を図ることとしています。
　また、内閣府では、対日直接投資を推進
するため、投資案件の発掘・誘致活動の司
令塔機能を担うとともに、必要な制度改革
等の実現に向けた関係大臣や関係会議の取
組に資することを目的とした対日直接投資
推進会議を開催しています。2015年３月17
日に開催された同会議において、今後重点
的に取り組む事項として「外国企業の日本
への誘致に向けた５つの約束」が決定され
ました。
　その約束の一つとして、外国人が家族と
ともに生活することの利便性の確保があ
り、具体的には、百貨店・スーパーマーケッ
ト・コンビニエンスストア等の小売業や飲
食店、道路・公共交通機関等の多言語対応、
外国人が安全・安心に日本の医療サービス
を受けることができる拠点病院の整備や国
家戦略特区における外国医師に関する特例

の拡充等が示されています。
　民間でも訪日外国人や在留外国人の消費
に対する様々な対応がなされています。例
えば、多くの訪日外国人が買い物に訪れる
百貨店や量販店等では、外国人店員の増員、
免税カウンターの新規設置や拡大、免税手
続のITシステム導入、多国語による免税
ガイドの作成や、多言語表示が可能なタブ
レット端末を用いた接客等、訪日外国人向
けサービスを拡充しています。
　また、訪日外国人、在留外国人が共に利
用する金融機関では、訪日外国人が預金の
引き出しを行うことができるように、海外ク
レジットカードやキャッシュカードが使用可
能なATMの増加に取り組んでいます。また、
多言語表示が可能なATMを増やしています。
　交通機関や宿泊施設、公共施設等では、
アナウンスの多言語化に加え、外国語表示
やピクトグラム33の活用を進めています。
また、関東の主な交通機関では、路線・駅
ごとに英数字で表示を付けることで、外国
人にも分かりやすくしており、こうした取
組は地方にも拡がっています。
　さらに、一時的に利用可能な携帯電話
サービスや無料Wi-Fi等の情報通信サービ
スの整備、フリーマガジンの配布といった
訪日外国人向けの対応、外国人向け不動産
会社検索サイトの運営や、宅配便の不在通
知票の多言語対応等の在留外国人向けの対
応等、幅広い業種の事業者が新たな商品・
サービスの開発・提供や既存商品・サービ
スの拡充を行っています。

31 ）「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」（2014年３月）に従って、全国各地で多
言語対応を改善・強化するとともに、高精度測位技術等ICTを活用した多言語による情報提供、ナビゲーションの
高度化を推進する。

32）食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品。
33 ）案内用図記号。独立行政法人国際観光振興機構が、訪日外国人旅行者（外国人観光客）が見やすく、分かりやすく、

利用しやすい表示や案内板についてISO（国際標準化機構）規格のピクトグラム等を紹介しながら、外国語標識の普
及を推進している。
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　新宿区立新宿消費生活センターでは、2013年度の東京都消費者教育モデル事業の一
環として、外国人住民が全人口の10%強を占める新宿区の地域特性を踏まえ、外国人
が陥りやすい消費者トラブル防止のための啓発用パンフレット「消費者トラブルに気
を付けましょう！」を英語版・中国語版・韓国語版と 3 種類の言語で各3,000部作成し、
区施設や区内の日本語学校約50校に配布しました。
　パンフレット作成に当たっては、日頃より区内在住の外国人の方々からも相談を受
けている消費生活相談員の経験を基に、掲載事例の選択を行いました。その結果、悪
質商法対策のみならず、不動産やスマートフォンの契約に関するトラブル、架空請求
等、日常生活における消費者トラブルに関する情報を掲載することとしました。
　また、パンフレットの活用を促すため、日本人と外国人の交流拠点である「しんじゅ
く多文化共生プラザ」の利用者等に向け、 3 か国語の周知チラシを幅広く配布して事
前周知を行い、2014年 3 月に同プラザにて外国人向け消費者講座を開催しました。講
座では、消費生活相談員が講師となり、主に賃貸契約やスマートフォンのトラブルに
ついて解説を行いました。
　2014年度には、外国人住民の国籍比率を考慮し、さらにネパール語版・ミャンマー
語版のパンフレットも各500部作成し、外国人住民への防災情報の提供を主目的に開
催されたイベント「多文化防災フェスタ しんじゅく2015」に出展しました。イベン
トでは、消費生活相談員が解説を行いながら 5 か国語のパンフレットを配布し、啓発
活動を行いました。今後もパンフレットの配布や活用推進に向けた取組を積極的に
行っていくこととしています。

外国人住民の消費者トラブル防止への取組
―新宿区立新宿消費生活センター―

C O L U M N 2

5 か国語（※日本語併記）の啓発用パンフレット「消費
者トラブルに気を付けましょう！」

「多文化防災フェスタ しんじゅく2015」において消費
生活相談員がパンフレットの解説を実施
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　消費生活におけるグローバル化の進展に
伴い、消費者の安全と安心の確保、消費者
と事業者との間の適正な取引の確保、苦情
処理や紛争解決の促進等の様々な消費者政
策を進める上では、国際的な連携を確保し
ていくことが一層重要となっています。
　1969年11月、消費者政策に関する加盟国
間の情報及び経験の交換、討議並びに協力
の推進を目的として、経済協力開発機構
（OECD）に「消費者政策委員会（CCP）」
が設置されました。CCPは「国際消費者機
構（CI）」34、「経済産業諮問委員会（BIAC）」35

等とも連携し、密に相談しながら活動して
います。日本はCCPの副議長国の一国であ
り、消費者庁を含む関係府省庁が通常年２
回開催される本会合に出席し、加盟国間の
幅広い消費者問題に関する各プロジェクト
に参加する等、CCPの活動に積極的に加
わっています。

　CCPでは複数のプロジェクトが行われて
おり、製品サプライチェーンのグローバル
化等により国内外での製品安全に関する消
費者被害が頻発する状況を背景に、2007年、
製品に関する消費者問題についての国際連
携・情報共有に焦点を当てた製品安全プロ

ジェクトが開始しました。2010年には「消
費者製品安全に関する情報共有の強化に関
する報告書」が取りまとめられ、その提言
を実施するため、CCPの下に製品安全作業
部会が設置されました。
　日本は製品安全作業部会の副議長国の一
国であり、通常年２回開催される会合に継
続的に出席し、現在進められている各プロ
ジェクト（消費者教育・啓発、グローバル・
リコール・ポータルサイト等）の作業・今
後の検討スケジュール等についての議論や
活動に積極的に加わっています。

【消費者教育・啓発】
　CCP製品安全作業部会では、多くの国で
直面する製品安全問題や課題について認識
を高め、グローバルに対処するため、関係
各国と協働で啓発活動を行っています。
2014年はボタン電池、2015年は洗濯用パッ
ク型液体洗剤についてグローバルな啓発活
動を行いました。

（ １）ボタン電池
　2014年６月16日から20日まで、OECDと
16の国と国際機関が連携して「ボタン電池
の安全性に関する国際啓発週間」として、
子供がボタン電池を誤飲する危険性につい
て啓発活動を行いました。ボタン電池は、
誤飲時に食道にとどまり、放電の影響に
よって短時間でも潰瘍ができて穴が開いて
しまうなどの重篤な症状を生じることがあ
り、海外ではボタン電池に関する30件以上

経済協力開発機構（OECD）に
おける連携

製品安全プロジェクトと製品安全
作業部会の設置

消費者行政における国際的な連携・協力第 ４節

34�）1960年に創設された非営利、非政府系の消費者団体の国際連絡組織。
35�）1962年３月に設立されたOECDの公式の諮問機関。先進各国が直面する重要な経済・社会問題について、民間経
済界の意見を取りまとめ、OECD及び加盟国政府に対して提言を行っている。
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の死亡事故が報告され、国際社会全体でボ
タン電池への関心を高める必要があったた
めです。
　この一環として、我が国でも事前に消費
者庁が「乳幼児のボタン電池等の誤飲事故
についてのアンケート調査」を行い、危険
性について情報を共有し、2014年６月に消
費者庁、国民生活センターが注意喚起「乳
幼児（特に１歳以下）のボタン電池の誤飲
に注意！―重症化することを知らない保護
者が６割も！！―」やメールマガジン「ボ
タン電池は誤飲すると危険です！」の配信
を行いました（詳細は第３章第２節参照）。

（ ２）洗濯用パック型液体洗剤
　2015年３月16日から23日まで、OECD、
欧州委員会及び21の国が連携して「洗濯洗
剤カプセル／パケットに関する国際啓発

キャンペーン」を行いました。洗濯用パッ
ク型液体洗剤は、多くの国の家庭でますま
す使用されるようになっていますが、フィ
ルムが水に溶けて破れやすいことから、特
に小さい子供が口に入れたり握ったりして
遊んでいるうちに破れ、誤飲したり目に
入ったりするケースが世界各国で多く報告
されているためです。洗濯用パック型液体
洗剤の安全な取扱いや保管、子供を近づけ
ないようにすることを周知することとしま
した。
　この一環として、我が国でも、2015年３
月に消費者庁、国民生活センターが注意喚
起「洗濯用パック型液体洗剤に気を付け
て！―特に３歳以下の乳幼児に事故が集中
しています―」やメールマガジン「洗濯用
パック型液体洗剤に気をつけて！」の配信
を行いました（詳細は第３章第２節参照）。

OECDボタン電池の安全性に関する国際啓発週間につ
いてのウェブページ

消費者庁、国民生活センター　News Release
ボタン電池の注意喚起（2014年 ６ 月18日）

国際製品安全週間ボタン電池イベント
ボタン電池を飲み込んだ場合、消化管の壁に損傷が起きることをハムの
上にボタン電池を置くことにより示したもの（2014年 ６ 月18日）
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【OECD　グローバル・リコール・ポー
タルサイト】
　CCP製品安全作業部会では、製品がグ
ローバルに取引される現状に対応し、国際
的な製品安全の情報共有のためにグローバ

ル・リコール・ポータルサイトを構築しま
した。2012年10月から、米国、オーストラ
リア、カナダ、EUが参加し、英語とフラ
ンス語で運用を開始しました。我が国も、
2015年１月から参加し、我が国におけるリ
コール情報を提供しています。個々の詳細
情報は、日本語を含めた多くの言語に機械
翻訳して見ることが可能です（URL：
http://globalrecalls.oecd.org/）。

　2014年７月３、４日に、消費者庁は発足
以来初めて国際会議（第６回日中韓消費者
政策協議会）を主催しました。本協議会は、
日本、中国及び韓国の消費者政策担当者が
一堂に会し、各国の消費者政策や国境を越
える消費者問題等について、情報共有や意
見交換することを目的として発足した局長
級会合です。2004年９月にソウルで第１回
会合が開催されたことを皮切りに、２年ご
とに各国持ち回りで開催されています。
　今回の協議会は、政府間会合と国際シン
ポジウムの２つのパートに分けて開催しま
した。以下、政府間会合及び国際シンポジ
ウムの概略を紹介します。

日中韓消費者政策協議会の開催

消費者庁、国民生活センター　News Release
洗濯用パック型液体洗剤の注意喚起（2015年 ３ 月18日）

OECD　グローバル・リコール・ポータルサイト　ウェ
ブページ

OECD洗濯洗剤カプセル／パケットに関
する国際啓発キャンペーンポスター
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【政府間での会合】
　政府間会合においては、「議題１：消費
者政策の状況報告」、「議題２：高齢者の消
費者被害」及び「議題３：越境取引に関す
る消費者相談における日中韓３か国の連携
強化」という３つの議題を取り上げました。
各議題について、各国が自国の状況を報告
し、続いて質疑応答、意見交換、討議を行
いました。
　議題１では、各国が過去２年間の消費者
政策の状況報告を行いました。日本は、過
去２年間の成果として、食品表示法の公布、
集団的消費者被害回復制度の創設等を紹介
しました。中国からは消費者権益保護法の
改正等について、韓国からは消費者に総合
的な情報提供を行う「Smart�Consumer」
というサイト創設（2012年開始）等につい
て紹介されました。
　議題２では、高齢者の消費者被害は、各
国ともに懸案事項となっていることが報告
され、互いの政策対応に高い関心が寄せら
れました。例えば、消費者庁が地方公共団
体と連携して、電話をきっかけとした消費
者トラブル抑止を図る「高齢消費者の二次
被害防止モデル事業」について報告したと
ころ、中国・韓国から多くの質問が投げ掛
けられました。同モデル事業は、①高齢者
世帯に対して、電話による見守りをすると
ともに、②そのうち、協力いただいた世帯
の電話に通話録音装置を設置するというも
のです。通話を録音することを、着信時に
警告する機能がある通話録音装置では、悪
質な電話そのものが約10分の１に減少する
など、悪質な電話自体を防止する効果が見
られました。この取組には強い関心が寄せ
られ、通話録音装置の設置費用や設置主体
の在り方まで議論が及びました。
　議題３については、３か国が、越境取引
における消費者相談対応のネットワーク作

りに向けて継続して議論するため、各国に
おいて適切な担当者を指名することに合意
しました。

【消費者政策国際シンポジウム】
　第６回日中韓消費者政策協議会に共催す
る形で、政府間会合に引き続き、「集団的
消費者被害回復制度における消費者団体の
役割」とのテーマで、国際シンポジウムを
開催しました。３か国から、弁護士、政府
高官、消費者連盟会長と多彩な顔ぶれのパ
ネリストを招聘し、コーディネーター・基
調講演者及び会場の聴衆者も巻き込んで、
活発な議論が交わされ、大盛況のうちに終
了しました。
　シンポジウムのテーマは、３か国の法整
備の現状等を踏まえ、３か国にとって旬の
テーマといえるもので、活発なパネルディ
スカッションが行われました。日本では、
2013年12月、消費者団体による集団的な消
費者被害回復制度を導入するための新しい
法律が成立したところです。中国において
も、2014年３月の消費者権益保護法改正に
より、集団的消費者被害に対し、消費者協
会等が公益訴訟を提起できる権利が定めら
れました。韓国では、既に消費者団体によ
る集団調停が実施されています。
　特に、日本としては、今後、新しい制度
の施行に向けて注目が集まりつつある中
で、日中韓の比較ができ、自国の制度の特
徴（訴訟手続が二段階制であることや、対
象を消費者被害の救済に限定し、さらに、
被害回復の必要性と事業者の予測可能性の
バランスを考慮して対象となる消費者被害
の範囲を決定していることなど）を再認識
できたので、大変有意義な機会であったと
いえます。
　消費者庁は発足５年目にして、国際会議
を初めて主催したことを通じて、諸外国と
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連携を図っていくことが我が国の消費者政
策の推進・強化に資することを再認識した
ところです。この協議会による中国・韓国
との政策対話を通じての関係強化だけでな
く、アジア諸国との政策対話の枠組みを構
築することも重要であり、今まで以上に、
諸外国との連携強化に向けての取組が求め
られます。

　消費者庁は、2014年９月から、独立行政
法人国際協力機構（以下「JICA」という。）
が実施する対ベトナム技術協力「消費者保
護行政強化プロジェクト」（以下「本プロ
ジェクト」という。）への協力を開始しま
した。本プロジェクトは、ベトナム消費者
保護行政機関の執行力強化等を目的とした
３年間の技術協力プロジェクトです。消費
者庁は、国民生活センターとともに、協力
官庁として、ODA（政府開発援助）に関わ
ることになりました。
　ベトナムの消費者保護担当職員が、本プ
ロジェクトを通じて学んだことを、今後ベ
トナムの消費者保護行政において、生かし
ていくことが大いに期待されます。
　本プロジェクトの実施を通じて、ベトナ
ム消費者保護行政機関の民主的で公正な法
執行が強化され、ベトナム消費者市場の健
全な発展が促されることによって、ベトナ
ムの消費者の利益のみならず、ベトナムに
進出している日本企業の活動にも資するも
のと考えられます。
　日本は、2009年から2011年までの間、ベ
トナムに対する消費者保護分野の基本法制
定の法整備支援を行いました。その結果、
ベトナムでは、消費者保護を直接うたった
初めての法律である消費者権利保護法が、
2011年７月１日に施行されました。これに
より、消費者保護のために必要な行政活動
を行う法的枠組みとメカニズムは、整備さ
れました。しかしながら、法施行後３年を
経ても、消費者保護担当職員の人員不足や
法執行についての経験不足により、消費者
行政が十分機能していませんでした。その
ような状況下で、ベトナム政府から日本政
府に対し、消費者保護のための執行力強化

ベトナム消費者保護行政への協力

３ か国の参加者による記念撮影

消費者政策国際シンポジウムにおけるパネルディス
カッション

政府間での会合
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と消費者保護の推進への技術協力が要請さ
れたことから、JICAは、消費者庁及び国
民生活センターの協力を得て本プロジェク
トを立ち上げました。
　日本は、ベトナムに対して、法律作りの
支援だけでなく、成立した法律を使いこな
すことのできる人材の養成をも目指した支
援を行っています。
　具体的に、本プロジェクトの活動の柱は
２つあります。①専門家（長期・短期）の
ベトナム派遣及び②ベトナムで消費者保護
行政に関わる人材の日本での研修実施（以
下「本邦研修」という。）です。
①　ベトナムへの専門家派遣
　本プロジェクト開始時からベトナムに長
期専門家（国民生活センター職員）を派遣
しました。2014年12月には消費者庁職員を
短期専門家として派遣し、日本の消費者製
品安全の取組を紹介したり、ベトナム商業
工業省競争庁（以下「ベトナム競争庁」と
いう。）との意見交換を実施しました。消
費者庁及び国民生活センターは、引き続き
短期専門家の派遣を予定しています。
②　日本での研修
　2015年１月には、ベトナム競争庁職員10

名を受け入れ、日本において研修（以下「１
月本邦研修」という。）を実施しました。
さらに、2015年３月には、ベトナム競争庁
職員だけでなく、県の人民委員会に属する
商工局の職員も含めた10名を受け入れ、本
邦研修を実施しました（以下「３月本邦研
修」という。）。
　１月本邦研修では、消費者庁だけでなく、
他省庁、国民生活センターの職員、消費者
委員会委員長、学識経験者による講義を実
施し、さらに企業施設見学などを取り混ぜ、
バラエティに富んだ研修を実施しました。
１月本邦研修の主たるテーマは、①日本の
消費者保護関連法の内容・執行状況、②日
本における製品安全への取組状況、③食品
表示制度、④相談業務、⑤企業における消
費者保護の取組状況です。
　３月本邦研修では、①商品テスト、②地
方自治体への財政支援、③政策立案のため
の調査を主たるテーマとして実施しました。
　１月及び３月の本邦研修はともに、研修
員からの具体的な質問も多く、ベトナムの消
費者保護担当職員の、日本の消費者保護行
政に対する関心の高さがうかがわれました。

日本での研修風景 国会議事堂前での記念撮影
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　米国の連邦取引委員会（Federal Trade Commission）は、国の消費者政策を統
括する行政機関であり、商業活動における不公正及び詐欺的取引を取り締まり、消費
者を保護しています。1914年に設立されたFTCは、消費者保護に関する規則の制定、
消費者及び企業への啓発等を担当する消費者保護局（Bureau of Consumer 
Protection）、反トラスト法に違反すると考えられる企業活動に対して、法の執行に
より自由市場の競争を保護する競争局（Bureau of Competition）及び、経済分析、
反トラストや消費者保護の調査支援を行う経済局（Bureau of Economics）の３つ
の局から成り立っています。
　FTC及び消費者庁とは、消費者保護を担当する点で共通の課題を有しており、近年、
企業のグローバル化に伴い、国境を越えた消費者問題が生じ、他国の規制当局との協
力が必要となってきていることから、これまで、国際会議等での協力やヒアリング調
査等を通して、コミュニケーションを取ってきました。
　2015年３月には、米国国務省主催の交流プログラムであるインターナショナル・リー
ダーシップ・プログラム（International Visitor Leadership Program）が、「デー
タ及び情報プライバシー（Data and Information Privacy）」というテーマで行わ
れ、消費者庁から担当者が国内の他省庁職員及び韓国の担当者とともに、FTCを始
めとする関係機関を訪問し情報交換を行いました。
　同プログラムでは、米国におけるプライバシー法制や子供のプライバシー保護等、
プライバシーに関連するテーマの他、IoT（Internet of Things：モノのインターネッ
ト）やビッグデータといった、高度情報処理社会における最近のテーマについて消費
者保護の観点から議論がなされました。また、プライバシーだけではなく、Do Not 
Call制度（電話勧誘拒否登録制度）36や消費者教育、消費者の苦情対応等の消費者問題
についても議論されました。
　プライバシーについてのセッションでは、プライバシー保護がFTCにとって重要な
施策であることの説明があった上で、米国においては、日本と異なり、包括的な個人
情報保護法はなく、個別法を医療、信用、子供等の分野について設けていること、プ
ライバシー侵害事案についてはFTC法を根拠に執行していること等の説明がなされま
した。
　消費者教育に関しては、FTCで立てた施策等が全ての消
費者に行き渡るようにするため、様々なコンテンツを作成
していることが紹介されました。例えば、消費者にとって
分かりやすい言葉に直した資料、移民等英語を読めない消
費者のために多言語に訳した資料等の作成がされていま
す。また、学校の先生が生徒に消費者教育をする際に使え
るようなコンテンツの作成、さらには、Pass it on（仮訳：
伝えよう）という、高齢者が詐欺被害に遭わないための対
策を自ら知人等他の消費者に伝えられるよう、コンパクト
な資料を作成し提供する取組がなされています。
　消費者庁は、今後もFTCを始めとする他国の機関と連携
を取り合い、消費者問題に取り組んでまいります。

米国FTCとの日米個人情報保護法制等をテーマとした協議
C O L U M N 3

36）��　「電話勧誘拒否登録制度」とは：電話勧誘を望まない消費者が電話番号を運用機関のリストに登録すると、電話
勧誘業者は、そのリストに登録されている電話番号に電話して勧誘してはならない、という制度を指す。
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　我が国の消費者の消費活動は、社会経済活動の中で大きなウェイトを占めています。本章
では、第１節において情報化や高齢化が進展する下での家計の消費支出の動向、家計の消費
活動にも影響を及ぼす生活関連物資の価格及び公共料金の動向等、消費活動に影響を与える
社会経済情勢について、概観します。
　第２節では、日常生活における意識、商品やサービスの選択に当たっての意識、消費者
被害・トラブルについての認識及び事業者に対する意識を示します。また、消費者庁の業
務に関する認知度等についても紹介します。

消費者を取り巻く社会経済情勢第 １節

消費者を取り巻く社会経済情勢
と消費者行動・意識第2章

　経済社会活動の中で、消費活動は非常に
大きなウェイトを占めています。家計が支
出する消費額の総額は、2014年に約288兆
円で、経済全体（国内総生産（GDP）＝約

488兆円）の約６割を占めています（図表
2-1-1）。諸外国を見ると、先進国は概して
消費者が支出する総額が経済全体の５割を
超えています。また、米国のように消費支
出が経済の７割近いウェイトを占めている
国もあり、日本でも豊かな消費生活を実現
する中で増加する余地があります（図表
2-1-2）。
　消費者の消費活動は、我が国の経済社会
全体に大きな影響を及ぼしており、経済の

（ １）家計消費、物価の動向

経済社会活動の中で
大きなウェイトを占める消費活動

2-1-1　◇ＧＤＰにおける家計消費の割合.xlsx

図表2-1-1 名目国内総生産に占める家計消費等の割合（2014年）

（備考）　 1．内閣府「国民経済計算」により作成。2015年1-3月期 1次速報値（2015年 5 月20日）参照。
　　　　 2．「その他」は、対家計民間非営利団体最終消費支出、政府最終消費支出、在庫品増及び純輸出の合計。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

2014年　名目国内総生産（GDP）487.7兆円

家計消費
287.9兆円
59.0％

設備投資
69.4兆円
14.2％

その他
90.8兆円
18.6％

公共投資
24.6兆円
5.0％

住宅投資
15.0兆円
3.1％
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持続的な発展のためには、消費者が安心し
て消費活動を営める市場を構築することが
重要です。

　総務省「家計調査」（2014年）により、
2014年における１世帯当たりの消費支出を
見ると、住居サービスや教養娯楽サービス、
外食等、サービスへの支出が消費支出に占
める割合は43.2％となっています（図表
2-1-3）。他方、食料や光熱・水道等、財（商
品）への支出は56.8％となっています。

　2014年以降の賃金の動向を、厚生労働省
「毎月勤労統計調査」により見ると、名目
賃金はおおむね前年比プラスで推移してい
ます。一方、物価の動向を加味した実質賃
金は前年比マイナスで推移しており、消費
税率引上げ後、秋頃まではおおむね３～

家計の消費支出の４割超が
サービスへの支出

消費税率引上げ後の落ち込みを経て、
20１5年初の家計消費は底堅い動き

2-1-2 ＧＤＰにおける消費支出割合の国際比較.xlsx

図表2-1-2 GDPにおける消費支出割合
の国際比較（2013年）

（備考）　 1．OECD.Statにより作成。
　　　　 2． 国内総生産のうち家計最終消費支出が占める割合とし

て算出（2013年）。

中国

ノルウェー

スウェーデン

韓国

スイス

フランス

ドイツ

カナダ

日本

イタリア

英国

米国

806040200
（％）

37.3

39.0

47.0

48.6

52.7

53.3

54.4

54.4

59.6

59.9

64.0

66.7

2-1-3　家計消費支出の内訳.xlsx

図表2-1-3 家計支出の内訳（2014年）

（備考）　 1．総務省「家計調査結果（総世帯）」により作成。2014年の一世帯当たり支出の構成比。
　　　　 2．「その他（サービス）」とは、家具・家事用品、被服及び履物、諸雑費の合計。
　　　　 3．「その他（財）」とは、住居、保健医療、通信、教育、諸雑費の合計。
　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

住居
7.4％

教養娯楽
（旅行、月謝等）

7.2％
外食
6.1％

通信
4.5％
教育
3.3％
自動車関係
2.9％

その他
（サービス）
6.8％その他

（財）
6.5％家具・家事用品

3.7％

被服及び履物
4.5％

教養娯楽
4.7％

自動車関係
5.6％

光熱・水道
8.8％

食料
22.9％

保健医療
2.6％

交通
2.4％

サービス
への支出
43.2％

財（商品）
への支出
56.8％
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４％のマイナスにまで落ち込みましたが、
2014年末からは改善傾向が見られます（図
表2-1-4）。
　次に、家計の消費支出の動向を、総務省「家
計調査」により見ると、消費税率引上げ直
前に駆け込み需要で大きく増加した後、そ
の反動による落ち込みが長引きました。名
目消費支出の水準は、2014年夏頃までは
2013年平均の水準を下回って推移しました。
その後は、年末にかけて2013年平均並の水
準を回復しています。一方、実質消費支出は、
2014年末から2015年初めにかけても引き続
き2013年平均の水準を大きく下回っていま
すが、上記のような賃金の改善傾向を背景
に、底堅い動きが見られます（図表2-1-5）。

　消費者庁では、消費税率引上げ時におけ
る生活関連物資等の便乗値上げを防止する
とともに、原油価格及び穀物価格の上昇が
生活関連物資等の価格に及ぼす影響、消費
生活に関する意識動向等を正確・迅速に把
握することを目的として、物価モニター調
査を行っています。

　物価モニターに、「今後３か月の間に消
費への支出額を去年の同期間と比べてどの
ようにしていこうと思っているか」を聞い
たところ、増やそうと思っているとの回答
割合は、消費税率引上げ前の2014年１月に
8.7％となり、また、減らそうと思ってい
るとの回答割合は、消費税率引上げ直後の
2014年４月に59.3％となり、それぞれ今ま
での調査の中で最も大きい割合となりまし
た（図表2-1-6①）。このことは、消費者の
意識として、消費税率引上げ前には支出を
増やし、引上げ後には減らそうとする意識
が高まっていた可能性を示すものと考えら
れます。
　支出を増やそうと思った品目について聞
いたところ、耐久消費財と回答した人の割
合が消費税率引上げ前から引上げ後にかけ
て特に大きく減少しました（図表2-1-6②）。
こうした消費者の意識の変化は、消費税率
引上げ前の耐久消費財の駆け込み需要とそ
の反動をもたらす一因であったと考えられ
ます。一方、支出を減らそうと思った品目
について聞いたところ、支出を増やそうと
思った品目と比べ、消費税率引上げ前後で
大きな変化は見られません（図表2-1-6③）。

物価モニター調査の消費者意識から見た
耐久消費財の駆け込み需要とその反動

2-1-4 ◇賃金.xlsx

図表2-1-4 実質賃金の動向（前年同月比）

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

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

（％）

名目賃金
実質賃金

－5
－4
－3
－2
－1

3
2
1
0

1 4 7 10 1 4 7 10 1 3（月）
（年）2013 2014 2015

2-1-3   家計消費.xlsx

図表2-1-5 家計消費支出の動向

（備考）　 総務省「家計調査」（二人以上世帯、季節調整値）により
作成。

（2010年＝100）

名目消費支出
実質消費支出

88

92
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112

108

104

100

1 4 7 10 1 4 7 10 1 3（月）
（年）2013 2014 2015
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2-1-1① 　消費税率引上げ前後で支出に関する意識に変化.xlsx

図表2-1-6① 支出に関する消費者の意識の動向

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

との問に対する回答。

0.2

0.2

0.5
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2014年12月調査
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（N＝1,609人）

2-1-1②　 消費を増やそうと思っていると回答した人の割合.xlsx

（備考）　 1．消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2．横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 3． 「今後 3か月の間に消費への支出額を去年の同期間と比

べて増やそうと思っている」と回答した人のうち、各
品目グループについて「支出を増やす」と回答した人
の割合。
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雑貨・衣料等食料品
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その他

図表2-1-6② 消費を増やそうと思ってい
ると回答した人の割合

2-1-1③　 消費を減らそうと思っていると回答した人の割合.xlsx

図表2-1-6③ 消費を減らそうと思ってい
ると回答した人の割合

（備考）　 1．消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2．横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 3． 「今後 3か月の間に消費への支出額を去年の同期間と比

べて減らそうと思っている」と回答した人のうち、各
品目グループについて「支出を減らす」と回答した人
の割合。
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　消費者が購入する財・サービスの価格の
動きを、総務省「消費者物価指数」により
見ると、2014年４月に消費税率引上げによ
り大きく上昇して以降、緩やかな上昇を経
て、2015年には横ばいとなっています（図
表2-1-8①）。
　消費者が購入する財・サービス全体の価
格の動きを示す「総合」指数は、2013年６
月に、前年比プラスに転じて以降、消費税
率引上げにより2014年３月の1.6％から、

４月には3.4％へと大きく上昇し、2015年
１月には2.4％まで低下しています（図表
2-1-8②）。また、「総合」から生鮮食品を
除いた価格の動きを示す指数（いわゆる「コ
ア」指数）は、おおむね総合指数と同様の
推移となっています。一方、「総合」から
食料（酒類を除く）及びエネルギーを除い
た価格の動きを示す指数（いわゆる「コア
コア」指数）は、前年比で見て総合指数を
下回っていますが、これは、食料品の高値
及び電気代やガソリンといったエネルギー
価格の高騰が総合指数を押し上げていたた
めと考えられます。

消費者物価は
消費税率引上げにより上昇

【解説】物価モニター調査の実施
　広く一般から募集した全国2,000名37の物価モニターによる調査です。その内容は、
価格調査と意識調査があり、価格調査は、消費者庁が指定した調査対象25品目（図表
2-1-7）の価格の見取調査で、毎回の調査において同一店舗で同一商品の店頭表示価
格を継続して調査するものです。特売品も含め、消費者に身近な品目、日頃よく購入
する品目の価格を把握します。また、意識調査は、物価モニターに対し、消費や物価
動向についての意識の変化を調査するものです。
　2013年10月に第１回調査を行い、2013～2014年度に計９回の調査を実施しました。
2015年４月以降は調査頻度を毎月に増やし、調査結果をタイムリーに公表しています38。

2-1-0③　調査対象品目.xlsx

図表2-1-7 物価モニター調査対象品目

（備考）　 1．下線の品目は、消費税率引上げ前後の調査のみ加わった品目（15品目）。
　　　　 2． 2015年 4 月以降の調査では、まぐろ（ツナ）缶詰、マヨネーズ、カレールウ、灯油、ガソリンの 5品目に替えて、ヨー

グルト、からあげ弁当、冷凍コロッケ、理髪代又はカット代、中華そばの 5品目を調査。

品目グループ 品目

食料品
（18品目）

食パン、生中華麺、カップ麺、まぐろ（ツナ）缶詰、ソーセージ、豚肉（ロース）、
豆腐、牛乳、卵、茶飲料、果実飲料、ポテトチップス、アイスクリーム・シャーベッ
ト、食用油、マヨネーズ、カレールウ、おにぎり、ビール

耐久消費財
（ 4品目） 電気冷蔵庫、自転車、電子ピアノ、自動炊飯器

雑貨・衣料等
（10品目）

LED電球、洗濯用洗剤、ティッシュペーパー、コンタクトレンズ、ワイシャツ（長袖）、
婦人用ストッキング、紙おむつ、ラップ、シャンプー、ノート

サービス等
（ 8品目）

コーヒー、洗濯代、パーマネント代（女性用）、レンタカー、親子丼、ハンバーガー、
灯油、ガソリン

37）消費税率引上げ時期に近い2014年３月、４月及び６月調査は、物価モニター4,000人、調査対象40品目で行った。
38）消費者庁「物価モニター調査」http://www.caa.go.jp/information/index.html#m04
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　総合指数の前年比の動きを品目別の寄与
度（各要因が全体の動きにどれだけ影響し
ているかの度合い）により詳しく見てみる
と、食料は、2013年７月にマイナスからプ
ラスに転じて以降、寄与度が上昇し、消費
税率引上げにより上昇幅が拡大しました
が、2014年夏から秋にかけては、生鮮食品
の値下がりを受け下落傾向となりました。
　また、エネルギーの寄与度は2014年半ば
以降、下落傾向に転じていますが、原油価

格が下落に転じたことにより、ガソリン・
灯油価格などの寄与度が下落傾向となった
ことが背景にあると考えられます（ガソリ
ン・灯油価格の動向については「灯油及び
ガソリンの店頭価格は2014年半ば以降下落
傾向」を参照。）（図表2-1-8③）。

　食料の価格は、2013年７月に前年比プラ
スに転じて以降、消費税率引上げにより、
2014年３月の2.4％から、４月の5.0％へと
大きく上昇し、11月には2.9％まで低下し
ましたが、12月から再び上昇傾向にありま
す。生鮮食品の価格の動きは大きく、2013
年７月に前年比プラスに転じて以降、2014
年春から夏にかけておおむね10％前後と高
めに推移しました。同年11月から12月にか
けては前年比マイナスに下落して以降、
2015年１月には再びプラスに転じていま
す。他方、生鮮食品以外の価格は、2013年
９月に前年比プラスに転じて以降、消費税

生鮮食品の価格は20１4年末に下落

2-1-2①　消費者物価指数の動向.xlsx

図表2-1-8① 消費者物価指数の動向

（備考）　総務省「消費者物価指数」（季節調整値）により作成。
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（2010年＝100）
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104

71 4 10 71 4 10 3（月）
（年）

1
2013 20152014

総合 生鮮食品を除く総合
食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合

2-1-2②　消費者物価指数（前年同月比）.xlsx

図表2-1-8② 消費者物価指数の動向（前
年同月比）

（備考）　総務省「消費者物価指数」により作成。
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食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合

2-1-8③　◇消費者物価指数（総合）の品目別寄与度

図表2-1-8③ 消費者物価指数（総合）の
品目別寄与度　（前年同月比）

（備考）　 1．総務省「消費者物価指数」により作成。
　　　　 2． （※）電気代、都市ガス代、プロパンガス、灯油及び

ガソリン。

（％）

総合
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率引上げにより、2014年３月の1.2％から
４月の4.1％へと大きく上昇し、７月以降
は緩やかな下落傾向にあります（図表
2-1-9①）。
　食料の価格の前年比の動きを、生鮮食品、
生鮮食品以外に分けた寄与度（総合指数に
対する寄与度。以下同じ。）により見てみ
ると、2013年７月から2014年10月までは生

鮮食品の寄与度はプラスで推移し、以降、
年末にかけてはマイナスとなりました。ま
た、消費税率の引上げ後は、生鮮食品と比
べて生鮮食品以外の寄与度が大きくなって
います（図表2-1-9②）。
　まず、生鮮食品の前年比の動きを、生鮮
野菜、生鮮果物、生鮮魚介に分けた寄与度

2-1-3①　消費者物価指数　食料　前年同月比.xlsx

図表2-1-9① 食料の価格の動向（前年同
月比）

（備考）　総務省「消費者物価指数」により作成。
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生鮮食品（前年比）
生鮮食品を除く食料（前年比）
食料（前年比）

2-1-9②　◇食料の品目別寄与度（前年同月比）

図表2-1-9② 食料の品目別寄与度（前年
同月比）

（備考）　 1．総務省「消費者物価指数」により作成。
　　　　 2．総合指数に対する寄与度。
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食料（寄与度）

2-1-9③　◇生鮮食料の価格と品目別寄与度（前年同月比）.xlsx

図表2-1-9③ 生鮮食品の品目別寄与度（前
年同月比）

（備考）　 1．総務省「消費者物価指数」により作成。
　　　　 2．総合指数に対する寄与度。

（％）
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2-1-9④　◇生鮮食料を除く食糧の価格と品目別寄与度（前年同月比）.xlsx

図表2-1-9④ 生鮮食品を除く食料の品目
別寄与度（前年同月比）

（備考）　 1．総務省「消費者物価指数」により作成。
　　　　 2．総合指数に対する寄与度。

（％）
1.0

4 7 10 4 7 101 1 3（月）
（年）2013 2014 2015

外食 調理食品 菓子類
乳卵類 肉類
魚介類（生鮮以外） その他
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0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

生鮮食品を除く食料（寄与度）
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により詳しく見てみると、生鮮野菜及び生
鮮魚介の寄与度が大きくなっています。な
お、2014年10月から12月にかけては、生鮮
野菜の寄与度はマイナスとなっています
が、夏の天候不順が解消したことが背景に
あると考えられます（図表2-1-9③）。
　また、生鮮食品以外の前年比の動きを品
目別の寄与度により詳しく見てみると、消費
税率引上げにより、各品目ともおおむね大き
く上昇しており、2014年の夏から秋にかけ
ては菓子類の上昇幅が拡大しました（図表
2-1-9④）。

　2000年代末以降の灯油・ガソリン店頭価
格の長期的な推移を見ると、2008年９月の
アメリカ大手投資銀行リーマン・ブラザー
ズの破綻を契機として世界経済が落ち込む
なか、原油価格の大幅な下落を受けて、灯
油とガソリンの店頭価格は大幅に下落しま

した。2009年以降は上昇傾向が続きました
が、2014年の半ば以降は原油安の影響を受
けて下落傾向に転じました（図表2-1-
10）。また、原油価格とガソリン価格の動
きを比較すると、ガソリン価格がおおむね
１か月遅れて原油価格を反映する動きと
なっています（図表2-1-11）。これは、国
内の卸売・小売業者が原油価格の変動を反
映して売値を変更するのにそれぞれ１～２
週間程度掛かっているためと考えられます。

　サービスの中で、パック旅行と外食は生
活に身近なもので購入金額に占めるウェイ
トも大きく、価格の変化の寄与度が大きい
品目です。パック旅行の価格は、2013年11
月から消費税率引上げ直前の2014年３月に
かけて前年比が10％を上回るなど、大きく
上昇し、消費者物価指数の総合指数を押し
上げる方向に寄与しました。2014年秋以降

灯油及びガソリンの店頭価格は
20１4年半ば以降下落傾向

パック旅行は20１3年末から
大幅な値上がり

2-1-4① 灯油・ガソリン店頭価格の動き.xlsx

図表2-1-10 灯油・ガソリン店頭価格の動向

（備考）　 1．資源エネルギー庁「石油製品価格調査」により作成。
　　　　 2．店頭価格ベース、現金価格（消費税込み）（灯油：円/18リットル、ガソリン：円/ 1 リットル）。
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は上昇幅が縮小しましたが、前年比は引き
続き一般サービスを上回って推移していま
す。外食は、前年比で見ると2014年秋以降
は総合指数を上回り、３％程度で推移して
います（図表2-1-12①、図表2-1-12②）。

　物価モニター調査対象品目の税抜価格の

変化を品目グループ別に見ると、消費税率
引上げ前の2014年３月から引上げ後の４月
にかけて、全ての品目グループで価格が上
昇しました。食料品は、消費税率引上げ後
は下落傾向にありましたが、８月以降ほぼ
横ばいとなっています。雑貨・衣料等は、
消費税率引上げ後、８月から10月にかけて
上昇したものの、おおむね下落傾向となっ
ています（図表2-1-13①）。
　個別の品目の価格を見ると、上昇幅が大き
かったものとしては、カップ麺、豚肉（ロース）
（図表2-1-13②）、下落幅が大きかったもの

物価モニター調査対象品目の
価格は特売品を中心に下落傾向

2-1-4② ドバイ原油価格（円建て）と店頭ガソリン価格との比較.xlsx

図表2-1-11 ドバイ原油価格（円建て）と店頭ガソリン価格との比較

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

　　　　 2． 店頭ガソリン価格は、資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の全国店頭レギュラーガソリン価格より月
平均を算出。
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2-1-5②　主なサービス価格の動き（前年同月比寄与度）.xlsx

図表2-1-12② 主なサービス価格の品目別
寄与度（前年同月比）

（備考）　総務省「消費者物価指数」により作成。
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2-1-5① パック旅行の価格は消費税率引上げ直前に大きく上昇.xlsx

図表2-1-12① 主なサービス価格の動向（前
年同月比）

（備考）　総務省「消費者物価指数」により作成。｠
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としては、食用油、ポテトチップス、茶飲料
が挙げられます（図表2-1-13③）。価格が上
昇した要因として、カップ麺については、
2015年１月から大手メーカーが値上げした
こと、豚肉（ロース）については、2013年
夏の猛暑による豚の種付け不良や2013年10
月以降国内でも流行した豚流行性下痢
（PED）により豚の個体数が減ったこと
などが考えられます。また、価格が下落し
た要因として、食用油やポテトチップス等
が特売の対象になることが多かったことな
どが考えられます。

　物価モニター調査対象品目のうち、消費
税率引上げ前後で税抜価格の変化が大き
かったものについて、個別品目ごとに価格
変動幅の分布状況を見ると、かなり分布に
幅があり、税抜価格が据え置かれたものが
多い一方、引き下げられたものも多いこと
が分かります（図表2-1-14）。このことから、
各商品・サービスを販売している店舗ごと

に、その店舗を取り巻く状況に応じて価格
の変動も様々であったと考えられます。
　税抜価格を据え置いた又は引き下げた理
由については、物価モニター調査の結果だ
けでは明らかではありませんが、個別の店
舗の置かれた状況のほか、駆け込み需要の
反動による売上げ減への対応といった需給
要因、商品の特性なども考慮する必要があ

物価モニター調査対象品目の
消費税率引上げ前後の価格変動

2-1-6① 物価モニター調査における品目グループ別の価格（税抜）の推移.xlsx

図表2-1-13①
物価モニター調査における
品目グループ別の価格（税
抜）の推移

（備考）　 1．消費者庁「物価モニター調査」により作成。｠
　　　　 2．横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 3． 2014年 3 月の価格に対する各回調査時の価格の変化率

をもとに、2014年 3 月の価格を100とする指数で表示。
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2-1-6② 物価モニター調査において価格（税抜）の上昇が大きかった品目.xlsx

図表2-1-13②
物価モニター調査において
価格（税抜）の上昇が大き
かった品目

（備考）　 1．消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2．横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 3． 2014年 3 月の価格に対する各回調査時の価格の変化率

をもとに、2014年 3 月の価格を100とする指数で表示。
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2-1-6③ 物価モニター調査において価格（税抜）の下落が大きかった品目.xlsx

図表2-1-13③
物価モニター調査において
価格（税抜）の下落が大き
かった品目

（備考）　 1．消費者庁「物価モニター調査」により作成。
　　　　 2．横軸の（年）（月）は調査実施年月。
　　　　 3． 2014年 3 月の価格に対する各回調査時の価格の変化率を

もとに、2014年 3 月の価格を100とする指数で表示。
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ります。便乗値上げが行われていないかを
見る際にも、このような価格変動の要因と
なり得る様々な側面を総合的に捉える必要
があります。

　家計の消費支出の約20％を占める公共料

金は、電気代、ガス代を中心に2014年半ば
まで上昇しました。その背景には、原油の
高騰により、電気やガスの燃料費が上昇し
たことがあります。一方で、原油価格は、
2014年半ば以降に下落傾向に転じたため、
今後しばらくは電気代、ガス代を押し下げ
る要因になると考えられます（図表2-1-15）。公共料金は電気代、

ガス代を中心に上昇

2-1-6④  2014年３月から４月にかけて税抜価格の変動率が大きかった品目における価格変化の分布.xlsx

図表2-1-14 2014年 3 月から 4月にかけて税抜価格の変動率が大きかった品目における価
格変化の分布

（備考）　消費者庁「平成26年 4 月物価モニター調査結果（確報）」により作成。
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　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を契機として、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７社が電気料金の値上げを行
いました。
　また、北海道電力及び関西電力からは、再
度の値上げ認可申請が行われ、認可を経て、
再値上げが行われています（図表2-1-16）。
　家庭用電気料金（月額）の推移を見ると、
2012年９月に東京電力が、2013年５月に関
西電力及び九州電力が、2013年９月に東北

電力、四国電力及び北海道電力が、2014年
５月に中部電力が値上げを実施し、値上げ
幅はおおむね320～620円程度となっていま
す（図表2-1-17）。また、2014年11月の北
海道電力及び2015年６月の関西電力の再値
上げによる値上げ幅は、おおむね960円及
び80円程度となっています。
　また、それ以外の時期については、火力
発電の燃料である原油等の価格の動きを反
映して上昇・下落していますが、燃料費の
変化は個別の認可等の手続によるのではな
く、原油等の価格の変化を電気料金に自動
的に反映させる仕組みが設けられています
（燃料費調整制度）。

電気料金をめぐる動き―東日本大震災
を機に電気料金の値上げが相次ぐ

2-1-7 主な公共料金の動き.xlsx

図表2-1-15 主な公共料金の動向

（備考）　総務省「消費者物価指数」により作成。
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2-1-7①　【未更新】家庭用電気料金の動きの値上げの状況.xlsx

図表2-1-16 家庭用電気料金の最近の値上げの状況

東京電力 関西電力 九州電力 東北電力 四国電力 北海道電力 中部電力 北海道電力
（再値上げ）

関西電力
（再値上げ）
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【解説】燃料費調整制度とは
　火力発電用の燃料の多くは海外から輸入される原油、液化天然ガス（LNG）及び
石炭です。特に原油やLNGの円建ての価格は、国際市況や為替レートの影響で短期
間に大きく変動することも少なくありません。燃料価格（原油、LNG、石炭の輸入
価格）の変動を素早く料金に反映させることで、料金と実際の発電コストがかけ離れ
たものにならないようにするため、1996年１月から、燃料価格の変動に応じて料金が
自動的に調整（増額、減額）される燃料費調整制度39が導入されています。
　具体的には、税関の資料を基に作成される「貿易統計」における過去３か月分の各
燃料の輸入価格の平均値を毎月算出し、その変動を３か月後の電気料金に反映します。
例えば、１～３月の貿易統計の輸入価格は同じ年の６月の電気料金に反映されます。
また、３月の貿易統計の輸入価格は、６～８月の電気料金に影響を与えることになり
ます（図表2-1-18）。
　なお、原油の海上輸送には１か月程度掛かることが多く、原油の国際市況の動きが
貿易統計の原油の輸入価格に反映されるのは、おおむね１か月後と考えると、原油の
国際市況は、４～６か月後の電気料金に反映されることになります。また、LNGの
貿易統計の輸入価格は、３か月以上のタイムラグを伴って原油の輸入価格の動きを反
映する傾向があることから、原油の国際市況は、４か月後から半年以上にわたって電
気料金に影響を与えるものと考えられます（図表2-1-19）。

39�）2008年の燃料価格の急激かつ大幅な変動等を踏まえ、燃料価格の変動をより迅速に電気料金に反映させるために、
従来は燃料の輸入価格を半年後の電気料金に反映させていたのを、2009年５月分から、３か月後の料金に反映する
制度に見直した。

2-1-18　電力10社の家庭用電気料金（月額）の動き.xlsx

図表2-1-17 電力10社の家庭用電気料金（月額）の動向

（備考）　 1．燃料費調整制度による変更分も含む。
　　　　 2． 標準的な電気使用量の家庭の電気料金を比較するため、各社HPにおける公表資料を基に月間使用量290kWhの場合の料金を

算出。
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2-1-19　【例外】作図パーツＣ.docx

図表2-1-18 燃料費調整制度による電気料金算出の方法

電力量料金

燃料費調整額

燃料費
調整単価 ×使用量

＝ ＋ ＋－＋

－

再生可能エネルギー
発電促進賦課金

再生可能エネルギー
発電促進賦課金単価

×
使用量

電気料金の内訳

燃料費調整額の算出

燃料費調整単価の算出

燃料費調整単価（銭/kWh）＝（平均燃料価格－基準燃料価格）×基準単価/1,000

燃料費調整単価（銭/kWh）＝（基準燃料価格－平均燃料価格）×基準単価/1,000

燃料費調整額＝燃料費調整単価×１か月当たりの使用電力量

電力量料金の算出

平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合：燃料費調整額を加算
平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合：燃料費調整額を減算

使用量に応じて、負担する電力量料金に、燃料費調整額を加減。

燃料価格（貿易統計の輸入価格）を料金に反映させるタイミング
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こともありま
す。

○基準燃料価格
　ある時点で電力会社が購入する原油、LNG、石炭の価格を、発熱効率で原油１キロリットル当たりの
価格に換算し、燃料全体に占めるシェアを用いて加重平均した価格です。料金の認可等が行われる時点
の価格であり、その後の燃料費の変動を調整するための基準となります。
　

○平均燃料価格の算出
　貿易統計から原油、LNG、石炭それぞれの価格（３か月平均値）を計算し、発熱効率で原油１キロ
リットル当たりの価格に換算して、燃料全体に占めるシェア（基準燃料価格を算出するのに用いるシェ
アと同じ値）を用いて加重平均した「平均燃料価格」を毎月算出します。
　

○基準単価
　平均燃料価格が1,000円変動した場合の各電力会社の燃料費総額の変動金額を当該電力会社の販売電
力量で除した値を「基準単価」といいます。燃料費の変化を電気の使用量に応じて均等に電気料金に反
映させるために算定するもので、使用量１kWh当たりの料金調整額で表します。
　

○燃料費調整単価の算出
　〈プラス調整〉平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合

　（※）平均燃料価格が基準燃料価格の150％（上限価格）を上回る場合は、上限価格にとどめてプラ
ス調整を行う。

　〈マイナス調整〉平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合

１月 ２月

１～３月の輸入価格 ６月分
電気料金

２～４月の輸入価格

３～５月の輸入価格

７月分
電気料金

８月分
電気料金

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 …
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2-1-20　原油価格波及グラフ.xlsx

図表2-1-19 原油国際市況の電気料金への影響（モデルケースによるイメージ）

（注）　 ①～④の値は、2015年 1 月までは実績値。原油の国際市況が2015年1月以降は横ばいで推移するとし、原油の輸入価格には 1か月後、
LNGの輸入価格には 4か月後に反映され、原油とLNGの構成比を 2対 3とするなどの仮定をおいたモデルケースにより、燃料費
調整制度を通じた2015年5月以降の電気料金への影響を試算したイメージ図。

　　　 実際には、電力会社ごとに原油・LNGの使用比率が異なることや、各家庭ごとに電気の使用量が異なることなどから、電気料金へ
の影響額は電力会社・使用者によって異なる。
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　経済産業省「電子商取引に関する市場調
査」によると、我が国の消費者向け電子商
取引の市場規模は増加しており、2005年の
3.5兆円から2013年に11.2兆円となり、８年
間で約３倍となりました（図表2-1-20）。
　この拡大の背景には、情報通信機器の普
及率の高まりがあるとみられます。総務省
「通信利用動向調査」によると、パソコン、
携帯電話・PHS等の情報通信機器は、1990
年代後半から2000年代前半にかけて急速に
普及しました。このうち、携帯電話・PHS

の世帯普及率を見ると、2003年には、９割
に達しました（図表2-1-21）。中でもスマー
トフォンの普及は近年急速に進んでおり、
2010年末に9.7％であった普及率は2013年
末には62.6％と６倍以上となっているほ

（ 2）消費生活を取り巻く環境変化の動向

情報化の進展で、インターネット
を利用する取引は増加

2-1-5 情報通信機器の普及率の変化.xlsx

図表2-1-21 情報通信機器の普及率の変化
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（備考）　 1．総務省「平成25年通信利用動向調査」により作成。数値は各機器の世帯保有率。
　　　　 2． 「携帯電話・PHS」には、2009年末以降は携帯情報端末（PDA）も含む。また、2010

年末以降は「スマートフォン」も含む。
（備考）　 内閣府「消費動向調査」（一般世

帯（ 2人以上世帯））により作成。

2-1-4 消費者向け電子商取引の市場規模の推移.xlsx

図表2-1-20 消費者向け電子商取引の
市場規模の推移

（備考）　 1．経済産業省「電子商取引に関する市場調査」により作成。
　　　　 2．我が国のBtoC電子商取引の市場規模。
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か、タブレット型端末も2010年末に比べて
約３倍の普及率となっています。こうした
スマートフォンやタブレット型端末の普及
が進むなかで、近年では固定電話の世帯普
及率が減少傾向にあります。ただし、世帯
主の年齢が60歳以上の世帯では、固定電話
の世帯普及率は９割を超えています。
　内閣府「消費動向調査」により、2014年
３月から2015年３月までの１年間のスマー
トフォン世帯保有率の変化を見ると、一般
世帯（２人以上の世帯）において、世帯主
が60歳代の世帯で44.1％から55.1％と11ポ
イントの増加、50歳代の世帯で75.4％から
81.8％と6.4ポイントの増加と、世帯主が60
歳代及び50歳代の世帯でスマートフォンの
保有率が急速に高まっています。
　また、総務省「情報通信利用動向調査」
によると、個人のインターネット利用率は
全年齢層で年々高くなっています。また、
2013年末には60歳代後半の68.9％が、70歳
代でも48.9％がインターネットを利用して
います。高齢層での利用率の高まりは、イ
ンターネットが生活に幅広く浸透してきて
いること、インターネット利用に慣れてい
る世代が年齢を重ねていることの両方によ

るものと考えられます（図表2-1-22）。

　インターネット利用率の高まりに伴い、
家計におけるインターネット利用に関連す
る支出額は年々増加しています。総務省「家
計消費状況調査」によれば、パケット通信
料等を含めたインターネット利用料は2014
年には１世帯当たり月平均で11,400円と
2005年の8,383円の1.4倍になり、インター
ネットを利用した１世帯当たり月平均支出
額は2005年に2,182円だったものが2014年
には6,000円と2.7倍となっています。両者
の支出額を合わせると2014年は１世帯当た
り月平均で17,400円となり、支出総額の
5.9％を占めています（図表2-1-23）。
　なお、2015年１月から３月までの１世帯
当たりのインターネットを利用した支出は
平均8,520円でその内訳を見ると、旅行関
係費が20.0％と最も多くなっており、次い
で食料の14.4％、衣類・履物の11.3％と続
きます（図表2-1-24）。幅広い商品やサー
ビスでインターネットを利用した支出がな

家計のインターネット利用に
関連する支出は年々増加

2-1-23　年代別インターネット利用状況.xls

図表2-1-22 年齢層別インターネット利用状況

（備考）　 1．総務省「平成25年情報通信利用動向調査」により作成。年齢階級別インターネット利用率の推移（個人）。
　　　　 2．斜字体は2010年末の数値。太字は2013年末の数値。
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2-1-24  ▲一世帯当たりのインターネットに関する支出の推移.xlsx

図表2-1-23 1 世帯当たりのインターネット利用に関連する支出の推移

（備考）　 1．総務省「家計消費状況調査結果（総世帯）」により作成。　
　　　　 2． 「インターネット利用料」はインターネット接続料（プロバイダー料と通信料）と移動電話使用料（パケット

料金を含む。）の合計金額。
　　　　　　 「インターネットを利用した支出」は、インターネット上で商品・サービスの注文や予約をした場合の支出総

額。金額は 1月当たりの支出額。
　　　　 3． 「インターネット利用料とインターネット利用金額の合計の家計支出に占める割合」は 1か月の支出総額に占

める「インターネット利用料」と「インターネットを利用した支出額」の合計金額の割合。
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2-1-24　◇インターネットを利用した支出の内訳.xlsx

図表2-1-24 インターネットを利用した支出の内訳

（備考）　 1． 総務省「家計消費状況調査結果（2人以上の世帯）」（2015年 1 月、2月、3月）により作成。
　　　　 2．インターネットを利用した支出額に占める各項目の割合（％）。
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されるようになっており、１か月の支出総
額に占める割合は2.7％程度となっています。

　総務省「通信利用動向調査」によると、
インターネットで商品・サービスを購入する
際に利用される決済手段として、「クレジッ
トカード払い」を利用する割合は、前年よ
りも増加して６割を超え、購入時の決済手
段で最も多くなっています（図表2-1-25）。
　一方で、インターネットでの購入時の決
済手段として、コンビニエンスストアでの
支払が増加しており、また「電子マネーに
よる支払」も一部見られます。

　電子マネーはインターネットでの購入時の
決済手段としても利用されるようになってき

ましたが、その他の日常的な利用はより拡大
しています。総務省「家計消費状況調査」
によると、電子マネーの１世帯当たりの１か
月間の平均利用額は年々増加しており、2014
年には11,410円となりました（図表2-1-26）。
また、電子マネーを利用している世帯員がい
る世帯の割合は2008年には18.0％でしたが、
2014年には40.4％となるなど増加してきまし
た。電子マネーを利用している世帯における
その主な利用先は、交通機関が最も多く、次
にスーパーマーケット、コンビニエンススト
アと続きます。2012年までは利用している世
帯の過半数が主な利用先として交通機関を
挙げていましたが、2014年には、スーパーマー
ケットとコンビニエンスストアの合計が交通
機関を超えるなど、交通費の支払に加え、店
頭での利用が拡大してきました。

　国立社会保障・人口問題研究所「日本の

インターネットで購入する際の決
済手段はクレジットカードが多い

買い物等での電子マネーの
利用も拡大 高齢化の下で高齢単独世帯の

増加傾向は続く

2-1-8 インターネットでの購入時の決済手段.xls

図表2-1-25 インターネットでの購入時の決済手段

（備考）　 1．総務省「通信利用動向調査」により作成。
　　　　 2． インターネットを使って商品・サービス・デジタルコンテンツを購入する際の決済手段（複数回答可）。「電子マネーによる支払い」

は2013年末からの項目。
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将来推計人口」により我が国の年齢別人口
構成の長期的な推移を見ると、1980年には
9.1％だった高齢化率は2014年には26.1％と
なり、2060年には39.9％まで上昇すると見込
まれるなど、高齢化が進展しています。また、
厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、
１世帯当たりの平均世帯人員は減少してお
り、1980年には１世帯当たり3.28人、1992年
には2.99人と３人未満となり、2000年には2.76
人、2013年には2.51人となっています。
　こうしたなかで、国立社会保障・人口問
題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国
推計）」により家族類型別に世帯数の割合
の推移を見ると、単独世帯の割合は1980年
の19.8％から2010年には32.4％に増加してお
り、さらに、2035年には37.2％まで増加す
ることが見込まれています。中でも65歳以

上の高齢者の単独世帯が1980年の2.5％から
2010年には9.2％とほぼ４倍となり大きく増
加しています。さらに、2035年には15％を
超えると見込まれています（図表2-1-27）。
　世帯人数が減り、高齢者の一人暮らしの
世帯が増えていくということは、家にいて
トラブルに巻き込まれたときに、家族や周
囲の目が届かない可能性が高く、すぐに誰
かに相談することができない状況が増加す
ることを意味します。

　総務省「家計調査」（2014年）により１
世帯当たりの貯蓄額を見ると、世帯主が30
歳未満の世帯では平均貯蓄額が268万円、

高齢層の貯蓄は多いが、収入は低い

2-1-9 電子マネーを利用する世帯割合の変化.xls

図表2-1-26 1 世帯当たりの電子マネー月平均利用額と利用場所

（備考）　 1．総務省「家計消費状況調査」により作成。
　　　　 2． 棒グラフは「電子マネーを利用した世帯員がいる」世帯の割合とその主な支出先（2010年調査からスーパー

マーケットが調査項目に追加されている。）。
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持家率は30.4％となっていますが、年齢層
が上がるにつれ貯蓄額と持家率が増加して
います。一般的に引退し始める年齢層でも
ある60歳代の世帯では、平均純貯蓄額（貯
蓄額から負債額を引いた額）は2271万円と
2000万円を超え、持家率も94.0％となり、
また、70歳以上の世帯においては平均純貯
蓄額が2374万円、持家率は93.9％となるな
ど、高齢層ほど資産が多くなっていること
が分かります（図表2-1-28）。高齢者は、
平均的に見ると、家も含め資産を多く保有
していますが、こうした資産は、高齢者に
とっては生活の資金、また病気等への備え
に重要です。また、金融資産の内訳を見る
と、どの年齢層でも有価証券の割合は低く、
「安全性」の高いいわゆる預貯金の割合が
高くなっています。

2-1-27　◇家族類型の構成比の推移.xlsx

図表2-1-27 家族類型の構成比の推移

（備考）　 1． 総務省「国勢調査結果」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（2013年 1
月推計）により作成。

　　　　 2． 核家族とは夫婦のみ又は夫婦と未婚の子供から成る世帯のこと。高齢単独世帯とは65歳以上の高齢者の単独世帯
のこと。

　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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2-1-28　◇世帯平均貯蓄・負債額の年齢層別比較.xlsx

図表2-1-28 世帯主年齢層別世帯平均貯蓄・負債額と平均世帯年収、持家率

（備考）　 1．総務省「家計調査結果（貯蓄・負債編）」により作成。　
　　　　 2．世帯主の年齢層別の数値。二人以上の世帯。
　　　　 3．純貯蓄のマイナスとなっている金額は、貯蓄より負債の金額が多くなっていることを示している。
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消費者行動・意識の状況第 ２ 節

　消費者は、自ら進んでその消費生活に関
して、必要な知識を修得し、必要な情報を
収集する等、自主的かつ合理的な行動に努
めていく必要があります40。
　消費者庁「消費者意識基本調査」では、
消費者として心掛けている行動について聞
いています。まず、「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」ことについては、2014年
度の調査で78.1％が「心掛けている」（『か
なり心掛けている』＋『ある程度心掛けてい
る』。以下同じ。）と回答しており、2012年
度調査の66.6％から２年間で、11.4ポイン
ト増加しました（図表2-2-1）。また、「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」ことについては、
37.2％が「心掛けている」と回答していま
すが、2012年度調査の28.5％に比べ、8.7ポ
イント上昇しました。「商品やサービスに
ついて問題があれば、事業者に申立てを行
う」ことについては、「心掛けている」が
50.9％と2012年度調査の46.1％より4.8ポイ
ント増加し、問題があった場合に事業者に
申立てを行うという回答が半数を超えまし
た。なお、「環境に配慮した商品やサービ
スを選択する」ことについて、「心掛けて

いる」人が54.1％と、2012年度調査から8.6
ポイント増加しています。消費者が、消費
者としての行動を意識するようになりつつ
あることがうかがえます。

　また、2014年度の同調査で商品やサービ
スを選ぶときに意識する項目について聞い
たところ、「よく意識する」（『常に意識する』
＋『よく意識する』。以下同じ。）項目として、
「価格」（92.9％）、「機能」（90.1％）、「安
全性」（83.4％）といった商品やサービス
の内容について「よく意識する」との回答
の割合はいずれも８割以上となりました
（図表2-2-2）。
　「評判」を「よく意識する」とした回答
は59.7％となりましたが、「購入（利用）
時の説明や対応時の接客態度」（57.6％）
や「苦情や要望に対する対応」（46.5％）
の事業者の消費者対応についても、「よく
意識する」との回答割合が約５割又はそれ
を超えており、消費者の関心が高いことが
うかがえます。

　一般財団法人経済広報センター「第18回 
生活者の“企業観”に関する調査」（2014
年度）によると、消費者が企業を評価する

（ １ ）商品やサービスを選ぶ際の
消費者としての行動や意識

積極的な行動を心掛ける
消費者が増加

事業者の消費者対応にも関心

インターネットサイトで
事業者の情報を得る

40 ）消費者基本法第７条第１項では、「消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び、
必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」と消費者の努力義務が定めら
れている。
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際の情報源としては、2014年度は「新聞」
（75％）が最も多くなっています。次いで
「企業以外（マスコミや情報提供会社、生
活者など）のインターネットサイト」
（46％）、「テレビ」（45％）、「企業が運営

するインターネットサイト」（37％）の順
となっています（図表2-2-3）。インターネッ
トサイトを情報源とする割合が年々増えて
おり、その中でも事業者のインターネット
サイトよりもその他のインターネットサイ

2-2-1 消費者として心掛けている行動.xlsx

図表2-2-1 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」（2014年度）により作成。
　　　　 2．「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3．回答者数は2012年度は6,690人、2013年度は6,528人、2014年度は6,449人。
　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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2-2-2 商品やサービスを選ぶときに意識すること.xlsx

図表2-2-2 商品やサービスを選ぶ際に意識すること

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2．「あなたは商品やサービスを選ぶとき、以下の項目を意識することがどの程度ありますか。」との問に対する回答。
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（％）

価格

機能

安全性

評判

購入（利用）時の説明や対応等の接客態度

苦情や要望に対する対応

ブランドイメージ

商品やサービスが環境に及ぼす影響

特典（ポイントカード、景品等）

広告

経営方針や理念、社会貢献活動

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

0.1

0.5

0.3

0.7

0.4

0.7

0.6

0.6

0.6

0.7

0.6

1.1

1.5

2.1

7.3

8.2

14.6

17.4

18.1

21.8

15.3

39.3

5.9

7.9

14.1

32.4

33.7

38.2

43.1

43.4

40.1

51.0

40.2

29.8

45.4

39.2

43.8

40.0

33.3

30.7

27.9

25.6

25.0

14.9

92.9

90.1

83.4

59.7

57.6

46.5

38.9

38.0

37.4

33.0

19.8

63.1

44.7

44.2

15.8

17.6

13.1

8.1

10.1

11.9

8.1

4.9

2-2-3 消費者が企業を評価する際の情報源.xlsx

図表2-2-3 消費者が企業を評価する際の情報源

（備考）　 1．一般財団法人経済広報センター「第18回生活者の“企業観”に関する調査報告書」（2014年度）により作成。
　　　　 2．企業を評価する際の情報源として 3つまでの複数回答によるもの。

2012年度 2013年度 2014年度
1 新聞 83% 1 新聞 84% 1 新聞 75%

2 テレビ 61% 2 テレビ 62% 2
企業以外（マスコミや情報
提供会社、生活者など）の
インターネットサイト

46%

3 雑誌・書籍 33% 3
企業以外（マスコミや情報
提供会社、生活者など）の
インターネットサイト

37% 3 テレビ 45%

4
企業以外（マスコミや情報
提供会社、生活者など）の
インターネットサイト

33% 4 雑誌・書籍 31% 4 企業が運営するインターネットサイト 37%

5 企業が運営するインターネットサイト 29% 5 企業が運営するインターネットサイト 27% 5
企業が発行する刊行物（会
社案内、CSRレポート、
アニュアルレポートなど）

30%

6
企業が発行する刊行物（会
社案内、CSRレポート、
アニュアルレポートなど）

20% 6
企業が発行する刊行物（会
社案内、CSRレポート、
アニュアルレポートなど）

21% 6 雑誌・書籍 23%

7 その他 3% 7 その他 2% 7 その他 3%
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トから情報を入手している割合が大きく
なっています。

　「消費者意識基本調査」（2013年度）で、
１年間に商品の購入やサービスを利用する
際に利用した販売形態について聞いたとこ
ろ、40歳代までの年齢層では、約６割又は
それ以上が１年間にインターネット通販の
利用経験があると回答しています（図表
2-2-4）。50歳代以上では、インターネット
通販よりもカタログ通販を利用したことの
ある人が多くなっており、50歳代、60歳代
では４割を超えています。テレビショッピ
ングの利用経験者は、平均では12.7％とな
りましたが、50歳代、60歳代及び70歳代で
は２割弱の人が利用したことがあると回答
しています。
　また、同調査によると、訪問販売や電話
勧誘による販売は、平均で見ると利用経験
はそれぞれ2.1％、1.7％とインターネット
通販やカタログ通販、テレビショッピング
の利用経験と比べて低くなっています。20
歳代以下と30歳代以上で差があり、30歳代

以上の方が利用経験がある人の割合が大き
くなっています（図表2-2-5）。

　訪問勧誘、電話勧誘に関する意識を、消
費者庁「消費者の訪問勧誘・電話勧誘・
FAX勧誘に関する意識調査」（2014年度）
で見ると、対象者の27.9％がこの５年間に
訪問勧誘を受けた経験があると回答し、ま
た、70.2％がこの５年間に電話勧誘を受け
た経験があると回答しました。訪問勧誘を
受けたことがあると回答した人が、訪問勧
誘を受けた商品やサービスとして挙げたの
は、新聞、インターネット回線接続、塗装
工事等でした。また、電話勧誘を受けたこ
とがあると回答した人が、電話勧誘を受け
た主な商品やサービスは、インターネット
回線接続、投資関係（ファンド型、社債、
株式等）、健康食品、電話回線接続等でした。
　他方で、そうした勧誘を「全く受けたく
ない」と回答する割合は、訪問勧誘で
96.2％、電話勧誘については96.4％となっ
ています（図表2－2－6①）。また、訪問勧誘、

40歳代までの半数以上が
インターネット通販の利用経験

訪問勧誘や電話勧誘に対する
消費者の意識

2-2-4 利用経験（カタログ・インターネット・テレビショッピング）.xlsx

図表2-2-4
年齢層別販売形態利用経験
（カタログ通販・インターネッ
ト通販・テレビショッピング）

（備考）　 1． 消費者庁｢消費者意識基本調査」（2013年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、この 1年間に、商品を購入・サービス利用

する際、以下の販売形態を利用しましたか。」という問
に対する回答。
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2-2-5 利用経験（訪問販売・電話勧誘）.xlsx

図表2-2-5 年齢層別販売形態利用経験
（訪問販売・電話勧誘による販売）

（備考）　 1． 消費者庁｢消費者意識基本調査」（2013年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、この 1年間に、商品を購入・サービス利

用する際、以下の販売形態を利用しましたか。」とい
う問に対する回答。
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電話勧誘に関する希望としては、「原則禁
止し、『消費者が依頼した場合』にのみ、
勧誘に来る、あるいは、電話勧誘できるよ
うにしてほしい」と回答する割合が、訪問
勧誘で51.3％、電話勧誘で57.2％に上って
います（図表2－2－6②）。
　また、訪問勧誘では9.9％が「原則、訪

問勧誘はできるが、『訪問販売を受けたく
ない』というステッカーを貼っている家庭
には訪問してはならないようにしてほし
い」、7.3％が「原則禁止し、『事業者が事
前に電話等で訪問してよいか問合せをし、
消費者と特定の日時に訪問することを約束
した場合』のみ勧誘に来られるようにして

2-2-6 訪問勧誘・電話勧誘.xlsx

図表2-2-6② 訪問勧誘・電話勧誘に対する消費者の意識

（備考）　 1．消費者庁「消費者の訪問勧誘・電話勧誘・FAX勧誘に関する意識調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． （1）「訪問勧誘を受けて商品やサービスを購入したいと思いますか。」という問に対する回答。（2）「電話勧誘について、どのようにし

てほしいですか。」という問に対する回答。

（1）訪問勧誘についての消費者の希望 （％）
ア）原則禁止し、「消費者が訪問を依頼した場合」にのみ勧誘
に来られるようにしてほしい 51.3 

イ）原則禁止し、「過去に店頭や訪問販売等で取引を行ったこ
とがある事業者」のみ勧誘に来られるようにして欲しい 2.4 

ウ）原則禁止し、「事業者が事前に電話等で訪問をしてよいか
問合せをし、消費者と特定の日時に訪問することを約束した場
合」のみ勧誘に来られるようにして欲しい

7.3 

エ）原則禁止し、ア）及びイ）の場合のみ訪問勧誘に来られる
ようにして欲しい 2.1 

オ）原則禁止し、ア）及びウ）の場合にのみ訪問勧誘に来られ
るようにして欲しい 2.9 

カ）原則禁止し、ア）、イ）及びウ）の場合にのみ訪問勧誘に
来られるようにしてほしい 2.2 

キ）原則禁止し、「訪問勧誘を受けても良い」というステッカー
を貼っている家庭のみ例外的に訪問してよいことにしてほしい 4.5 

ク）原則、訪問勧誘はできるが、「訪問販売を受けたくない」
というステッカーを貼っている家庭には訪問してはならないよ
うにしてほしい

9.9 

ケ）その他 1.5 
コ）特になし 16.0 
合計 100.0

（2）電話勧誘についての消費者の希望 （％）
ア）原則禁止し、「消費者が依頼した場合」にのみ電話勧誘で
きるようにしてほしい 57.2

イ）原則禁止し、「過去に店頭や訪問販売等で取引を行ったこ
とがある事業者」のみ電話勧誘できるようにしてほしい 3.4

ウ）原則禁止し、ア）及びイ）の場合のみ電話勧誘できるよう
にしてほしい 4.3

エ）原則禁止し、「電話勧誘を受けても良い」という意思表示
をした人に対してのみ、例外的に電話勧誘してよいことにして
ほしい

6.5

オ）原則として電話勧誘はできるが、「電話勧誘を受けたくない」
という意思表示をした人に対しては電話勧誘してはならないよ
うにしてほしい

12.0

カ）その他 1.5
キ）特になし 15.2
合計 100.0

2-2-6 訪問勧誘・電話勧誘.xlsx

図表2-2-6① 訪問勧誘・電話勧誘による勧誘への意向

電話勧誘

訪問勧誘

0 20 40 60 80 100
（％）

96.2

96.4

2.1

2.3

1.3

0.6

0.5

0.7

受けたい職場なら受けてもよいが家では受けたくない
家なら受けてもよいが職場では受けたくない全く受けたくない

（備考）　 1．消費者庁「消費者の訪問勧誘・電話勧誘・FAX勧誘に関する意識調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2．「今後、訪問勧誘を受けたいと思いますか。」、「今後、電話勧誘を受けたいと思いますか。」との問に対する回答。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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欲しい」と、電話勧誘では12.0％が「原則
として電話勧誘はできるが、『電話勧誘を
受けたくない』という意思表示をした人に
対しては電話勧誘してはならないようにし
てほしい」、6.5％が「原則禁止し、『電話
勧誘を受けても良い』という意思表示をし
た人に対してのみ、例外的に電話勧誘して
よいことにしてほしい」と回答しています。

　「消費者意識基本調査」（2014年度）によ
ると、この１年間に購入した商品や利用し
たサービスについて、「機能･品質やサービ
スの質が期待よりかなり劣っていた」、「表
示・広告と実際の商品・サービスの内容が
かなり違っていた」、「思っていたより高い
金額を請求された｣ 等の何らかの消費者被
害・トラブルを受けた経験があると回答し
ている人は10.6％となり、2013年度調査で
の8.0％よりも多くなりました（図表2-2-7）。

　被害・トラブルの経験があると認識して
いる人に対して、その被害・トラブルの内
容を個別に質問した上で、それぞれについ
てどこかに相談したり、申し出たりしたか
を聞いたところ、2014年度調査では「相談・
申し出をした」が51.2％、「誰にも相談・
申し出をしていない」が43.2％という結果
でした（図表2-2-8）。なお、2013年度調査
では「相談した」が43.1％であり、誰かに
相談したとする割合は8.1ポイント増加し
ました。

（ ２ ）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

被害・トラブルを
誰かに相談した人は半数

2-2-7　▲購入商品や利用サービスでの消費者被害の経験.xlsx

図表2-2-7 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。2014年度調査の有効回答数は64.5％。2013年度調
査の有効回答数は65.3％。

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

2013年度 2014年度
けが、病気をする等、安全性や衛生に問題があった 0.5% 1.3%
機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた 6.1% 7.9%
思っていたよりかなり高い金額を請求された 0.8% 2.4%
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 2.5% 4.9%
問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した 0.4% 1.4%
契約・解約時のトラブルにより被害に遭った 0.4% 1.1%
詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした） 0.2% 0.3%
その他、消費者被害の経験 0.7% 1.6%
上記のいずれかの経験があった 8.0% 10.6%

2-2-8　▲相談の有無.xlsx

図表2-2-8
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」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 被害やトラブルについての相談または申出の有無につ

いての問に対する回答。
　　　　　　 2013年度調査では、被害やトラブルについての相談の

有無についての問に対する回答。
　　　　 3．回答者数は、 2013年度は250人、2014年度は314人。

2013年度 2014年度
相談・申出をした 43.1％ 51.2％
誰にも相談・申出をしていない 53.6％ 43.2％
無回答  3.3％  5.5％
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　2014年度の調査では、消費者被害・トラ
ブルについて「相談又は申し出をした相手」
は、「商品やサービスの提供元であるメー
カー等の事業者」が45.2％と最も多くなり
ました（図表2-2-9）。次に多かったのは「家
族、知人、同僚等の身近な人」（36.9％）
ですが、2013年度調査の47.2％よりも10.3
ポイント減少しました。「市区町村等の行
政機関の相談窓口」は7.0％、「弁護士、司
法書士等の専門家」は2.2％という結果です。
　消費者被害・トラブルについて実際に全
国の消費生活センター等の行政機関の相談
窓口へ相談がなされるのは、全体の２～
３％程度41であると見られます。

　前述のとおり、消費者は、商品やサービ
スを選ぶ際に事業者の消費者対応について
関心があることがうかがえます。2014年度
では特に、50歳代、60歳代及び70歳代では、
「苦情や要望に対する対応」を「よく意識
する」（『常に意識する』＋『よく意識する』）
割合が５割以上となり、他の年齢層と比べ
大きくなっています（図表2-2-10）。
　また、消費者として心掛けている行動と
して、「商品やサービスについて問題があ
れば、事業者に申立てを行う」ことを「心
掛けている」（『かなり心掛けている』＋『あ
る程度心掛けている』。以下同じ。）と回答
する割合も20歳代は41.8％ですが、50歳代

消費者の多くは事業者に相談や
申出をしている

（ ３ ）事業者の消費者対応に対
する消費者の意識

消費者対応への関心は、
50～70歳代で高い

2-2-9　▲相談した相手.xlsx

図表2-2-9 被害・トラブルについての相談又は申し出をした相手

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 被害やトラブルについての「相談または申出をした」と回答した人に対する、相談した相手についての問に対する回答（複

数回答）。2013年度調査では「相談をした」と回答した人に対する相談した相手についての問についての回答（複数回答）。

（％）
6040200

2013年度調査（N＝250、M.T.＝139.6％）
2014年度調査（N＝314、M.T.＝128.0％）

48.0

47.2

30.4

5.2

2.0

2.8

2.8

0.8

45.2

36.9

29.3

7.0

2.2

1.9
0.4
1.3

2.2

1.9

商品やサービスの提供元である
メーカー等の事業者

家族、知人、同僚等の身近な人

商品・サービスの勧誘や販売を
行う販売店、代理店等

市区町村等の行政機関の相談窓口

弁護士、司法書士等の専門家

警察

消費者団体

上記以外の人や機関等

無回答

41 ）消費者庁「消費者意識基本調査」（2013年度）は2.5％、「消費者意識基本調査」（2014年度）では3.2％という結果
となっている。
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は56.2％、60歳代は53.4％、70歳代は56.1％
となっており、商品購入後やサービス利用
後の対応についての50歳代以上の消費者の
評価は、若い年齢層に比べて厳しくなって
いるといえます（図表2-2-11）。
　「商品やサービスについて問題があれば、
事業者に申立てを行う」ことを「心掛けて
いる」という回答は、時系列では図表2-2-1
で示したように、2012年度は46.1％、2013
年度は46.4％、2014年度は50.9％となりま
した。年齢層別に2012年度から2014年度ま
での増減の推移を見ると、50歳代では9.3
ポイント増、60歳代で4.5ポイント増、70
歳代で8.9ポイント増、80歳以上では11.7ポ
イント増と、それぞれ2012年度の数値より
2014年度の方が高くなっており、申立てを
行おうと考える人の増加の要因は、この年
齢層にあるといえます（図表2-2-12）。こ

れは、いわゆる団塊の世代の消費者にとっ
て商品やサービスを吟味するなどの自由な
時間が増えたことも一因と考えられます。
また、多くの事業者から、団塊の世代以上
の消費者からのお客様相談窓口への連絡が
増えているとの声が聞かれます。
　他方、事業者への若年層からの問合せは
他の年齢層と比較して少ない傾向にあると
の声が聞かれます。若年層は、商品やサー
ビスへの疑問を持った際には、事業者へ連
絡をとる前に、ウェブサイト等で必要な情
報を検索することで解決方法を見付け、対
象事業者に連絡するに至らない場合がある
ことも一因となっているとみられます。問
合せが少ない代わりに、若年層では商品や
サービスの選択時に「評判」を意識する人
の割合が、10歳代から50歳代までではいず
れも６割以上と、60歳代以上に比べて大き

2-2-10苦情や要望に対する対応を意識（年齢層別）.xlsx

図表2-2-10 商品やサービスを選ぶときに、苦情や要望に対する対応を意識する割合（年
齢層別）

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

「苦情や要望に対する対応」と回答した人を集計した結果。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

（％）
0 2010 4030 60 7050 80 90 100

総数

15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

よく意識する常に意識する たまに意識する
ほとんど・全く意識しない 無回答

0.7

0.2

0.5

0.3

0.1

1.6

1.7

0.4

14.6

31.8

22.6

15.8

14.5

9.8

10.4

12.3

21.9

38.2

40.7

42.3

42.1

41.4

39.0

34.8

33.3

32.5

33.3
46.5

27.5

35.0

41.6

43.8

51.1

53.2

52.7

45.3

20.0

23.4

30.2

29.7

38.0

39.5

36.6

33.2

13.1

7.5

11.5

11.4

14.1

13.2

13.6

16.1

12.0

（N＝6,449）
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2-2-12事業者への申立てを心掛けている（推移）.xlsx

図表2-2-12 商品やサービスについて問題がある場合、事業者への申立てを行うことを心
掛けているとする割合の推移

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対して、「商品やサービスについて問題があれば、事

業者に申立てを行う」と回答した人を集計した結果。

31.2
28.7

27.2

39.9

37.2

41.8 46.9
44.2

49.1 50.0

49.7

50.9
46.9
48.2

56.2

48.9

50.3
53.4

47.2
51.0

56.1

40.1
42.7

51.8

0

60
（%）
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15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

2012年度　N=6,690
2013年度　N=6,528
2014年度　N=6,449

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014（年度）

2-2-11事業者への申立てを心掛けている（年齢層別）.xlsx

図表2-2-11 商品やサービスについて問題がある場合、事業者への申立てを行うことを心
掛けているとする割合（年齢層別）

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対して、「商品やサービスにつ

いて問題があれば、事業者に申立てを行う」と回答した人を集計した結果。
　　　　 3．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない

（％）
0 2010 4030 60 7050 80 90 100

総数

（N＝6,449）

15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

ある程度心掛けているかなり心掛けている 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

0.3 0.3

0.2

0.1

0.1

0.6

0.4

0.4

7.7

15.1

9.7

7.4

6.5

4.6

7.3

8.1

13.9

14.7

27.5

21.2

16.9

11.6

13.1

13.0

12.6

12.0

26.5

29.8

27.2

26.5

31.1

26.1

25.7

22.7

21.9

38.3
50.9

27.2

41.8

49.1

50.9

56.2

53.4

56.1

51.8

21.0

31.1

37.7

38.0

45.8

40.2

38.8

36.5

12.6

6.2

10.7

11.4

12.9

10.3

13.2

17.3

15.3

88



くなっています。

　「消費者意識基本調査」（2014年度）で、
事業者による消費者対応に関する取組への
意識について聞いたところ、「安全性の高
い商品・サービスの提供」について最も回
答が多く、65.5％となりました（図表2-2-
13）。次に「商品・サービスの説明や表示」
と「修理などアフターサービスの実施」が
どちらも42.6％と続きます。それに対し、
「消費者とのコミュニケーションの充実」
（11.8％）や「クレームや要望の活用」

（10.9％）についての回答は低くなりました。

　「商品・サービスによる事故やトラブル
発生時の対応」が27.4％、「クレームや要
望への対応」が25.5％となっていることか
らうかがえるように、消費者対応や「消費
者の声」の活用といった、消費者とのコミュ
ニケーション分野については、まだ事業者
は積極的に取り組んでいないと消費者が捉
えているといえます。
　一般財団法人経済広報センター「第18回
　生活者の“企業観”に関する調査」（2014
年度）によると、「企業が社会からの信頼
を今後さらに勝ち得ていくための重要事
項」としては、「安全・安心で優れた商品・
サービス・技術を適切な価格で提供する」

（85％）、「雇用を維持・創出する」（49％）、
「社会倫理に則した企業倫理を確立・順守

消費者とのコミュニケーションの
充実はこれから

2-2-13事業者の積極的な取組み.xlsx

図表2-2-13 事業者による消費者対応の取組のうち、事業者が積極的に取り組んでいると
消費者が思っているもの

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 「事業者（企業）の消費者に対する以下の取組のうち、一般的にみて、事業者が積極的に取り組んでいると、あなたが思うもの

はどれですか。」との問に対する回答（複数回答）。

70500 6040302010
（％）

安全性の高い商品・サービスの提供

商品・サービスの説明や表示 

修理などアフターサービスの実施 

環境に配慮した商品・サービス提供

誰でも使い易い商品・サービス提供
商品・サービスによる事故やトラブル

発生時の対応
クレームや要望への対応

リコールや事故の情報の開示
消費者とのコミュニケーションの充実

（ウェブサイトやSNS、モニター制度等）
法令や条例を守った上での企業経営

クレームや要望の活用
（情報を活かした商品・サービスの提供、改良）

外国人への配慮（外国語対応など）

その他

積極的に取り組んでいるものはない

無回答

65.5

42.6

42.6

41.5

40.9

27.4

25.5

23.9

11.8

11.3

10.9

7.6

0.4

8.4

1.7
（N＝6,449、M.T.＝362.0％）
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する」（40％）に続き、「経営の透明性を確
保し、情報公開を徹底する」が35％となっ
ています。
　既に消費者の声を経営に活用している事
業者もありますが、消費者とのコミュニケー
ションの充実など、情報を消費者に的確に
届ける仕組みについて、事業者団体や事業
者内での検討が今後必要となりそうです。
　2015年３月に閣議決定された消費者基本
計画では、消費者基本計画として初めて「消
費者志向経営」について明記されまし
た42。一般社団法人経済団体連合会（経団
連）が2010年に策定した「企業行動憲章―
社会の信頼と共感を得るために―」では、
第１項に「社会的に有用で安全な商品・サー
ビスを開発、提供し、消費者・顧客の満足
と信頼を獲得する。」とあります。既に示
したように、消費者が商品・サービスを選
ぶ際に「安全性」を重視していることから
も、消費者の意識が反映されているといえ
ます。また、同憲章には、「株主はもとより、
広く社会とのコミュニケーションを行い、
企業情報を積極的かつ公正に開示する。」、
「社内外の声を常時把握し、実効ある社内
体制を確立する。」と掲げられており、消
費者との対話や情報開示、消費者の声の把
握など、消費者を重視した事業活動、すな
わち消費者志向経営が経済界でも重要視さ
れていることがうかがえます。
　事業者が消費者から高く評価される消費
者志向経営をするためには、顧客対応や品
質管理部門など、一部門の従業員の意識の
徹底にとどまらず、経営層、ひいては企業
全体としての消費者志向が徹底されるよう
な意識改革と仕組みが必要となります。消
費者の声が事業者内部で企業トップまで共

有され、その声が活かされる商品開発、改
善、そして消費者対応が行われるために、
事業者、さらには事業者団体の自主的な取
組が重要となります。
　事業者による「消費者志向経営」の促進
には、消費者の声が的確なものであるよう、
消費者自身が合理的な意思決定を行い、被
害を認識し、危害を回避し、被害に遭った
場合に適切に対処する能力を身に付けた

「消費者市民」となることが求められます。
事業者と消費者は、よりよい消費生活の実
現のために対話し、共に成長していくこと
が、「経済の好循環」を実現するためにも
必要となってきます。

　「消費者意識基本調査」において消費者
庁として「取り組んでいることを知ってい
ますか」と聞いたところ、2014年度は2012
年度の調査に比べるといずれの項目につい
ても認知度が向上していました。特に「食
品表示ルールの整備」が44.4％と、表示の
分野で認知度が高くなっています（図表
2-2-14）。安全や教育に関わる分野は、他
の分野に比べると水準は低いものの、認知
度はおおむね高まっています。
　また、2012年度調査では、「消費者庁を知
らなかった」人が18.4％いましたが、2014
年度調査では11.1％まで減少しており、消
費者庁の認知度も高まっているといえます。
　消費者として消費生活に関する知識や情

（ 4 ）消費者行政についての
認知度

消費者庁の取組に関する
認知度は向上

42 ）消費者基本計画第４章４（３）「事業者・事業者団体も、事業者が消費者を重視した事業活動、すなわち消費者
志向経営を行うことが健全な市場の実現につながるという意味で、消費者政策を推進する上で重要な主体である。」
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2-2-14　☆消費者庁業務の認知度.xlsm

図表2‒2‒14 消費者庁の取組についての認知度の推移

0

（％）

40

30

20

10

50

2012 2013 2014
（年度）

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

〈表示〉

0

（％）

40

30

20

10

50

2012 2013 2014
（年度）

消費者の生命・身体に関する事故の原因調査
消費者の生命・身体の安全に関する情報発信

〈安全〉

0

（％）

40

30

20

10

50

2012 2013 2014
（年度）

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
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
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被害回復のための集
団訴訟制度等）

〈取引〉

0

（％）

40

30

20

10

50

2012 2013 2014
（年度）

〈教育〉

50

（％）

10

20

30

40

0

2012 2013 2014
（年度）

消費者庁の名前は知っていたが、取組につ
いては知らない（※）
消費者庁を知らなかった

〈消費者庁の認知度〉

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
公共料金関連業務（電気料金の改定への対
応等）
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

25.5
40.7

23.9
20.5 29.7

19.5

30.1

22.2
25.7

28.8
33.9

34.4

43.4

4.4 6.8
5.5

10.78.7
14.112.0

21.7

18.4

11.1

26.4
21.4

44.4

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により
作成。

　　　　 2． 「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」との問に対する回答（複
数回答）。

　　　　 3． このほか、無回答は、2012年度3.3％、2013年度1.1％、
2014年度0.9％。その他は、2012年度0.2％、2013年度
0.2％、2014年度0.2％。

　　　　 4． 2012年度はN=6,690、M.T.=253.6％。2013年度はN＝6,528、
M.T.=321.1％。2014年度はN=6,449、M.T.=334.9％。

　　　　 5． (※)の調査における選択肢は、「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」。

　　　　 6．〈消費者庁の認知度〉の縦軸は逆目盛。
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報収集を行うことは、消費者が商品・サー
ビスの選択、また事業者とのトラブルに遭
遇するなどしたときの対応等、様々な局面
で役立ちます。日頃から消費者庁の注意喚
起や、新しい制度等の取組を知ることで、
消費者が自然に意識を高めることとなり、
例えば、消費者自身で消費者被害を未然に
防ぐことや、深刻化しないうちに、消費生
活センター等へ相談するという行動へとつ
ながります。消費者庁でも、その取組を、
消費者により分かりやすく、届きやすい情
報発信ができるよう、努めていきます。

　「消費者意識基本調査」においては、消
費生活センターに相談したことがあるとし
た人にその理由を聞いており、66.7％が「相
談すれば解決すると思ったから」と回答し
ています。その他、「以前から知っていて
頼りになると思ったから」との回答が

33.3％となっています（図表2-2-15）。他方、
相談しなかった人にその理由を聞いたとこ
ろ、約８割が「相談するほどのトラブルは
なかった」と回答しています（図表2-2-
16）。

　「食品ロス」とは、本来はまだ食べられ
るにもかかわらず捨てられる食品のことを
指します（詳細は第２部第１章第３節参照）。
　日本国内の年間食品廃棄量は約1700万ト
ンといわれています。そのうち、本来食べ
られるのに廃棄されている「食品ロス」に
当たるものは、年間約500万～800万トンと
推計されています。これは、我が国におけ
る米の年間収穫量約850万トン（2012年）
に匹敵する量となります。
　食品ロスの削減に向けて、政府では2012
年７月に「食品ロス削減関係省庁等連絡会
議」を設置し、関係府省庁（内閣府、消費

消費生活センターに相談した理由
は「解決すると思ったから」

約 7 割の消費者が
食品ロス問題を知っている

2-2-15 消費生活センターに相談した理由.xlsx

図表2-2-15 消費生活センターに相談した理由

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたはこの 1年間に「消費生活センター」に相談したことがありますか。」という問に対して「相談した」と回答した人による、「相

談した理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。」との問に対する回答（複数回答）。

（％）
806040200

無回答

相談すれば解決すると思ったから

消費生活上の情報を入手したかったから

事業者を処罰してほしかったから

被害が大きかったから

他の相談機関では解決しなかったから

その他 （N＝81、M.T.＝188.9%）

66.7

33.3

23.5

21.0

14.8

11.1

6.2

2.5

7.4

2.5

以前から知っていて頼りになると思ったから

他の人が同様の被害に遭わないようにしたかったから

被害を受けて失った金額等を取り戻したかったから
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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、2013年10月以
降は「食品ロス削減国民運動（NO-FOOD-
LOSS PROJECT）」という名称で取り組ん
でいます。
　消費者に食品ロスの現状や課題などの情
報を分かりやすく伝え、消費者の理解を深
めることを目的に、消費者庁ウェブサイト
上の専用ページ「食べもののムダをなくそ
うプロジェクト」等を通じ、食材を無駄に
しないレシピやオリジナル啓発ソング（と
もに2014年度公開）も活用した情報発信を
行うとともに、消費者団体や地方公共団体
等を通じて各種パンフレットを配布し、普
及・啓発に努めています。
　なお、「消費者意識基本調査」において
食品ロス問題について聞いたところ、食品
ロス問題について知っているとする回答の
割合は68.7％（「よく知っている」＋「あ
る程度知っている」）、知らないとする回答
の割合が31.0％（「あまり知らない」＋「ほ
とんど・全く知らない」）となっており、

消費者はこうした問題についても関心が高
いことがうかがえます（図表2-2-17）。
　また、食品ロスを軽減するために取り組
んでいることについて聞いたところ、「『賞
味期限』を過ぎてもすぐに捨てるのではな
く、自分で食べられるか判断する」、「冷凍

2-2-16 相談しなかった理由.xls

図表2-2-16 消費生活センターに相談しなかった理由

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたはこの 1年間に「消費生活センター」に相談したことがありますか。」という問に対して「相談したことはない」と回答した人に

よる、「相談しなかった理由として、以下のうちどれが当てはまりますか。」との問に対する回答（複数回答）。

8020 40 600
（％）

無回答

相談するほどのトラブルはなかった

相談せず自分で解決しようとした

相談しても仕方ないと思った

家族、知人、同僚等の身近な人に相談した

自分にも責任があると思った

利用したいが窓口時間が合わなかった

他の相談窓口で解決した

相談するのは恥ずかしかった

その他

特に理由はない

5.1

5.0

4.6

2.8

0.7

0.5

0.3

1.7

14.7

0.4

77.4

（N＝6,301、M.T.＝113.3%）

2-2-17 食品ロスの認知度.xlsx

図表2-2-17 「食品ロス」問題について
の認知度

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により
作成。

　　　　 2． 「あなたは、「食品ロス」という問題を知っていますか。」
との問に対する回答。

ある程度
知っている
54.4

よく
知っている
14.3あまり

知らない
21.2

ほとんど・
全く知らない

9.8 無回答
0.3

（％）

「よく知っている」
＋

「ある程度知っている」
68.7％
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保存を活用する」、「残さず食べる」等が多
く挙げられています（図表2-2-18）。
　「冷凍保存を活用する」、「小分け商品、

少量パック商品、バラ売り等、食べきれる
量を購入する」等については、2013年度調
査よりも回答割合が高くなっています。

2-2-18 食ロスのために取り組んでいいること.xlsx

図表2-2-18 食品ロス軽減のために取り組んでいること

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」（2014年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、『食品ロス』を軽減するために取り組んでいることはありますか。当てはまるもの全てをお選びください。」と

の問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3．※は調査していない項目。
　　　　 4． （＊ 1）2012年度調査では、「『賞味期限』を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、見た目や臭い等により、五感で食べられる

か判断する」となっている。
　　　　　　（＊ 2）2014年度調査では、「日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量を確認する」となっている。
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2012年度調査（N＝6,690人、M.T.＝321.2％）
2013年度調査（N＝6,528人、M.T.＝416.1％）
2014年度調査（N＝6,449人、M.T.＝351.3％）
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料理を作り過ぎない

その他

上記に当てはまるものはない

食べきれなかったものを他の料理に作り変える

取り組んでいることはない

無回答

食品ロス削減の取組を行っている事業者に対し、
商品を購入する等の応援をする

食品を無駄にしないよう、日頃から「消費期限」
を把握する

日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示
を確認する（＊２）

小分け商品、少量パック商品、バラ売り等、
食べきれる量を購入する

「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、
自分で食べられるか判断する（＊１） 66.9
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0.8
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　消費者庁では、食品偽装問題や食品安全等、食に関する様々な消費者問題に対する
取組を行っています。2014年度には消費者向けの新たな取組として、食を楽しみなが
ら食物アレルギーや食品ロスといった身近な問題の解決に役立つレシピを紹介すべ
く、料理レシピサイト「クックパッド」43の公式キッチンに「消費者庁のキッチン」
を開設しました。

（ １）食物アレルギーに対応したレシピ
　2013年度に文部科学省が実施した調査44によると、全国の公立学校の児童生徒の
4.5％が食物アレルギーを有しており、2004年度調査の2.6％に比べ、1.7倍に増加して
います。また、アレルギーの原因物質については、2012年度に消費者庁が実施した調
査45によると、鶏卵（39％）、牛乳（22％）、小麦（12％）で、全体の約４分の３を占
めています。上記の原因物質の中でも、小麦は、パン、麺類等の主食や、ケーキ、カ
ステラ、ビスケット等の菓子の原材料となっているほか、ぎょうざやまんじゅうの皮、
揚げ物の衣、つなぎ等、多くの加工食品に用いられています。
　こういった背景を踏まえ、石川県や石川県生活協同組合連合会が中心となり、2013

食品アレルギーや食品ロス削減に対する消費者庁の新たな取組
―料理レシピサイト「クックパッド」の公式キッチンに「消費者庁のキッ
チン」を開設―

C O L U M N 4

（URL：http://cookpad.com/kitchen/10421939）

43 ）1998年３月にサービスを開始した料理レシピ投稿・検索サイト。月間利用者数は延べ5042万人以上（2014年12月
実績）、掲載レシピ数200万品超（2015年３月時点）。

44 ）学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議「今後の学校給食における食物アレルギー対
応について　最終報告」（2014年３月）

　http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/__icsFiles/afieldfile/2014/03/27/1345963_2.pdf
45）消費者庁「食品表示に関する試験検査「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」」（2012年度）
　http://www.cao.go.jp/consumer/history/02/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/130530_shiryou4.pdf
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年度の地方消費者行政活性化基金を活用して、石川県産食材である米粉を用いた小麦ア
レルギー対応（小麦グルテンフリー）の配合粉を使ったレシピが考案されました。
　消費者庁では、小麦アレルギーのある方はもちろん、ない方も、配合粉を使ったレシ
ピを参考にしていただけるように、この配合粉を用いた基本レシピや、「お好み焼き」、
「パンケーキ」等のアレンジレシピを「消費者庁のキッチン」で紹介しています。

（ ２）食品ロス削減に役立つレシピ
　「食品ロス」とは、本来はまだ食べられるのに捨てられる食品のことを指します。日
本では、年間約1700万トン（2011年度推計）の食品廃棄物が出されています。このうち、
食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間約500～800万トン（2010
年度推計）であり、これは、米の年間収穫量（約850万トン。2012年水稲の主食向け。）
にほぼ匹敵する数量です。
　この食品ロス削減には消費者・事業者双方の協力が必要であり、消費者庁では、2012
年度より消費者向けの普及啓発として「食べもののムダをなくそうプロジェクト」とい
うウェブサイト（http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html）を開設した
ほか、啓発パンフレットの作成、啓発動画の配信等を行っています。
　2013年度に消費者庁が地方消費者行政活性化交付金を通じて、食品ロスの削減に向け
て先駆的な取組を行う地方公共団体の支援を行ったところ、北海道札幌市、青森県鶴田
町、宮城県仙台市、富山県、石川県穴水町、石川県白山市、福井県、兵庫県及び兵庫県
洲本市より、「変身豚汁味噌ラーメン」等余った料理を別の料理にリメイクするレシピや、
「余ったご飯でリゾットコロッケ」のような余った食材を活用したレシピ等、「食材を
無駄にしないレシピ」が計約230件（2015年 3 月末時点）寄せられました。これらのレ
シピを各地方の郷土料理の紹介等と併せて「消費者庁のキッチン」にて紹介しています。
　これまで食べられないと思っていた野菜の皮や茎も、冷蔵庫に残った半端な野菜や
余ってしまったお料理も、捨てる前に「消費者庁のキッチン」でレシピを探してみてく
ださい。捨てていたものから、美味しくて地球と家計にやさしいお料理ができるかもし
れません。 
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食品ロス削減啓発ソング

「食べもののムダをなくそう」46

作詞・作曲：佐藤　大祐　　　　編曲：大野　正登（Music Office SIMON）

パーティーを始めましょう　みんなで乾杯
いつも主役になるのは美味しい料理
けどついつい作りすぎて　気づいたときは
パーティーが終わるのに料理だらけ

たくさんの食べものたちがいつも
食べられずに捨てられる
捨てられてしまう料理達が
僕たちを見ながらいつも泣いている

もったいないの心　日本人が誇る文化
もったいないの心　世界に広げていこう
自分から始めよう

期限が過ぎたものが家にたくさんあると
全て捨ててしまいたくなる
けど少しは賞味期限切れていても
すぐに食べられなくなるわけじゃない

たくさんの食べものたちがいつも
食べられずに捨てられる
捨てられてしまう料理達が
まだ食べられるよって話しかけてる

もったいないの心　日本人が誇る美学
もったいないの心　未来に残していこう
自分が変わらなくちゃ

自分から変えていこう

食品ロスについての啓発パンフレット（消費者庁作成）47

46 ）「食品ロス（まだ食べられるのに廃棄される食品）」について消費者に知っていただき、周りの方々と一緒に削減
に取り組んでいただけるよう、消費者庁の食品ロス担当者が作成。消費者庁ウェブサイト上の専用ページ「食べも
ののムダをなくそうプロジェクト」で2014年６月から視聴可。http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9_
themesong.html

47 ）消費者庁ウェブサイト内「食べもののムダをなくそうプロジェクト」に掲載。http://www.caa.go.jp/adjust-
ments/index_9.html
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　2011年３月に発生した東京電力福島第一
原子力発電所の事故の後、科学的知見に基
づいた食品中の放射性物質に関する基準値
が設定され、合理的な検査体制の下で食品
の安全が確保されているにもかかわらず、
被災県産の農作物を中心に買い控える等の
消費行動がみられました。そこで、被災県
の農林水産物等について、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、風評被害対策及び消費者理解の増進に
関する取組に役立てることを目的として、
2013年２月から半年ごとに被災県及び被災
県産品の主要仕向け先の都市圏48の消費者
約5,000人を対象として、インターネット
を通じた消費者意識の実態調査を行ってい

ます。
　その結果を見ていくと、まず食品中の放
射性物質の検査の情報について知っている
こととして「基準値超過の作物は市町村単
位で出荷制限等され、流通・消費されない」
ことについては、第５回目の2015年２月調
査で調査対象者全体の55.2％が知っている
という結果でした。他方で、「検査が行わ
れていることを知らない」とする回答も
24.5％となっており、一定程度の理解があ
る反面、回答者にその検査の実施を知らな
い人もまだ存在することが示されました。
　「普段の買い物で食品を購入する際に、
その食品がどこで生産されたか」を気にす
るか聞いたところ、「気にする」との回答
割合は26.5％、「どちらかといえば気にす
る」との回答割合は40.4％となりました
（2013年２月調査では「気にする」との回
答は28.2％、「どちらかといえば気にする」
との回答は40.0％）。食品がどこで生産さ
れたかを気にする理由を尋ねた結果を調査

（ 5 ）東日本大震災に関連した 
消費者意識や消費生活相談

放射性物質に関する消費者の
意識の変化

3-2-25　風評被害意識.xlsx

図表2-2-19 食品がどこで生産されたかを気にする理由

（備考）　 1．消費者庁「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第 5回）」により作成。
　　　　 2． 食品がどこで生産されたかを「気にする」、「どちらかといえば気にする」と回答した人に対して、「あなたが、そ

の食品がどこで生産されたかを気にされるのはどのような理由からでしょうか。」との問に対する回答の調査対象
者全体に対する割合（複数回答）。

0.0 15.05.0 10.0 25.020.0 35.0
（％）

30.0

2013年２月
2013年８月
2014年２月
2014年８月
2015年２月

産地によって鮮度が異なるから

産地によって品質（味）が異なるから

産地によって価格が異なるから

その他

ブランド価値のある特産品を買いたいから

自分が住んでいる地域など、特定の地域の
食品を買いたいから

食品を買うことにより、その食品の生産地
を応援したいから

放射性物質の含まれていない食品を買いた
いから

31.7

20.1

21.7

5.6

16.2

9.6

22.8

4.6

27.4

16.0

17.0

5.5

17.3

12.4

27.9

4.8

48 ）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
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対象者全体に対する比率で見ると、2015年
２月調査では「品質（味）が異なるから」
は31.7％（2013年２月調査より4.3ポイント
増加）、「放射性物質の含まれていない食品
を買いたいから」は、22.8％（2013年２月
調査より5.1ポイント減少）でした（図表
2-2-19）。
　「放射性物質の含まれていない食品を買
いたいから」と回答した人に対して、「食
品を買うことをためらう産地」について聞
いた結果を、調査対象者全体に対する比率
で見ると、「福島県産」と回答した人は
17.4％となっており、福島県産の食品の購
入をためらう消費者が引き続き一定割合存
在しています（図表2-2-20）。一方、福島
県在住者の意識を見ると、この調査を開始
した2013年２月には、福島県産の購入をた
めらうと回答した割合が31.9％ありました
が、2015年２月調査ではその割合が18.8％
へと低下しました。
　消費者庁では、震災・原発事故を踏まえ、
食の安全・安心を確保し、食品と放射能に
関する理解を広げることを目的として、

2011年度から「食品中の放射性物質」に関
する情報提供とリスクコミュニケーション
の推進に取り組んでおり、関係府省、地方
公共団体及び各種団体と連携して、消費者
と専門家が共に参加する意見交換会を2014
年度末までに418回開催しています。また、
2013年度は、地域に根ざした情報提供の機
会を設けることを目的とし、消費生活相談
員、保健師、栄養士、保育士、学校給食関
係者、JA職員等を対象に、食品と放射性
物質に関する正確な情報提供ができるコ
ミュニケーターの養成研修を全国66か所で
開催し、受講者は約3,400名（2014年３月
31日時点）に達しました。コミュニケーター
に対しては、2014年度は、そのフォローアッ
プを実施し、隔週発行のメールマガジンで
最新情報を提供しています。
　消費者庁としては、引き続き、関係府省
庁とも連携し、今回の意識調査の結果も踏
まえつつ、今後とも、消費者に対して食品
中の放射性物質に関する正確な情報提供を
行い、消費者理解の増進に努めていく予定
です。

2-2-20　▲風評被害意識2.xlsx

図表2-2-20 放射性物質を気にする人が食品を買うことをためらう産地

（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． 「放射性物質の含まれて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」についての回答

の調査対象者全体に対する割合（複数回答）。右グラフについては、居住地別の調査対象者全体に対する割合。
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　2011年３月11日の東日本大震災に関連す
る相談は、2014年度は被災県も含めて大き
く減少しました。震災発生当初は、被災県
では消費生活相談の61.8％を占めていた震
災関連の相談ですが、2014年度には1.2％
まで減少しています。全国でも、震災直後
の2011年３月11日～31日で9,074件の震災

関連の相談があり、2011年度には25,094件
寄せられましたが、2014年度は1,385件と
なっています（図表2-2-21）。
　2014年度の震災関連の相談のうち、上位
の商品・サービスでは、住宅の修繕工事等
に関する「工事・建築」や「不動産貸借」
に次いで、「野菜」が３番目になっています。
これは主に放射能に関する不安についての
相談となっています（図表2-2-22）。

東日本大震災に関連する相談は減少

3-2-23　震災関連の相談_150508.xlsx

図表2-2-21 震災関連の相談の推移

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2．相談件数は、2011年 3 月11日以降のもの。
　　　　 3．被災県とは、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県。
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3-2-24　震災関連の相談上位商品_150508.xlsx

図表2-2-22 被災県の震災関連の消費生活相談件数が多い商品・サービス

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。

順位
2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

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
1 工事・建築 1,496 工事・建築 516 工事・建築 247 工事・建築 131 
2 不動産貸借 1,284 不動産貸借 308 不動産貸借 153 不動産貸借 89 
3 修理サービス 753 野菜 165 野菜 65 野菜 48 
4 フリーローン・サラ金 555 フリーローン・サラ金 130 フリーローン・サラ金 63 フリーローン・サラ金 46 
5 他の行政サービス 443 修理サービス 115 デジタルコンテンツ 57 他の行政サービス 19 
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　全国の消費生活センター等に寄せられた
消費生活相談件数は、2004年度の192.0万
件をピークに減少傾向にありましたが、
2013年度は９年ぶりに増加となり、2014年
度においても94.4万件と、前年度を上回る
相談が寄せられ、２年連続して増加してい
ます（図表3-1-1）。
　なお、2004年度のピーク時は、消費生活
相談件数192.0万件のうち、架空請求に関
する消費生活相談が67.6万件と、35.2％を
占めていました。その後、架空請求に関す
る相談は、ピーク時と比べると大きく減少
しましたが、2014年度は6.7万件寄せられ、
最近５年間では最も多くなっています。

　2014年度の消費生活相談件数は、2013年
度と同様、この数年では高水準となりまし
た。その主な要因の一つは、第２章でも紹
介したように、情報化が高齢者層も含めて
一層浸透し、インターネット通販で商品や
サービスを購入する機会が増えたことによ
る相談、インターネットサイトを利用した
デジタルコンテンツに関連した相談や、イ
ンターネット接続回線等の通信サービスの
相談等、様々な観点でのインターネットに
関する相談の増加と考えられます。
　前述した架空請求に関する相談でも、従
来の主に高齢者を対象としたはがきによる
請求に加え、身に覚えのないデジタルコン
テンツの利用料や会費等について、請求
メールを受信したといった相談内容が増え
ています。
　一方で、2012年度から2013年度にかけて
消費生活相談件数の増加に大きく影響した
「健康食品の送り付け商法」によるトラブ

（ １）20１4年度相談の全体的な概況

全国の消費生活相談は
前年度に続き増加

消費生活相談の概況第 １節

消費者問題の動向第3章
　本章では、まず、第１節において、高齢化や情報化等の環境変化の下での消費生活相談
の状況について、年齢別や性別に見た相談の動向、相談の多い商品やサービス等を概観し
ます。また、第２節では、消費者安全法、消費生活用製品安全法等の規定に基づき消費者
庁に報告される情報における事故の動向、危害・危険に関する相談、2014年度の主な事故
の事例、子供に関する事故等について取り上げます。第３節では、最近顕著な増加が見ら
れる消費生活相談の内容等、新しい消費者問題を取り上げます。特にインターネットの利
用者層が広がっていること等により増加している情報化に関連するトラブルや、主に高齢
者が巻き込まれる詐欺的なトラブル等を紹介します。
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ルの相談は、2014年度は減少しています。
このトラブルのターゲットは高齢者であっ
たことから、2014年度の65歳以上の高齢者
に関する相談件数は2013年度をやや下回っ
ていますが、近年の相談件数の推移で見る
と、人口の伸び以上に相談件数が増えてい
ることには変わりがありません（詳細は本
節「高齢者に関する消費生活相談件数は依
然として高水準」参照）。
　そして、「健康食品の送り付け商法」の
相談を除くと、2014年度の高齢者に関する
相談件数はむしろ2013年度を上回っていま
す。したがって、高齢者に関する相談が依
然として多い状況も、相談件数全体が増え
ていることに影響を及ぼしている二つ目の
要因と考えられます。
　そのほか、消費生活相談件数が高水準に
ある理由として、消費者被害の広がりとい
う側面だけではなく、消費者の意識と行動
の変化や、消費者行政による相談体制の強
化や消費者への普及啓発、情報提供等の効

果が徐々に表れている可能性も考えられま
す。
　消費者の意識や行動、消費者行政に関す
る点で見ると、消費生活相談の増加は、消
費者が消費者として取るべき行動を認識し
始めているという意味で、前向きな傾向を
示しているともいえます。例えば、消費生
活センター等への相談が寄せられる時点
で、消費者が「契約を既にしている、又は
申込みをしている」割合は減少傾向にあり、
契約する前に相談する方が増えています。
これは、早目にトラブルに気付き、消費生
活センター等へ相談するという行動が増え
ていることの表れです。また、消費者自身
が消費者被害と捉える意識が高まっている
ことも考えられます。
　第２章で紹介した消費者への意識調査結
果でも、消費者被害・トラブルに巻き込ま
れた際に、「行政機関の相談窓口に相談、
申出をする」回答割合が増えており、これ
も消費者の意識や行動の変化を裏付けるも

3-1-1 消費生活相談件数の推移.xlsx

図表3-1-1 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（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2．2004年度以前は、国民生活センター「消費生活年報2014」による。
　　　　 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。
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のの一つとして、挙げられます（詳細は第
２章第２節参照）。
　相談体制の強化という点では、消費者庁
発足後、消費生活センターの設置数は増加
しており、2013年度の745か所（2013年４
月１日時点）から2014年度（2014年４月１
日時点）は763か所へと18か所の増加となっ
ています（詳細は第４章第３節参照）。
　また、消費生活相談窓口のある地方公共
団体も増えています。2009年度は消費生活
相談窓口が未設置の市町村は95でしたが、
2014年度末には０となり、相談の受け皿が
広がっています。
　さらに、消費者への意識調査において、
問題があれば事業者に申立てを行うこと
や、トラブルに備えて対処方法を準備・確
認しておくという回答割合も増加してお
り、これは消費者が消費活動を行うに当
たって積極的な行動を心掛けようとする等
の意識の高まりと考えられます（詳細は第

２章第２節参照）。

　2014年度の消費生活相談を、相談件数と
実際に支払った相談１件当たりの金額（平
均既支払額）の関係で見たところ、デジタ
ルコンテンツやインターネット接続回線等の
「運輸・通信サービス」が27万件を超えて
最も相談件数が多く、２番目の「金融・保
険サービス」を３倍近く上回り、他の商品・
サービスの相談と比べ突出しています（図
表3-1-2）。
　なお、「運輸・通信サービス」の９割以
上が通信サービスに関する相談です。また、
このうちの相談１件当たりの平均既支払額
は2.6万円となっており、前年度の2.9万円
から下がっています。
　相談件数が２番目に多い「金融・保険サー

情報通信に関する相談件数が突出

3-1-2 ▲商品別の件数・既支払金額（スカイライングラフ）.xlsx

図表3-1-2 消費生活相談の商品・サービス別の件数・既支払額（2014年度）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27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・通信サービスのうち、「運輸サービス」は郵便、運輸・運送サービス、旅客運送サービス等で、「通信サービス」には放送サー

ビスを含む。金融・保険サービスの内訳は、①：預貯金・投資商品等、②：融資サービス、③：保険。「運輸・通信サービス」と「金
融・保険サービス」はさらにその件数の内訳を割合で示している。平均既支払額の内訳を割合で示したものではない。なお、「運輸・
通信サービス」のうち、「運輸サービス」の平均既支払額は2.3万円、「通信サービス」は2.6万円、「金融・保険サービス」の平均既支
払額は、①預貯金・投資商品等は119.4万円、②融資サービスは13.1万円、③保険は42.2万円。
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ビス」は、9.5万件と相談が多く、平均既
支払額も60.7万円と高額ですが、2014年度
は前年度から件数は約１万件減、平均既支
払額は前年度の96.8万円から2014年度は大
幅に減少しています。
　相談件数が３番目である「教養娯楽品」
には、新聞や携帯電話、パソコンソフトや
パソコン関連用品、インターネット通販で
トラブルが多い腕時計等、様々な商品が含
まれています。
　また、相談の対象商品が具体的にどのよ
うなものか不明なケースや、複数の商品・
サービスにまたがる内容、架空請求等を含
む「商品一般」が約５万件と、2013年度と
比べ約２割、件数が増加しています。具体
的には、対象商品が分からないものの、怪
しい電話勧誘があった等の劇場型勧誘と考
えられるものや、覚えのない架空請求等が
挙げられます。

　相談１件当たりの平均金額を、請求され
た又は契約した金額である「契約購入金額」

と実際に支払った金額である「既支払額」
とでそれぞれの推移を見ると、全体、65歳
以上の高齢者、65歳未満の全てにおいて、
近年は減少傾向にあり、2014年度は１件当
たり契約購入金額が約122万円で、既支払
額は約42万円となっています（図表3-1-3）。
　高齢者は、65歳未満と比較して平均契約
購入金額及び平均既支払額が共に高額であ
る傾向は変わりませんが、2014年度は平均
契約購入金額が約166万円で前年度と同水
準、平均既支払額は約71万円で前年度の約
87万円から大きく減少しています。これは、
金融商品等の高額商品に関する相談が減少
傾向にあることや、全体の傾向とも共通し
ていますが、平均金額が比較的低いイン
ターネット関連の相談が増加したことによ
る影響と考えられます。
　また、契約購入金額及び既支払額それぞ
れの総額を見ると、2014年度の契約購入金
額総額は5572億円、既支払額総額は1701億
円と前年度を下回りました。このうち高齢
者に関するものは、契約購入金額では1764
億円と全体の31.7％を占め、既支払額では
690億円と全体の40.6％を占めています（図
表3-1-4）。

相談 １件当たりの平均金額は
減少傾向

3-1-7 平均契約購入金額・平均既支払額 .xlsx

図表3-1-3 平均契約購入金額の推移・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（2015年 4 月27日までの登録分）。
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　2014年度の消費生活相談について、属性
別での状況を見ると、年齢別では65歳以上
の高齢者が27.7％を占め、高齢者の割合が
大きいことが分かります（図表3-1-5）。10
歳ごとの区分では40歳代が16.0％と最も大
きな割合を占め、次いで60歳代、70歳代、
50歳代の順となっています。
　性別では、女性が49.6％、男性が46.5％
とやや女性が多くなっています。職業等別
では、給与生活者が37.0％と最も多く、次
いで無職が24.9％となっています。無職の
割合が大きいのは、高齢者の相談が多いこ

とと連動しています。
　さらに性別、年齢層別に商品・サービス
で区分して見ると、相談件数は男性、女性
ともに40歳代が最も多く、40歳代男性に関
する相談は7.4万件、40歳代女性に関する
相談は7.7万件となっています（図表3-1-
6）。その他、男性では60歳代、女性では70
歳代の相談件数がそれぞれ７万件を超えて
います。
　商品・サービス別では、性別を問わず幅
広い年齢層で「運輸・通信サービス」が共
通して大きな割合を占めていますが、これ
はウェブサイトを利用したデジタルコンテ
ンツや、インターネット接続回線、携帯電
話サービス等の通信サービスに関する相談

属性別に見た20１4年度の相談状況

3-1-8 契約購入金額既支払額推移.xlsx

図表3-1-4 契約購入金額総額・既支払額総額

2014201320082005 2006 2007 2009 2010 2011 2012
0

8,000
（億円）

（年度）

4,000
5,000

7,000
6,000

2,000
3,000

1,000

全体 うち、65歳以上

6,512 6,535
6,879

7,308
6,563

7,034
6,505

5,762 5,920
5,572

1,331 1,235 1,445 1,604 1,577
2,256 2,126 1,958 2,076 1,764

0

3,000
（億円）

（年度）

1,000

1,500

2,500

2,000

500

2014201320082005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

559 545 629 741 811
1,139 1,197

987 1,000
690

1,840 1,804
1,962 2,075 2,021

2,449
2,696

2,159 2,215

1,701

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（2015年 4 月27日までの登録分）。

未3-1-5 属性別消費生活相談状況.xlsx

図表3-1-5 属性別相談状況（2014年度）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27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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が多いことによるものです。また、60歳代、
70歳代の女性で「金融・保険サービス」の
相談が多いのは、主にこの年齢層が金融商
品への投資勧誘等のターゲットとなり、ト
ラブルに巻き込まれていることを物語って
います。
　次に、商品・サービスを更に詳細に区分
して、年齢層別に相談の多いものを挙げる
と、前述したように、アダルト情報サイト
等の「デジタルコンテンツ」、「インターネッ
ト接続回線」等が多くの年齢層で確認でき
ます（図表3-1-7）。他には、賃貸アパート
等の「不動産貸借」、融資関連の「フリーロー
ン・サラ金」等も幅広い年齢層で相談が多
くなっています。
　年齢層別には、20歳代、30歳代で「エス
テティックサービス」が上位にあり、60歳

以上では「ファンド型投資商品」が多いこ
と等が特徴です。

　2014年度の65歳以上の高齢者に関する消
費生活相談は26.1万件で、2013年度の27.1
万件をやや下回りました（図表3-1-8）。こ
れは、2013年度の高齢者に関する相談件数
の増加に大きく影響した「健康食品の送り
付け商法」に関連した相談が減少したため
です。この相談を除いた高齢者に関する相
談件数で見ると2014年度は25.7万件とな
り、2013年度の24.5万件に対し、むしろ増
加していることとなります。いずれにしろ、
高齢者に関する相談件数が依然として高水

高齢者に関する消費生活相談件数
は依然として高水準

未3-1-6 性別年代別商品別.xlsx

図表3-1-6 性別・年齢層別の商品・サービス別相談件数（2014年度）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された2014年度の消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2． 「その他商品」とは、商品別分類（大分類）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」、「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．情報通信に関する相談は、PIO-NETでは「運輸・通信サービス」に該当。
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未3-1-7 年齢層別商品（中）.xlsx

図表3-1-7 消費生活相談件数の多い商品・サービス（年齢層別、2014年度）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。

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

1 デジタルコンテンツ 18,089 デジタルコンテンツ 19,911 デジタルコンテンツ 28,825 デジタルコンテンツ 39,073

2 テレビ放送サービス 827 不動産貸借 6,262 不動産貸借 9,115 不動産貸借 7,163

3 携帯電話サービス 323 エステティックサービス 3,853 フリーローン・サラ金 6,235 フリーローン・サラ金 6,996

4 不動産貸借 316 フリーローン・サラ金 3,495 インターネット接続回線 3,432 インターネット接続回線 5,435

5 商品一般 315 インターネット接続回線 2,264 商品一般 3,238 商品一般 4,752

6 インターネット接続回線 306 商品一般 2,030 工事・建築 2,445 工事・建築 3,320

7 財布類 276 四輪自動車 1,899 四輪自動車 2,387 携帯電話サービス 3,142

8 相談その他（全般） 271 携帯電話サービス 1,719 携帯電話サービス 2,354 四輪自動車 2,685

9 他の健康食品 265 テレビ放送サービス 1,146 エステティックサービス 1,428 複合サービス会員 1,931

10 運動ぐつ 245 医療サービス 1,127 相談その他（全般） 1,325 相談その他（全般） 1,839

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

1 デジタルコンテンツ 29,326 デジタルコンテンツ 24,839 商品一般 11,777 商品一般 6,481

2 フリーローン・サラ金 5,721 商品一般 8,700 デジタルコンテンツ 11,589 工事・建築 3,312

3 インターネット接続回線 5,632 インターネット接続回線 6,968 ファンド型投資商品 5,048 新聞 2,642

4 商品一般 5,159 工事・建築 5,715 工事・建築 4,959 ファンド型投資商品 2,622

5 不動産貸借 4,612 フリーローン・サラ金 5,223 インターネット接続回線 4,927 健康食品（全般） 2,072

6 工事・建築 3,773 不動産貸借 3,636 フリーローン・サラ金 3,011 他の健康食品 2,046

7 携帯電話サービス 2,246 ファンド型投資商品 2,744 役務その他サービス 2,795 デジタルコンテンツ 1,921

8 四輪自動車 1,995 相談その他（全般） 2,170 相談その他（全般） 2,728 インターネット接続回線 1,888

9 相談その他（全般） 1,773 修理サービス 1,985 新聞 2,363 ふとん類 1,604

10 修理サービス 1,559 役務その他サービス 1,974 不動産貸借 2,180 役務その他サービス 1,570

3-1-8 ▲高齢者契約者同一.xlsx

図表3-1-8 高齢者に関する相談件数

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2．高齢者とは、契約者が65歳以上。
　　　　 3．縦軸の表示のみ、万件単位としている
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「健康食品の送り付け商法」を除いた
「高齢者」に関する相談件数
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準にあることに変わりがありません。
　2009年度の消費生活相談件数を基準とし
てこれを100とすると、65歳以上の高齢者
に関する相談件数は152.7と、５年前と比
較し52.7％増加しています（図表3-1-9）。
同時期の65歳以上に関する高齢者の人口は
13.8％増にとどまることから、人口の高齢
化以上に、高齢者に関する相談が増加して
いることが分かります。
　一方で、相談件数全体は2012年度までは
減少傾向にありましたが、2013年度に
104.2へと増加し、2014年度は104.6と同水
準となっています。65歳未満の相談件数は、
相談件数全体と同様、2012年度までは減少
傾向にありましたが、2013年度は88.6とや
や前年度を上回り、2014年度は90.8と更に
増加しています。
　また、高齢者に関する相談の件数を５歳
刻みで区分して2009年度以降の推移を見る

と、85歳以上では2014年度は2009年度の
86.7％増となるなど、年齢が高いほど以前
と比べて相談が増加していることが分かり
ます（図表3-1-10）。
　高齢者に関する相談のうち上位商品を
2013年度、2014年度で見ると、2013年度は「健
康食品の送り付け商法」の影響で、健康食
品が多いことが確認できますが、2014年度は
「アダルト情報サイト」、「光ファイバー」等
とインターネットに関連した相談が増加して
きていることが読み取れます（図表3-1-11）。

　高齢者に関する消費生活相談が多い中
で、特に周囲の見守りが必要な認知症等の
高齢者に関する相談49は、高齢者全体と同
様、増加傾向にあります（図表3-1-12）。

高齢者・障害者等に関する
見守りの強化は重要

3-1-17 高齢者指数グラフ.xlsx

図表3-1-9 消費生活相談件数と人口の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）、及び総務省「人口推計結果」により作成。
　　　　 2．2009年度＝100としたときの指数。
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49�）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。
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　認知症等の高齢者に関する相談では、相
談が本人以外から寄せられることが多く、
また、販売購入形態別に見ると「訪問販売」
の割合が高齢者全体より大きいことが特徴
です（販売購入形態別の相談については後
述）（図表3-1-13）。「訪問販売」のうち、
具体的には新聞や修理サービス、屋根工事
等が主な商品・サービスとなっています。
　また、障害者等に関する相談50において
も、本人以外から寄せられることが多く、

本人が十分に判断できない状態にもかかわ
らず、事業者に勧められるままに契約した
り、買い物や借金を重ねるといったケース
が見られます（図表3-1-14）。
　トラブルの未然防止や被害の拡大防止に
は、周囲の気付きが不可欠です。家族のみ
ならず、近隣住民や福祉事業者、行政等が
協力して、見守りを強化していくことが重
要です。
　また、本人に代わって財産管理を行った

未3-1-10 高齢者指数グラフ（５歳刻み）.xlsx

図表3-1-10 高齢者の消費生活相談件数の推移（ 5歳刻み、指数）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2．2009年度＝100としたときの指数。
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未3-1-11 高齢者の相談上位商品.xlsx

図表3-1-11 高齢者に関する相談が多い商品・サービス（上位 5商品）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。

2013年度 件数 2014年度 件数
1 健康食品（全般） 21,290 商品一般 22,968 
2 商品一般 18,079 アダルト情報サイト 14,521 
3 他の健康食品 12,370 ファンド型投資商品 9,353 
4 ファンド型投資商品 11,825 光ファイバー 6,622 
5 アダルト情報サイト 8,670 デジタルコンテンツ（全般） 6,425 

50）トラブルの当事者が心身障害者又は判断不十分者であると消費生活センター等が判断したもの。
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り、判断を助けたり、本人が行った不利な
行為を取り消したりして、本人を守る役割

を持つ成年後見制度の活用も、判断能力の
不十分な方々の保護や支援に有用です。

3-1-24 認知症高齢者契約者同一.xlsx

図表3-1-12 認知症等の高齢者に関する相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
    2 ． 契約当事者が65歳以上の「判断不十分者契約」に関する相談。
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未3-1-13 認知症高齢者販売購入形態割合・上位商品.xlsx

図表3-1-13 認知症等の高齢者に関する相談の販売購入形態別割合（2014年度）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27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。

商品・サービス
訪問販売の上位商品・サービス

件数順位
1 新聞 744
2 修理サービス 148
3 屋根工事 136
4 浄水器 111
5 ふとん 109

12.7 39.3 8.622.0 13.4

通信
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0.9
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（％）
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3-1-25 障害者契約者同一.xlsx

図表3-1-14 障害者等に関する相談件数

（備考）　1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
　　　　2．「心身障害者関連」又は「判断不十分者契約」に関する相談。
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【解説】成年後見制度とは

　成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。
　法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判断能力の程度
など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。法定後見制度におい
ては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が、
本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分
で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行
為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。成年後見人等
には、家庭裁判所が適任と判断した方が選任されます。本人が必要とする支援の内容
などによっては、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や、法律又は福祉に関わ
る法人などが選任されます。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選
ばれることもあります。最近は、本人に一定額以上の財産がある場合には、本人の財
産を適切に管理するため、専門職が成年後見人等に選任されたり、後見制度支援信託
（本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見
人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組み）が利用されたりす
るようになっています。
　任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な
状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人（任意後見人）に、自分
の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後見契
約）を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本
人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをするこ
とによって、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能になります。
　後見開始の審判がされたときや、任意後見契約の公正証書が作成されたときには、
家庭裁判所や公証人からの嘱託によって、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容
などが東京法務局後見登録課のコンピュータ・システムに登記され、本人、成年後見
人等の一定の者からの請求により、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書（登
記事項の証明書、登記されていないことの証明書）を交付することによって登記情報
を開示しています（成年後見登記制度）。

（備考）消費者庁「消費者ハンドブック2014」より抜粋
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　通常、消費者からの消費生活センターへの相談は電話によることが多いですが、聴
覚障害者の場合、窓口で手話や筆談によって相談しなければならず、聴覚に障害のな
い方に比べて相談は難しい状況にあります。
　札幌市消費者センターにおいても以前は、聴覚障害者が相談する場合、手話通訳者
同伴で来所しなければなりませんでした。また、札幌聴覚障害者協会に手話通訳者の
派遣を申し込む場合、相談者は１週間前までに申し込まなければならないことから、
来所した聴覚障害者の相談に瞬時に対応できない状況となっていました。
　このような状況を解消することを目指し、札幌市消費者センター、札幌消費者協会
及び札幌聴覚障害者協会との間で情報交換会を行い、2011年度、札幌市消費者センター
相談室に手話相談システムを設置しました。

手話相談システムの概要

　札幌市の保健福祉局では、区役所等を訪れた聴覚障害者への対応のために、区役所
等と札幌聴覚障害者協会をテレビ電話による手話相談システムで接続する「手話相談
ネットワーク」を運用していました。札幌市ではこのネットワークを拡張して、消費
者センターにも手話相談システムを設置することにより、消費者センター（又は札幌
聴覚障害者協会）に来訪した聴覚障害者が、テレビ電話回線を通じて、その場で手話
通訳者を介して消費生活相談ができるようにしました。

相談件数

　手話相談システムを設置した2011年度以降、手話相談システムを利用して受理した
相談は６件で、健常者と同様に多岐にわたる相談が寄せられています
（相談件数は、2011年度１件、2012年度１件、2013年度１件、2014年度３件。）。

相談事例

【事例１】
　インターネットでパソコンのプリンターのインクを購入した。そのうち、一部のイ
ンクが取り付けるとすぐにエラーとなり警告表示になる。インクを交換してほしい。
電話で交換に応じてくれるか確認したいが、私は聴覚に障害があり、電話を掛けるこ
とができない。� （契約当事者　50代　男性）

聴覚障害者からの相談への対応
―札幌市消費者センター―
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（処理結果）
　テレビ電話の手話通訳者を介して相談者に状況を確認。相談室より販売会社に相談
者の申し出を伝えたところ、当該社は商品の無償交換に応じるということであった。
不具合品の確認等、以降の対応は当該社と相談者の間でメールのやり取りで連絡を取
り合うことになり、相談者にそのことを伝えあっせん終了となった。

【事例２】
　自宅のパソコンから間違ってアダルトサイトにアクセス。年齢確認ボタンをクリッ
クしたら、登録完了となり99,800円の登録料金請求画面が出た。サイトに解約メール
を送信したが返信がない。私は聴覚障害があるので自分で交渉するのは難しい。
� （契約当事者　60代　男性）
（処理結果）
　テレビ電話の手話通訳者を介して、法の規定に基づいて錯誤無効の主張が可能な場
合があることを説明した上で、事業者に問い合わせることで個人情報が漏れるおそれ
があるため、そのまま様子を見るよう助言した。

相談処理がしやすかった等の効果

　相談室に手話相談システムを設置したことにより、手話のできない相談員との筆談
によるやり取りよりも、正確でスピーディーな相談対応ができるようになりました。
また、実際の相談に当たる相談員にとっては、手話相談システムを設置したことで、
いざ聴覚に障害のある方が来訪された際にも、再訪をお願いすることなく、その場で
札幌聴覚障害者協会と連携して対応に当たることができるという面で、心強く感じら
れるということです。

○手話相談システムを使用した相談の様子
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　どのような購入の経緯でトラブルとなっ
ているか、消費生活相談を販売購入形態別
に５年間の推移を見ていくと、全体では「店
舗購入」の割合が2010年度の36.2％から
徐々に減少し、2014年度は28.2％となって
いる一方で、「通信販売」が27.1％から
33.6％へと増加しています。そして、「通
信販売」割合の増加は「インターネット通
販」の増加によることが確認できます（図
表3-1-15）。
　65歳未満に関する相談は、全体と同様、
「店舗購入」の割合が減少していく一方で、
「通信販売」が2010年度の33.1％から2014
年度は42.2％へと大幅に増加しており、
2014年度には特に「インターネット通販」
が33.8％と「店舗購入」を上回る状況となっ
ています。
　65歳以上の高齢者に関する相談は、65歳
未満と比べ「訪問販売」、「電話勧誘販売」
の割合が大きいことが特徴です。５年間で
「訪問販売」の割合はやや減っていますが、
相談件数で見るとほとんど減っておらず、
依然として高水準となっています。また、
「電話勧誘販売」の割合が増加傾向にあり
ましたが、2014年度は前年度多かった「健
康食品の送り付け商法」のトラブルの相談
が減少した影響等で、2013年度の23.8％か
ら18.7％へと減っています。
　そして、2014年度は65歳以上の高齢者に
関する相談で、「通信販売」の割合が２割
を超え、その内訳では「インターネット通
販」がその他の通信販売を上回っています。
先に紹介した2014年度の高齢者に関する相
談の上位商品・サービスにインターネット
に関連したものが挙がっていたように、最
近では高齢者でも「インターネット通販」

におけるトラブルが増えていることが分か
ります。

　相談件数の前年度からの増減率に対す
る、販売購入形態別の寄与度を時系列で見
ると、先に述べたように2012年度を除き「イ
ンターネット通販」が増加に寄与している
ことが明らかです（図表3-1-16）。特に
2014年度は、「通信販売」のうち、「インター
ネット通販」以外は前年度より減少してい
ますが、「インターネット通販」が大きく
増加したことにより、図表3-1-15のとおり
「通信販売」全体で見ると2013年度を上回
る構成割合となっていることが分かります。
　そして、それを牽引している理由の一つ
として考えられるのは、スマートフォンの
普及によるインターネット利用者数の増加
です。「スマートフォン」そのものについて
の相談と、スマートフォンから「アダルト
情報サイト」や「出会い系サイト」等のデ
ジタルコンテンツを利用した「スマートフォ
ン関連サービス」についての相談を見ると、
2011年度上半期はスマートフォンそのもの
についての相談がスマートフォン関連サー
ビスについてのものを上回っていました
が、その後スマートフォン関連サービスの
ものが逆転し、2014年度は前年度に比べて
も大きく増加しています（図表3-1-17）。
　先の図表3-1-15で紹介した「通信販売」
のうちの「インターネット通販」の相談に
ついては、インターネットサイトで消費者
が購入したい商品を注文して、その商品が
数日のうちに自宅に届く、又はサービスを
利用するために予約をするといった、いわ
ゆる通常のインターネット通販よりも広い
概念を含んでいます。

販売購入形態別では
「通信販売」の割合が増加

「通信販売」の中では「インター
ネット通販」に関する相談が増加
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図表3-1-15 販売購入形態別相談割合の推移

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2．2013年 2 月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
　　　　 3． 「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、アダルト情報

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

　　　　 4．四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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未3-1-16 販売購入形態別寄与度(インターネット別） .xlsx

図表3-1-16 相談件数の増加に対する販売購入形態別寄与度

（備考）　1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　2．2013年2月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
　　　　3． 「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、アダ

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

（％）

相談件数の変化率
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3-1-17　スマートフォンに関する相談件数.xlsx

図表3-1-17 スマートフォンとその利用に関連した相談件数

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
　　　　 2． 「スマートフォン」に関する相談とは、具体的には、通信料に関するものや機器の不具合等。「スマートフォン関連サー

ビス」の相談とは、具体的には、スマートフォンを利用したデジタルコンテンツに関するもの。
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　これまでも何度か紹介した、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です。
　そこで、2014年度の「インターネット通
販」をいわゆるインターネット通販（商品、
サービスでデジタルコンテンツ利用を除
く。）と、デジタルコンテンツ、他の相談（商
品、サービスのいずれにも分類されないも
の）と分類してみると、いわゆるインター
ネット通販が31.7％、デジタルコンテンツ
が68.3％と、７割近くがインターネットサ
イト利用にまつわる相談であることが分か
ります（図表3-1-18）。
　相談の具体的な商品・サービスの主なも
のは、いわゆるインターネット通販において
は、商品では財布類、ハンドバッグ等、サー
ビスでは航空サービス、コンサート、ホテル・
旅館等が多く、デジタルコンテンツではア
ダルト情報サイトや、占いサイト、出会い
系サイトやオンラインゲーム等が多くなっ
ています。

　先に見たように「通信販売」のうち、「イ
ンターネット通販」が大きな割合を占める
ようになってきていますが、従来から見ら
れる「テレビショッピング」や「カタログ
通販」についての相談も、ここ数年は例年
よりも高水準となっています。特にそれぞ
れについて高齢者の割合が増加しています
（図表3-1-19、図表3-1-20）。

テレビショッピング、
カタログ通販の相談は高齢者が多い

3-1-18　「インターネット通販」の商品別・サービス構成比.xlsx

図表3-1-18 「インターネット通販」の商品・サービス別構成比（2014年度）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27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。
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・出会い系サイト
・オンラインゲーム　等
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（％）
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商品：主な例
・財布類
・ハンドバッグ　等

サービス（デジタルコンテンツ以外）：主な例
・航空サービス
・コンサート
・ホテル・旅館　等

3-1-13 テレビショッピング.xlsx

図表3-1-19 テレビショッピングに関す
る相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日
までの登録分）。
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　消費者と事業者との間で締結される商品
やサービスの契約に関する相談の傾向を見
ると、販売方法に関する相談件数、契約・
解約に関する相談件数ともに増加傾向にあ
ります（図表3-1-21）。
　このうち、販売方法に関する相談につい
ては、①消費者を誤認させる場合がある勧
誘として虚偽説明や説明不足に関するもの
が上位を占めるほか、②消費者を困惑させ
る場合がある勧誘や③その他の不適切な勧
誘に関する相談も一定の割合を占めていま
す。また、契約・解約に関する相談につい
ては、解約料の相談などが見られます。
　2014年度の相談について、販売購入形態
別に主な相談内容を見ると、いずれの販売
購入形態においても、契約・解約等に関す
るトラブルが中心となっており、また、訪
問販売や電話勧誘販売等では「強引」等の

販売方法に関する相談が多くなっているこ
とが分かります。それぞれの販売購入形態
における主な商品・サービスは図表3-1-22
のとおりです。
　また、特定商取引法関連の相談の長期時
系列推移を見ると、図表3-1-23のとおり、
2000年代前半において通信販売に関する相
談件数が急増していますが、これは架空請
求の増加（図表3-1-1）に伴い、通信販売
における架空請求も増加したことによるも
のと考えられます。ここ数年は、架空請求
以外の通信販売や電話勧誘販売に関する相
談が増加傾向となっているほか、訪問販売
に関する相談についても引き続き高水準で
推移していることが確認できます。

　2014年度の未成年者の相談を小学生、中
学生、高校生、大学生等51と分類してみる
と、インターネットを利用した、アダルト
情報サイト、オンラインゲーム等のデジタ
ルコンテンツ52が最も多いという点は共通
しています（図表3-1-24）。
　小学生の場合は、デジタルコンテンツの
ほかには「電子ゲームソフト」、「電子ゲー
ム玩具」といったオンライン以外のゲーム
関係が多く、中学生では「携帯電話サービ
ス」や「学習塾」、高校生ではインターネッ
ト通販を利用してのトラブル（「他の健康
食品」、「財布類」、「運動ぐつ」等）が見ら
れます。さらに、大学生等になると「テレ
ビ放送サービス」、「インターネット接続回
線」、「不動産貸借」、「新聞」といった、一
人暮らしを始めた際に遭いやすいトラブル

販売方法や契約・解約等、
取引に関する相談は増加傾向 未成年者の相談はインターネット

利用のトラブルが上位3-1-14 カタログ通販.xlsx

図表3-1-20 カタログ通販に関する相談
件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27
日までの登録分）。
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51）小学生、中学生、高校生以外の他の学生。
52）他に漫画サイト、アニメサイト、占いサイト、内容不明の有料情報サイトに関する相談など。
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3-2-商品やサービスの契約に関する相談の傾向_150430.xlsx

図表3-1-21 商品やサービスの契約に関する相談の傾向

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
　　　　 2． （　）内の数値は、割合（％）。
　　　　 3．「販売方法」と「契約・解約」、「代表的な販売手口」と「関連する相談の内容」の各項目は、すべて複数回答項目。
　　　　 4．「販売方法」に関する相談、「契約・解約」に関する相談の割合は相談総件数に対するもの。
　　　　 5．「販売方法」に関する相談のうち、「代表的な販売手口」の各項目の割合は、「販売方法」に関する相談に対するもの。
　　　　 6．「契約・解約」に関する相談のうち、「関連する相談内容」の各項目の割合は、「契約・解約」に関する相談に対するもの。
　　　　 7．上記の商法・手口等は俗称であり、消費者庁の記載による。それぞれ厳密な定義があるわけではない。

年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 相談内容の商法・手口等

相談総件数 896,989 883,931 860,676 939,774 943,738

「販売方法」に関する相談件数 370,046
（41.3%）

401,694
（45.4%）

407,336
（47.3%）

472,173
（50.2%）

489,422
（51.9%）

代
表
的
な
販
売
手
口

①消費者を誤認させる場合がある勧誘

説明不足 35,432
（9.6%）

37,386
（9.3%）

38,398
（9.4%）

41,040
（8.7%）

45,404
（9.3%）

勧誘の際の説明不足が原因で誤認した相談等。クレーム処理の際の説明不
足も含む。

虚偽説明 31,503
（8.5%）

33,406
（8.3%）

36,588
（9.0%）

50,839
（10.8%）

44,727
（9.1%）

虚偽の説明により誤認した相談等。虚偽の説明があった場合でも、他に具
体的な手口がわかっているものは含まれない。架空・不当請求の相談は除外。

無料商法 28,811
（7.8%）

27,730
（6.9%）

25,568
（6.3%）

29,559
（6.3%）

30,697
（6.3%）

「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
調した手口により誤認した相談等。

身分詐称 4,084
（1.1%）

4,985
（1.2%）

6,176
（1.5%）

11,218
（2.4%）

20,551
（4.2%）

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
口により誤認した相談等。

利殖商法 16,210
（4.4%）

25,959
（6.5%）

22,484
（5.5%）

20,431
（4.3%）

14,349
（2.9%）

「値上がり確実」、「必ずもうかる」など利殖になることを強調し、投資や
出資を勧誘する手口。

販売目的隠匿 9,108
（2.5%）

9,786
（2.4%）

9,968
（2.4%）

10,814
（2.3%）

10,543
（2.2%） 販売目的を隠した勧誘により誤認した相談等。

サイドビジネス商法 9,078
（2.5%）

8,565
（2.1%）

8,265
（2.0%）

7,810
（1.7%）

8,959
（1.8%）

「内職・副業（サイドビジネス）になる」、「脱サラできる」などをセール
ストークにした手口により誤認した相談等。

点検商法 5,184
（1.4%）

5,001
（1.2%）

5,300
（1.3%）

6,082
（1.3%）

5,602
（1.1%）

「点検に来た」と来訪し、「水質に問題がある」、「ふとんにダニがいる」な
ど事実と異なることを言う手口により誤認した相談等。

当選商法 5,987
（1.6%）

10,881
（2.7%）

9,582
（2.4%）

6,129
（1.3%）

4,482
（0.9%）

「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関する相談も含む。

②消費者を困惑させる場合がある勧誘

強引・強迫 70,791
（19.1%）

73,555
（18.3%）

82,496
（20.3%）

95,334
（20.2%）

83,658
（17.1%）

強引・強迫行為により困惑した相談等。クレーム処理の際の行為等や電話
による勧誘も含む。架空・不当請求の相談は除外。

長時間勧誘 4,200
（1.1%）

3,988
（1.0%）

3,831
（0.9%）

3,678
（0.8%）

3,479
（0.7%） 長時間にわたる勧誘により困惑した相談等。電話による勧誘も含む。

夜間勧誘 1,938
（0.5%）

1,873
（0.5%）

1,739
（0.4%）

1,762
（0.4%）

2,089
（0.4%） 夜間の勧誘により困惑した相談等。電話による勧誘も含む。

③その他不適切な勧誘

劇場型勧誘 ― ― 16,951
（4.2%）

18,098
（3.8%）

17,003
（3.5%）

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。

二次被害 12,112
（3.3%）

16,880
（4.2%）

14,634
（3.6%）

12,129
（2.6%）

12,200
（2.5%） 一度被害に逢った人を再び勧誘して、二次的な被害を与える手口。

判断能力に問題のある
人の契約

7,080
（1.9%）

7,644
（1.9%）

8,721
（2.1%）

10,266
（2.2%）

8,772
（1.8%）

何らかの理由によって十分な判断ができない者の契約であることが問題と
なっている相談。いわゆる適合性原則に関連した相談等。

次々販売 9,732
（2.6%）

9,160
（2.3%）

8,726
（2.1%）

8,690
（1.8%）

7,484
（1.5%）

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相談等。

ネガティブ・オプション
（送り付け商法）

2,521
（0.7%）

1,879
（0.5%）

3,811
（0.9%）

6,971
（1.5%）

2,444
（0.5%）

契約を結んでいないのに商品を勝手に送りつけ、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
させる手口に関する相談等。

過量販売 2,641
（0.7%）

2,423
（0.6%）

2,218
（0.5%）

2,356
（0.5%）

2,312
（0.5%）

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、又は次々に役務契約を結ばせる販売方
法に関する相談。

SF商法（催眠商法） 2,009
（0.5%）

2,075
（0.5%）

1,872
（0.5%）

1,795
（0.4%）

1,714
（0.4%）

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煽り、最終的に商品の購入を募る手口。

「契約・解約」に関する相談
件数

675,351
（75.3%）

620,021
（70.1%）

607,232
（70.6%）

663,589
（70.6%）

686,440
（72.7%）

関
連
す
る
相
談
の
内
容

解約料 24,230
（3.6%）

26,299
（4.2%）

28,970
（4.8%）

30,677
（4.6%）

35,251
（5.1%）

解約料に関する相談全般。契約の解除に伴う不当な損害賠償額の請求を定
めた条項についての相談を含む。

保証金等 19,083
（2.8%）

17,540
（2.8%）

16,371
（2.7%）

16,514
（2.5%）

15,427
（2.2%）

債務者が契約時に予め債権者等に対して預ける金銭（手付金、敷金、礼金、
内金等）に関する相談全般。不動産賃貸借で、原状回復費用を不当に消費
者に負担させることを定めた条項についての相談を含む。

遅延金 5,617
（0.8%）

5,993
（1.0%）

6,423
（1.1%）

6,040
（0.9%）

5,888
（0.9%）

債務の履行が遅れたことによる損害賠償金（遅延金、遅延損害金、遅延利
息等）に関する相談全般。金銭の支払が遅延した場合の不当な損害賠償金
を定めた条項についての相談を含む。
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に関する商品・サービスが上位となる点が
特徴的です。

　美しくなりたいという願望をくすぐる
「プチ整形」、「レーザー脱毛」、「脂肪吸引」
等に関する広告が、雑誌やテレビ、チラシ
などで目に付くようになりました。それに
伴い、全国の消費生活センター等に寄せら
れる美容医療サービス（医療脱毛、脂肪吸
引、二重まぶた手術、豊胸手術、包茎手術、

審美歯科、植毛などの「美容を目的とした
医療サービス」）に関するトラブルの相談
も増加傾向にあります（図表3-1-25）。
　相談内容からは、消費者の身体に関する
悩みや美しくなりたいという願望に付け込
み、美容医療の性質上、事業者と消費者の
情報格差が特に大きい状況の下で、事業者
が不安をあおったり、料金割引を強調した
り、即日決断を迫ったりするなどの問題勧
誘が見られます。さらに、広告に掲載され
ている施術が実際には受けられず、掲載さ
れていない高いコースを勧められるなど、
広告に関する問題もあります。こういった

美容医療サービスのトラブルは
増加傾向

3-1_販売購入形態別データ（取対課提供用）_表.xlsx

図表3-1-22 販売購入形態別の主な相談内容、上位商品・サービス（2014年度）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2．相談内容は複数選択項目。また、相談内容は入力されない場合があるため、総数は商品・サービスの総数とは一致しない。
　　　　 3．商品・サービス、相談内容の％表示は、それぞれ総数に対する比率。

相談内容 件数 ％
1 信用性 19,167 13.8
2 解約 16,255 11.7
3 契約 14,497 10.4
4 契約書・書面 12,848 9.2
5 プライバシー 11,172 8.0

総数 138,971

⑨不明・無関係
商品・サービス 件数 ％

1 商品一般 20,974 13.8
2 相談その他 13,316 8.7
3 フリーローン・サラ金 10,091 6.6
4 不動産貸借 6,943 4.6
5 工事・建築 5,118 3.4

総数 152,401

相談内容 件数 ％
1 解約 62,292 23.6
2 説明不足 38,339 14.5
3 返金 37,102 14.0
4 高価格・料金 34,253 13.0
5 クレーム処理 32,336 12.2

総数 264,141

相談内容 件数 ％
1 家庭訪販 59,711 68.2
2 解約 29,085 33.2
3 高価格・料金 17,857 20.4
4 強引 17,107 19.6
5 クーリングオフ 15,852 18.1

総数 87,495

①店舗購入
商品・サービス 件数 ％

1 不動産貸借 32,368 12.2
2 フリーローン・サラ金 19,806 7.4
3 携帯電話サービス 12,179 4.6
4 工事・建築 11,468 4.3
5 四輪自動車 10,482 3.9

総数 266,071

②訪問販売
商品・サービス 件数 ％

1 新聞 9,938 11.3
2 工事・建築 9,805 11.1
3 テレビ放送サービス 5,941 6.8
4 インターネット接続回線 4,895 5.6
5 修理サービス 2,957 3.4

総数 87,979

相談内容 件数 ％
1 インターネット通販 235,225 74.4
2 ポルノ・風俗 105,434 33.3
3 ワンクリック請求 89,645 28.4
4 解約 55,951 17.7
5 架空請求 54,273 17.2

総数 316,165

相談内容 件数 ％
1 サイドビジネス商法 6,361 54.7
2 解約 4,002 34.4
3 紹介販売 3,338 28.7
4 信用性 2,535 21.8
5 返金 2,363 20.3

総数 11,637

③通信販売
商品・サービス 件数 ％

1 デジタルコンテンツ 174,632 55.0
2 商品一般 11,331 3.6
3 役務その他サービス 3,659 1.2
4 フリーローン・サラ金 3,608 1.1
5 パソコンソフト 3,362 1.1

総数 317,449

④マルチ取引
商品・サービス 件数 ％

1 健康食品 1,315 11.3
2 他の台所用品 1,147 9.8
3 他の健康食品 938 8.0
4 商品一般 849 7.3
5 ファンド型投資商品 841 7.2

総数 11,682

相談内容 件数 ％
1 電話勧誘 80,466 90.4
2 解約 19,613 22.0
3 信用性 19,044 21.4
4 強引 18,020 20.2
5 詐欺 16,558 18.6

総数 88,999

相談内容 件数 ％
1 ネガティブ・オプション 2,502 89.6
2 無断契約 837 30.0
3 不当請求 452 16.2
4 強引 414 14.8
5 代引配達 336 12.0

総数 2,793

⑤電話勧誘販売
商品・サービス 件数 ％

1 インターネット接続回線 20,225 22.5
2 ファンド型投資商品 8,005 8.9
3 商品一般 7,292 8.1
4 役務その他サービス 4,169 4.6
5 公社債 3,579 4.0

総数 89,741

⑥ネガティブ・オプション
商品・サービス 件数 ％

1 商品一般 330 11.7
2 健康食品 256 9.1
3 他の健康食品 195 6.9
4 単行本 147 5.2
5 雑誌 143 5.1

総数 2,816

相談内容 件数 ％
1 電話勧誘 4,189 53.6
2 家庭訪販 3,104 39.7
3 信用性 2,902 37.1
4 強引 1,723 22.0
5 解約 958 12.3

総数 7,817

相談内容 件数 ％
1 解約 2,029 26.6
2 高価格・料金 1,660 21.8
3 返金 1,185 15.5
4 契約 894 11.7
5 信用性 870 11.4

総数 7,627

⑦訪問購入
商品・サービス 件数 ％

1 商品一般 1,102 14.0
2 アクセサリー 643 8.2
3 被服品一般 600 7.6
4 着物類 584 7.4
5 指輪 464 5.9

総数 7,863

⑧その他無店舗
商品・サービス 件数 ％

1 工事・建築 352 4.6
2 フリーローン・サラ金 340 4.4
3 不動産貸借 260 3.4
4 家庭用電気治療器具 238 3.1
5 パーキング 199 2.6

総数 7,736
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販売方法や広告に問題のあるもの以外に
も、医師が行う美容医療施術において、皮
膚障害や熱傷など危害を受けたという相談
も寄せられています。これらの点から、美
容医療サービスは様々な消費者問題の要素
を含むトラブルとなっています。
　美容医療サービスの施術には身体への危
険が伴うため、広告等の情報をうのみにせ

ず、施術内容、価格、リスクや施術結果の
見通し等について、医師から十分な説明を
受けた上で、慎重に判断をすることが重要
です。

3-1-23　◇販売購入形態別データ＿取対課折れ線.xlsx

図表3-1-23 特定商取引法関連の相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分。）及び国民生活センター「消費生活
年報」（2004年度以前）により作成。

　　　　 2．2013年 2 月21日以降、特定商取引法改正により「訪問購入」が新設されている。
　　　　 3． 「特定継続的役務提供」は「エステティックサービス」、「外国語・会話教室」、「家庭教師」、「学習塾」、「パソコ

ン・ワープロ教室」及び「結婚相手紹介サービス」に関する相談で、「業務提供誘引販売取引」は、「内職・副
業（「ネズミ講」を除く。）」及び「モニター商法」に関する相談の合計件数である。登録された内容は必ずしも
特定商取引法に沿ったものとは限らない。

　　　　 4．「通信販売」は、2005年度以降については総数と併せて「架空請求」を除いた件数も掲載。

0

（件）

20万

40万

60万

80万

100万

120万

140万

20
14

19
87

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

19
89

19
88

（年度）

訪問販売
通信販売（架空請求を除く）
通信販売通信販売

連鎖販売取引
電話勧誘販売
訪問購入
特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引

未3-1-24 未成年者上位.xlsx

図表3-1-24 未成年者に関する相談が多い商品・サービス（2014年度）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2．未成年者とは、契約当事者が20歳未満。
　　　　 3．未成年者の「他の学生」を「大学生等」としている。

順位
小学生 中学生 高校生 大学生等

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数
1 デジタルコンテンツ 2,322 デジタルコンテンツ 4,798 デジタルコンテンツ 4,519 デジタルコンテンツ 2,770
2 電子ゲームソフト    38 商品一般

   45
他の健康食品   143 テレビ放送サービス   650

3 他の玩具・遊具    25 携帯電話サービス 財布類   111 インターネット接続回線   192
4 スポーツ・健康教室    23 学習塾    40 運動ぐつ   100 不動産貸借   175
5 電子ゲーム玩具    21 音響・映像機器    33 商品一般    91 新聞   135

総数 2,796 総数 5,756 総数 7,150 総数 6,011
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　2009年９月の消費者庁設置以降、消費者
安全法等の規定に基づき、関係行政機関や
地方公共団体等から消費者事故等に関する
様々な情報が消費者庁に寄せられており、
これらの情報の集約・分析を行っています。
　2014年度に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は、
１万2078件（2013年度１万2627件、対前年
度比4.3％減）となっています。その内訳は、
生命又は身体被害に関する事案（以下「生
命身体事故等」という。）が2,906件（2013
年度3,511件、対前年度比17.2％減）、財産
被害に関する事案（以下「財産事案」とい
う。）が9,172件（2013年度9,116件、対前年
度比0.6％増）となっています。また、生

命身体事故等のうち、死亡等の重大なもの
（以下「重大事故等」という。）は1,248件
（2013年度1,317件、対前年度比5.2％減）
となっています（図表3-1-26）。

　2014年度に通知された財産事案の内訳
は、商品が45.4％、サービスが44.8％となっ
ています（図表3-1-27、 図表3-1-28）。商
品では、新聞等の「教養娯楽品」が9.9％
と最も多く、次いで布団等の「住居品」が
6.7％、「食料品」が6.5％、「被服品」が5.1％
となっており、サービスでは、クレジット
カード等の「金融・保険サービス」が
12.5％と最も多く、次いで携帯電話サービ
ス等の「運輸・通信サービス」が6.9％、「教
養・娯楽サービス」が5.2％となっています。

（ 2）消費者安全法の規定に基づき通知された消費者事故等

消費者安全法の規定に基づき20１4年度に
通知された消費者事故等は １万2078件

消費者安全法の規定に基づき20１4年度に通知さ
れた消費者事故等のうち「財産事案」は9,１72件

3-2-22美容医療（表示広告or販売方法）.xlsx

図表3-1-25 美容医療サービスに関する相談件数

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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3-1-26 ▲(安財)消費者事故等.xlsx

図表3-1-26 消費者庁に通知された消費者事故等の件数

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、2010年4月1日から2015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。
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3-1-26 (財)財産事案.xlsx

図表3-1-27 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、2010年4月1日から2015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。
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3-1-27 (財)財対事案内訳.xlsx

図表3-1-28 財産事案の内訳（2014年度）

（備考）　 1．消費者安全法の規定に基づき、2014年度に消費者庁へ通知された消費者事故等のうち、財産事案についての内訳。
　　　　 2．「その他商品」とは、商品一般、車両・乗り物、光熱水品、他の商品。
　　　　 3． 「その他の役務」とは、工事・建築・加工、教育サービス、内職・副業・ねずみ講、レンタル・リース・貸借、

修理・補修、役務一般、クリーニング、他の行政サービス、管理・保管、他の役務。
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教養
娯楽品
9.9%

住居品
6.7%

食料品
6.5%

被服品
5.1%
土地･建物･
設備
4.8%

保健衛生品
3.2%

その他
の商品
9.2%

金融･保険
サービス
12.5%運輸･通信サービス

6.9%

教養･娯楽サービス
5.2%

保健･
福祉サービス
3.6%

その他の役務
16.7%
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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
（PIO-NET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
報に現れないものがどの程度の規模なのか
はこれだけでは明らかにすることはできま
せん。
　そこで消費者庁では消費者被害・トラブ
ル全体のおおまかな規模を明らかにするた
め、2013年度に「消費者被害に関連する数
値指標の整備に関する検討会」（座長：田
口義明名古屋経済大学経済学部教授・消費
者問題研究所所長）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53を行い消費者被
害・トラブルの「発生確率」を求めた上で
消費者被害・トラブルの総数を推計し、こ
れにPIO-NET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、PIO-NET情報の「契約購入

金額」、「既支払額」といった項目により算
出しています。実際には、消費者は小さな
消費者被害・トラブルではわざわざ消費生
活センター等に相談をすることはせず、よ
り深刻な場合ほど相談率は高いものと考え
られることから、PIO-NET情報から得ら
れる平均金額は実態より相当高い水準にあ
るものと推測されます。そこでこうした相
談情報の特性を考慮し、トラブル金額が少
額のものと高額のものとを分けて推計する
ことで推計値の補正を行っています。
　また、近年、高齢者の消費者被害・トラ
ブルが大幅に増加していますが、高齢者の
特性として、本人が被害に気付かず相談し
ないということがあり、特に認知症の高齢
者等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。
　なお、「消費者意識基本調査」では試験
的に被害相当額、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。

（ ３）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

53�）「2014年度消費者意識基本調査」（消費者庁）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2014年11月27日～12月21日、
回収率は64.5％。
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　以上の手法により、2013年の消費者被害・
トラブルの件数（推計）は約1010万件とな
り、消費者被害・トラブル額は、約6.0兆
円（5.5～6.5兆円・「既支払額（信用供与を
含む。）」ベース）と推計されています。同
様の手法で推計すると、2014年１年間の消
費者被害・トラブル額は、約1029万件の消
費者被害・トラブルの件数（推計）となり、
約6.7兆円（6.2～7.2兆円54・「既支払額（信
用供与を含む。）ベース」）と推計されます
（図表3-1-29）。
　なお、推計結果としては「契約購入金額」、
「既支払額（信用供与を含む。）」、「既支払
額」の３つの推計値を示しています。この
うち、「既支払額」（実際に消費者が事業者
に支払った金額）に「信用供与」（クレジッ
トカード等で決済しており、まだ支払は発
生していないもののいずれ引き落とされる

金額）を加えた「既支払額（信用供与を含
む。）」を、消費者が負担した金額の実態に
近いものとして取り扱っています。
　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、意識調査の性格上一定の誤差
を含むものであることに注意が必要です
が、第２章第２節で見たように、消費者被
害・トラブルに遭ったと認識している消費
者の割合が2013年から2014年にかけて高
まったことや、商品やサービスについて問
題があれば事業者に申立てを行うことを心
掛けるとする消費者の割合が2013年から
2014年にかけて高まったことも、この推計
値の変化の背景であると考えられます。
　今後毎年推計を実施していくことによ
り、中長期的に見れば消費者行政の成果を
測定する上で有効な指標になると考えられ
ます。

20１4年の消費者被害・トラブル額

3-1-28　消費者被害トラブル額.xlsx

図表3-1-29 消費者被害・トラブル額

2014年 2013年

契約購入金額 約7.8兆円 約6.5兆円

既支払額（信用供与を含む。）※ 約6.7兆円 約6.0兆円

既支払額 約5.5兆円 約5.4兆円

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

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

　　　　 2．2014年の消費生活相談情報（2015年1月31日までの登録分）に基づき平均既支払額を算出。
　　　　 3．消費者被害・トラブルに関する商品・サービスへの支出総額。
　　　　 4． 「消費者意識基本調査」を行い消費者被害・トラブルの「発生確率」を求めた上で、PIO-NET情報から計算される消費者被害 1件

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

ること、意識調査の性格上誤差を含むものであることに注意が必要。

54�）既支払額（信用供与を含む。）基準での消費者被害・トラブル額の推定額は6.7兆円であるが、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6.2～7.2兆円の幅のなかにあると推定される。
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生命・身体に関する事故情報は
様々なルートで消費者庁に集約
　死亡事故のような重大な消費者事故が発
生した場合、被害の拡大や同種・類似の被
害の発生を防止することが必要です。この
ため、消費者安全法では、重大事故等が発
生した旨の情報を得た場合、関係行政機関、
地方公共団体等は、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、
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（図表3-2-1）。
　さらに、消費生活用製品安全法では、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」55と
いう。）について、事業者は消費者庁に報
告することとされています。
　このほかにも、医療機関を受診した患者
から事故情報を収集する「医療機関ネット
ワーク」事業や「医師からの事故情報受付
窓口」（通称：ドクターメール箱）（図表
3-2-2）による情報、生命・身体に関する
事故のデータ収集・提供システムである「事
故情報データバンク」の参画機関から寄せ
られた情報、PIO-NETに収集された消費生
活相談情報等、消費者庁には多くの事故情
報が集約されており、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。

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

3-3-0　事故情報の一元的な収集.pptx

図表3-2-1 消費者庁への事故情報の集約

（備考）　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、食品・医薬品・乗用車等を除く製品。

重大事故等
の通知

生命身体事故
等の通知

（重大事故等を除く。）

PIO―NET等
への登録

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品に　
関する重大製品事故）

関係省庁
地方公共団体等

事業者

（消費生活用製品の　
製造・輸入等事業者）

消費者
相談窓口

（消費生活センター、
国民生活センター等）

消費者の生命・身体に係る事故発生

消費者庁に情報を一元化

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

事故情報
の提供

消費者庁における事故情報の一元的な収集

消費者安全法に係る情報収集 消費生活用製品安全法
に係る情報収集 個別法によらない任意の情報収集

55�）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。
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消費者安全法の規定に基づき２014年度に
通知された「生命身体事故等」は２,906件
　消費者安全法の規定に基づき2014年度に
消費者庁に通知された消費者事故等のうち
生命身体事故等は2,906件あり、2013年度
の3,511件から17.2％減少しています（図表
3-1-26）。このうち、重大事故等は、1,248
件あり、2013年度の1,317件から5.2％減少
しています（図表3-2-3）。

　2014年度の重大事故等を事故内容別に見
ると、「火災」の通知が1,007件（2013年度
1,066件、対前年度比5.5％減）と最も多く、
自動車等の車両・乗り物と電子レンジ、エ
アコン等の家電製品に関するもので約７割
を占めています。次いで「転落・転倒・不
安定」が72件（2013年度77件、対前年度比
6.5％減）となっており、その具体的な内
容の大半は乗合バス等で転倒してけがをす
るものです。
　2014年度の「重大事故等」を除く「生命
身体事故等」は1,658件あり、冷凍食品の
農薬混入事案があった2013年度の2,194件
から24.4％減と、大きく減少しています（図
表3-2-4）。
　事故内容別に見ると、「中毒」が821件
（2013年度661件、対前年度比24.2％増）
と最も多く、次いで「発煙・発火・過熱」
が382件（2013年度672件、対前年度比43.2�
％減）となっています。
　事故内容のうち、最も多い「中毒」は、
前年度より更に増加しました。その大半が
「食中毒」に関するもので、具体的には「店
舗・商業施設」で調理・提供された料理や
弁当によって発生した事案です。時期別に

3-2-2　ドクターメール箱.pptx

図表3-2-2 ドクターメール箱の仕組み

（備考）　国民生活センターウェブサイトより一部抜粋

国民

消費者庁

国民生活センター
情報共有

（個人情報除く）

医師
患者

身の回りの商品
やサービスに
よってけがや病
気になった

事故の再発防止・
拡大防止への取組
○消費者への注意喚起
○製品改善の働きかけ

3-2-2　▲(安)重大事故等.xlsx

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、2010年4月 1 日から2015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。
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（件）
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400
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1,000
1,200
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1,600

2010 2011 2012 2013 2014
（年度）

火災 転落・転倒・不安定 交通事故 その他

103

191 133 140 144

45

36 36 34 25

95

74 115 77 72

418

1,089 1,038 1,066 1,007

661

1,390 1,322 1,317 1,248

図表3-2-3 通知された重大事故等の件数

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、2010年4月1日から2015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。
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見ると、特に2015年１月～３月に通知され
たものが多くなっています。
　また、「発煙・発火・過熱」では、風呂
釜の発火や過熱によりケーシング（カバー）
が変形した事案が多く発生しています。

消費生活用製品安全法の規定に基づき２014
年度に報告された重大製品事故は89２件
　消費生活用製品安全法の規定に基づき
2014年度に報告された「重大製品事故」は、
892件あり、2013年度の941件から5.2％減

少しています（図表3-2-5）。
　製品別に見ると、「ガス機器・石油機器」
に関する事案が206件（2013年度246件、対
前年度比16.3％減）、「電気製品」に関する
事案が526件（2013年度573件、対前年度比
8.2％減）、「その他」が160件（2013年度122
件、対前年度比31.1％増）となっています。
　具体的には、「ガス機器・石油機器」で
はガスこんろや石油ストーブ等、「電気製
品」ではエアコンや照明器具等、「その他」
では自転車や脚立・踏み台・はしご等に関
する事案が多く報告されています。

事故情報データバンクに収集され
た情報
　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3-2-6）。
　事故情報データバンクには、生命身体事
故等、PIO-NET情報（「危害情報」及び「危
険情報」）、重大製品事故、さらに、参画機
関56から寄せられた生命・身体に関する事

3-2_(安製品)重大製品事故.xlsx

図表3-2-5 重大製品事故の件数

（備考）　 消費生活用製品安全法の規定に基づき、2010年 4月1日から2015
年 3月31日までに消費者庁へ報告された重大製品事故の件数。
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（件）
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1,000

1,200

2010 2011 2012 2013 2014
（年度）

ガス機器・石油機器 電気製品 その他

238 218
198
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160

1,141 1,169
1,077

941 892

564 615 604 573 526

339 336 275 246 206

3-2_(安)重大事故等を除く生命身体事故等.xlsx

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、2010年4月1日から2015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。
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（年度）

中毒 発煙・発火・過熱 その他

568 433 419
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1,530 1,499 1,491

2,194

1,658

292 336 368 672 382

670 730 704 661 821

図表3-2-4 通知された重大事故等を除く生命身体事故等の件数
第
１
部

第
３
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
に
集
約
さ
れ
た
生
命
身
体
に
関
す
る
事
故
情
報
等

129



故情報が登録され、インターネット上で簡
単に閲覧・検索することができます。2014
年度の事故情報データバンクには２万8864
件の事故情報が登録され、このうち、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は7,841
件となっています。また、2015年３月31日
時点で登録されている情報は累計で14万
1178件となっています。
　商品やサービス、設備等により生命や身
体に危害を受けた、又はそこまでは至って
いないものの、そのおそれがあるケース等、
危害・危険に関する消費生活相談情報は、
消費生活センター等に寄せられる相談の中
では契約トラブル等に比べ少数ですが、重
要です。消費者行政ではそれらの情報を収
集、分析して同様の事故等が起きないよう、

注意喚起等に活用しています。その他、危
害・危険に関する情報をきっかけに、「苦
情処理テスト」57、「商品テスト」58を実施す
ることもあり、データバンクに収集された
情報は重要な情報となっています。

医療機関ネットワークに収集され
た情報
　医療機関ネットワークは、消費生活にお
いて生命・身体に被害を生ずる事故に遭い
医療機関を受診した患者からの事故の詳細
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月より消費者庁と
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、2014年度末時点で参画医療
機関数は24機関です59。

3-2_(安全課)事故情報データベース.pptx

図表3-2-6 事故情報データバンクによる事故情報の集約

※ 生命身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は2014年度に通知又は報告された件数、PIO-NET情報は
2014年度に受け付け2015年4月27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。

※2014年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、117,665件となっている。
※ 消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、他の法律の規定によって危害の発生
及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く。

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

関係省庁・地方公共団体等

重大事故等の
通知［1,248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
2015年３月31日時点累積件数：141,178件（※）

（2014年度登録件数：28,864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［1,658件］

PIO-NET情報
［16,415件］

重大製品事故の
報告［892件］

（消費生活用製品※）

生命・身体に係る事故発生

国民生活センター
消費生活センター

事業者 消費者庁、
国民生活センターを除く
事故情報データバンク
参画機関からの通知

［7,841件］

56�）2014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、日本司法
支援センター、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国土交通省、独立行
政法人日本スポーツ振興センター。
57�）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。
58�）複数の商品について、品質・性能等、様々な角度から比較し、評価を行うもの。
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　2014年度に医療機関ネットワークで収集
された生命・身体に関する事故情報60は
7,853件となっています。事故のきっかけ
と危害の程度を見ると、「転倒」（自転車等）
が1,395件と最も多く、次いで「転落」（階
段等）が1,307件、「ぶつかる・当たる」が1,277
件となっています（図表3-2-7）。

PIO-NETに収集された
２014年度の危害・危険情報は 1万6415件
　2014年度にPIO-NETに収集された消費生
活相談のうち、生命・身体に関する危害・

危険情報は１万6415件でした（図表3-2-8）。
　このうち、危害情報は１万1398件と、
2013年度の１万3760件を下回り、危険情報
も5,017件と前年度の6,934件を下回りまし
た。2013年度には2013年７月に化粧品の白
斑トラブルや、12月に冷凍食品の農薬混入
事案があり、それらの影響で相談件数が急
増した経緯があります。そういった特殊要
因を除くと、この数年間は徐々に、増加傾
向にあるといえます。
　危害情報61について、危害内容別に見る
と、2014年度は「皮膚障害」、「消化器障害」、
「擦過傷・挫傷・打撲傷」、「熱傷」、「刺傷・

3-2_(安全課)医療機関ネットワーク.xlsx

図表3-2-7 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2014年度）

（備考）　 1．消費者庁資料。
　　　　 2．2014年度に収集されたもの。（2015年 3 月末時点）

（件）
軽症 中等症 重症 重篤 死亡 合計

転倒 1,192 189 13 0 1 1,395
転落 1,077 217 10 0 3 1,307

刺す・切る 685 79 3 1 0 768
挟む 284 53 4 0 0 341

ぶつかる・当たる 1,113 155 9 0 0 1,277
さわる・接触する 542 112 14 2 0 670
誤飲・誤嚥 646 60 4 1 1 712
溺れる 5 3 0 0 0 8

有害ガスの吸引 9 0 0 0 0 9
その他 1,105 145 3 0 0 1,253
不明 92 18 3 0 0 113
合計 6,750 1,031 63 4 5 7,853

59�）2014年度末時点の参画医療機関は以下の24機関。独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院、医療法人渓
仁会手稲渓仁会病院、独立行政法人国立病院機構仙台医療センター、社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院、独
立行政法人国立成育医療研究センター（平成27年４月から国立研究開発法人国立成育医療研究センターに名称変
更）、立正佼成会附属佼成病院、社会医療法人河北医療財団河北総合病院、NTT東日本関東病院、日本赤十字社大
森赤十字病院、日本赤十字社成田赤十字病院、国保松戸市立病院、社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市東部病院、
新潟医療生活協同組合木戸病院、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院、地方独立行政法人静岡県立病院機
構静岡県立総合病院、社会医療法人名古屋記念財団名古屋記念病院、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、医療法人行岡医学研究会行岡病院、地方独立行政法人堺市立病院機構市立堺病院、鳥取
県立中央病院、県立広島病院、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。
60�）「医療機関ネットワーク」で収集される事故情報は、24の医療機関を受診する原因となった事故のうち、各医療
機関が重大性などの観点から選択して収集するものであり、各医療機関を受診する原因となった全ての事故を対象
としているものではない。また、事故分類・件数等は、今後事故情報を更に蓄積・分析していく過程で変わる場合
がある。
61）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。
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切傷」の順に多くなっています（図表3-2-9）。
　主な相談内容は、「皮膚障害」では、例
えば、化粧品使用や美容室で髪を染めたこ
とによる、痒みや湿疹、赤みが見られる等
の皮膚トラブルです。

　「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や、外食し
たら下痢になった等が主なものです。
　「擦過傷・挫傷・打撲傷」では、靴が合
わないことによる擦り傷や、マッサージの

3-2_(Ｐ)危害・危険_総件数.xlsx

図表3-2-8 危害・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（2015年4月27日までの登録分）。

0

（件）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
（年度）

2,841

9,389
3,590

10,663 4,606

13,276

4,010

12,584

3,655

12,015
4,167

12,918 3,727

15,346

4,205

14,882
6,934

20,694

5,017

16,415

6,548 7,073 8,670 8,574 8,360 8,751
11,619 10,677

13,760
11,398

危害
危険

3-2-8　▲(Ｐ)危害情報.xlsx

図表3-2-9 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（2015年4月27日までの登録分）。

0

（件）

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
（年度）

2,587 2,942
3,555 3,516 3,512 3,909

4,801
4,759

5,322

5,267

6,548 7,073

8,670 8,574 8,360 8,751

11,619
10,677

13,760

11,398

428 522 679
600

690 706

625
686

737

702

539 650
767 683 675 753

694
820

767

723

410 481
529 574 602

807

698
694

860

818

767 686 1,106 1,198 922 787

924
1,032

2,026

1,138

1,817 1,792 2,034 2,003 1,959 1,789
3,877

2,686
4,048

2,750

皮膚障害 消化器障害 擦過傷・挫傷・打撲傷
熱傷 刺傷・切傷 その他
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施術を受けたところ内出血した等が見られ
ます。
　「熱傷」では、美容院でパーマをする際
や脱毛施術の際に火傷を負わされたという
もの、「刺傷・切傷」では、食品を食べよ
うとしたところ異物等により口腔内に切り
傷を負った、ガラス製のコップが突然割れ
て手にけがを負った等の相談が寄せられて
います。
　危険情報62について、危険内容別に見る
と、2014年度は「異物の混入」、「機能故障」、
「過熱・こげる」、「発煙・火花」、「破損・
折損」の順に多くなっています（図表3-2-
10）。
　主な相談内容は、「異物の混入」では、スー
パー等で購入した食品からプラスチック等
の異物が出てきた、「機能故障」では、自
動車で走行中異音がする、修理を何度繰り
返しても不具合が直らないので危ないと

いったものが見られます。
　「過熱・こげる」は、電気ストーブを使
用したら床が焦げた、「発煙・火花」では、
電子レンジを使用したら煙が出て火花が
散った、「破損・折損」では、自転車の荷
台部分が折れて外れた、子供用の椅子の背
もたれの部分が破損した等の内容が寄せら
れています。

子供の事故に関する主な商品・
サービス
　2014年度の危害情報のうち、被害者が子
供の事案について、年齢別に分けて、件数
の多い商品・サービスを挙げてみると、そ
れぞれ特徴が見られます。
　幼稚園等への就園前に当たる３歳未満、
幼稚園児に当たる３歳以上７歳未満、小学
生に当たる７歳以上13歳未満に年齢を分類

3-2_(Ｐ)危険情報.xlsx

図表3-2-10 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（2015年4月27日までの登録分）。

0

（件）

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
（年度）

異物の混入 機能故障 過熱・こげる
発煙・火花 破損・折損 その他

1,155
1,416

1,932
1,678

1,524
1,739

1,612
1,687

1,853

1,962

5,017

6,934

4,205
3,727

4167
3,655

4,010
4,606

3,590

2,841

288 330
404

392 339 439
362

461

483

515

225
430

649
628 612 618 553

505

585

543

229
361 585 466 441 433 377

453

587

574

735 816 673 440 471 607 477 617

577

629
237

363 406
268

331 346 482

2,849

794209

62�）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、そのおそれのあるという
内容の相談。
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してみると、それぞれに共通して「外食」
に関する相談が多いことが分かります（図
表3-2-11）。
　そのほか、それぞれの年齢別では、３歳
未満は「ベビーカー」といった商品が見ら
れます。３歳以上７歳未満になると、「遊
園地・レジャーランド」等が見られます。
７歳以上13歳未満では「一般用自転車」、「歯
科治療」、「スポーツ・健康教室」等が見ら
れ、子供の成長段階における行動範囲の拡
大に応じて、危害情報に多く見られる商品・
サービスにも違いが見られます。

浴槽での首掛け式浮き輪の事故

　首掛け式の乳幼児用浮き輪（以下「首浮
き輪」という。）を浴槽で使用した際に溺
水したなどの事故情報は、2014年度までに
８件、消費者庁に寄せられています（図表
3-2-12）。
　2012年７月に消費者庁と国民生活セン
ターは、使用の際は乳幼児から目を離さな
いようにするなどの注意喚起を行いました

が63、その後も同種の事故情報が寄せられ
たため、2014年10月に改めて注意喚起をし
ています64。
　被害者は全て１歳未満の乳児で、いずれ
も浴槽で発生しています。首浮き輪を使っ
て湯船に入っている乳幼児は楽しそうに見
えるため、保護者も安心してしまいがちで
す。これらの事故は、保護者が自らの洗髪
等を行ったり、衣服を取りに行く等して、わ
ずかに目を離した時間に起きています（図
表3-2-13）。
　具体的な事故内容では、保護者がおむつ

3-2_（P）子供事故の商品別.xlsx

図表3-2-11 子供の危害情報で多い商品・サービス（2014年度）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。

3 歳未満
順位 商品・サービス 件数
1 外食 14
2 医療サービス 8
3 商品一般 8

4
ベビーカー

4ミネラルウォーター
賃貸アパート

3歳以上 7歳未満
順位 商品・サービス 件数
1 外食 18
2 商品一般 8
3 ケーキ 6

4
賃貸アパート

5保健衛生品その他
遊園地・レジャーランド

7歳以上13歳未満
順位 商品・サービス 件数
1 外食 24
2 一般用自転車 10
3 歯科治療 5

4

スポーツ・健康教室

4
医療サービス
他の玩具・遊具
電話関連機器・用品
遊園地・レジャーランド

3-2-11　◇首浮き輪事故概要.xlsx

図表3-2-12 事故概要（2015年 3 月31日
現在）

事故発生時期 被害者 症状（入院日数）
1 2012年 6 月 生後 4か月　男 不明
2 2012年10月 　　 4か月　女 3日間入院
3 2012年11月 　　 6か月　女 3日間入院

4 2013年 8 月 　　 2か月　男 重体（人工呼吸、
植物状態）

5 2013年12月 　　 6か月　男 6日間入院
6 2014年 7 月 　　 6か月　男 1週間入院
7 2014年 7 月 　　 8か月　女 即日退院
8 2014年11月 　　 2か月　男 即日退院
（備考）　2014年度までに消費者庁に寄せられた事故情報。

63）消費者庁、国民生活センター「首掛式の乳幼児用浮き輪を使用する際の注意について」（2012年７月27日公表）
64�）消費者庁、国民生活センター「気を付けて、浴槽での首掛け式浮き輪の事故！！―赤ちゃんは御機嫌でも一瞬も
目を離してはいけません―」（2014年10月９日公表）
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の準備のために１分くらい浴室を出て、
戻ってみると、乳児がうつ伏せになって浴
槽に沈んでおり、首浮き輪はベルトが付い
たまま浮いていたという例等が見られま
す。鼻と口が水に浸かった状態が５分以上
続けば、極めて重症度が高い傷害が残るこ
とがあり、大変危険です。
　保護者が一人で乳幼児をお風呂に入れる
際に、首浮き輪を使うと便利等との使用者
の感想が、個人のブログ等で見られますが、
そもそも首浮き輪は保護者が乳幼児から目
を離さずに使用する商品です。絶対に目を
離してはいけません。また、首浮き輪に入
れた空気の量が少ない場合、事故につなが
るおそれがあるため、十分に空気が入って
いるか等を確認することも重要です。

ボタン電池の乳幼児の誤飲事故は
重篤な症状に陥る危険が大きい
　ボタン電池は、リモコン、キッチンタイ
マー、体温計、玩具など、最近では家庭内
の様々な日用品に使用されています（図表
3-2-14）。
　事故情報データバンクには、子供のボタ
ン電池の誤飲に関する事故情報が2010年度
から2014年度までの間に、４件寄せられて

います。これらの事案はいずれも被害者の
年齢が０～１歳児となっており、そのうち１
件は２か月の入院を要する重大事故でした。
　また、医療機関ネットワークには、子供
がボタン電池を誤飲したという報告が2010
年12月から2015年３月末までに84件、誤飲
の疑いを含めると145件寄せられています。
被害者の年齢は、３歳以下が77件と大半を
占めており、中でも０～１歳児が59件
（70.2％）と非常に多く、玩具以外の商品
での事例も見られました。
　以上のように消費者庁には多数の事故情
報が寄せられたことから、消費者庁、国民
生活センターは2014年６月に注意喚起を
行っています65。これは経済協力開発機構
（OECD）と16の国と国際機関が連携して
取り組む「ボタン電池の安全性に関する国
際啓発週間（2014年６月16日～20日）」の
一環として実施したものです。海外ではボ
タン電池に関する30件以上の死亡事故が報
告されており、国際社会全体でボタン電池
への関心を高める必要があります（第１章
第４節参照）。
　ボタン電池は日常生活で子供が簡単に手
にできる様々な製品に使われていますが、
子供がボタン電池を誤飲すると、ボタン電
池が食道にとどまり、放電の影響によって
わずか１時間程度の短時間でも潰瘍ができ

3-2-13　ボタン電池の形状.pptx

図表3-2-14 ボタン電池の形状と大きさ

コイン形

ボタン型

（備考）　消費者庁、国民生活センター公表資料（2014年6月18日）

3-2-12　首浮き輪.pptx

図表3-2-13 首浮き輪の使用例（イメージ）

（備考）　消費者庁、国民生活センター公表資料（2014年10月9日）

65�）消費者庁、国民生活センター「乳幼児（特に１歳以下）のボタン電池の誤飲に注意！―重症化することを知らな
い保護者が６割も！！―」（2014年６月18日公表）

第
１
部

第
３
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
に
集
約
さ
れ
た
生
命
身
体
に
関
す
る
事
故
情
報
等

135



て穴が開いてしまうなどの重篤な症状を生
じることがあり、場合によっては死に至る
など大変危険です。
　図表3-2-15及び図表3-2-16は、コイン形
のリチウム電池が食道内に停滞して化学熱
傷を起こした事例として小児外科誌で報告
されたレントゲン写真と内視鏡写真です。
１歳前後の子供がコイン形のリチウム電池
を誤飲すると、食道にとどまることが多い
と考えられます。
　保護者はこうしたボタン電池の危険性を
認識し、家庭内のどの製品にボタン電池が
使用されているかをチェックし、電池蓋が
外れやすくなっていないかを確認する必要
があります。また、未使用又は使用済みの
ボタン電池を子供の手の届かない場所に保
管したり、廃棄方法に気を付けるとともに、

ボタン電池の交換は子供の目に触れない時
間や場所で行うことが重要です。
　子供（14歳まで）を対象にした玩具では、
一般社団法人日本玩具協会が定めた玩具安
全基準（以下「ST基準」という。）があり、
ボタン電池の蓋の構造について、「ボタン
電池の蓋は、工具等を使用しないと容易に
開かない構造でなければならない。」と規
定されています。ST基準適合検査に合格
した玩具にはSTマークを表示できること
になっており、STマークのある玩具につ
いては、一定の安全性が担保されています。
一方、それ以外の商品については、一般社
団法人電池工業会が安全確保のための機器
設計に関するお願い事項として、幼児が簡
単に電池室の蓋を開けることができない構
造とすることを求めています。ボタン電池
を使用した商品は、玩具のみならず日用品
にも見られ、国民生活センターがテストし
たところ、一部の商品においては、工具等
を使用しなくても容易にボタン電池を取り
出せる商品や、落下試験でボタン電池が飛
び出す構造の商品がありました66。電池の
誤飲事故を未然に防止するために、子供が
電池を取り出せない構造にするなど、より
安全な構造の商品開発が望まれます。

洗濯用パック型液体洗剤で
乳幼児に事故が集中
　洗濯用パック型液体洗剤は、新たな形の
洗濯用洗剤として、近年、日本でも製造販
売が行われています。計量の必要がなく簡
便という利点があるものの、フィルムが破
れ、洗剤が口や目に入る等の事故情報が消
費者庁に寄せられています。

3-2-14　レントゲン写真.pptx

図表3-2-15 ボタン電池を飲み込んだ
1歳児のレントゲン写真

（備考）　消費者庁、国民生活センター公表資料（2014年6月18日）

3-2-15　内視鏡写真.pptx

図表3-2-16 ボタン電池を誤飲した
1歳児の食道の内視鏡写真

（備考）　消費者庁、国民生活センター公表資料（2014年6月18日）

66�）国民生活センター「ボタン電池を使用した商品に注意―乳幼児の誤飲により、化学やけどのおそれも―」（2014
年10月30日公表）
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　国内で販売されている代表的な洗濯用
パック型液体洗剤は2014年４月に発売が開
始されていますが、2014年度に消費者庁に
は延べ188件の事故情報が寄せられていま
す67。また、第１章でも紹介しましたが、
海外でも同様の洗濯用パック型液体洗剤
で、同種の事故が多数報告されています。
　国内で販売されている代表的な洗濯用
パック型液体洗剤は、図表3-2-17の写真の
ように、中性の濃縮液体洗剤を水溶性のあ
るフィルムで包んだ、触ると柔らかいもの

です。乳幼児の口には入らない大きさです
が、フィルムは水に溶けやすいため、子供
が握ったり噛んだりして遊んでいるうち
に、破れてしまうケースが多く、特に３歳
以下の乳幼児に被害が集中しています。寄
せられたほとんどの事例が、フィルムが破
れ中身が出て口や目に入ったというもので
す（図表3-2-18）。
　保護者は、洗剤を子供の手に届くところ
には置かないように注意し、洗剤の使用後
は必ず蓋をしっかり閉めて、すぐに決まっ
た置き場所に戻すよう習慣を付ける必要が
あります。また、洗濯用パック型液体洗剤
は水に濡れると溶けやすいフィルムのた
め、濡れた手で触ったり、蓋を開けたまま
保管すると洗剤を包むフィルム同士が湿気
でくっついてしまうことがあり、剥がそう
とすると破れて中身が飛び出すことがある
ため、注意が必要です。
　消費者庁、国民生活センターは、2015年

3-2-17　ジェルボール事故件数.xlsx

18
54

38
26

11
2
1
2

2
2
7

4
6

2
4
3
6

0

0
0

60

136件
（72.3％）

2010 4030 500
（件）

０歳
１歳
２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳

10歳代
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代
80歳代
90歳代
不明

●年齢・年代別事故情報（2014年度）

802010 504030 70600
（％）

口に入った、
飲んだ

目に入った

皮膚についた

その他

136件（72.3％）

46件（27.1％）

11件（5.9％）

４件（2.1％）

●被害内容・部位別事故情報（重複含む。）（2014年度）

（備考）　2014年度に消費者庁に通知された事故情報。

図表3-2-18 洗濯用パック型液体洗剤に関する事故情報（2014年度）

3-2-16　ジェルボール写真.pptx

図表3-2-17 代表的な洗濯用パック型
液体洗剤

幼児（３歳）が手に持った様子
（備考）　消費者庁、国民生活センター公表資料（2015年3月18日）

67�）事故情報データバンクに14件、医療機関ネットワークに７件、製造事業者から164件（うち、公益財団法人日本
中毒情報センター受付分が129件）、公益社団法人日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会Injury�Alert（傷害速
報）に３件となっている。
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３月にこの事故についての注意喚起を行い
ました68。これは、経済協力開発機構
（OECD）、欧州委員会及び21の国が連携
して取り組む「洗濯洗剤カプセル／パケッ
トに関する国際啓発キャンペーン（2015年
３月16日～23日）」の一環として実施した
ものです。世界では、洗濯用パック型液体
洗剤に関する事故が年間16,000件以上報告
されており、国際社会全体で洗濯用パック
型液体洗剤の安全な使用と保管について啓
発を促進することを目指しています。

キックスケーター走行中の子供の
事故
　キックスケーターは、図表3-2-19のように
車輪付ボードに操作棒が付属した乗り物で、
地面を足で蹴って走行する乗り物です69。
　消費者庁には、10歳未満の子供がキック
スケーター走行中にけがをしたという事故
情報が、2010年度以降2014年度までの５年
間で64件寄せられており、なかには頭蓋内
損傷や骨折などの大けがを負ったケースも
見られます（図表3-2-20①、図表3-2-20②）。

　キックスケーターは子供でも気軽に使用
できますが、傾斜がある路面や側溝などの
凹凸のある場所では、予期せぬスピードが
出たり、バランスを崩したりして転倒する
危険性が高まります。事故情報の７割近く
が道路で発生していますが、道路での走行
は大変危険です（図表3-2-20③）。
　保護者は取扱説明書をよく読み、子供に

3-2-19①　キックスケーター＿危害の部位.xlsx

図表3-2-20①
キックスケーター走行中の
事故で危害を受けた部位
（2010-2014年度）

顔面
23件
37.1％

頭部
17件
27.4％

大腿・下腿
4件
6.5％

上腕（肩）・前腕
3件
4.8％

口・口腔・歯
2件
3.2％

鼻・咽頭
2件
3.2％

胸部・背部
2件
3.2％

腹部
2件
3.2％

手掌・手背（手首）
2件
3.2％

上肢（肩）・前腕
2件
3.2％

その他
3件
4.8％

（不明を除くN＝62）
（備考）　 1． 2010年度から2014年度までに消費者庁に通知されたキッ

クスケーターによる事故情報により作成。
　　　　 2． 同期間における事故件数64件のうち、危害を受けた部位

が不明なものを除く62件についての内訳（件数及び割
合。）。

3-2-18　キックスケーター.pptx

図表3-2-19 キックスケーター

（備考）　消費者庁公表資料（2014年10月17日）

68�）消費者庁、国民生活センター「洗濯用パック型液体洗剤に気を付けて！―特に３歳以下の乳幼児に事故が集中し
ています―」（2015年３月18日公表）
69�）消費者庁「キックスケーター走行中の子どもの事故に注意！―頭を強く打つと命に関わる大けがを負うことも―」
（2014年10月17日公表）
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正しい乗り方を練習させ、周囲や路面の状
況を確認し、安全な場所で使用させる必要
があります。また、ヘルメットや肘当て、
膝当てなどの保護具を着用させることも大
切です。

高齢者の事故に関する
主な商品・サービス
　2014年度の危害情報のうち、被害者の年
齢が高齢者の事案を、年齢別に分けて件数
の多い商品・サービスを挙げてみると、65
歳以上75歳未満及び75歳以上共に件数が多
いものとして、「医療サービス」、「健康食
品」、「歯科治療」などが挙げられます（図
表3-2-21）。
　65歳以上75歳未満では、「外食」が上位
に入るのに対して、75歳以上では「デイケ

アサービス」、「有料老人ホーム」等に関す
る相談が多くなっていることが分かります。

高齢者が使用する製品・介護用品で
重大事故発生のおそれ
　高齢者が使用することが多い製品や介護
用品についても、回収や修理等が必要な製
品をそのまま使い続けると、重大な事故を
引き起こすおそれがあります70。
　現在、事業者が回収中又は注意を呼び掛
けている製品等については、身の回りにこ
うした製品がないか確認し、回収、修理等
の対象製品を持っている場合は、直ちに使
用を中止し、製造事業者等に連絡すること
が大切です。高齢者自身では、安全な使用
のための情報に気付きにくい、又は自身で
の対処が難しい場合もあり、周囲が気を配

3-2-19②　キックスケーター＿危害内容.xlsx

図表3-2-20②
キックスケーター走行中の
事故での危害内容の内訳
（2010-2014年度）

擦過傷・挫傷・打撲傷
48件
75.0％

骨折
5件
7.8％

刺傷・切傷・裂傷
5件
7.8％

頭蓋内損傷
5件
7.8％

その他の傷病及び諸症状
1件
1.6％

（N＝64）

（備考）　 1． 2010年度から2014年度までに消費者庁に通知されたキッ
クスケーターによる事故情報により作成。

　　　　 2． 事故件数64件についての内訳（件数及び割合。）。

3-2-19③　キックスケーター＿事故発生場所.xlsx

図表3-2-20③
キックスケーター走行中の
事故発生場所（2010-2014年
度）

道路
22件
64.7％

公園
10件
29.4％

自宅敷地内
2件
5.9％

（不明を除くN＝34）
（備考）　 1． 2010年度から2014年度までに消費者庁に通知され

たキックスケーターによる事故情報により作成。
　　　　 2． 同期間における事故件数64件のうち、事故発生場

所が不明なものを除く34件についての内訳（件数
及び割合。）。

70�）消費者庁「高齢者・介護用品で重大事故発生のおそれ！―回収・修理や注意の呼び掛けに対応してください―」
（2014年９月10日公表）
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り、見守ることも大切です。
　図表3-2-22には、高齢者が使用する製品
や介護用品のうち、回収・修理や注意を呼
び掛けている製品の品目と件数を掲載して

います。また、主な事故事例を紹介してい
ます。詳細については、消費者庁リコール
情報サイト（http://www.recall.go.jp/）を
御覧ください。

3-2_（P）高齢者事故の商品別.xlsx

図表3-2-21 商品・サービス別にみた高齢者の危害情報（2014年度）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。

65歳以上75歳未満
順位 商品・サービス 件数
1 医療サービス 151
2 他の健康食品 69
3 歯科治療 59
4 基礎化粧品（全般） 47
5 外食 40

6
健康食品（全般）

33
商品一般

8 化粧クリーム 28
9 化粧水 27
10 電気温水器 25

75歳以上
順位 商品・サービス 件数
1 医療サービス 120
2 他の健康食品 66
3 デイケアサービス 44
4 健康食品（全般） 43
5 歯科治療 30
6 有料老人ホーム 28
7 基礎化粧品（全般） 23
8 電気温水器 21
9 パーマ 18
10 化粧クリーム 17
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3-2-22　◇回収・修理や注意を呼び掛けている高齢者が使用する製品・介護用品.pptx

図表3-2-22 回収・修理や注意を呼び掛けている高齢者が使用する製品・介護用品

（2015年 4 月末時点の消費者庁「リコール情報サイト」の件数）

マッサージ器
９件

⑧
介護用ベッド

３件

①

介護ベッド用
手すり　６件

②

歩行補助車
７件

⑥

つえ
４件

電動車いす
17件

⑦

手指保護具（口腔用）
１件

⑤

手すり（床置き型）
１件

③

ポータブルトイレ
１件

④
車いす
３件

［高齢者が使用する製品・介護用品の主な事故事例］
①　介護用ベッド
　介護ベッドに設置された手すりに掴まって上半身を起こそうとしたところ、ベッドの頭側が下方向に
傾き、バランスを崩して手すりに胸部を打ち、負傷した。
②　介護ベッド用手すり
　使用者が手すりとマットレスの隙間に頭部が入り込んだ状態で発見され、死亡した。
③　手すり（床置き型）
　使用者が手すり（床置き型）のパイプ間に首が挟まった状態で発見され、死亡した。
④　ポータブルトイレ
　施設でポータブルトイレに向かってうつ伏せ状態で倒れている使用者が発見され、死亡が確認された。
当該製品の肘掛けと背もたれの隙間に首を挟んだものと考えられる。
⑤　手指保護具（口腔用）
　施設内で製品を使用中、当該製品の一部が破断して患者の口腔から体内に入り、病院に搬送後、窒息
による死亡が確認された。
⑥　歩行補助車
　使用中の歩行補助車のキャスター（右前輪）が脱落してバランスを崩し、転倒して右腕、右側頭部に
打撲を負った。
⑦　電動車いす
　電動車いすで登坂路を走行中、「ガクン」という音がして車体が後退し始めたためハンドル操作で路肩
に寄せたところ、転倒し、軽傷を負った。
⑧　マッサージ器
　家庭用ローラー式電気マッサージ器を、ローラー部に付いている布カバーを取り外した状態で使用し、
衣服がローラー部に巻き込まれ窒息死した。
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　第１節でもインターネットに関連した相
談が増加していることに触れましたが、こ
こではインターネットを利用する回線や携
帯電話サービス等の電気通信サービスに関
する相談の推移を見ていきます。
　電気通信サービスに関する相談は年々増
加傾向にあり、2014年度は「インターネッ
ト接続回線」や「携帯電話サービス」を中

心に、2013年度の1.4倍となる5.8万件の相
談が寄せられました（図表3-3-1）。

　第２章でも世帯当たりのインターネット通
信の普及が拡大していることを見てきまし
たが、インターネットに接続するためには、
現在、一般的に回線事業者との契約（以下「回
線契約」という。）」と、インターネットに接
続するためのインターネットサービスプロバ
イダ（以下「プロバイダ」という。）との契
約の２つの契約を結ぶこととなっています。

（ １）インターネットや情報通信に関連するトラブル

電気通信サービスに関する相談は
更に増加

遠隔操作によるインターネットプ
ロバイダ変更のトラブルが急増

　本節では、2014年度を中心として最近目立つ消費生活相談や、悪質事業者による新手の
手口が見られる消費者トラブル等を紹介していきます。
　中でも第１節で紹介したように、インターネットや情報に関連するトラブル、高齢者が
巻き込まれる詐欺的なトラブル、その他のトラブルの大きく３つのテーマに分類して、個
別の内容を見ていきます。

最近の消費者問題の傾向第 ３節

3-2-1　通信サービスに関する相談件数.xlsx

図表3-3-1 電気通信サービスに関する相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2． 「携帯電話サービス」、「モバイルデータ通信」、「インターネット接続回線」、「他のネット通信関連サービス」を合わせて「電気通信サー

ビス」とした。
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　そのプロバイダ契約について、最近「大
手電話会社の関連事業者と思い、プロバイ
ダ契約の内容（料金コース等）変更の手続
を遠隔操作でしてもらったが、無関係の事
業者で、プロバイダ自体が変更されている
と分かった。解約を申し出たら、違約金を
請求された」、「電話勧誘で考える間もなく、
プロバイダ変更の契約をしてしまい、遠隔
操作で作業を行った。不安になったので、
解約したい」といった相談が全国の消費生
活センター等に多数寄せられています71

（図表3-3-2）。2013年度は４～９月が519件、
10～３月が1,079件で、2014年度に入ると
４～９月は2,439件、10～３月が4,173件と
急増しています。
　インターネット接続については、回線契
約の契約先によっては利用できるプロバイ
ダが限定される場合もありますが、回線契
約はそのままでプロバイダ契約のみを自由
に変更することも可能です。また回線契約
を変更するためには工事が必要となります
が、プロバイダの変更はパソコンの設定変
更だけで完了します。現在、急増している
トラブルでは、プロバイダ契約のみについ
て他の事業者へ変更可能な消費者に対し、

事業者がプロバイダ変更について電話で勧
誘し、パソコン上の遠隔操作で接続切替作
業をしています。
　2014年度に急増したプロバイダの変更契
約での遠隔操作のトラブルは、【解説】に
示したように、プロバイダ契約を自由に変
更可能な消費者に対して、電気通信事業者
又はその代理店がプロバイダの変更につい
て電話勧誘をすることが特徴です。その際、
大手電話会社又はその関連事業者と誤解す
るように名乗ったり、大手電話会社の回線
名を告げたりすることによって、消費者が
新たな事業者との契約ではなく、現在契約
している事業者とのサービス変更の手続と
誤解させることもあります。
　事業者は「料金が今より安くなる」等の
説明をしますが、その言葉を信用して消費
者が現在の利用料を確認せず、新たな契約
内容をよく理解しないまま、事業者のペース
に乗せられて、十分考える時間を与えらずに
電話口で承諾するケースが多く見られます。
　なお、プロバイダを変更した場合、その
変更前の契約についても解約手続をしない
限り契約が継続し、料金が二重に発生して
しまったというケースや、以前のプロバイ

3-2-プロバイダ変更_150429.xlsx

図表3-3-2 「遠隔操作によるインターネットプロバイダ変更トラブル」に関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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71�）国民生活センター「相談激増！遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルにご注意」（2014年９月18日公表）
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ダの解約には違約金の支払が必要となる
ケースもあります。そのため、結果的に月々
の利用料が安くなったとしても、全体的な
費用を考えると安くなったといえないこと
もあります。
　さらに、「【解説】遠隔操作によるプロバ
イダ変更の仕組み」に示したように、消費
者は遠隔操作が行われることをよく理解し
ないまま、プロバイダ変更のための遠隔操
作を事業者に許可すると、自分のパソコン
の中の情報が外部に漏れる等、自分のパソ
コンのセキュリティを危険にさらす状況に
なることを知っておくことも重要です。
　プロバイダ等の電気通信に関する契約
は、特定商取引法の適用がないため、電話
勧誘で契約したとしても法律上のクーリン
グ・オフ制度はありません。事業者に対し、
あいまいな返事をせず、必要がなければ、
きっぱり断る必要があります。
　このようなプロバイダ変更を勧誘し、遠隔
操作で変更作業を行っていることに関連し
て、多数の苦情が寄せられている電気通信
事業者２社に対し、2015年１月に総務省が勧
誘方法等の改善を行うよう指導しています72。

　アダルト情報サイトに関する消費生活相
談は、最近非常に多く寄せられていますが、
2014年度は前年度を約３万件ほど上回り、
過去最多の11万428件となりました73（図表
3-3-3①、 図表3-3-3②）。この背景には、
スマートフォンの普及により、パソコン以
外からもサイトにアクセスする機会が増え
ていること等が挙げられ、第２章で示した

ように、さらにスマートフォンの利用が幅
広い年齢層に浸透してきたことも影響して
いると考えられます。
　2014年度のアダルト情報サイトに関する

アダルト情報サイトに関する相談
が過去最多に

3-2-3_アダルト情報サイトに関す相談はスマートフォン利用のものが増加（全体）.xlsx

図表3-3-3① アダルト情報サイトに関す
る相談件数（全体）

（備考） 　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日
までの登録分）。
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3-2-4_アダルト情報サイトに関す相談はスマートフォン利用のものが増加 （スマートフォン）.xlsx

図表3-3-3②
アダルト情報サイトに関す
る相談件数（スマートフォ
ンを利用したもの）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日ま
での登録分）。
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72�）総務省「遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導」（2015年１月28日）
73�）国民生活センター「アダルトサイトの相談が年間で10万件を突破！」（2015年４月23日公表）
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【解説】遠隔操作によるプロバイダ変更の仕組み
●電話での勧誘から契約までの主な流れ
　電気通信事業者又はその代理店が電話によるプロバイダの変更を勧誘
【１回目の電話】（例）「Ａ社（大手電話会社）の○○です。現在○○円お支払かと思いますが、
新しいプロバイダにお申し込みいただくと、○○円となり、お安くなります。」

⬇ 消費者がプロバイダの変更に承諾すると、一旦電話が切られ、別の担当者からすぐに２回
目の電話が掛かってくる。

【２回目の電話】（例）「リモートで設定しますので、パソコンの電源を入れ、インターネット
を立ち上げてください。」

●プロバイダ変更契約後の遠隔操作によるプロバイダ接続手続き例

１）消費者は、電話での事業者の指示で遠隔操作用のソフトをダウンロードする。
２�）消費者が画面に表示されるIDとパスワードを事業者に伝える（これにより、事
業者のパソコンから、消費者のパソコンを遠隔操作することが可能となる。）。
３�）消費者のパソコン（Ａ）のデスクトップ画面が事業者のパソコン（Ｂ）に表示
され、事業者が消費者のパソコンの遠隔操作を行い、プロバイダの変更作業を行う。

●インターネットに関する契約の仕組み
　多くの場合、インターネットをするためには、「①回線契約」及び「②プロバイダ
契約」が必要である。回線契約の契約先によって、プロバイダを自由に選択できる
場合と利用できるプロバイダが限定されている場合がある。回線契約を変更するた
めには工事が必要となるが、プロバイダの変更はパソコンの設定変更をするだけで
完了する。そのため、事業者が消費者と離れていても、電話勧誘と遠隔操作によって、
プロバイダの変更が可能となる。

（備考）国民生活センター公表資料（2014年９月18日）より一部引用。

消費者のパソコン（A)

インターネット

事業者のパソコン（B)

１ ソフトウェア
　 ダウンロード/
　 OSの設定

２ ID・パスワードを
　 伝える

 ３遠隔操作

消費者 回線契約 プロバイダ契約 インターネット
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相談を性別、年齢層別で見ると、男性が約
７割を占めていますが、40歳代から60歳代
までがそれぞれ約12％で、10歳代でも7.9％
と若年層でも見られます（図表3-3-4）。そ
して５年前の2009年度は、20歳未満から40
歳代までの男性が中心で15％前後となって
いましたが、平均年齢は36.3歳から45.4歳
へと10歳近く上がっています。
　女性も５年前の2009年度の26.5％から
2014年度は32.3％へと高い割合を占めるよ
うになり、30歳代、40歳代でもそれぞれ
7.2％、8.8％となっています。
　相談の主な内容は、「有料だという認識
がないままアダルト情報サイトを見ていた
ところ、突然、料金の請求画面が表示され
た。支払わなければならないか」といった
ように、無料なのでサイトにアクセスした
ところ請求されたというものや、「歌手の
動画を見ようと、動画サイトをタップした
つもりが、表示された18歳以上かを確認す

る年齢確認ボタンをタップしてしまった。
すると、突然、アダルト情報サイトの会員
登録完了の画面が表示された」というよう
に誤操作によるもの等で、そのうち69.4％
と多くが事業者に支払う前の相談です（図
表3-3-3①）。
　しかし最近では、「請求されたので事業
者の問合せ先に電話をしたら、支払うよう
強く言われたので、焦って支払ってしまっ
た」等の相談事例に見られるように、言わ
れるままに支払ってしまうケースもあり、
支払った相談での平均金額は、2014年度に
は277,121円と高額化しています（図表
3-3-5）。その理由としては、スマートフォ
ン利用のトラブルが増えていることが考え
られます。
　アダルト情報サイトの請求画面等には、
「退会はこちら」、「誤操作の方はこちら」
等というボタンが用意されていますが、これ
らのボタンを押すことで事業者に連絡する

3-3-4　▲2014年のアダルト情報サイト性別・年齢別割合.xlsx

図表3-3-4 アダルト情報サイトに関する相談（2014年度）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
　　　　 2．団体、性別不明を除く。
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ことになってしまい、事業者から請求を強く
求められるケースが見られます（図表3-3-
6）。特にスマートフォンを利用している場合、
簡単に電話発信やメール送信ができて、事
業者につながってしまい、個人情報を把握
されるおそれがあります。決して事業者に
連絡しないようにすることが肝要です。
　身に覚えのない請求をされても、慌てて
支払ってしまうケースがありますが、支
払ってしまうと、後で返金を求めようにも
連絡がつかない等、お金を取り戻すことは
困難です。

　また、最近では、事業者に誘導され、消
費者には金銭を支払うという意識がないま
ま、事業者がプリペイドカードを支払手段
として悪用した、新たな手口が用いられる
ようになってきています（手口の詳細は本
節「プリペイドカードを悪用する新たな手
口が発生」参照）。

　近年、商品等の売買に係る決済サービス
は多様化しており、消費者は多様な支払手
段の中から、支払方法を選択できるように
なってきています。現金を用いないクレ
ジットカードや、プリペイドカードに代表
される電子マネー等、“キャッシュレス決
済”は、現金を持ち歩かずにカードやスマー
トフォンで買い物ができる手軽さから、身
近な決済手段として、消費者の利用機会が
拡大しています。
　一方で、悪質商法に利用されたり、複雑
な仕組みを理解しないまま支払ってしまっ
たことによるトラブルや、決済手段への不
安等、新しいタイプの消費者トラブルにつ

プリペイドカードを悪用する
新たな手口が発生

3-2-6 スマートフォン画面イメージ.xlsx

図表3-3-6 スマートフォンに表示され
る請求画面（イメージ例）

（備考）　国民生活センター公表資料（2015年4月23日）

3-2-7_2014年度のアダルトサイト相談件数及び既支払額_150429.xlsx

図表3-3-5 アダルト情報サイトに関する相談における支払済件数とその金額

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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いて消費生活相談が寄せられています74。
　最近、全国の消費生活センター等に寄せ
られた相談の中で、新たに見られるように
なってきているのは、プリペイドカードの
残高を不正に取得しようとする「詐欺業者」
とのトラブルです。
　主な相談事例を見ると、「事業者に料金
を請求され、その支払手段としてサーバ型
プリペイドカードの購入を指示され、要求
されるままにカードに記載された番号等を
伝えてしまった。だまされたと思うので返
してほしい」といったものです。

　これは、もともと事業者にアダルト情報
サイトの利用料等、何らかの支払を求めら
れた際、その手段として事業者にコンビニ
エンスストア等でプリペイドカードの購入
を指示され、購入後そのカード番号を言わ
れるままに伝えてしまい、結果としてプリ
ペイドカードの価値を事業者に全て譲渡し
たことと同じになる、新手の手口です（図
表3-3-7①、 図表3-3-7②）。
　新しい「サーバ型」プリペイドカードを
使った手口で、カード番号を伝えたことに
より金銭を支払ってしまったことと同様の
事態になることを、日頃プリペイドカード
を使い慣れていない消費者自身が理解しに
くく、そのため被害に気付くのが遅れる状
況にあります。
　国民生活センターに寄せられた相談件
数75について推移を見ていくと、2014年４
月には１件でしたが、2015年３月には24件
となっています（図表3-3-8）。プリペイド
カードは様々なところで広く販売されてい
ることから、今後、トラブルが拡大してい
くおそれがあります。
　このトラブルの主な仕組みは、図表
3-3-7②のようなものです。

3-2-8①プリペイドカードの販売イメージ.xlsx

図表3-3-7① プリペイドカードの販売イ
メージ

（備考）　国民生活センター公表資料（2015年 3 月26日）

3-3-7②　◇プリペイドカードの利用の仕組み.pptx

図表3-3-7② プリペイドカードを悪用した手口の仕組み

消費者

①プリペイドカードの購入
　を求める

②プリペイドカードを購入

③購入したプリペイドカード
　のカード番号等を伝える

事業者

コンビニ
エンスストア

※一旦支払ったお金を事業者から
取り戻すことは非常に難しい

（備考）　国民生活センター公表資料（2015年 3 月26日）

74�）国民生活センター「プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意‼―「購入したカードに記載された番
号を教えて」は危ない！―」（2015年３月26日公表）
　�　国民生活センター「カード、電子マネー…等で支払ってトラブルになっていませんか？―キャッシュレス決済を
悪用する業者にご用心！―」（2014年11月18日公表）
75�）現状では全国の相談件数の規模を把握できにくいため、国民生活センター受付相談件数を紹介している。
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　他に、手元に現金がない消費者が「自身
のクレジットカードを使ってプリペイド
カードの一つである電子ギフト券を購入す
るよう指示された」というものもあります
（図表3-3-7③）。その場合は、消費者はイ
ンターネット上で、クレジットカード決済
により電子ギフト券の購入手続を行い、事
業者に対して電子ギフト券をメールで送り
ます。これは、電子ギフト券を送ることに
よって、事業者へその電子ギフト券の価値
を譲渡したのと同じことになります。
　事業者は、金融機関の口座を持っておら
ず、また審査が通らずクレジットカード会

社やプリペイドカード会社の加盟店になれ
ない等、詐欺業者である可能性が高いと考
えられます。プリペイドカードを取得しよ
うとする背景として、消費者からの入手が
簡単であること、悪用しても所在地や連絡
先が特定されにくいことのほか、インター
ネット上においてプリペイドカードを高い
換金率で買い取る事業者が存在しているこ
とが考えられます。
　トラブル発生後に連絡が取れなくなるこ
とが多いため、事業者と直接交渉して返金
を求めることは困難となります。
　事業者がプリペイドカードや電子ギフト
券を購入するよう指示する場合、その事業
者は詐欺業者である可能性があります。詐
欺業者は消費者からプリペイドカードに記
載されている番号等を聞くなどして価値を
取得した後、すぐに使ってしまいます。そ
のため、消費者がプリペイドカードの価値
をだまし取られたことに気付いた時には、
価値が残っていないことがほとんどで、被
害回復が大変困難です。
　事業者から指示されてプリペイドカード
を購入したり、そのカード番号等を伝えた
りすることは、プリペイドカード自体を事
業者に譲渡してしまうのと同じことである
と、消費者も知っておくことが大切です。

3-2-9_プリペイドカード.xlsx

図表3-3-8 プリペイドカードを悪用した手口に関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された国民生活センターが受け付けた消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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3-2-10電子ギフト券の送付イメージ.xlsx

図表3-3-7③ 電子ギフト券の送付イメージ

（備考）　国民生活センター公表資料（2014年11月18日）を一部加工。
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【解説】プリペイドカードとは

　プリペイドカードとは、事前にバリュー（価値）をチャージ（購入）することで、
商品やサービスの支払として利用できるものです。カードを持つための審査はない
ため誰でも簡単に持てる無記名のカードが多く、第三者にギフトとして渡すものも
あります。
　プリペイドカードには大きく分けて２つの種類があります。１つは、プリペイド
カードの価値が券面に記載されているものや、カードに埋め込まれた磁気、ICチッ
プに直接記録されているもの（商品券や磁気カード、ICカードなど）、２つ目は、プ
リペイドカードの価値がカード自体ではなくプリペイドカード発行会社の管理する
サーバに記録される、いわゆる「サーバ型」と呼ばれるものです。
　最近新たに登場した「サーバ型」のプリペイドカードの場合、物理的なカードが
発行されるとは限らず、紙に記載された番号等をインターネット上で入力して使用
できるものがあります。これら「サーバ型」プリペイドカードは、コンビニエンス
ストアや量販店等、様々なところで広く販売されています。さらに、国際ブランド
のロゴがついていて、より多くのお店で利用できるプリペイドカードもあります。
　「サーバ型」プリペイドカードの特徴として、カードそのものがなくても、番号だ
けで利用することができるため、利便性が増しています。前払した金額までしか使
用できないことから使い切りで、匿名性もありインターネット上でクレジットカー
ド決済をしたくない消費者には適しています。また、自分で購入して使用するだけ
でなく、贈り物と指定して、その相手のメールアドレスに簡単に送ることができる
電子ギフト券も見られます。
　便利な面がある一方、普及し始めて未だ日が浅いため、消費者にその使い方が周
知されていない点も見られ、本文に紹介したように悪用される例も出てきています。

（備考）国民生活センター「国民生活」（2013年12月号）より一部引用。

プリペイドカードの類型
価値が直接記載・記録されるもの 価値がサーバに記録されるもの

図書カードなど

具体例
紙型・磁気型

人の目で確認

端末

端末

IC 型

具体例

具体例

交通機関が発行
しているカード
など

百貨店共通商品
券ビール券など

〇〇商品券
1,000円

○△カード
1,000度

△△カード
ICチップ

磁気に
バリューを記録

ICチップに
バリューを記録

具体例
サーバ型

ホームページで
入力

端末・レジ

メール

サーバに
バリューを
記録 具体例

具体例

紙
ID番号

ID番号

コーヒーチェー
ンのカードなど

ネット決済専用
の電子マネーな
ど  

オンラインスト
アが発行するギ
フト券など 

△×カード
ID番号
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　SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）が何らか関連している消費生活
相談は増加傾向にあり、2014年度はその増
え方も大きくなっています76（図表3-3-9）。
　また、相談件数を年齢層別に見ると、
2009年度から2014年度にかけては20歳代以
下は2.1倍となったのに対し、40～60歳代
は6.2倍となっており、インターネット利
用によるSNSの普及で、幅広い年齢層に拡
大していることがうかがえます。
　主な相談内容は、「SNSで知り合った相
手から出会い系サイトへ誘導された」、
「SNSに表示された広告をきっかけに無料
で試した健康食品が、知らないうちに定期
購入になっていた」、「SNS上で友達と思っ

ていたら、なりすましていた別人だった」
等で、多種多様なものとなっています。
SNS上で知り合った相手のプロフィール情
報が本物である保証もなく、書き込み内容
等全てをうのみにしないことが重要です。
　また、消費者は、自分が見ている広告が
誰にでも表示されていると思いがちです
が、SNSの広告は、そこに登録した消費者
自身の個人情報等が反映されて、一部の人
に対してのみ表示されている場合がありま
す。こうした広告は「ターゲティング広
告」77と呼ばれ、消費者にとって、通常の
広告よりもSNSに表示される広告の文言の
方が印象深いこともあると考えられます。
　なお、SNSの広告は短期間だけ表示され
る場合があり、トラブル発生後に消費者が
再度広告を確認しようとしても、広告の表
示が終了しているケースや、広告から購入

SNSをきっかけにトラブルに
巻き込まれることが増加

3-3-9　ＳＮＳに関する相談.xlsx

図表3-3-9 SNSに関連する相談の年齢別割合

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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76�）国民生活センター「SNSの思わぬ落とし穴にご注意！―消費者トラブルのきっかけは、SNSの広告や知人から？―」
（2014年４月24日公表）
77）SNSだけでなく、インターネットサイトの画面に表示されることもある。
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までの経過を再現することが難しいことが
あり、そういった場合トラブルの救済が困
難となります。
　消費者は、SNS上の広告のみでなく、広
告からリンクされた先の通販サイト等の内
容も確認することが重要です。

　高齢者に関する消費生活相談において、
最近詐欺的な手口に関する相談78が増加傾
向にあります。この数年間を見ると、2009
年度の1.4万件から2014年度は4.4万件と
なっています（図表3-3-10）。相談する時
点で、事業者に既に支払ってしまったとい

う相談は減少傾向にあり、2014年度は8.2％
と１割に満たないものの、支払った相談１
件当たりの平均金額は、400～500万円台と
高額であり、深刻であるといえます。
　ここでいう詐欺的な手口に関する相談と
は、警察庁における特殊詐欺79とは定義が
異なりますが、特殊詐欺と同様の手口とみ
られるトラブルが消費生活センター等にも
数多く寄せられるようになり、警察との一
層の連携が必要です。

　複数の事業者が役回りを分担して消費者
をだまそうとする「劇場型勧誘」のトラブ
ルについての相談は依然として多く、その
うち高齢者に関する割合は高まる傾向にあ
ります（図表3-3-11）。商品・サービス別

（ ２）高齢者が巻き込まれる詐欺的なトラブル

高齢者が巻き込まれる
詐欺的なトラブルは増加 劇場型勧誘は依然として

高齢者に多い

3-3-10　☆高齢者詐欺的.xlsx

図表3-3-10 詐欺的な手口に関する高齢者についての相談件数と支払済相談の平均支払額

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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78�）「詐欺的な手口」とは、事業者側の「だます」という意思を心証として消費者や消費生活センター等が強く持っ
た場合に選択する「詐欺」や「架空請求」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」の項目が入力された相談。
79�）被害者に電話を掛けるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、
不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝も含む。）の総称であり、その代表的なもの
が振り込め詐欺（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）である。2014年の特殊詐欺認
知件数は約１万3000件、被害総額は約565.5億円。

152



で見ると、「ファンド型投資商品」や「公
社債」等の金融商品が上位に挙げられます
が、2014年度は個人情報の削除や過去の投
資の被害回復を持ち掛けるという金融商品
以外の内容の相談が増えてきています。
　また、「劇場型勧誘」のきっかけとして、
話題性のあるニュースや事件に便乗した手
口も見られます。2020年東京オリンピック・
パラリンピック競技大会開催に関連した投
資トラブルについては、第１章第２節で紹
介しましたが、2014年度は、ほかにiPS細胞・
STAP細胞の関連事業をかたった詐欺的ト
ラブル等がありました80。

　公的機関等をかたり、電話で「個人情報

が漏れているので、削除してあげる」など
と勧誘し、お金をだまし取ろうとする詐欺
的な手口が急増しています81（図表3-3-
12）。2013年度は10～３月に423件でした
が、2014年度は４～９月に1,172件、10～
３月に1,472件となっています。
　2014年７月には企業保管の個人情報が外
部に大量に流出した事件もあり、便乗して
不安をあおる勧誘や、複数の業者が役回り
を分担して消費者をだまそうとする「劇場
型勧誘」も見られます。
　中でも高齢女性がトラブルに遭うケース
が目立っています（図表3-3-13）。多くの
場合、不審に感じて消費生活センター等へ
相談し、お金を支払わずに済んでいますが、
公的機関等又は公的機関と誤解するような
名乗り方をされたことから信用してしま
い、消費生活センター等への相談時には既

個人情報削除を持ち掛ける詐欺に
関するトラブルが増加

3-2-14劇場型.xlsx

図表3-3-11 劇場型勧誘に関する相談件数と高齢者割合

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。 
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80�）国民生活センター「iPS細胞・STAP細胞の関連事業をかたった詐欺的トラブルにご注意！―話題性のある出来事
に便乗して、高齢者を狙う悪質な手口―」（2014年９月11日公表）
81�）国民生活センター「個人情報が漏れているので削除してあげる⁈公的機関をかたって個人情報の削除を持ちかけ
る詐欺にご注意！」（2014年７月30日公表）
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に支払ってしまったケースでは、2014年度
の１件当たりの相談の平均支払金額は約
391万円と高額になっています。
　公的機関を装って個人情報の削除を持ち
掛け、複数の事業者を介して車椅子販売の
勧誘を行う事業者について、消費者庁では、

2014年９月に事業者名を公表し注意喚起を
行っています82。
　「個人情報を削除してあげる」などと、
公的機関が電話をしてくることはなく、相
手にせず、きっぱりと断ることが重要であ
るため、注意喚起を行いました。

3-2「個人情報の削除を持ちかける詐欺」に関する相談が急増向_150429.xlsx

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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図表3-3-12 「個人情報の削除を持ち掛ける詐欺」に関する相談件数

3-3-13  個人情報の削除(年代別性別）.xlsx

図表3-3-13 「個人情報の削除を持ちかける詐欺」に関する年齢層別相談件数（2014年度）

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分。）
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82�）消費者庁「公的機関を装って個人情報の削除を持ち掛け車椅子の購入契約をさせる「成寿園株式会社」に関する
注意喚起」（2014年９月30日公表）
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　最近、高齢者を中心に原野商法の二次被
害の相談が増加しています（図表3-3-14）。
　相談事例としては、数十年前に購入した
もののほとんど訪れたことがない土地の原
野を売却したいと考えていた消費者が、「あ
なたの土地を買いたいという方がいます。
売却しませんか」などと事業者から土地の
売却話を持ち掛けられ、「売却に当たり、
境界杭を打つ境界線復元工事を行わなけれ
ばならない」等として工事の契約をし、費
用を前払いした後、事業者と連絡が取れな
くなるといったものがあります。
　消費者庁では、2014年８月及び10月に、
原野商法の被害者に架空工事を契約させる
事業者に関する注意喚起を行っています83。

　SF商法（催眠商法）とは狭い会場に人
を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上
げながら、「ハイ、ハイ」と手を挙げさせ
るなどして、ほとんど無料で日用品などを
配り、冷静な判断ができない高揚した雰囲
気の中で、高額な商品を売り付ける商法で
す。これらのトラブルは高齢女性に多いも
のの、近年ではこの手口に関する相談件数
は大きく減少しています（図表3-3-15）。
　一方、最近では販売方法に変化が見られ
るようになっています。従来、商店の空き
店舗や繁華街の貸室、集会場等で、１週間
程度と短期間で販売会を開催するケースが
多く見られていましたが、最近では販売会
の開催期間が数か月以上と長期間になり、

原野商法の二次被害が増加 SF商法（催眠商法）の手口に変化、
平均支払額が高額に3-2-17_原野商法の二次被害が高齢者を中心に増加.xlsx

図表3-3-14 原野商法の二次被害に関する相談件数

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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83�）消費者庁「消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる「株式会社日高不動産」
に関する注意喚起」（2014年８月29日公表）、「消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を
契約させる「株式会社フジ不動産」に関する注意喚起（原野商法の被害者に架空工事を契約させる事業者に関する
注意喚起（第２報））（2014年10月10日公表）
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販売員が消費者に個別に声を掛けて信頼関
係を作り、最終的に高額な商品を次々に勧
めていくケースが目立っています。消費者
本人や周囲が気付いたときには、次々と契
約していたり、支払が困難になるほどの量
の商品を購入していたりする例があります。
　SF商法に占める「次々販売」84又は「過

量販売」85の割合は、2005年度の5.7％から
2014年度は16.3％と増加しています。また、
SF商法の相談を消費生活センター等への
相談時に既に支払っている場合で見ると、
その平均金額は、2005年度の約14万円から
2014年度は約51万円へと高額化しています。

3-2-18SF商法.xlsx

図表3-3-15 SF商法（催眠商法）に関する相談件数と支払済相談の平均支払額

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）
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84�）定義については、図表3-1-21参照。
85�）定義については、図表3-1-21参照。
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　2012年度から、内閣府政府広報室、消費者庁、警察庁、金融庁が連携して、「高齢者
に対する振り込め詐欺などの被害の未然防止」啓発キャンペーンを実施してきました。
　2014年度は、「家族みんなで防ごう！高齢者詐欺！」を掲げて、日頃から家族でこ
まめな連絡をとることが被害を未然に防ぐポイントであるとともに、家族以外の周囲
の方々へも目配り・気付きを促し、社会全体で高齢者を見守るよう働き掛けました。

　また、政府広報オンライン「家族みん
なで防ごう！高齢者詐欺！」のウェブサ
イトでは、高齢者を狙った詐欺の手口を
紹介するとともに、警察庁や一部の県警
で紹介している詐欺電話の実際の音声を
掲載しているウェブサイトのURLをま
とめて紹介しました。
　高齢者を狙った悪質な手口を消費者に
実際に聞いてもらい、被害を防ぐことを
目的としています。

　2014年９月10日に“お年寄りの原宿”
東京都豊島区巣鴨でイベントを開催し、
2013年度に引き続き俳優松平健さん扮す
る「未然奉行」の他、今回は家族の代表
として子役タレントの鈴木福くん・夢
ちゃん兄妹にも出演いただき、少しでも
怪しいと思ったらすぐ家族に相談するよ
う呼び掛けを行いました。このイベント
を皮切りに、テレビCM、新聞折込広告、
ラジオ、ポスター、ウェブサイトや
SNSの他、診療所や病院でのデジタルサイネージ（電子看板）及び介護職向けサイ
ト等、幅広い媒体を活用してキャンペーンを展開しました。
　なお、政府広報オンラインでは、キャンペーンの詳細を確認できるほか、ポスター
やオリジナルハガキ、パンフレット等をダウンロードすることができます。

政府広報オンライン「家族みんなで防ごう！高齢者詐欺！」
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/korei_syohisya/index.html
※�記事等の転載・引用については、「政府広報オンライン」の「当サイトをご利用になる方へ」を御参照
ください。

「家族みんなで防ごう！高齢者詐欺！」
「高齢者の消費者トラブル未然防止」キャンペーン

C O L U M N 6

詐欺の手口と実音声を掲載したウェブサイト画面

有村治子内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全（当
時））が松平健さん、鈴木福くん・夢ちゃん兄妹ととも
に相談窓口の番号をお知らせ
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　富山県内の特殊詐欺被害額は、2012年に急増し過去最悪の被害額となり、2013年前
半においても、前年を上回るペースで推移していました。そこで、富山県の人口の約
40％弱を占める富山市民の安全で安心な暮らしや大切な財産を守る観点から、国と地
方のコラボレーションによる先駆的プログラムの１つである『悪質事業者による消費
者被害の防止の強化』への取組に参加し、2013年12月から当事業を実施しました。
　全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-NET）のデータによると、特殊
詐欺や悪質商法等では、業者が作った顧客リスト（被害に遭った人達の名簿）が出回
り、一度被害に遭った高齢者が再び狙われ、「二次被害」に遭うケースが多いと考え
られることから、過去に被害に遭ったことのある高齢者の被害防止対策を最優先に検
討することとなりました。
　実施内容としては、定期的な電話による見守りや、自動着信拒否機器の設置等、他
事業との比較を行った結果、「着信前に、警告メッセージのアナウンス機能のある通
話録音装置の設置」が高齢者にとって手軽で使いやすいのではないかと判断し、「通
話録音装置の設置」により、特殊詐欺や悪質な電話勧誘等による被害の未然防止を図
ることとしました。
　「通話録音装置」は、市内在住の設置を希望する65歳以上の高齢者を対象に無償で
貸与することとし、過去に被害に遭った人、一人暮らし世帯や高齢者夫婦の世帯のほ
か、日中は高齢者のみとなる世帯も対象としました。

【警察や地域包括支援センターとの連携】

　この取組においては、過去に特殊詐欺被害に遭った高齢者世帯に対する働き掛けが
不可欠であるとの考えの下、富山市と富山県警とで「消費者被害の防止連絡協議会」
を設け、課題等について協議を行い、富山市が作成したチラシ等を、県警が近年の特
殊詐欺被害者に対し個別訪問や郵送等を行うことにより周知しました。
　事業実施中に、所轄の警察署へ通報・相談があった被害未遂のケースでは、直ちに
この事業を紹介し、消費生活センターへ連絡された例もありました。
　地域包括支援センターとも連携し、特に当装置の設置が必要と思われる利用者に対
して、積極的な周知を依頼したほか、申請者宅への設置時に立会いが必要と考えられ
る場合は、立会いへの協力を求めました。�
　このほか、この事業を周知するための案内チラシを作成したほか、出前講座での説
明や、テレビ・ラジオ・新聞等での報道により、広く市民に周知しました。
　その結果、2013年度末までに125台の通話録音装置を設置することができました。

通話録音装置による高齢消費者の被害防止
―富山市消費生活センター―
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【アンケート結果】

　この事業の効果を把握するため、2014年９～10月に、装置を継続して利用している
人121人に対してアンケートを行った結果、100人から回答があり、
　①装置設置後、不審電話の回数がなくなった、又は減ったという人が90％
　②装置設置後、安心できた、又は少し安心できたという人が95％
との結果になりました。

　アンケートからは、通話録音装置の設置が特殊詐欺被害や悪質商法等の被害の未然
防止や安全・安心な市民生活に有効である、と判断することができました。

【現在の取組等】

　この結果を受け、富山市では、2013年度に引き続き2014年度には54台の「通話録音
装置」を無償貸与することとし、2015年１月に市民から申込みを受け付けたところ、
市民の関心も高く１日半で予定台数を超える問合せがありました。また、2015年度に
おいても100台を無償貸与することにするなど、当事業を継続的に実施しています。
　当該事業のほか、複雑・多様化する消費生活相談や、急増する特殊詐欺被害に対応
するため、2014年８月に消費生活センターを市役所庁舎から富山駅前の商業施設に移
転し、それまで平日のみとしていた窓口相談や電話相談を、年末年始を除く毎日対応
できるよう体制を整備しました。また、８時30分から17時15分までであった相談受付
時間を10時から18時30分までに変更することで、帰宅後又は帰宅途中にも相談できる
よう利便性の向上を図り、併せて消費生活相談員１名を増員しました。
　なお、移転した2014年８月から2015年２月までの相談件数は、2013年度の同時期と
比較して約６％の増加となっており、また、これまで相談を受け付けていなかった土・
日曜日、祝日の相談件数は全体の約20％、17時以降の相談は全体の約11％を占めてい
ることから、相談受付日や時間を変更した効果が表れているものと考えられます。

【利用者アンケートの結果】

なくなった　57％ 減った　33％

変わらない　3％

もともとなかった　3％

無回答　4％
設置前に比べ、不審電話がなくなった、減ったという人が90％

とても安心できた　74％

少し安心できた　21％

安心できなかった　2％

無回答　3％

不審電話の回
数の変化

安心できた人が95％

安 心 感
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　最近の金融商品に関する相談件数は、商品別に見ると上位にあり、１件あたりの相
談の平均金額も他の商品･サービスと比較し、高額となっています。
　名古屋市消費生活センターでは、2010年度から2011年度までにかけて、高齢者を中
心に、従来から相談の多かった電話勧誘による未公開株のほか、新たに鉱山資源の採
掘権や水資源への投資等のファンド型投資商品や怪しい社債など詐欺的な投資商法等
の金融商品に関する相談が増加傾向にありました。
　そこで、同センターでは、2012年10月から、愛知県弁護士会投資被害弁護団の協力
の下、「金融商品等特別相談窓口」を開設し、消費生活相談員による相談と併せて、
弁護士による無料の面談相談を実施しています。
　金融商品等特別相談の相談件数は、2013年度は983件で、そのうち230件は弁護士に
よる面談相談です。2014年度は916件で、そのうち180件が弁護士による面接相談です。
　具体的には、「ファンド型投資商品」や「公社債」等の相談が多くなっています。
また、最近では、高齢者を中心に、劇場型投資詐欺や、以前投資した未公開株などの
損失を回復すると言って新たな契約を持ち掛ける二次被害に関する相談も急増してい
ます。
　また、高齢者は、金融商品以外でも悪質業者の強引な訪問販売や電話による勧誘に
狙われやすく、同センターでも高齢者の悪質商法による被害に関する相談が多く寄せ
られています。
　そこで、2015年４月からは、2011年から年２～５日間限定で実施していた「高齢者
悪質商法110番」と「金融商品等特別相談窓口」を統合し、「金融商品・高齢者悪質商
法110番」として通年実施することにより、高齢者を狙う悪質商法の様々な相談に対
応できる体制を強化しています。
　相談窓口ではまず消費生活相談員が電話等で内容を丁寧に聞き取ります。その後、
早急に弁護士へつないだ方がよいと思われる相談者には、事前に予約を取った上で、
弁護士による面接相談を受ける体制をとっています。そして、金融トラブルに精通し
た弁護士が１時間程度対応するため、迅速に対応できます。
　弁護士相談は、平日午後１時30分～４時の間、同センターへ弁護士が出向く形で、
実施しています。このため、センターの電話相談の後に改めて自ら弁護士事務所へは
なかなか行きづらい高齢者にとって、気軽に利用しやすくなっています。
　また、弁護士相談には、消費生活相談員が同席するため、高齢者などで一人では相
談できない方も安心して相談を受けることができます。実際に相談を受けた方からは、
「相談員が同席してくれて心強かった」、「相談員が法律用語を分かりやすく説明して
くれてよかった」などといった声が寄せられています。

金融商品と高齢者に特化した弁護士と連携した
面談による相談対応―名古屋市消費生活センター―
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　ここでは、情報通信や高齢者に関連する
トラブル以外で、2014年度を中心として最
近目立つ相談を取り上げていきます。

　食品の異物混入に関しては、2005年度以
降、中国冷凍ギョウザ問題のあった2007年
度と、事故米穀不正規流通問題のあった
2008年度には2,500件を超える相談、また
冷凍食品への農薬混入事案のあった2013年

度は6,000件を超える相談が寄せられまし
た。2014年度の相談件数は前年度に比べる
と減少しているものの、例年より高い水準
の3,475件となっています（図表3-3-16）。
　その要因として、2014年末から2015年初
めにかけて、即席めん、ファストフード店
で提供された商品、レトルト食品などに、
虫、ビニール片、金属片、プラスチック片
等、様々な異物が混入していたという報道
が相次ぎ、消費者の食品の安全性に関する
関心が一段と高まったことが挙げられま
す86。2014年度の月別に見た、食品の異物
混入に関する相談は2014年12月から増加、
2015年１月に急増しています。

（ ３）２0１4年度に目立ったその他のトラブル

２0１4年度の食品の異物混入に関する
相談は一時的に増加

3-3-16　▲（P)異物混入_総件数（2005－2014）.xlsx

図表3-3-16 食品の異物混入に関する相談件数

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。

1,228 1,499

2,560 2,649
2,003 1,845 1,850 2,067

6,477

3,475

212 181 183
261 241 229 223

171
282

687

442
363

0

（件）

（年度）
20142005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

（件）

4 5 6 7 8 9 10

②月別件数推移（2014年度）

①年度別件数推移

11 12 1 2 3
（月）

100
200
300
400

600
500

700
800

2008年９月
事故米穀

不正規流通問題

2013年12月
冷凍食品への
農薬混入事案

2008年１月
中国冷凍
ギョウザ問題

86�）国民生活センター「食品の異物混入に関する相談の概要」（2015年１月26日公表）
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　20歳になったばかりの大学生87をター
ゲットにした「投資用DVD」のトラブル
に関する相談は依然として寄せられていま
す88（図表3-3-17）。「中学時代からの友人
に誘われて喫茶店に行ったら、儲かる投資
用DVDがあると言われ、勧められるまま
借金をして購入してしまった」等、大学生
やその親から、2014年度は422件と2009年
度の約７倍の相談が寄せられています。
　主な相談の事業者の手口として、商品を
購入した大学生等の消費者を勧誘者とし
て、その友人である大学生等に、「すごい
話がある」等の口実で、販売目的を告げず
に勧誘者同伴で喫茶店等に電話等で呼び出
し、勧誘者が将来の夢や不安などの話を持

ちかけ、資産運用の重要性などについて説
明した後、事業者に引き合わせます。そし
て、事業者が引き続き勧誘目的を告げない
まま、資産運用の方法の一つとして先物取
引の説明を始め、投資のプロが開発したと
するシステムを使った投資方法について紹
介します。大学生等が投資に興味を持った
ところで、「システムを使うには投資ソフ
トを買う必要がある」と投資用DVD購入
の勧誘を行います。数十万円のDVDの代
金を支払えない大学生等に対し、投資で取
り戻せるとして学生ローンからの借金を勧
め、借金の際には自動車免許の取得費用な
どと借金理由を偽るよう指南して、代金を
調達させて契約を行うというものです。
　このような手口を行っていた３事業者に対
し、消費者庁と東京都は連携調査し、2014
年11月に、同時に行政処分を行っています89。

大学生が友人を介して巻き込まれ
る「投資用DVD」のトラブル

3-2_「投資用　DVD」のトラブルに関する相談件数の増加.xlsx

図表3-3-17 「投資用DVD」のトラブルに関する相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年4月27日までの登録分）。
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87�）未成年者による契約は原則として法定代理人（通常は親権者）の同意が必要であり、同意を得ないで行った契約
は民法（明治29年法律第89号）第５条第２項の規定により取り消すことができる。このため、未成年者契約の取消
しが行えなくなる20歳の誕生日以降を狙って悪質事業者が勧誘するケースがある。
88�）国民生活センター「相談急増！大学生に借金させて高額な投資用DVDを購入させるトラブル」（2014年５月８日公表）
89�）消費者庁「特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令（３か月）について―国（消費者庁）と地方
自治体（東京都）による連携調査・同時行政処分―」（2014年11月27日公表）
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第 ３期消費者基本計画の策定

　消費者政策の基本となるのは、消費者基
本法の規定に基づいて策定される消費者基
本計画です。消費者基本法では、消費者政
策の計画的な推進を図るため、長期的に講
ずべき消費者政策の大綱等を定めた「消費
者政策の推進に関する基本的な計画」（消
費者基本計画）を定めることとされています。
　2005年と2010年にそれぞれ５年間を対象
とした第１期、第２期消費者基本計画が策
定された後、2015年度から2019年度までの
５年間を対象とする第３期消費者基本計画
（以下「第３期基本計画」という。）が
2015年３月24日に閣議決定されました。
　第３期基本計画の策定に当たっては、
2014年４月の総務省「消費者取引に関する
政策評価書」における勧告や同年５月の消
費者委員会「消費者基本計画の改定素案

（2014年５月）等に対する意見」を踏まえ
て検討を行いました。
　また、長期的な展望を考慮しつつ、高齢
化、情報化、国際化の進展など消費者を取
り巻く環境の変化と課題を整理した上で検
討を行い、消費者委員会の意見90や国民か
らの意見募集の結果を踏まえ、第３期基本
計画が策定されました。

消費者政策の推進により
目指すべき姿
　第３期基本計画では、消費者の権利が尊
重され、安全な商品・サービスを安心して
消費できることに加え、消費の効用・満足
度が高まり、豊かな消費生活を営めること、
消費者一人一人が、自らの消費行動が将来
の社会経済情勢や地球環境に影響を及ぼし
得るものであることを自覚して、公正で持
続可能な社会の形成に積極的に参画するこ

今後の消費者政策の推進に向けて─第 ３期消費者基本計画の策定─第 １ 節

消費者政策の展開第4章
　消費者政策は関係府省の連携の下、幅広い分野の施策が講じられています。本章では、
2014年度１年間を中心として、最近の消費者政策の主な展開について取り上げます。第１
節では、2015年３月に閣議決定され、今後５年間の消費者行政の指針となる「消費者基本
計画」の重点を整理します。第２節では、最近の主な消費者政策の進展についてまとめて
います。また、第３節では、最近の主な消費者政策の進展のうち、消費者行政の「現場」
である地方消費者行政の充実に関する取組を紹介します。

90�）2015年１月、２月の消費者委員会本会議において、消費者基本計画の検証・評価・監視として、「地方消費者行
政の体制整備の推進等」、「高齢者向け住まい」、「エステ・美容医療サービスに関する消費者問題」をテーマとする
関係省庁ヒアリングが実施された。ヒアリング等を踏まえ、2015年２月の消費者委員会「次期消費者基本計画の素
案（平成27年２月）等に対する意見」が消費者庁へ提出された。
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とが目指すべき姿として掲げられています。
　消費者政策を推進する上では、行政、消
費者・消費者団体、事業者・事業者団体等
との間で相互に連携し、消費者政策を全体
として効率的・効果的に推進していくこと
が重要です。例えば、行政が制度や施策、
情報の周知のほか、新たに生じた消費者問
題を迅速に把握し、対応する、また、消費
者向けの情報を消費者の特性に応じて迅
速・確実に伝達するなどに当たっては、消
費者・消費者団体及び事業者・事業者団体
との連携が重要になります。また、消費者
団体や事業者・事業者団体が消費者被害の
未然防止、苦情処理や被害救済の取組を行
うに当たって、行政との連携が重要になり
ます。
　さらに、具体的な消費者被害を未然に防
止し、又は発生した消費者問題を解決・救
済していくためには、消費者に身近である
地域における取組が果たす役割が極めて大
きいと考えられます。どこに住んでいても
質の高い消費生活相談や被害救済を受けら
れる体制の整備や取組の充実を図るため、

地域の特性や実情を考慮しつつ、市町村の
地域間の広域連携や、都道府県の市町村と
の連携が求められます。その際、消費者行
政部局だけでなく、教育、福祉、医療、保
健、防災、警察等の部局・機関や、消費者
団体、事業者団体、元気な高齢者を含むボ
ランティアなど、幅広い関係者と連携が図
られるよう取組を推進していくことも重要
です。
　このほか、規制改革の推進に当たっては、
より効率的な手法で安全性を確保するとい
う規制改革の基本的な考え方の下、消費者
に与える影響を十分に考慮し、産業の発展
と消費者の利益の擁護・増進が両立するよ
う適切に対応することが必要です（図表
4-1-1）。

経済の好循環と消費者の
安全・安心の確保に向けて
　消費者政策を推進していくことは、消費
者の安全や安心を確保することを通じて経
済の好循環にも資するものです。日本経済

4-1-1　消費者政策の基本方針.pptx

図表4-1-1 消費者政策の基本方針

目指すべき姿
考慮すべき視点

行　政

事業者消費者

●消費者の権利が尊重され、安全な商品・サー
ビスを安心して消費できる

◆多くの主体の連携
（消費者庁の司令塔機能の発揮）

◆地域の体制・取組の充実

◆規制改革による影響の考慮

◆新たな問題への機動的対応

●消費の効用・満足度が高まり、豊かな消費生
活を営める

●消費者が、公正で持続可能な社会の形成に積
極的に参画する

164



の回復を持続的な経済成長につなげていく
ためには、企業収益の改善を雇用の拡大と
賃金の上昇につなげ、それを消費の増加、
そして更に企業収益の増加につなげるとい
う「経済の好循環」を実現していくことが
重要です。
　一方、消費者を取り巻く状況を見ると、
我が国のGDPの約６割を消費が占めてい
ますが、安全とされている商品・サービス
であっても、その効用に対する不安感から
消費者が購入に慎重になれば、消費が安定
的に増加せず、個人消費が主導する持続的
な経済成長や豊かな生活の実現も困難と
なってしまいます。

　このため、経済政策と消費者政策は車の
両輪として、並行して進めていく必要があ
ります。

目指すべき姿に向けた５年間の取組

　第３期基本計画では、６つの分野にわ
たって５年間で取り組むべき施策を定めて
います（図表4-1-2）。
　具体的には、①事故の未然防止など消費
者の安全の確保に向けて、消費者事故に関
する情報収集体制の充実等を図るととも
に、②表示の充実と信頼の確保に向けて、

4-1-2　５年で取り組むべき施策.pptx

図表4-1-2 5 年間で取り組むべき施策の主な内容

❶消費者の安全の確保 ❷表示の充実と信頼の確保 ❸適正な取引の実現
（ 1）事故の未然防止
・危険な物質・商品の情報提供、販売規制

（ 2）事故等の情報収集と発生・拡大防止
・ 事業者からの情報、子供・高齢者の事故情
報等の収集強化と適切な注意喚起

（ 3）原因究明調査と再発防止
・消費者安全調査委員会の体制強化

（ 4）食品の安全性の確保
・製造工程管理等の的確な運用・取組の拡大
・食品と放射性物質に関する正確な情報提供

（ 1）景品表示法の普及啓発・厳正な運用
・事業者への普及啓発による法令遵守の徹底
・課徴金制度の活用など厳正な執行

（ 2）商品・サービスに応じた表示の普及・改善
・ 家庭用品、住宅、美容医療等の表示ルール
の整備運用

（ 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

・食品表示一元化の着実な実施
・ 新たに施行する機能性表示の理解増進、更
なる検討

（ 1）横断的な法令の厳正な執行、見直し
・特定商取引法、消費者契約法の見直し
・ 成年後見制度の活用による高齢者・障害者
の権利擁護

（ 2）商品・サービスに応じた取引の適正化
・電気通信事業法の改正
・割賦販売法の法改正の検討
・ 商品先物の不招請勧誘による被害防止の取
組の徹底

・ 高齢者向け住まいの届出促進、前払金等の
在り方検討

（ 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
・特殊詐欺等の取締り強化
（ 5）規格・計量の適正化

❹ 消費者が主役となって選択・行動で
きる社会の形成

❺ 消費者の被害救済、利益保護の枠組
みの整備 ❻消費者行政の体制整備　

（ 1）政策の透明性確保と消費者意見の反映

（ 2）消費者教育の推進
・ライフステージに応じた体系的な消費者教育
・ 学習指導要領の周知・徹底、改訂に向けた
検討等

・地域協議会の設置支援

（ 3） 消費者団体、事業者・事業者団体等の取
組の支援・促進

・消費者団体の活動支援
・消費者志向経営の促進

（ 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
・適格消費者団体の資金の確保等の支援の検討
・ 不当収益をはく奪し、被害者を救済する制
度の検討
・ 商品・サービスに応じたADR（裁判外紛争
処理）の活用促進

（ 2）高度情報通信社会の進展への対応
・パーソナルデータに関する制度見直し

（ 3）グローバル化の進展への対応
・ 国境を越えた取引に関するトラブルの相談
体制の充実
・ 外国人からの消費者相談に対応する体制の
充実

（ 1）国の組織体制の充実・強化
・ 消費者庁、消費者委員会及び関係府省庁等
の体制充実と情報共有・連携強化

・国民生活センターによる相談支援機能の強化

（ 2）地方における体制整備
・ 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

・ 認知症の高齢者等の見守りネットワーク等
の促進

・消費生活相談員の人材・処遇の確保
・ 「消費者ホットライン」の 3桁化（ 1 8 8 ）
による相談窓口の認知度向上
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景品表示法の厳正な運用や食品表示の適正
化等を図り、③高齢化、情報化、国際化の
進展など消費者を取り巻く環境の変化を踏
まえ、特定商取引法・消費者契約法を見直
す等、取引の適正を図っていくこととして
います。また、④消費者が主役となって選
択・行動できる社会の形成に向けて、ライ
フステージに応じた体系的な消費者教育の
提供を行うほか、事業者による消費者を重
視した事業活動、すなわち消費者志向経営
の促進を行います。さらに、⑤消費者の被
害救済、利益保護の枠組みの整備として、
グローバル化に対応するための外国人から
の消費者相談に対応する体制の充実を行い
ます。加えて、⑥消費者行政の体制整備を
進め、高齢者等の消費者被害を防ぐため、
地域で見守り活動を行う協議会の構築等を
進めていきます。

計画の効果的な実施

　総務省の「消費者取引に関する政策評価
書」における勧告では、「次期消費者基本
計画について政府全体としての具体的な政
策目標の設定、個別施策の体系化・構造化、
効果把握のための指標の設定、実施工程の
明確化等を行うべき」との指摘がなされま
した。
　この指摘を踏まえ、第３期基本計画では、
計画を効果的に実施するため、施策ごとに
新たにKPI（重要業績評価指標：Key�Per-
formance�Indicator）という指標を設定す
ることで、取り組むべき施策の取組状況を
継続的にフォローアップしていきます。
　また、基本計画に加え、第３期基本計画
を着実に推進するため、関係府省庁等が実

施する具体的施策について、計画の対象期
間中の取組予定を示した工程表を、消費者
委員会の意見を聴取した上で、閣僚等で構
成される消費者政策会議において策定しま
した。
　当該工程表では、関係府省庁等の間で連
携が必要な施策について、それらの関係を
明確にするとともに、効果把握のための指
標として、基本計画に示したKPIを可能な
限り施策ごとに更に具体化しています。関
係府省庁等は、工程表に示された施策を着
実かつ積極的に進めていきます。

消費者基本計画の検証・評価・監視

　消費者基本計画を実効性のあるものとす
るためには、計画に基づく施策の実施状況
について、十分な検証・評価・監視を行う
ことが重要になります。
　このようなフォローアップを実施する観
点から、消費者政策会議において、施策の
実施状況の検証・評価・監視を行い、消費
者委員会の意見を聴取した上で、１年に１
回は工程表を改定し、必要な施策の追加・
拡充や整理、実施状況に応じた施策の実施
時期の見直し等を行うこととしています。
また、消費者を取り巻く環境や課題、取り
組むべき施策の内容等に大きな変化がある
と考えられる場合には、消費者委員会の意
見を聴取した上で、必要に応じて計画の改
定を行うこととしています。
　消費者委員会は、消費者行政全般に対す
る監視機能を最大限に発揮しつつ、計画に
基づく施策の実施状況について、随時確認
し、KPIも含めて検証・評価・監視を行う
ことにしています。
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　消費者庁は、消費者の不安を払拭し、安
全・安心を確保するために必要な消費者政
策を「消費者安心戦略」という政策パッケー
ジとして2013年８月に取りまとめ、その積
極的な推進を図ってきました。この戦略は、
消費者の生命・身体・財産の安全・安心確
保のための「消費者安全・安心確保対策」
と、消費者のニーズ等を反映した市場の創
出や公共料金改定等への適切な対応を行う
「消費市場・物価関連対策」からなってい
ます（図表４-２-１）。
　「消費者安心戦略」のうち、「消費者安全・
安心確保対策」に関しては、制度面の整備と

して、2014年６月に、不当表示に対する監視
指導体制の強化や、高齢者に対する地域の
見守りネットワークの構築等に向けた地域に
おける連携体制等の整備のため、景品表示
法の改正のみならず、消費者安全法の改正と
併せた形での法改正91を行いました。また同
年11月には、不当な表示を行った事業者に対
する課徴金制度を導入するための景品表示
法の改正92（詳細は本節（２）参照）を行いま
した。
　また、消費者安全法の改正では、地方消
費者行政の基盤強化のため、消費生活相談
員の職を法的に位置付けるとともに、消費
生活相談員資格試験制度を創設しました
（詳細は第３節参照）。
　さらに、リコール情報の周知強化による

（ １）消費者行政の推進強化

消費者政策の主な展開第 ２節

4-2-1　消費者安心戦略.pptx

図表4-2-1 「消費者安心戦略」の推進の強化（概要）

○成長戦略「日本再興戦略」が目指すように、企業収益の改善を所得や雇用の
拡大につなげ、それが消費の拡大、そして更なる投資を生んで収益拡大につ
ながるという「経済の好循環」を引き続き回転させていくため、消費者の不
安の払拭、安全・安心の確保が必要。

〈だれでもどこでも利用しやすい行政〉
●地域の現場における対応力の強化

●消費者ホットライン（0570-064-370）の３桁化
●多様な担い手との連携・協働による消費者教育

の推進

〈消費者行政の見える化〉
●被害額・回復額等の指標・データの整備、消

費者行政の透明性の向上
●分かりやすい情報提供の仕組みの構築

●各種メディアとの連携、ホームページ・SNS
等による情報発信機能の強化

〈生命・身体・財産の安全・安心確保〉
●食品表示等の適正化及び充実、食品の安全性の確保
●悪質商法への厳正な取締りと消費者取引の適正化
●リコール情報の周知強化による事故再発防止
〈「消費者被害防止対策」の積極展開〉

●トラブルに遭うリスクの高い高齢者等を見守る「地域ネットワーク」の構築や啓発活動等
●消費者教育の充実
〈「消費者被害回復」のための取組〉

●地域における身近な消費生活相談体制の強化
●「消費者団体訴訟制度（被害回復）」の施行準備

〈司令塔機能の強化〉
●事案発生時の情報収集力の強化
●施策の推進力強化や実効性確保に向けた調査体制

の充実・監視体制の強化
●業務体制の改善、人材の育成・確保
〈国際化・情報化等の新たな課題への対応〉

●越境取引対応、国際連携等
●インターネット取引関連のトラブルへの対応
〈消費者志向の事業者活動の推進〉

●課徴金制度導入に向けた取組
●事業者とのコミュニケーションの推進やサポート

〈「消費市場関連対策」の推進〉
●消費者と事業者との協働支援
（商品企画・開発段階での消費者の参画、食品ロスの削減等）
●リスクコミュニケーション、風評被害対策など
〈「物価関連対策」の推進〉

●物価モニターの推進
●公共料金改定の際の料金の適正性の確保
●消費税転嫁対策特措法の普及・啓発、執行等

○「消費者安心戦略」を国民一人ひとりの立場に立って一層推進するた
め、消費者庁創設後５年間の活動の総点検を踏まえ、消費者にとって
「身近」で「頼りになる」消費者行政を「見える化」し、政策実現力
を強化することを目指す。

「消費者安心戦略」の推進の強化 ～国民一人ひとりに役立つ消費者庁～

２．消費市場・物価関連対策

３．消費者にとって「身近」で「頼りになる」消費者行政の「見える化」

１．消費者安全・安心確保対策

②「頼りになる行政」 ③「見える行政」①「身近な行政」

・「地方消費者行政強化作戦」による、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

・高齢者、障がい者等の消費者被害防止のため
の「地域の見守りネットワーク」の推進

・消費生活協力員等の地域のリーダーの育成
・定住外国人や外国人旅行者に向けた情報発信

の強化
・子供の不慮の事故防止

・消費者教育やリコール等に関する情報伝達
手段の充実

・食品の製造所固有記号等の新データベース
の構築

・食品関係の専門的な相談体制の見える化

・コンプライアンス（法令遵守）強化に向けた取組
等

91）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）
92）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）
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事故再発防止や消費者教育の推進（詳細は
本節（４）参照）、地方消費者行政活性化
基金を通じた地方消費者行政の充実・強化
（詳細は第３節参照）など、消費者被害防
止対策や消費者被害回復のための取組を着
実に進めてきました。
　「消費市場・物価関連対策」については、
「消費市場関連対策」として食品ロスの削
減や食品と放射能に関するリスクコミュニ
ケーションの取組を着実に推進していま
す。リスクコミュニケーションについては、
消費者との意見交換会を開催するほか、地
域において食品と放射能に関する正確な情
報提供ができるようコミュニケーター93へ
の各種支援を2013年度に引き続き行ってい
ます。
　また、物価モニター調査では、消費税率
引上げ前後の調査でモニター数や調査品目
を増加させるなど、体制の強化を図るとと
もに、公共料金改定の際に所管府省と協議
を行い料金の適正性の確保に努めるなど、
「物価関連対策」に取り組んでいます。
　2015年度においても「消費者安心戦略」
を更に推進するため、消費者にとって「身
近な行政」、「頼りになる行政」、「見える行
政」を実現し、上記の各分野における取組
を強化することとしています。
　例えば、「身近な行政」の取組として、
消費者庁において、全国共通の電話番号を
通じて身近な消費生活相談窓口を案内する
消費者ホットライン（0570-064-370）を運
用していますが、消費者にとって、消費者
ホットラインがより利用しやすいものとな
るよう、2015年７月に覚えやすい３桁の番
号「１

イ ヤ ヤ

８８」94による案内を開始します。

事故やトラブルに巻き込まれた場合、これ
まで誰にも相談せずに一人で悩んでいた消
費者が、近くの消費生活相談窓口に相談で
きるよう、この新しい３桁の番号を広く周
知していくこととしています。
　また、消費者行政の一層の充実のために
は、その成果を「見える行政」として、幅
広く伝えていくことも重要です。地方公共
団体等における消費生活相談による被害の
回復額や未然防止額について、既に一部の
地方公共団体では集計する取組が行われて
いますが95、これを全国的に行うために、
PIO-NETを用いた集計のシステム作成に
取り組んでいます。
　このほか、仕組みが複雑である、内容が
分かりにくい、損失が生じた場合に高額に
なる、適正な価格が判断しづらいなどのリ
スクの高い取引（例えば、商品などの先物
取引）について、消費者庁は必要に応じて、
国民生活センターと連携し、取引の際には
リスクについて十分な理解が必要であるな
ど、被害の未然防止の観点から注意喚起を
行っています（図表４-２-２）。
　また、消費者行政における様々な取組に
対し、消費者委員会から建議、提言、意見
等が出されています。2014年度は建議とし
て「クレジットカード取引に関する消費者
問題についての建議」、「教育・保育施設等
における事故情報の収集及び活用に関する
建議」、提言として、「適格機関投資家等特
例業務についての提言」が取りまとめられ
ました。また、意見として、2014年度以降
2015年５月までの間に８件が取りまとめら
れました（図表４-２-３）。

93）2013年度に約3,400名のコミュニケーター（消費生活相談員、栄養士、保育士、学校給食関係者等）を養成。
94�）消費者ホットラインの「188」の語呂合わせ（イヤヤ！）は、消費者庁が公募結果を踏まえて決定。使用例：「嫌
や（いやや）泣き寝入り!!」
95�）例えば、但馬地域における兵庫県及び地域の３市２町の取組について、集計した例がある（詳細は第３節コラム参照）。
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4-2-3　消費者委員会による建議等.xlsx

図表4-2-3 消費者委員会による建議等（2014年度以降）

提言
日　　付 提　　　　　　言 提　言　先

2014年 4 月22日 適格機関投資家等特例業務についての提言 内閣府特命担当大臣（金融）

意見
日　　付 意　　　　　　見

2014年 4 月 8 日 中部電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について

　　　 4月 8日 商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対する意見

　　　 5月27日 消費者基本計画の改定素案（平成26年 5 月）等に対する意見

　　　 7月15日 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に関する意見

　　　 9月 9日 いわゆる名簿屋等に関する今後検討すべき課題についての意見

　　　10月 7 日 北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について

2015年 2 月17日 次期消費者基本計画の素案（平成27年 2 月）等に対する意見

5月 8日 関西電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消費者委員会の意見について

諮問に対する答申（消費者庁及び消費者委員会設置法第 6条第 2項第 2号の規定に基づくもの）

2014年 6 月10日 不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置
の在り方について（答申）

建議
日　　付 建　　　　　　議 建　議　先

2014年 8 月26日 クレジットカード取引に関する消費者問題についての建議
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
経済産業大臣

2014年11月 4 日 教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全、少子化対策）
文部科学大臣、厚生労働大臣

（備考）　2014年度以降、2015年 5 月末までの間にとりまとめられた消費者委員会による建議等

4-2-2　先物取引パンフレット.pptx

図表4-2-2 先物取引に関するパンフレット
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　食品包装や外食メニューにおける表示と
異なる食材を使用した問題について、2013
年度は、特にホテル・レストラン等におい
てメニュー表示と異なる料理を提供してい
た問題が相次いで発覚し96、いわゆる「食
品偽装」や「食品表示等問題」等として、
食に対する消費者の安心を揺るがす社会問
題となりました。
　食品表示に関する一連の問題は、景品表示
法が禁止する優良誤認の表示（商品又はサー
ビスの品質、規格その他の内容について、一
般消費者に対し、実際のもの又は競争事業者

のものよりも著しく優良であると示す表示）
に当たるものとして問題となり得るものでした。
　そこで、消費者庁は、「景品表示法の不
当な表示の考え方及びメニュー表示等の食
品表示に係るこれまでの違反事例」を取り
まとめるとともに、2013年11月にホテル・
旅館等の関係団体に対して、傘下の事業者
にこれらを周知すること等を要請しました。
　このほか、政府一丸となって今後の取組
について協議するため、内閣府特命担当大
臣（消費者及び食品安全）の下に「食品表
示等問題関係府省庁等会議」を設置しまし
た。2013年12月に開催した同会議（第２回）
では、問題の所在や基本課題、対策パッケー
ジをまとめた「食品表示等の適正化につい
て」（食品表示等適正化対策）を取りまと
めています（図表４-２-４）。
　また、消費者庁は、メニュー・料理等の

（ ２）不当表示の防止のための対策

食品表示等問題を踏まえた対応
─法改正に至るまで─

4-2-4　食品表示等の適正化対策の概要.pptx

図表4-2-4 食品表示等の適正化対策の概要

問題の所在
１．個別事案に対する厳正な措置
◎景品表示法による立入検査、指示、措置命令（行政処分）

・措置命令に従わない場合や虚偽報告・検査拒否は、刑事罰（法人は３億円以下の罰金）
○不正競争防止法(虚偽の表示)に違反した者は、刑事罰（法人は３億円以下の罰金）

（2）行政の監視指導体制の強化

「食品表示等適正化対策」の概要

２．関係業界における表示適正化とルール遵守の徹底

◎食品表示等のルールの明確化と遵守の徹底―消費者庁と関連省庁が連携した指導―

○関係業界に対する指導（表示の状況把握と適正化に向けた取組の要請、必要な指導）
○景品表示法の不当表示に関する分かりやすいガイドラインの作成とその周知・遵守徹底
○消費者庁及び地方消費生活センター等の表示に関する相談体制の強化

３．景品表示法の改正等－緊急に対応すべき事項は次期通常国会に法案を提出

（1）事業者の表示管理体制の強化

（3）違反事案に対する課徴金等の新たな措置の検討

◎食品表示等に関するコンプライアンス強化のため、事業者の表示管理体制を明確化

対策パッケージ基本課題

【景品表示法の趣旨・内容の不徹底】

【事業者のコンプライアンス意識の欠如】

【行政の監視指導体制の問題】

消費者庁作成

◎景品表示法の不当表示事案に対する課徴金等の新たな措置について、総合的な観点から
検討を行う（消費者委員会(消費者庁からの諮問))。 

・事業者による表示の重要性の意
識、コンプライアンス(法令・
社会規範の遵守)意識が欠如。

・事業者内部の表示に関する管理
責任体制が不明確である。

・過去に同様の不正事案が発生し
ているにもかかわらず、景品表
示法の趣旨・内容が十分に周知
徹底されていない。

・景品表示法の禁止対象に関する
具体的なルールが不明確。

・多数の事業者を対象とした監視
指導体制を消費者庁のみで行う
には体制面で限界あり。

・悪質な事案に対する措置が不十
分ではないか。

○国内外の消費者の「日
本の食」に対する信頼
を失墜させるおそれ

事
業
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の

確
立
と
景
品
表
示
法
の
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知
徹
底
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す
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消
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者
の
信
頼
を
回
復

①消費者庁を中心とする国における体制強化
1）消費者庁・消費生活センターの監視指導体制の強化
・消費者庁・消費生活センターの監視指導体制の強化、「食品表示モニター(仮称)」の導入
2）消費者庁を中心に関係省庁が連携し、国の表示監視指導を強化するための体制を確立
・消費者庁の措置命令の実効性を強化するための所要の措置を導入

②都道府県知事の権限強化（措置命令の導入）
・都道府県知事が、措置命令（行政処分）を行えるようにし、地域の監視指導体制を強化

96�）2013年10月22日に株式会社阪急阪神ホテルズがメニュー表示と異なった食材を使用して料理を提供していたこと
を発表（例：メニュー表記では「芝海老とイカの炒め物」としていたところを実際には安価な「バナメイエビ」を
使用。）。その後、全国各地のホテル、百貨店、レストラン等でも同様にメニュー表記と実際に提供していた食材が
異なっていたことが発覚した一連の問題。
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食品表示に関する景品表示法の考え方を整
理し、事業者の適正な表示についての予見
可能性を高めること等を目的として、2014
年３月28日に「メニュー・料理等の食品表
示に係る景品表示法の考え方について」（ガ
イドライン）97を作成し、その後、関係団
体等への周知を図りました。

　一連の表示問題を受けて、政府は、前述
のような取組に加えて、食品表示等の適正
化に向けた体制の強化や、違反行為を事前
に抑制するため、2014年度に２度にわたっ
て景品表示法の改正を行いました。

ア　�景品表示法等の改正（２0１4年 ６ 月
改正）

　前述の「食品表示等問題関係府省庁等会

議」の第２回会議（2013年12月９日）にお
いて取りまとめた食品表示等適正化対策を
踏まえ、事業者のコンプライアンス体制の
確立や国・都道府県の執行体制の強化のた
め、不当景品類及び不当表示防止法等の一
部を改正する等の法律が2014年６月13日に
公布されました。この法律は、地域におけ
る連携体制等を整備するため、景品表示法
の改正のみならず、消費者安全法改正98と
併せた形で成立し、景品表示法改正部分に
ついては、一部を除き同年12月１日に施行
されました（図表４-２-５）。

①　事業者のコンプライアンス体制の確立
　2014年12月１日に施行された改正景品表
示法では、事業者が不当な表示等の発生を
防止するために必要な体制の整備その他の
必要な措置を講じなければならないこと
が、法律上義務付けられました（第７条第
１項）。これは、食品表示等問題が発生し

景品表示法の ２度にわたる改正

4-2-5　改正景表法の概要.pptx

図表4-2-5 不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）改正（2014年 6 月公布）

（備考）　 1．適格消費者団体には、景表法の違反行為の差止請求権が認められている。
　　　　 2．今回改正（消費者安全法の改正）により新設　
　　　　 3．［　　］部分は政令で定める事項の例
　　　　 4．県域を超える場合には消費者庁が調整を行う。

景品表示法の執行体制（改正景表法施行後）※３権限の委任

Ⅲ 監視指導態勢の強化

Ⅰ事業者のコンプライアンス体制の確立

Ⅱ情報提供・連携の確保

Ⅳ 課徴金制度の検討等

○事業者が講ずべき表示等の管理上の措置（第７条関係）
・表示等の適正な管理のため必要な体制の整備その他の必要な措置等を講じなけれ
ばならない

・事業者が講ずべき措置に関して必要な指針を定めるものとする（事前に事業所管
大臣と協議し、消費者委員会の意見を聴取）
⇒予見可能性を確保し、事業者内部による管理体制整備を推進
⇒事業者の創意工夫は確保し、管理体制の内容や水準は、事業者の規模・業種に配慮

○指導及び助言（第８条関係）・勧告及び公表（第８条の２関係）
・内閣総理大臣が指導・助言、勧告（勧告に従わないときは公表）
⇒事業者が必要な措置を講じていない場合の措置

○適格消費者団体※１への情報提供等（第10条関係）
・消費生活協力団体・消費生活協力員※２から不当表示等の情報を提供
　⇒民間による問題事案への対処を支援
○関係者（国、地方公共団体、国民生活センター等）相互の密接な
連携の確保（第15条関係）

○権限の委任等－国の執行体制の強化（第12条関係）
・消費者庁長官の権限の一部を事業所管大臣等に委任
　⇒［調査権限］
　当該事業の実情を踏まえたより迅速かつ的確な法執行を推進

○権限の委任等－都道府県の執行体制の強化（第12条関係）
・消費者庁長官の権限の一部を都道府県知事に付与
　⇒［措置命令権限］
　［合理的根拠提出要求権限］

　⇒国と地方との密接な連携を確保し、問題事案に的確に対処

○課徴金制度導入に関する政府の措置（改正法第４条関係）
・課徴金に係る制度の整備について検討
（改正法施行後１年以内に検討し、必要な措置を講じる）
○施行期日は公布日から６月以内⇒2014年12月１日施行

内
閣
総
理
大
臣

消
費
者
庁
長
官

事
業
所
管
大
臣

地
方
支
分
部
局

都
道
府
県
知
事
（
自
治
事
務
）

事
業
者公

正
取
引
委
員
会

①２以上の都
道府県の区域
にわたり、特
に必要がある
と認めるとき

②知事から要請
があったとき

消費者庁がその権限
を行使することを妨
げない。

又は 主に１県内のみにあるもの
※４

①（調査）
②（合理的根拠の提出要求）
③（措置命令）

①（調査）
②（合理的根拠の提出要求）
③（措置命令（指示は廃止））

（調査） （調査）

権限の委任権限の委任

（報告）

97�）http://www.caa.go.jp/representation/syokuhyou/index.html
98）消費者安全法改正については、第３節参照。
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た背景として、事業者のコンプライアンス
意識が欠如していたことや事業者内部の表
示に関する管理責任体制が不明確であった
ことなどの指摘を踏まえたものです。
　法律の施行に当たっては、事業者が講ず
べき必要な措置に関して、その適切かつ有
効な実施を図るために必要な指針を定める
としていること（第７条第２項）を受け、
2014年11月14日に「事業者が講ずべき景品
類の提供及び表示の管理上の措置について
の指針」を策定しました（図表４-２-６）。
　今後は、事業者がこの指針を参考に、当
該事業者の規模等に応じて、必要かつ適切
な範囲で表示等管理担当者の設置等、必要
な措置を講じていくことになります。

②　�行政の監視指導体制の強化─権限の委
任等─

　これまで、国の執行体制について、消費
者庁が中心となって景品表示法の法執行を

行ってきました99が、2014年６月改正では、
多数の事業者に対する監視指導体制を強化
することを目的として、さらに、緊急かつ
重点的に不当表示等に対処する必要がある
等の事情があるため、景品表示法の措置命
令や勧告を効果的に行う上で必要と認めら
れる場合には、消費者庁長官から、事業者
の事業を所管する大臣等に消費者庁長官の
調査権限を委任できるようにしました（景
品表示法第12条第３項）。
　また、都道府県の執行体制について、各
都道府県知事は、従来、景品表示法の規定
に基づき、不当表示等を行った事業者に対
して指示100を行うことができ、そのための
立入検査等の調査権限を有していました
が、消費者庁長官のような措置命令権限が
ありませんでした。
　2014年６月改正により、都道府県知事に
は、消費者庁長官同様に、新たに措置命令
権限と、合理的根拠提出要求権限（事業者

4-2-6　事業者が講ずべき指針概要.pptx

図表4-2-6 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の概要

７　不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

６　表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること

５　表示等を管理するための担当者等を定めること

４　表示等に関する情報の共有

３　表示等に関する情報の確認

２　法令遵守の方針等の明確化

１　景品表示法の考え方の周知・啓発

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針の概要

表示等の管理上の措置として、事業者は、その規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に応
じ、必要かつ適切な範囲で、次に示す事項に沿うような具体的な措置を講じる必要があります。

99�）具体的には、従来、景品表示法では、内閣総理大臣が景品表示法の規定に基づく権限を消費者庁長官に委任した
上で、消費者庁長官が公正取引委員会に同法の規定に基づく調査権限を委任するという仕組みがとられてきた。
100）景品表示法の2014年６月改正以前に、同法で都道府県知事に与えられていた権限は以下のとおり。
　・違反行為に対して、行為の取りやめ、訂正広告などを指示すること。
　・違反者が指示に従わない場合は、消費者庁長官に措置を求めることができること。
　・違反の疑いのある事業者に報告命令及び立入検査等を行うことができること。
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に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠
を示す資料の提出を求めることができる権
限。資料の提出がない場合は不当表示とみ
なされる。）が付与されました（景品表示
法第12条第11項、不当景品類及び不当表示
防止法第十二条の規定による権限の委任等
に関する政令第10条第１項）。

イ　�景品表示法への課徴金制度の導入
（２0１4年１１月改正）

　2014年６月改正では、法律の施行後１年
以内に、課徴金制度の導入について検討し、
必要な措置を講ずべきことが規定され、国
会の附帯決議でも速やかに法案を提出する
ことが求められました。
　これを受けて、第187回臨時国会に課徴
金制度を導入するための景品表示法の改正
法案が提出され、2014年11月19日に成立し、
同月27日に公布されました。
　2014年11月改正では、景品表示法に課徴
金制度を導入するとともに、被害回復を促
進する観点から、自主返金による課徴金の
減額等の措置を講じています。
　これまでは、不当表示を行った事業者に
対しては、行政がその表示をやめさせる等
の措置を命ずる「措置命令」をその都度出
して対応してきました。しかし、この場合、
事業者側に不当な表示で得た不当な利得が
残ったままであり、消費者がその被害を事
後的に回復することは実質的に難しい状況
となっていました。
　一方、課徴金制度は、例えば違反行為を
防止し、規制の実効性を確保するため、行
政庁が違反者に金銭的な不利益を課す制度
として、これまで私的独占の禁止及び公正
取引の確保に関する法律（「独占禁止法」）、
金融商品取引法（「金商法」）、公認会計士
法に導入されています。
　景品表示法に課徴金制度を導入すること

により、事業者が不当表示を行う動機を失
わせ、不当表示という違反行為が事前に抑
止されることが期待されます。

①　課徴金制度導入までの検討経緯
　景品表示法への課徴金制度の導入につい
ては、消費者庁が設置される前の2008年に
国会に法案が提出されたことがありまし
た。当時の景品表示法は独占禁止法の特別
法で、現在と異なり、競争法の一部に位置
付けられていました。2009年に消費者庁に
景品表示法が移管される際、景品表示法は
消費者法体系に属するものとしてその目的
が改正され、また、景品表示法への課徴金
制度の導入については、被害者救済制度の
総合的な検討を実施する際に合わせて検討
することとされ、移管後も引き続き課徴金
制度の導入の検討が進められました。
　2013年12月に、前述の「食品表示等適正
化対策」で、景品表示法違反事案に対する
課徴金等の新たな措置の検討を行うとされ
たことを受け、同月に内閣総理大臣は消費
者委員会に対し、課徴金制度等の在り方に
ついて諮問を行いました。
　諮問を受け、消費者委員会は、調査・検
討、審議を進め、2014年４月１日に中間整
理を公表し、また事業者からのヒアリング
等も踏まえ、同年６月10日に「景品表示法
上の不当表示規制の実効性を確保するため
の課徴金制度の導入等の違反行為に対する
措置の在り方について（答申）」を取りま
とめました。
　また、前述の景品表示法の改正（2014年
６月６日）に当たり、国会の附帯決議にお
いて、課徴金の導入について速やかに検討
することに加え、事業者の経済活動を萎縮
することがないよう配慮するとともに消費
者の被害回復という観点も含めて検討する
こととされました。
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　国会の附帯決議を踏まえ、消費者庁が検
討した結果、以下のとおり消費者の被害回
復を促進する観点から、事業者が自主返金
を行った場合には課徴金の額の減額等の措
置も併せて講じることになりました（図表
４-２-７）。

②　課徴金対象行為
　課徴金が課される対象となる行為は、食
品に限らずあらゆる商品やサービスについ
て、実際より著しく優良であると示すこと
（優良誤認表示）、又は有利であると誤認
される表示を行うこと（有利誤認表示）です。
　また、課徴金納付命令との関係において
もいわゆる不実証広告規制を導入し、商品・
サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑
いがある場合、当該表示を行った事業者に

対し、一定の期間内に、表示の裏付けとな
る合理的根拠を示す資料の提出を求め、そ
れがない場合には当該表示が不当表示と推
定されて課徴金の対象となることとしました。

③　課徴金額の算定方法
　課徴金の金額は、不当表示をした対象商
品・サービスの売上額に３％を乗じた金額
です（なお、課徴金を賦課しない場合とし
て、主観的要素や規模基準を設けています。
図表４-２-７）。

④　減額等の措置
　違反行為について自主申告をした事業者
に対し、課徴金額の２分の１を減額するほ
か、消費者の被害回復を促進する観点から、
事業者が所定の手続に沿って消費者に対し

4-2-7　不当景品類及び不当表示防止法の法律（概要）.pptx

図表4-2-7 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律（概要）

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律　概要　　～不当な表示を防止するために課徴金制度を導入～ 平成26年11月
消 費 者 庁

不当表示規制の抑止力を
高める必要

・「食品表示等の適正化
について」（平成25年
12月９日食品表示等問
題関係府省庁等会議）

→同日、内閣総理大臣か
ら内閣府消費者委員会に
対し課徴金制度等の在り
方について諮問→平成
26年６月10日答申

・新たなメニュー表示偽
装の発覚

○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）本則第４条（※本条は平成26年７月２日施行）

（政府の措置）
第四条　第一条の規定により講じられる措置のほか、政府は、この法律の施行後一
年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるも
のとする。

○衆参消費者問題に関する特別委員会附帯決議
「課徴金制度の導入に当たっては、透明性・公平性の確保のための主観的要素の在
り方など賦課要件の明確化及び加算・減算・減免措置等について検討し、事業者の
経済活動を委縮させることがないよう配慮するとともに、消費者の被害回復という
観点も含め検討し、速やかに法案を提出すること。」

これまでの検討の経緯

・不当表示に対する課徴金制
度の導入を含む景品表示法改
正法案提出（平成20年３
月）
→審議されないまま廃案

・景品表示法の消費者庁移管
→被害者救済制度の総合的な
検討を実施する際にあわせ
て検討

・消費者の財産被害に係る行
政手法研究会等において検討

目
的

課徴金納付命令（第８条）

不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課
徴金制度を導入するとともに、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減
額等の措置を講ずる。

・対象行為：優良誤認表示、有利誤認表示を対象とする。
不実証広告規制に係る表示行為について、一定の期間内に当該表示の
裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表
示を不当表示と推定して課徴金を賦課する。

・賦課金額の算定：対象商品・役務の売上額に３％を乗じる。
・対象期間：３年間を上限とする。
・主観的要素：違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められると
きは、課徴金を賦課しない。
・規模基準：課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しな
い。

被害回復（第10条・第11条）

事業者が所定の手続に沿って自主返金を行った場合（返金措置を実施し
た場合）は、課徴金を命じない又は減額する。

自主返金により課徴金の減額を受けようとする事業者は、実施予定返金
措置計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受ける。

課徴金額の減額（第９条）

・違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額の２分の１を減額する。

除斥期間（第12条第７項）

・違反行為をやめた日から５年を経過したときは、課徴金を賦課しない。

賦課手続（第13条）

・違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。

施行期日（附則第１条）

・公布日から１年６月以内に施行

返金合計額が
課徴金額未満の場合

返金合計額が
課徴金額以上の場合

１：実施予定返金措置計画の作成・認定

事業者は、実施予定返金措置計画に沿って適正に返金を実施する。

２：返金措置（返金）の実施

３：報告期限までに報告

課徴金の減額 課徴金の納付を命じない

174



て自主返金を行った場合は、国が返金相当
額を課徴金から減額する又はその納付を命
じないこととしています。

ア　�一元化の経緯と新しい食品表示制
度の狙い

　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。また、万一、事
故等が発生した場合には、その製品回収や
原因究明等の措置を迅速かつ的確に行うた
めの手掛かりとなります。
　これまで、食品の表示について一般的な
ルールを定めている法律には、食品衛生法、
JAS法及び健康増進法の三法があり、三法
それぞれの規定に基づく複数の表示基準が
定められていたため、用語の定義が異なる
等、分かりにくいものとなっていました。
　そこで、2010年３月に閣議決定された消
費者基本計画において、食品表示に関する
一元的な法律の策定が盛り込まれました。
これに基づいて、2011年９月から2012年８
月にかけて、消費者庁において「食品表示
一元化検討会」が開催されました。その報
告を踏まえ、三法の食品の表示に関する規
定を統合し、食品の表示に関する包括的か
つ一元的な制度を創設する食品表示法（平

成25年法律第70号）が2013年６月に公布さ
れ、2015年４月に施行されました。
　新しい食品表示制度の具体的な表示の
ルールは、食品表示法の規定に基づく食品表
示基準（平成27年内閣府令第10号）に定め
られています。食品表示基準は、これまで上
記三法の下に定められていた58本の表示基
準を統合するとともに、必要な見直しを踏ま
えて措置したものです。その制定に当たって
は、消費者の求める情報提供と事業者の実
行可能性とのバランスを図り、双方に分かり
やすいものとする方針の下、2013年11月から
の消費者委員会食品表示部会での審議等を
経て、2015年３月に公布、同年４月から施行
されています（図表４-２-８）。

イ　食品表示基準において変更された点
①　アレルギー表示のルールの改善
　食品表示基準におけるアレルギー表示
は、食物アレルギーの原因となる物質（特
定原材料等101）を含む食品について、原材
料欄に、その旨の表示をするものです。食
品表示基準においては、それまで認められ
ていた特定加工食品102及びその拡大表記103

について、事故事例があること等から、そ
れぞれの表記方法を廃止し、より広範囲の
原材料についてアレルゲンを含む旨の表示
を義務付けることとされました。
　また、アレルギー患者の食品選択の幅を
広げるため、個別表示を原則とし、例外的
に一括表示を可能とすることとされまし
た。そして、一括表示をする場合、一括表
示欄を見ることでその食品に含まれる全て
のアレルゲンを把握できるよう、当該食品

（ ３）食品表示に関する制度の見直し

食品表示の一元化

101�）特定原材料（義務表示）として、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の７品目、特定原材料に準じるもの
（推奨表示）として、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、
さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目が定められている。

102�）一般的に特定原材料等により製造されていることが知られているため、それらを表記しないことが認められて
いる加工食品（例えば、マヨネーズは卵の特定加工食品であることから、「卵を含む。」を省略可）。

103�）例えば、マヨネーズの拡大表記として、からしマヨネーズ、パンの拡大表記として、ロールパンがある。
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に含まれている特定原材料等について、原
材料欄の最後（原材料と添加物につき、事
項欄を設けて区分している場合は、それぞ
れ原材料欄の最後と添加物欄の最後）に括
弧を付して、特定原材料等そのものが原材
料に使用されている場合や、代替表記104で
表示されているものも含め、当該食品に含
まれる全ての特定原材料等を表示すること
とされました（図表４-２-９）。

②　加工食品の栄養成分表示の義務化
　食品表示基準では、これまで任意表示で

あった加工食品の栄養成分表示が原則義務
化されました。容器包装に入れられた加工
食品には、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化
物、ナトリウム（「食塩相当量」で表示105）
の５成分が表示されるようになります（図表
４-２-１0）。

③　その他の変更点
　食品表示基準では、後述する機能性表示
食品制度の創設に加え、加工食品と生鮮食
品の区分の統一、製造所固有記号の使用に
係るルールの改善、栄養強調表示に係る

4-2-8　食品表示法の概要.pptx

図表4-2-8 食品表示法の概要

食品表示法の概要
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
の機会を確保するため、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て食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設。
（現行、任意制度となっている栄養表示についても、義務化が可能な枠組み
とする）

整合性の取れた表示基準の制定
消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示
消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与
効果的・効率的な法執行

目的

【本法】
・食品を摂取する際の安全性
・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

○基本理念（３条）
・食品表示の適正確保のための施策は、消費者基本法に基づく消費
者政策の一環として、消費者の権利（安全確保、選択の機会確
保、必要な情報の提供）の尊重と消費者の自立の支援を基本
・食品の生産の現況等を踏まえ、小規模の食品関連事業者の事業活
動に及ぼす影響等に配慮

【旧三法】
・食品衛生法･･･衛生上の危害
発生防止
・JAS法･･･品質に関する適正
な表示
・健康増進法･･･国民の健康の
増進

消費者基本法の基本理念を踏まえて、表示義務付けの目
的を統一・拡大

食品表示基準

○内閣総理大臣は、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択
するため、食品表示基準を策定
①名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、
栄養成分の量及び熱量、原産地その他食品関連事業者等が表示
すべき事項
②前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべ
き事項

○食品表示基準の策定・変更
～厚生労働大臣・農林水産大臣・財務大臣に協議／消費者委員会
の意見聴取

（４条）

指示等

○内閣総理大臣（食品全般）、農林水産大臣（酒類以外の食品）、
財務大臣（酒類）～食品表示基準に違反した食品関連事業者に対
し、表示事項を表示し、遵守事項を遵守すべき旨を指示
○内閣総理大臣～指示を受けた者が、正当な理由なく指示に従わな
かったときは、命令
○内閣総理大臣～緊急の必要があるとき、食品の回収等や業務停止
を命令
○指示・命令時には、その旨を公表

（６条・７条）

罰則

○食品表示基準違反（安全性に関する表示、原産地・原料原産地表
示の違反）、命令違反等について罰則を規定

（17条～23条）

附則

○施行期日～平成27年４月１日
○施行から３年後に見直す旨規定を設けるほか、所要の規定を整備

（参考）表示基準（内閣府令）の取扱い

○表示基準の整理・統合は、内閣府令で規定
（法律の一元化による表示義務の範囲の変更はない。）
【今後の検討課題】
○中食・外食（アレルギー表示）※、インターネット販売の取扱い
～当面、実態調査等を実施

○遺伝子組換え表示、添加物表示の取扱い～当面、国内外の表示
ルールの調査等を実施

○加工食品の原料原産地表示の取扱い
～当面、現行制度の下での拡充を図りつつ、表示ルールの調査等
を実施

→上記課題のうち、準備が整ったものから、順次、新たな検討の場
で検討を開始

※平成26年4月から「外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り
方検討会」を開催し、同年12月に中間報告を取りまとめ

○食品表示の文字のポイント数の拡大の検討　等

立入検査等

○違反調査のため必要がある場合
～立入検査、報告徴収、書類等の提出命令、質問、収去

（８条～10条）

権限の委任

○内閣総理大臣の権限の一部を消費者庁長官に委任
○内閣総理大臣・消費者庁長官の権限の一部を都道府県知事・保健
所設置市等に委任（政令）

（15条）

○何人も、食品の表示が適正でないため一般消費者の利益が害され
ていると認めるとき～内閣総理大臣等に申出可
⇒内閣総理大臣等は、必要な調査を行い、申出の内容が事実であ
れば、適切な措置

○著しく事実に相違する表示行為・おそれへの差止請求権
（適格消費者団体～特定商取引法、景品表示法と同様の規定）

（11条・12条）

食品表示基準の遵守

○食品関連事業者等は、食品表示基準に従い、食品の表示をする義務

（５条）

内閣総理大臣等に対する申出等

104�）表記方法や言葉が違うが、アレルゲンを含む食品と同一であるということが理解できる表記（例えば、「たまご」
は「卵」の代替表記であり、「卵を含む。」を省略可。）。

105�）ナトリウム塩を添加していない食品にのみ、ナトリウムの量を併記することができる。
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ルールの改善、栄養機能食品に係るルール
の変更、原材料名表示等に係るルールの変
更、販売の用に供する添加物の表示に係る
ルールの改善、通知等に規定されている表
示ルールの一部を基準に規定、表示レイア
ウトの改善等を措置しています。
　なお、表示ラベルの変更が必要となるた
め、加工食品と添加物は５年間、生鮮食品
は１年６か月の間、旧制度に基づく表示を
認めるという猶予期間が設けられていま
す。ただし、次に説明する新たな機能性表

示制度については、全くの新しい制度なの
で、猶予期間はありません。

ア　これまでの機能性表示制度
　食品は栄養を始めとする様々な機能を
持っていますが、近年では身体の調子を整
えること等の「食品の３次機能107」が注目
されています。

食品の新たな
機能性106表示制度の創設

4-2-9　アレルギー表示のルールの改善.pptx

図表4-2-9 アレルギー表示のルールの改善

アレルギー表示が
変わります。
アレルギー表示が
変わります。

原則として、個別表記になります。

特定加工食品※及びその拡大表記が廃止されます。

（個別表記の例）

原材料名

添加物

原材料名

添加物

アレルギー表示は下線部（実際の商品にはありません。）

準チョコレート（パーム油（大豆を含む）、砂糖、全粉
乳、ココアパウダー、乳糖、カカオマス、食塩）、小麦
粉、ショートニング（牛肉を含む）、砂糖、卵、コーンシ
ロップ、乳又は乳製品主要原料とする食品、ぶどう糖、
麦芽糖、加工油脂、カラメルシロップ、食塩

準チョコレート（パーム油、砂糖、全粉乳、ココアパウ
ダー、乳糖、カカオマス、食塩）、小麦粉、ショートニン
グ、砂糖、卵、コーンシロップ、乳又は乳製品を主要原
料とする食品、ぶどう糖、麦芽糖、加工油脂、カラメル
シロップ、食塩、（一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆
を含む）

ソルビトール、酒糟、乳化剤、膨張剤、香料、（一部に
大豆・乳成分を含む）

ソルビトール、酒糟、乳化剤、膨張剤、香料

※特定加工食品とは、表記として特定原材料名又は代替表記を含ま
ないいが、一般的に特定原材料等を含むことが予測できると考えら
れてきたものをいいます。

（特定加工食品の例）

（一括表示の例）アレルギー表示は下線部（実際の商品にはありません。）

卵の特定加工食品

小麦の特定加工食品
パン

マヨネーズ
新制度では、これらの
食品についても、アレ
ルギー表示がされるよ
うになります。

一括表示をする場合は、別記様式内に使用された
全てのアレルゲンがまとめて表示されます。

4-2-10　加工食品の栄養成分表示の義務化.pptx

図表4-2-10 加工食品の栄養成分表示の
義務化

加工食品の栄養成分表示
が義務化されます。
加工食品の栄養成分表示
が義務化されます。

栄養成分表示を活用して、健康的な食事の
摂取に役立てましょう。

容器包装に入れられた加工食品には、熱
量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナト
リウムの５成分が表示されるようになり
ます※。

ナトリウムの量は、消費者にとって分か
りやすい「食塩相当量」で表示されま
す。（ナトリウム塩を添加していない食
品のみ、ナトリウムの量を併記すること
ができます。）。

栄養成分表示
１袋当たり

熱量 ●●kcal
たんぱく質 ▲▲g
脂質 ◆◆g
炭水化物 ■■g
食塩相当量 ★★g

※以下のものには、栄養成分の表示の省略が認められています。
①表示可能面積が小さいもの
②酒類
③栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
④極めて短期間で原材料が変更されるもの
⑤小規模事業者が販売するもの 等

106�）健康の維持・増進に役立つ働きのこと（例：おなかの調子を整える）。
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　この「食品の３次機能」は、文部省（現
文部科学省）の「食品機能の系統的解析と
展開」（1984年～1986年文部省特定研究）
において初めて提唱されたものであり、こ
のような機能を持つ食品として、「機能性
食品」の概念が生まれました。
　その後、検討が進められ、1991年には特
定保健用食品（トクホ）が、2001年には栄
養機能食品が制度化されました。

①　特定保健用食品とは
　特定保健用食品とは、体調調節機能を有
する成分（関与成分）を含み、その摂取に
より、特定の保健の目的が期待できる旨の
表示（保健の用途の表示108）をする食品で
す。特定保健用食品は、健康増進法第26条
第１項の規定に基づき、個別の食品ごとに、
消費者庁が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を審査し、
表示できる内容を許可しています。許可に
当たっては、その安全性及び効果について、
食品安全委員会（安全性に関する点に限
る。）及び消費者委員会の意見を聴き、医
薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全
性の確保等に関する法律109（昭和35年法律
第145号）による表示規制の抵触の有無に
つき厚生労働省の意見を聴くこととなって
います。

②　栄養機能食品とは
　栄養機能食品とは、栄養成分の機能を表
示した食品で、食生活において特定の栄養
成分の補給を目的として利用されます。栄
養機能食品の対象となる栄養成分は、2015
年４月時点で20種類110です。
　栄養機能食品として販売するためには、
個別の許可申請等の必要はありませんが、
国が定めた規格基準（１日当たりの摂取目
安量に含まれる当該栄養成分量が、定めら
れた上限値・下限値の範囲内にあること等）
に適合し、食品の包装部分に定められた表
示111をしなければなりません。

イ　機能性表示食品制度創設の経緯
　機能性を表示することができる食品は、
これまでは、前述の特定保健用食品と栄養
機能食品の２つに限られていました。ただ
し、これらについては、
　①�　特定保健用食品の場合、食品ごとに

安全性や有効性に係る臨床試験112が必
須であるとともに、許可手続に時間と
費用が掛かるため、中小企業にとって
ハードルが高い

　②�　栄養機能食品の場合、対象成分が限
定されている

等が課題とされていました。
　そのため、規制改革実施計画（2013年６
月14日閣議決定）及び日本再興戦略（2013

107�）食品には、生命維持のための栄養面での働きである「１次機能（栄養機能）」、食事を楽しもうという味覚等の
感覚面での働きである「２次機能（感覚機能）」、身体の調子を整えること等の働きである「３次機能（体調調節
機能）」の３つの機能があるとされている。

108�）保健の用途の表示としては、「お腹の調子を整える」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中脂肪の上
昇を穏やかにする」等の表示が挙げられる。

109�）旧薬事法
110�）n-３系脂肪酸、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、
ビタミンＡ、ビタミンB１、ビタミンB２、ビタミンB６、ビタミンB12、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、
ビタミンＫ、葉酸。

111�）「栄養機能食品」の表示や「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」（栄養機能表示）等の表示。
112�）ここでの「臨床試験」は、「特定保健用食品の表示許可等について」（平成26年10月30日付け消食表第259号消費
者庁次長通知）で規定する「ヒトを対象とした試験」と同趣旨。
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年６月14日閣議決定）では、いわゆる健康
食品等の加工食品及び農林水産物に関し、
事業者等の責任において科学的根拠を基に
機能性を表示できる新たな方策について、
2013年度中に検討を開始し、2014年度中に
結論・措置することとされました。
　これを受け、2013年12月から2014年７月
にかけて、消費者庁において「食品の新た
な機能性表示制度に関する検討会」を開催
しました。同検討会においては、安全性の
確保を前提とした上で、消費者の自主的か
つ合理的な商品選択に資する制度とするこ
とを基本的考えとして検討が行われました。
　その報告の内容を踏まえ、食品表示法に
基づく「機能性表示食品」の制度が創設さ
れ、2015年４月１日から施行されています
（図表４-２-１１）。

ウ　機能性表示食品とは
　機能性表示食品とは、事業者の責任にお
いて、科学的根拠に基づいた機能性を表示
した食品であり、制度の主な特徴は、以下

のとおりです（図表４-２-１２）。
・�疾病に罹患していない者（未成年者、妊
産婦（妊娠を計画している者を含む。）
及び授乳婦を除く。）を対象にした食品
です。

・�生鮮食品を含め、原則全ての食品が対象
となっています。

・�安全性及び機能性の根拠に関する情報、
健康被害の情報収集体制など必要な事項
が、商品の販売前に、事業者から消費者
庁に届け出られます。

・�特定保健用食品とは異なり、国が安全性
と機能性の審査を行っていません。

・�届け出られた内容は、消費者庁のウェブ
サイトで公開されます。

　消費者は、商品の安全性や機能性がどの
ように確保されているのかなどについて、
商品の情報を販売前に確認することができ
ます。また、消費者庁が中心となり、表示
内容について、監視を行うこととしています。

4-2-11　新たな機能性表示制度の創設.pptx

図表4-2-11 新たな機能性表示制度の創設

一般食品
※機能性の表示ができない

※機能性の表示ができる

特定保健用食品

栄養機能食品

機能性表示食品
食品

保健機能食品

医薬品

医薬部外品

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。

・・・

・・・・
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　第１節でも見てきたように、第３期基本
計画において、消費者一人一人が、個々の
消費者の特性や消費生活の多様性を相互に
尊重しつつ、自らの消費行動が将来の社会
経済情勢や地球環境に影響を及ぼし得るも
のであることを自覚して、公正で持続可能
な社会の形成に積極的に参画する社会を目
指すことが求められています。
　このような社会において、消費者は、消
費生活に関する知識の習得・情報収集等に
努め、消費者自身が合理的な意思決定を行
い、被害を認識し、危害を回避し、被害に
遭った場合に適切に対処する能力を身に付

けることが重要であり、さらには、社会の
発展と改善に積極的に参加することが期待
されています。
　消費者教育の推進に関する法律（平成24
年法律第61号。以下「推進法」という。）は、
消費者教育について「消費者の自立を支援
するために行われる消費生活に関する教育
（消費者が主体的に消費者市民社会の形成
に参画することの重要性について理解及び
関心を深めるための教育を含む。）」と定義
するとともに、基本理念や国、地方公共団
体の責務、基本方針の策定、各種施策、消
費者教育推進会議等について定めています。
　推進法の規定に基づき、2013年６月には、
「消費者教育の推進に関する基本的な方針」
（以下「基本方針」という。）が閣議決定
され、これに基づいて、国、地方公共団体
は消費者教育の施策を推進するとともに、
消費者団体や事業者団体は、消費者教育に

（ 4）消費者教育の推進

消費者教育推進法の規定に基づく
消費者教育の推進

機能性表示パンフ-消費者向-04.ai+機能性表示パンフ-消費者向-05.ai

図表4-2-12 機能性表示食品の表示例

機能性表示食品
届出番号△△

●●●（商品名）
〈届出表示〉

本品には◇◇が含まれるので、□□の機能
があります。

賞味期限

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、
食事のバランスを。

バーコード

栄養成分表示
（一日当たりの摂取目安量（2粒）当たり）

機能性関与成分◇◇ mg

パッケージ裏

パッケージ表

パッケージの主要な面
に「機能性表示食品」
と表示されています。

届出番号が表示されて
います。
消費者庁のウェブサイトで、届出
番号ごとに安全性や機能性の根拠
に関する情報を確認できます。

本品は、事業者の責任において特定の保
健の目的が期待できる旨を表示するもの
として、消費者庁長官に届出されたもの
です。ただし、特定保健用食品と異な
り、消費者庁長官による個別審査を受け
たものではありません。

科学的根拠を基にした機能性について、
消費者庁長官に届け出た内容が表示され
ています。
特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に
役立つ）内容が表示されています。

より詳しいことを知りたい場合に
は、消費者庁のウェブサイトで、安
全性や機能性の根拠など事業者が届
け出た情報が公開されています。

名称：○○○
原材料名：◎◎◎◎◎、△△△△△、
○○○○○○○○○○、▽▽▽、××
××××、・・・・・（XXXXXXXXX）
内容量：90ｇ（1粒500mg×180粒）
賞味期限：欄外に記載
保存方法：直射日光、高温・多湿の場
所を避けて保存してください。
製造者：○○○○

エネルギー kcal
たんぱく質 g
脂質 g
炭水化物 g
食塩相当量 g

●一日当たりの摂取目安量：２粒
●摂取の方法：水またはぬるま湯と一
緒にお召し上がりください。
●摂取上の注意：本品は多量摂取によ
り疾病が治癒したり、より健康が増進
するものではありません。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を
目的としたものではありません。
●本品は、疾病に罹患している者、未成年
者、妊産婦（妊娠を計画している者を含
む。）及び授乳婦を対象に開発された食品
ではありません。●疾病に罹患している場
合は医師に、医薬品を服用している場合は
医師、薬剤師に相談してください。●体調
に異変を感じた際は、速やかに摂取を中
止し、医師に相談してください。

表示されている一日に摂取する
量の目安、摂取方法を守り、注
意事項を確認して利用してくだ
さい。

疾病のある方、未成年者、妊産
婦（妊娠を計画している方を含
む）、授乳中の方を対象に開発
された食品ではありません。

主食、主菜、副菜がそろってい
ると、色々な栄養素をバランス
よく摂取することにつながりま
す。

事業者に問合せ、又は連絡する
ことができるよう電話番号が表
示されています。

一日当たりの摂取目安量を摂取
した場合、どのくらいの機能性
関与成分が摂取できるかがわか
ります。

※生鮮食品には、この表示はありませんが、
考え方は同じです。

「機能性表示食品」は、医薬品
ではありません。
疾病の診断、治療、予防を目的
としたものではありません。疾
病のある方、薬を服用されてい
る方は、必ず医師、薬剤師にご
相談ください。

●お問合せ先：××株式会社
〒100-XXXX　東京都○○○区△△町XXX
0120-XXX-XXX
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ついて自主的な活動を行っています。
　消費者庁では、「消費者教育ポータルサ
イト」113を設置し、地方公共団体や事業者
団体等が作成した教材や各地域で行われる
講座情報を掲載するなど消費者教育の推進
に資する各種の情報の収集提供を行ってい
るほか、学校教育や社会教育で活用できる
各種パンフレット、事例集の作成など様々
な取組を進めています。また、今後は、
2015年３月の�「消費者教育推進会議取りま
とめ」を受けて、「消費者教育ポータルサ
イト」の更なる充実を図るほか、地方消費
者行政推進交付金を活用して、各地域にお
ける様々な取組を支援します。

　消費者教育推進会議（以下「推進会議」
という。）は、前述のとおり、推進法の規
定に基づき、2013年３月に設置されました。
推進会議では、前述の基本方針に関する議
論（2013年３月～６月）を行い、基本方針
が2013年６月に閣議決定された後、2013年
８月に３つの小委員会（消費者市民育成小
委員会、情報利用促進小委員会、地域連携

推進小委員会）を設置し、以降、基本方針
に掲げられた今後検討すべき課題について
議論を行いました（図表４―２-１３）。
　2015年３月、３つの小委員会の議論を基
に、今後の消費者教育の推進についての考
え方や提案、消費者教育の担い手への期待
を推進会議として取りまとめたほか、３つ
の小委員会の取りまとめについても公表し
ました114。
　この取りまとめでは、推進会議が今後検
討すべきテーマとして、家庭や地域におけ
る子供に対する消費者教育、大学等におけ
る消費者教育、消費者の自主学習への取組
支援等を挙げており、2015年以降議論され
る予定です。

ア　推進会議取りまとめ
　小委員会の議論を基に、推進法の意義と
消費者教育の理念の整理を行うとともに、
消費者市民社会の形成に参画する多様な主
体の活動への期待を示しました。
　消費者教育については、推進法ができる
までは、消費者被害に遭わず、豊かな生活
を送るための、契約に際しての被害防止や
商品安全に関する知識を提供することなど、
消費者個人の安全・安心を確保することに

消費者教育推進会議

4-2-13　★３つの小委員会が検討した事項.xlsx

図表4-2-13 3 つの小委員会が検討した事項

◆　消費者市民育成小委員会
　　（ 1）イメージマップのバージョンアップ
　　（ 2）実践事例と対応させた消費者市民社会概念の研究・普及
　　（ 3）消費者教育の推進のための指標化
◆　情報利用促進小委員会
　　（ 1）効果的かつ確実な情報提供の仕組み
　　（ 2）高齢者・障害者見守りにおける効果的な情報提供方策等
　　（ 3）消費者教育ポータルサイトの掲載基準等
◆　地域連携推進小委員会
　　（ 1）消費生活センターの消費者教育の拠点化の具体的方法
　　（ 2）コーディネーターの仕組み・人材確保・育成等の方策
　　（ 3）地域ごとの消費者教育推進会議の開催による国と地方の連携策

113�）http://www.caa.go.jp/kportal/index.php
114�）http://www.caa.go.jp/information/pdf/150709_torimatome.pdf
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特に重点が置かれて実施されてきました。
　推進会議では、推進法の大きな意義の一
つは、消費者教育の対象として、消費者市
民社会の形成への参画に視野を広げたこと
にあると整理しました。これは、推進法に
おいて、消費者教育を「消費者の自立を支
援するために行われる消費生活に関する教
育」と定義することで、消費者基本法の基
本理念を踏襲しつつ、「消費者が主体的に
消費者市民社会の形成に参画することの重
要性について理解及び関心を深めるための
教育を含む。」とあることを受けたものです。
　この整理に基づき、消費者市民社会にお
いて求められる消費者像を改めて整理し、
消費者市民社会における消費者の行動には、
・自ら情報収集し、理解し、実践する
・�身近な周囲の人にも情報提供やサポート
を行い、その実践を促す

・�課題解決に向けて、社会（行政機関、団
体、事業者等）に働き掛ける

などの特徴が挙げられることを示しました。
　また、地域における消費者教育の取組で
は、多様な主体がそれぞれの強み・特長を
活かしながらそれぞれの活動を行うことが
効果的であることから、様々な主体に対す
る期待を示しました。例えば、消費者団体
には、消費生活に関する情報収集・提供、
意見表明等の活動に加え、消費生活セン
ターとの連携を強化して、消費者教育の教
材の開発、出前講座等を担うこと、事業者・
事業者団体に対しては、従業員向けの教育
に加え、外部講師として地域、大学、学校
等で講座を行ったりすることです。
　最後に、今回の推進会議において十分に
議論できなかった点、すなわち①家庭や地
域における子供の消費者教育、②小学校、
中学校、高等学校等における消費者教育、
③大学等における消費者教育、④社会教育
との連携等について今後の課題として示し

ました。

イ　消費者市民育成小委員会
　本小委員会においては、上記の推進会議
取りまとめに示したように、推進法で消費
者の消費者市民社会の形成への参画に視野
を広げた消費者教育と消費者像はどのよう
なものかについての検討を行ったほか、消
費者教育の担い手が消費者市民社会の形成
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。このナビゲーション
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
の関係も明示しました（図表４-２-１４）。さ
らに、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。

ウ　情報利用促進小委員会
　本小委員会では、消費生活に関する情報
の流れの全体像、すなわち、消費生活に関
する情報の発信者、受け取り手ともに多様
であること、また、発信者、受け取り手を
媒介する情報の伝達手段についても、従来
の手段にとどまらず、若者のコミュニケー
ション手段として利用されるにとどまると
考えられているものも消費生活に関する情
報の伝達手段として有効であることを示し
ました。
　そして、特に情報へのアクセスが困難な
消費者、例えば、高齢者や障害者に、どの
ような情報を、どのような手段で届けるの
か、すなわち適時かつ適切に確実な情報を
提供する仕組みを検討しました。このよう
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4-2-14　消費者教育の担い手ナビゲーション.pptx

図表4-2-14 消費者教育の担い手向ナビゲーション（高等学校等教職員の例）

家庭

公民

情報

どこで？
（教科等） 学習指導要領（抜粋） イメージマップ

との関係

〈高等生期〉

現代社会（２）現代社会と人間としての在
り方生き方
エ　現代の経済社会と経済活動の在り方

現代の経済社会の変容などに触れなが
ら、市場経済の機能と限界、政府の役割
と財政・租税、金融について理解を深め
させ、経済成長や景気変動と国民福祉の
向上の関連について考察させる。また、
雇用、労働問題、社会保障について理解
を深めさせるとともに、個人や企業の経
済活動における役割と責任について考察
させる。

現代社会(3) 共に生きる社会を目指して
持続可能な社会の形成に参画するという
観点から課題を探究する活動を通して、
現代社会に対する理解を深めさせるとと
もに、現代に生きる人間としての在り方
生き方について考察を深めさせる。

政治・経済(2)現代の経済
ア　現代経済の仕組みと特質

経済活動の意義、国民経済における家
計、企業、政府の役割、市場経済の機能
と限界、物価の動き、経済成長と景気変
動、財政の仕組みと働き及び租税の意義
と役割、金融の仕組みと働きについて理
解させ、現代経済の特質について把握さ
せ、経済活動の在り方と福祉の向上との
関連を考察させる。

イ　国民経済と国際経済
貿易の意義、為替相場や国際収支の仕組
み、国際協調の必要性や国際経済機関の
役割について理解させ、グローバル化が
進む国際経済の特質について把握させ、
国際経済における日本の役割について考
察させる。

家庭基礎（２）生活の自立及び消費と環境
エ　消費生活と生涯を見通した経済の計画

消費生活の現状と課題や消費者の権利と
責任について理解させ、適切な意思決定
に基づいて行動できるようにするととも
に、生涯を見通した生活における経済の
管理や計画について考えることができる
ようにする。

家庭総合（３）生活における経済の計画と
消費
ア　生活における経済の計画

生活と社会とのかかわりについて理解さ
せ、生涯を見通した生活における経済の
管理や計画の重要性について認識させ
る。計画の重要性について認識させる。

イ　消費行動と意思決定
消費行動における意思決定の過程とその
重要性について理解させ、消費者として
主体的に判断できるようにする。

ウ　消費者の権利と責任
消費生活の現状と課題、消費者問題や消
費者の自立と支援などについて理解さ
せ、消費者としての権利と責任を自覚し
て行動できるようにする。

生活デザイン（２）消費や環境に配慮した
ライフスタイルの確立
ア　消費生活と生涯を見通した経済の計画

消費生活の現状と課題や消費者の権利と
責任について理解させ、適切な意思決定
に基づいて行動できるようにするととも
に、生涯を見通した生活における経済の
管理や計画について考えることができる
ようにする。

第１社会と情報
（３）情報社会の課題とモラル
ア　情報化が社会に及ぼす影響と課題

情報化が社会に及ぼす影響を理解させる
と共に、望ましい情報社会のありかたと
情報技術を適切に活用することの必要性
を理解させる。

生産・流通・消費・
廃棄が環境、経済
や社会に与える
影響を考えよう

持続可能な社会を目
指して、ライフスタ
イルを考えよう

身近な消費者問題及
び社会課題の解決
や、公正な社会の形
成に協働して取り組
むことの重要性を理
解しよう

生産・流通・消費・
廃棄が環境、経済
や社会に与える
影響を考えよう

持続可能な社会を目
指して、ライフスタ
イルを考えよう

身近な消費者問題及
び社会課題の解決
や、公正な社会の形
成に協働して取り組
むことの重要性を理
解しよう

〈高等生期（再掲）〉

消費者教育事例

テーマ・概要 特長・ポイント 連携する主体

あなたは？⇒高等学校等教職員

保護者と
連携して

【御茶ノ水女子大学附
属高等学校】
11．背景への眼差しを
育てる消費者教育「エ
シカル・ファッショ
ン」を事例として
・ 生 徒 が 作 成 し た
ファッションカタログ
から実際に購入したい
服を選び、値段、人件
費等を考える。
・エシカルファッショ
ンのロゴマークについ
て、その概念を考え
る。

【埼玉県立大宮光陵高
等学校】
12．消費が持つ影響力
を理解し、実際に行動
を起こそう「チョコ
レートから見えるも
の」
チョコレートの原材料
と生産・消費について
学んだのち、児童労働
の実態をDVDで実感、
フェアトレードについ
て理解する（クイズや
試食など）

【NPO法人消費者セン
ター沖縄】
14．テキスト「社会を
つなぐあなたの消費」
の作成
テキストの作成および
それを使った教師説明
会。都道府県内全高校
生に配布し、教師と相
談員で授業を実施。

【福井大学、福井県立
高校】
13．市民性を育む教育
と学力「高齢社会と
私」
①高齢者の生活と文化

を理解する。
②高齢社会と福祉につ

いての課題に気付く
学習。

③私たちの町の事例研
究として個人グルー
プによる調査研究と
提案発表。（調査先
は介護福祉センター
や デ イ ケ ア セ ン
ター・市役所の福祉
課など）

【埼玉県】
15．不当表示広告調査
不当表示の事例につい
てのガイダンス後、週
刊誌、新聞紙上掲載広
告、チラシ等を調査
し、「不当表示」にあ
たる広告を地方公共団
体に報告、自治体は事
業者等へ指導

10.「コンプレインレ
ター」活用のススメ
消費者の不満や希望を
事業者に的確に伝える
ものとして、必要な情
報や方法を提供（コン
プレインレターのサン
プルとフォーム）

・ 消 費 行 動 が
世 界 経 済 に 与
え る 影 響 を 考
えさせる。
・ 自 分 が 取 れ
る エ シ カ ル な
行 動 に つ い て
考察。

・高校生にとって
身近な食品である
チョコレートを切
り口に学習を展開
する流れ。
・児童労働の実態
をDVDで実感、
フェアトレード商
品について理解す
る。
・児童労働の現実
を考える。
・自分たちででき
ることを考え、実
際に行動に移す。

社 会 を 形 成
す る 消 費 者
市 民 と し
て 、 ど う す
れ ば よ り よ
い 社 会 が 形
成 さ れ る の
か を 考 え る
た め の テ キ
スト。

身 近 な 生 活
の 課 題 と 地
域 や 社 会 の
問 題 と の つ
な が り を 実
感 し 、 社 会
的 解 決 へ の
視 野 を 広 げ
る学習

自 治 体 の 企
画 の 調 査 を
大 学 生 や 高
校 生 が 実
施 。 参 画 意
識 が 高 ま
る。

消 費 者 が 自
ら 問 題 解 決
を 行 う た め
の ツ ー ル を
提供。

－

－

－

消 費 生 活 セ
ンター

NPO、在宅
介 護 セ ン
タ ー 、 福 祉
セ ン タ ー 、
デ イ ケ ア セ
ン タ ー 、 地
方公共団体

事 業 者 、 研
究者
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な情報へのアクセスが困難な消費者に対し
ては、周囲の人々（いわゆる「見守り役」）
の関与が不可欠であるとの結論から、「見
守り役」への情報提供の仕組みを提案しま
した。また、「見守り役」の層を拡大して
いく必要性についても言及し、これまで消
費生活に関する情報に関心の薄い人々の関
心を呼び起こす方策についても示しました。
　さらに、このような「情報提供」という
観点からは、消費者庁の「消費者教育ポー
タルサイト」の有効活用についても検討し
てきました。

エ　地域連携推進小委員会
　本小委員会は、多様な担い手の有機的な
連携に向けて、地域における資源の活用及
びネットワーク化等に関する事項を検討す
るために設けられました。
　地域の住民に消費者教育の機会を提供す
るとともに、消費者教育の担い手を育成す
るための拠点を置くことで消費者教育を推
進する必要があるとの観点から、地域ごと

の消費生活センターを、消費者教育の拠点
として活用することが有効です。また、既
に消費者教育の活動を活発に行っている消
費生活センターを活動モデルとして、そうし
た取組を参考としたり、発展させたりして
各地域の消費生活センターが消費者教育の
拠点としての機能を強化していくことが効
率的かつ効果的です。そのため、消費者教
育の拠点として期待される６つの機能を取
りまとめの中で整理しました（図表４-２-１５）。
　また、消費者教育を担う多様な関係者を
つなぐためには、間に立って調整に当たる
コーディネーターが重要な役割を果たしま
す。現状において、コーディネーターが活
動する地域は多くないので、各地でのコー
ディネーターの育成が必要です。そこで、
コーディネーターの育成に向けて、コー
ディネーターがどのような役割を担うの
か、どのような役割が期待されるのかを示
すと共に、コーディネーター育成プログラ
ムについても取りまとめの中で示しました。

4-2-15　★消費者教育消センに期待される６つ.xlsx

図表4-2-15 消費者教育の拠点としての消費生活センターに期待される 6つの機能

〈消費者教育の拠点としての消費生活センターに期待される 6つの機能〉
①消費者教育への関心の輪を広げる
　（消費生活に関する情報に無関心な層への働き掛けを行う）
②消費者教育を自ら企画・実施する
　（教材の開発、消費生活講座等を行う）
③消費者教育の実施を働き掛ける
　（学校、福祉団体などでの出前講座等の実施を働き掛ける）
④消費者教育の関係者をつなぐ
　（地方公共団体内、地域内の関係者とのパイプ役になる）
⑤消費者教育の担い手を育てる
　（サポーター養成講座などを行う）
⑥自主学習・交流・情報発信の場を提供する
　（自主学習のための教材提供、交流のためのスペースの確保を行う）
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　近年、ゆるキャラブームが続いており、全国各地でご当地マスコットキャラクター
が活躍しています。
　消費者庁では地域における消費者教育推進のため、消費者教育の推進及び消費者市
民社会の概念の普及に関する活動を担う、地方公共団体公認のマスコットキャラク
ターに対して、消費者庁長官から「消費者教育推進大使」を委嘱する制度を設けました。
　消費者市民社会を形成していくためには、より多くの人々に対する消費者教育や消
費者市民社会の概念を普及していく活動が大切ですが、各地方で親しまれているマス
コットキャラクターにもその普及に一役買ってもらおうというものです。

　その第 １号として、静岡県浜松市
の公認マスコットキャラクターであ
る「出世大名家康くん」が消費者教
育推進大使に委嘱され、20１5年 １ 月
１8日に開催された「はままつ消費者
教育フェア」において、板東久美子
消費者庁長官から家康くんに委嘱状
が授与されました。

　20１4年度には、他にも大阪府泉佐野市の「一
いっしょう

生犬
けん

鳴
めい

！イヌナキン！」、兵庫県加西
市の「かさいこども未然奉行」、「かさいこども未然くノ一」及び「かさい未然くノ一
SHINOBU」、東京都千代田区の「キッくん」、和歌山県紀の川市の「紀の川ぷるぷ
る娘」と 4つの地方公共団体の公認マスコットキャラクターに大使を委嘱しました。

　20１5年度には、徳島県（すだちくん）、滋賀県草津市（クゥとかいな）、兵庫県（ふ
くタン、こうタン、はばタン）、愛知県名古屋市（コアラのハッピー）、福井県勝山市
（チャマリン、チャマゴン）、大阪府藤井寺市（まなりくん）、大阪府（もずやん）、
埼玉県（くらっしー）、山口県萩市（萩にゃん）と ９つの地方公共団体のマスコットキャ
ラクターに委嘱しました（ 5月末時点）。

マスコットキャラクターへの消費者教育推進大使の委嘱
C O L U M N 9

出世大名家康くんへの委嘱状の授与 委嘱状

街頭活動中の
かさいこども未然奉行

一生犬鳴！イヌナキン！のイラスト入り
の消費生活センターの車

消費者教育イベントでのキッくん

食育へ取り組む紀の川ぷるぷる娘
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　幼稚園や保育所等の教育・保育施設等に
おいて、子供が亡くなったり、重篤なけが
を負ったりするような痛ましい事故が多数
発生しています。厚生労働省には、2014年
に保育施設における事故報告が177件あり、
うち17件が死亡事故の報告でした。こうし
た事故の防止に取り組むためには、過去に
起きた事故の情報を関係者の間で共有し、
活かしていくことが重要です。
　こうしたなかで、消費者委員会は2014年
11月に「教育・保育施設等における事故情
報の収集及び活用に関する建議」を取りま
とめ、消費者庁及び関係府省に対して、事
故情報の収集・分析・活用の強化を提言し
ました。

　消費者庁では、事故情報の収集を強化す
るため「消費者事故等の通知の運用マニュ
アル」を2015年３月に改訂しました。この
なかでは、教育・保育施設等に関する事故
事例等を具体的に示すなど、マニュアルの
記載内容を分かりやすくしました。また、
消費者事故等の通知について、関係府省と
連携して地方公共団体の教育・保育施設等
の担当部局に周知し、その通知の徹底を
図っています。
　また、内閣府、文部科学省、厚生労働省
の３府省は、教育・保育施設等における事
故の再発防止のための検討を行うため、
2014年９月に「教育・保育施設等における

重大事故の再発防止策に関する検討会」を
開催しました。
　同検討会の2014年11月の中間取りまとめ
に基づき、2015年４月の子ども・子育て支
援新制度の施行に際して、重大事故の報告
制度が見直されました。具体的には、子ど
も・子育て支援新制度における特定教育・
保育施設、特定地域型保育事業、地域子ど
も・子育て支援事業（子供を預かる事業に
限る。）、認可を受けていない施設・事業に
ついて、事故報告の対象とされました。
　また、同検討会では今後、事故の発生防
止のためのガイドライン、事故発生時の対
応マニュアル、事故の事後的な検証の在り
方について、検討が進められる予定です。

　家庭においても、数多くの子供の事故が
発生していますが、その一つが、医薬品の
誤飲による事故です。厚生労働省「平成25
年度�家庭用品等に係る健康被害病院モニ
ター報告」によると、子供の誤飲事故の原
因物質について、医薬品・医薬部外品が96
件と、同制度の開始（1979年度）以来初め
て、たばこを抜いて報告件数が１位となり
ました。
　こうした事故を防止するためには、家庭
での医薬品の管理を徹底する必要がありま
す。具体的には、①子供の手の届かない、
見えない所に保管すること、②服用後はそ
のまま放置せず、元の安全な場所に片付け
ること、③特に向精神薬等のリスクの高い
医薬品の管理には細心の注意を払うこと等
が挙げられます。
　また、万一、医薬品の誤飲等による子供
の事故が発生した場合は、直ちに専門の相
談機関に連絡することが重要です。専門の

（ ５）子供の事故の防止に向けた対応

教育・保育施設等で相次ぐ事故

教育・保育施設等の事故情報の
収集強化等

医薬品の誤飲事故への対応
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相談機関としては、休日・夜間に受け付け
る「小児救急電話相談」や、中毒事故に関
する「中毒110番」等があります。
　消費者庁では、こうした事故防止策、事
故発生時の対処について、報道発表、「子
ども安全メール」及び地方公共団体への周
知依頼等により、注意喚起を行っています。
　また、消費者安全調査委員会では、子供
の医薬品の誤飲について、事故の原因究明・
再発防止のための調査を実施しています。
具体的には、子供による医薬品の誤飲事故
に係る事故等原因調査の経過報告を2014年
12月に取りまとめるとともに、子供が医薬
品を容易に取り出すことのできない包装容
器の改良・普及について、高齢者などが開
けられることとのバランスなどの課題も含
め、更なる検討を進めています。

　消費者安全調査委員会は、消費者の生命・
身体に被害をもたらす事故について、「誰
が悪い」ではなく、「なぜ事故が起こった
のか」を科学的に調査し、同じような事故
が繰り返されないための知見を提言してい
く組織です。消費者安全調査委員会は、事
故原因の調査結果に基づいて関係大臣に再
発防止策を提言します。2014年度は、子供
が被害にあった事案を始めとして報告書等
を取りまとめ、再発防止策を関係大臣に提
言しました（詳細は第２部参照）。

　家庭での子供の事故を防止するために
は、保護者の注意が極めて重要である一方、
製品の構造を工夫することも大きな効果を
発揮します。現在、子供が使用すると危険
な製品については、子供が簡単に使用でき
ないように、チャイルドロック／チャイル
ドレジスタンス115機能の普及に向けた取組
が進められています。
　これまで、使い捨てライターを使用した
子供の火遊びによる火災の発生を受け、
2011年９月には、子供が簡単に使用できな
い構造にしたライター以外の販売が禁止さ
れました。
　また、近年ではウォーターサーバーが急
速に普及しており、ウォーターサーバーの
熱湯による子供のやけど事故が発生してい
ます。このため、経済産業省及び独立行政
法人製品評価技術基盤機構は、ウォーター
サーバーのチャイルドロックについて、乳
幼児が容易に解除できない力及び操作手順
数とすること等の対策をまとめ、業界団体
の基準策定を支援しています。

消費者安全調査委員会による
事故等原因調査等

子供の事故防止に配慮した
製品づくりへの取組

115�）チャイルドロックとチャイルドレジスタンスは、いずれも子供の製品事故を防止するための製品の工夫。法令
上の定義はないが、チャイルドロックは一時的に製品が作動しないようにできる機能を指し、チャイルドレジス
タンスは子供が扱いにくい製品構造を指すことが多い。
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　消費者庁では、0歳児を除く子供の死因の上位である「不慮の事故」を減らすため、
「子どもを事故から守る！プロジェクト」を推進しています。
　プロジェクトをより多くの方に知っていただくために、プロジェクトのシンボル
キャラクターの「アブナイカモ」が、各種イベントでテーマソングとダンスを披露し
たり、初めて「ゆるキャラグランプリ20１4」にエントリーしたりしましたので、一部
を御紹介します。

○子ども霞が関見学デー
　日時：20１4年 8 月 ７ 日　会場：山王パークタワー

　消費者庁を訪れた子供たちが
一緒にテーマソング「おしえて
ね　アブナイカモ」を歌ってく
れました。

○マタニティ＆ベビーフェスタ20１4
　日時：20１4年 4 月 5 日、 ６日　会場：パシフィコ横浜

　消費者庁「子どもを事故から
守る！プロジェクト」ブースを
設け、子供の事故予防に関する
情報の展示、資料・チラシ等の
配布を行ったほか、ミニステー
ジでアブナイカモも登壇して、
テーマソングとダンスを披露し
ました。

消費者庁ウェブサイト
「子どもを事故から守る！プロジェクト」
　→http://www.caa.go.jp/kodomo/index.php

参加予定のイベント情報等を下記に掲載しています。
　→http://www.caa.go.jp/kodomo/event/index.php

アブナイカモの活動記録を紹介しています。
　→http://www.caa.go.jp/kodomo/event/index2.php

「子どもを事故から守る！プロジェクト」
シンボルキャラクター「アブナイカモ」の活躍

C O L U M N 10

子ども安全メール
from消費者庁の
登録はこちら！

消費者庁携帯サイト
QRコード
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　政府が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係る決定、認
可などを行うに当たっては、消費者基本
法116の趣旨を踏まえ、消費者利益の擁護の
観点から対応することが重要です。
　2011年３月の東日本大震災を契機とし
て、電力会社各社から電気料金値上げ認可
申請が相次いでおり、2013年度の東北電力、
四国電力及び北海道電力に引き続き、2014
年度は中部電力及び北海道電力（再値上
げ）、また、2015年度初めには関西電力（再
値上げ）の料金認可の手続が行われました。
これらの料金については、経済産業省によ
る審査の後、消費者庁との協議を経て、物
価問題に関する関係閣僚会議の了承を得た
上で、料金改定を認可しました。この過程
において、経済産業省の「電気料金審査専
門小委員会」に消費者の代表が委員として
参画するほか、公聴会（経済産業省主催）
や消費者との意見交換会（消費者庁、消費

者委員会主催）の場の設定、消費者委員会
からの意見聴取など、消費者参画の実質的
な確保のための取組を行いました。また、
消費者庁において、消費者利益の擁護の観
点から重要であると考えられる事項を取り
まとめたチェックポイントを作成・公表し、
消費者庁と所管府省（経済産業省）との協
議に活用しました。なお、消費者委員会で
は、「家庭用電気料金の値上げ認可申請に
関する調査会」を開催し、各電力会社から
値上げ申請に関するヒアリングを行い、消
費者庁によるチェックポイント作成に向け
て審議を行ったほか、経済産業省の査定方
針案に対する意見の取りまとめ等を行い、
その結果が協議にも活用されました。これ
らの取組の結果、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ています
（図表４-２-１６）。
　また、その他の公共料金等の新規設定及
び変更の際にも、消費者利益の擁護の観点
から、所管府省が認可等をするに当たり、
事前に消費者庁と協議を行っています。
2014年度は、輸入製造たばこの小売定価の
新規設定（財務省）、三重交通のバス運賃
改定及び北陸新幹線の特急料金設定（国土
交通省）のほか、消費税率引上げに伴う運

（ ６）公共料金の適正化、消費税率引上げへの対応

公共料金の適正性の確保

4-2-16　家庭用電気料金における値上げ幅.xlsx

図表4-2-16 各電力会社の家庭用電気料金における値上げ幅等の比較

申請日 値上げ率（申請時） 値上げ率（認可時） 認可日

東 北 電 力 2013年 2 月14日 11.41%  8.94% 2013年 8 月 6 日

四 国 電 力 2013年 2 月20日 10.94%  7.80% 2013年 8 月 6 日

北海道電力 2013年 4 月24日 10.20%  7.73% 2013年 8 月 6 日

中 部 電 力 2013年10月29日  4.95%  3.77% 2014年 4 月18日

北海道電力（再値上げ） 2014年 7 月31日 17.03% 15.33% 2014年10月15日

関 西 電 力（再値上げ） 2014年12月24日 10.23%  8.36% 2015年 5 月18日

116�）消費者基本法第16条第２項では、「国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であって
その形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、
消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする」と規定されている。
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賃改定についての協議を行い、2015年度は、
輸入製造たばこの小売定価の改定（財務省）
についての協議を行いました（2015年５月
20日時点）。
　さらに、2010年度から2014年度を対象と
した第２期消費者基本計画に掲げられた
「公共料金等の決定過程で開催される公聴
会や審議会における消費者参画の実質的な
確保」及び「据え置きが続いている公共料
金等を含め料金の妥当性を継続的に検証す
る具体的方法の検討と実施」117については、
2014年８月及び同年12月に開催された消費
者委員会の公共料金等専門調査会（座長：
古城誠 上智大学法学部教授）において、
公共料金問題に係る論点整理を行い、今後
の審議において、料金適正性の確保を目的
とした電気料金値上げ後のフォローアップ
のほか、中長期的課題についての検討を行
うこととしました。

　商品・サービスの取引に対して広く公平
に課税される消費税（地方消費税を含む。）
の税率は、2014年４月に５％から８％へ引
き上げられました。さらに、2017年４月に
は10％へと引き上げられることが予定され
ています。この消費税率引上げに際して、
消費者行政の分野では、公共料金の改定、
便乗値上げ対策、転嫁対策などが課題とな
りました。
　公共料金の改定に関しては、2013年８月
の物価担当官会議申合せ「消費税率引上げ
に伴う公共料金等の改定について」により、
公共料金において消費税転嫁をどのように

行うべきかについて、各公共料金に共通す
る基本的な考え方を整理しました。この申
合せに基づき、重要な公共料金等で消費税
率引上げに伴う料金改定申請等がなされた
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、料金改定を認可等しました。
　便乗値上げ対策に関しては、2013年10月
に消費者庁に便乗値上げ情報・相談窓口
（03-3507-9196）を開設しました118。この
窓口では、2013年10月から2015年３月まで
の間に計4,297件の消費者及び事業者からの
情報・相談を受け付け、このうち、便乗値
上げ関連の情報・相談は2,932件となりまし
た。そのうち、消費者からの情報は2014年
４月に1,104件となり、また、事業者からの
相談は2014年２月に203件となり、それぞれ
１か月の件数としては窓口を開設してから
最も多くなりました（図表４-２-１７）。
　消費者からの情報の件数が最も多かった
2014年４月について、その内容を見ると、
例えば、「消費税率引上げ前は税込200円
だった商品が、引上げ後、税込220円になっ
た」といった、消費税率の引上げ以外の要
因による本体価格値上げと便乗値上げの関
係についての照会や、「消費税率引上げ前
は税込100円だった商品が、引上げ後、本
体価格が100円となり、税込108円になった」
といった、これまでの税込価格が税抜価格
となっていることについての照会が大半を
占めました（図表４-２-１８）。
　また、情報の内容を関連する産業別に分
類すると、スーパーなどの各種商品小売業、
レストランやコーヒースタンドなどの飲食
店業、理髪店や入浴施設などの洗濯・理容・
美容・浴場業といった分野が多く、これら

消費税率引上げへの対応

117�）第２期「消費者基本計画」（平成22年３月30日閣議決定）施策番号67-２、具体的施策②、③
118�）このほか、価格転嫁等に関する政府共通の相談窓口として内閣府に「消費税価格転嫁等総合相談センター」を
設置したほか、関係府省庁でも転嫁対策、総額表示等に関する相談窓口を設けて対応している。
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の分野の合計で消費者からの情報のおよそ
半分を占めました。次いで、コンビニエン
スストアやホームセンター、ドラッグスト
ア、高速道路、CD・DVDレンタルといっ
た分野が多く、これらの分野まで含めると
消費者からの情報のおよそ７割を占めまし
た（図表４-２-１９）。

　本体価格が値上がりする場合、事業者は、
合理的な理由があることについて消費者に
丁寧に説明する必要があります。また、消
費者が値上げの要因について事業者に確認
することも大切です。
　また、消費者庁では、消費者から寄せら
れた情報の内容について、関連する産業を

2-1-9①　便乗値上げ情報相談窓口の受付件数.xlsx

図表4-2-17 便乗値上げ情報・相談窓口の受付件数

（備考）　消費者庁が開設している便乗値上げ情報・相談窓口に寄せられた情報及び相談の受付件数。
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2-1-9②　消費者から寄せられた相談情報.xlsx

図表4-2-18 消費者から寄せられた情報事例

● コーヒースタンドのコーヒーが、内税200円から内税220円になった。値上げの理由についてはまだ聞いていな
いが、値上がりしすぎではないか。

● 入浴施設について、 3月に入浴した時の入浴料金は、税込500円であったが、 4月に行ったら税込550円になっ
ていた。まだ、価格の上昇の理由は聞いていない。便乗値上げではないか。

● 出前の弁当の値段が4月になって500円から600円に値上げされていた。弁当の内容はほとんど変わっていない。
理由については、まだ聞いていない。

● ホームセンターのペットフードの価格が消費税の上昇と共に本体価格も上昇し、内容量も少なくなっている。
メーカーに問い合わせると輸入品であるため、円安や原材料の高騰もあり、値上げをせざるを得ないというこ
とだった。便乗値上げではないか。

● 日常利用している区間の高速道路料金が、 3月には200円だったが、 4月になると250円となった。値上げの予
告もなかったし、上げすぎであり、便乗値上げではないか。

● 市内のスーパーで、これまでの税込価格が税抜価格となり、そこに 8％の消費税が課税されているが、これは
便乗値上げではないのか。

● カット料金が1,000円（税込）から1,000円（税抜）になっている。今までの税込価格が本体価格となっており、
5％値上げされている。便乗値上げではないか。

● レンタルビデオ屋にて、 3月までは新作 4枚で税込1,000円だったが、 4月から税込1,080円となった。便乗値
上げではないか。
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所管する府省にも情報提供を行っています。
　消費税の転嫁対策に関しては、2013年６
月に消費税転嫁対策特別措置法が制定さ
れ、2018年９月までの間、事業者間の消費
税の転嫁拒否等の行為を規制するほか、「消
費税還元セール」のような消費税を転嫁し
ていない旨の表示等の禁止、総額表示義務
の特例（現に表示する価格が税込価格であ
ると誤認されないための措置を講じていれ

ば、税込価格を表示することを要しない）
等の措置がなされています。特に「消費税
還元セール」等の表示規制に関しては、具
体的にどのような表示が問題となるのかに
関して流通業界の懸念があり、2013年９月
に消費者庁が「消費税の転嫁を阻害する表
示に関する考え方」を取りまとめ、禁止さ
れる具体的な表示例等を提示しました（図
表４-２-２0）。

2-1-9③　便乗値上げ情報相談窓口に消費者から寄せられた情報.xlsx

図表4-2-19 便乗値上げ情報・相談窓口に消費者から寄せられた情報（2014年 4 月）

（備考）　産業分類は、「日本標準産業分類」による。

産業分類名 件数 全体に
占める割合

各種商品小売業（スーパーなど） 264 23.9%
飲食店業（食堂、レストランなど） 145 13.1% 47.6%
洗濯・理容・美容・浴場業 117 10.6%
飲食料品小売業（コンビニエンスストア、弁当屋など） 86 7.8% 69.8%
その他の小売業（ホームセンター、ドラッグストアなど） 76 6.9%
運輸に付帯するサービス業（高速道路など） 47 4.3%
物品賃貸業（CD・DVDレンタルなど） 36 3.3%
その他の産業 333 30.2%

合計 1,104 100.0%

⎫
｜
⎬
｜
⎭

4-2-20　消費税の転嫁を阻害する表示の具体例.pptx

図表4-2-20 消費税の転嫁を阻害する表示の具体例

（備考）　消費者庁「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」（2013年 9 月10日）。
　　　　http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131010_guide_shouhi.pdf

禁止される表示の具体例

（１）取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
ア「消費税は転嫁しません。」
イ「消費税は一部の商品にしか転嫁していません。」
ウ「消費税は転嫁していないので、価格が安くなっています。」
エ「消費税はいただきません。」
オ「消費税は当店が負担しています。」
カ「消費税はおまけします。」
キ「消費税はサービス。」
ク「消費税還元」、「消費税還元セール」
ケ「当店は消費税増税分を据え置いています。」

（２）取引の相手方が負担すべき消費税を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示している
もの
ア「消費税率上昇分値引きします。」
イ「消費税８％分還元セール」
ウ「増税分は勉強させていただきます。」
エ「消費税率の引上げ分をレジにて値引きします。」

（３）消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって（２）に掲げる表示に準ずる
ものとして内閣府令で定めるもの
ア「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します。」
イ「消費税相当分の商品券を提供します。」
ウ「消費税相当分のお好きな商品１つを提供します。」
エ「消費税増税分を後でキャッシュバックします。」

禁止されない表示の具体例
（１）消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」「新生活応援セール」
（２）たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「３％値下げ」「３％還元」「３％ポイント還元」
（３）たまたま消費税率と一致するだけの「10％値下げ」「８％還元セール」「８％ポイント進呈」
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　これを踏まえ、事業者団体等が行う講習
会への講師派遣等を通じて、消費税分を値
引きする等の宣伝や広告を禁止する消費税
転嫁対策特別措置法第８条の規定に違反す

る行為の未然防止を図るとともに、違反行
為を行っている事業者に対しては指導を行
うなど、消費税転嫁対策特別措置法の普及・
啓発、執行を行いました。

第
１
部

第
４
章
　
第
２
節
　
消
費
者
政
策
の
主
な
展
開

193



　消費者安全法の改正法が2014年６月に成
立しました（以下同法による改正後の消費
者安全法を「改正消費者安全法」という。）。
改正消費者安全法は、消費生活相談体制の
充実・強化を図るとともに、地域社会にお
ける高齢者等の見守りネットワークの整備
を図ることを主な内容としています（図表
4-3-1）。
　消費生活相談体制の充実・強化としては、
市町村支援のための都道府県の役割の明確
化や、広域連携等の活用による消費生活相
談体制の整備について規定するとともに、
消費生活相談等の事務を民間委託する際に
は、内閣府令で定める要件を満たす者に委
託することや、消費生活センターを設置す

る地方公共団体が消費生活センターについ
ての条例を整備すること等を定め、消費者
が「どこに住んでいても、質の高い相談・
救済が受けられる体制」を構築するために
必要な改正を行っています。
　また、地域のネットワークによる見守り体
制の構築を図るため、地方公共団体が「消
費者安全確保地域協議会」を設置できるこ
とや、地域で活動する民間の団体・個人の
方を、「消費生活協力団体」又は「消費生活
協力員」として委嘱し、消費者安全の確保
のための活動等を行うことを定めています。
　消費者庁では、改正消費者安全法の施行
に向け、2015年３月27日には、「消費者安
全法施行規則等の一部を改正する内閣府
令」等を公布し、民間委託をする際の具体
的な基準や条例を制定する際に参酌すべき
基準等を定めました。併せて、改正消費者

地方消費者行政の基盤強化に
向けた消費者安全法改正

地方消費者行政の充実・強化第 ３節

4-3-1　消費者安全法の改正.pptx

図表4-3-1 消費者安全法の改正

消費者安全法の改正

１．地域の見守りネットワークの構築
・地方公共団体による「消費者安全確保地域協議会」の設置
・地域で活躍する「消費生活協力員」「消費生活協力団体」を育成・確保

２．消費生活相談等により得られた情報の活用に向けた基盤整備
・協議会の構成機関・構成員が消費生活相談等により得られた情報を「地域協議
会」の活動等のために共有するとともに、秘密保持義務規定や情報管理等のルー
ルを整備

３．消費生活相談体制の強化
・都道府県の事務として市町村に対する助言・協力、広域連携の調整
・民間委託受託者に対し、秘密保持義務、最低限求められる要件を課す

４．消費者行政職員及び消費生活相談員の確保と資質向上
・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等
・「消費生活相談員」の職を法律に位置付け
・資格試験制度を法定化し、消費生活相談員を、資格試験の合格者及びこれと同等
以上の知識・技術を有する者から任用（所要の経過措置）。

・要件を満たし、内閣総理大臣の登録を受けた法人が試験を実施
・都道府県は、消費生活相談員の中から「指定消費生活相談員」を指定
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安全法が円滑に施行され、また施行後も地
方公共団体において改正消費者安全法の趣
旨にのっとって事務が実施されるよう、ガ
イドラインを作成し、公表しました。

　消費者が不幸にして消費者事故やトラブ
ルに見舞われた場合、まずは直接の取引相
手に対応を申し入れることが多いと考えら
れますが（第２章第２節参照）、消費者と
事業者の間には、情報の量や質、交渉力に
格差があり、中には泣き寝入りしてしまう
消費者もいます。しかし、このような事故
やトラブルに巻き込まれた場合は、各地方
公共団体に置かれている消費生活センター
等を利用することができます。
　消費生活センター等では、消費生活相談
員が消費者からの事業者に対する苦情の相
談に応じており、必要に応じて、消費者自
身では対応困難な個別事案の解決に向け
て、消費生活相談員が直接事業者と消費者
の間に入り、あっせんを行うことによりト
ラブルの解決を図っています。なお、消費

生活センター等があっせんを行った場合の
解決率（契約の解約、返金、交換・修理、
損害賠償などが行われた件数の割合）は、
おおむね９割となっています（図表4-3-2）。
　このように地方消費者行政の核となる消
費生活センター等は消費生活相談員によっ
て支えられていますが、その法的位置付け
は明確ではありませんでした。
　改正消費者安全法では、地方公共団体に
おける消費生活相談員の人材確保や質の向
上のため、消費生活相談員の職を法律に位
置付けるとともに、消費生活相談員に関す
る試験資格制度を創設し、登録試験機関の
実施する新しい資格試験に合格した者等か
ら任用することとしています。
　新たな資格試験制度の具体的な内容を検
討するため、2014年７月から10月にかけて、
消費者庁において、「消費生活相談員資格試
験制度等に関する検討会」を開催し、同年
11月12日に報告書が取りまとめられました。
　消費者庁では、報告書の内容を受け、関
係内閣府令及びガイドラインを策定し、資
格試験制度の具体的内容を定めました。具
体的には、改正消費者安全法で定められた
①「商品等及び役務の特性、使用等の形態

消費生活相談員資格試験制度の創設

4-3-8　あっせん件数に対する解決率は約９割.xlsx

図表4-3-2 あっせん件数及びその解決件数
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（年度）

あっせん件数 うち、あっせん解決件数

100,000
（件）

59,963 59,483 60,796 60,121 65,964 68,540 67,275 69,093 75,886 72,188

64,848 64,642 66,724 66,198
72,932 75,844 74,881 76,632

84,178 79,436

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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【事例】「車座ふるさとトーク」（消費者の安全・安心のための地域作り）

　大臣、副大臣、政務官が地域に赴き、現場の方々と少人数での車座の対話を行う「車
座ふるさとトーク」を実施しています。
　消費者庁でも、地域で活躍する様々な方々の生の声をつぶさに聞き、今後の消費
者行政に活かしていくため、2014年度に２回、2015年度に入ってからは１回119開催し
ました。

○車座ふるさとトーク（佐賀市）
　日時：2014年４月19日
　森大臣（当時）は、佐賀市にて、消費者の安全・安心のための地域づくりをテー
マに「車座ふるさとトーク」を開催し、地域の見守りネットワークや消費者教育な
ど地域力を高めるための取組等について現場の声を伺いました。

○車座ふるさとトーク（静岡市）
　日時：2014年９月17日
　有村大臣（当時）は、静岡市にて、高齢者の見守りネットワークをテーマに、第
２次安倍改造内閣で初めてとなる「車座ふるさとトーク」を開催し、増加する高齢

その他の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」に、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」を加えた計５科目から出題
することや、出題される問題数の下限を定
めることとしました。
　また、現行の３資格（消費生活専門相談
員、消費生活アドバイザー、消費生活コン
サルタント）の保有者に対する経過措置の

要件を定めました。具体的には、改正消費
者安全法の施行時に、地方公共団体におけ
る消費生活相談等の事務又はそれに準ずる
事務に１年以上従事した経験を有する者に
ついては、新たな資格試験の合格者とみな
されることとしています。さらに、現職の
消費生活相談員や既に消費生活相談員とし
て働くことが決まっている方に対する試験
の一部免除措置の具体的な内容についても
定めています。

119）2015年５月末時点。
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者の消費者被害防止のヒントとなる取組等について現場の声を伺いました。

○車座ふるさとトーク（船橋市）
　日時：2015年４月18日
　松本大臣政務官は、船橋市にて、地域の連携による高齢者の見守りをテーマに、「車
座ふるさとトーク」を開催し、高齢者の消費者被害防止に向けた地域社会全体での
取組等について現場の声を伺いました。

　政府広報オンライン（車座ふるさとトーク）
　http://www.gov-online.go.jp/topics/furusato/index.html

　前述のとおり、消費者が消費者事故やト
ラブルに巻き込まれた際に、各地方公共団
体に置かれている消費生活センター等を利
用することができます。消費者事故・トラ
ブルを未然に防ぎ、また、被害回復を図る
上では、これまで見たような制度等の充実
に加え、地方公共団体の消費生活センター
等、消費者行政の「現場」である地域で消
費者に接する地方消費者行政の充実・強化
が必要です。その観点から、これまで消費

者委員会が３回の建議を提出しており、直
近では2013年８月に「地方消費者行政の体
制整備の推進に関する建議」を内閣府特命
担当大臣（消費者及び食品安全）に提出し
ています。
　地方消費者行政の充実・強化に関しては、
これまで地方消費者行政活性化基金（2008
～2014年度で約363億円）等を活用し、消
費生活センター・相談窓口の設置、消費生
活相談員の配置・養成、消費者教育・啓発
など地方公共団体の様々な取組を支援して
きました。
　さらに、2013年１月に「地方消費者行政

「地方消費者行政活性化交付金」の活用・
「地方消費者行政強化作戦」の推進
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強化作戦」を定め、相談窓口のない地方公
共団体（市町村）の解消や、消費生活セン
ターの設立を促進する等の目標を掲げ、ど
こに住んでいても質の高い相談・救済を受
けられる地域体制を全国的に整備すること
を目指してきました。また、第３期基本計
画を踏まえ、2015年３月に「地方消費者行
政強化作戦」を改定し、新たに消費者教育
の推進、「見守りネットワーク」（改正消費
者安全法の規定に基づく消費者安全確保地
域協議会）の構築に関する目標を定めまし
た（図表4-3-3）。
　これらの取組の結果、消費生活相談窓口
が未設置の地方公共団体数は95市町村
（2013年４月１日時点）から０市町村（2015
年３月末時点）となり、相談体制の空白地
域は解消され、目標を達成しました（図表
4-3-4）。また、消費生活センターは、501か
所（2009年４月１日時点）から763か所（2014
年４月１日時点）へ262か所増加し（図表
4-3-5）、消費生活相談員など消費者行政担

当職員数は8,067名（2009年４月１日時点）
から8,608名（2014年４月１日時点）へ541
名増加しました（図表4-3-6）。しかし、特
に小規模な地方公共団体を中心に、消費生
活センターの設置や消費生活相談員の配置
が進んでいない状況にあります（図表4-3-7
①及び図表4-3-7②）。「地方消費者行政強
化作戦」の進捗状況を見ると（図表4-3-8
①）、例えば消費生活センターの設立促進
について、人口５万人以上の地方公共団体
（全市町村に消費生活センターを設置する
目標）については19府県、人口５万人未満
の小規模市町村（半数以上の市町村に消費
生活センターを設置する目標）については
10道府県が目標を達成しているのにとど
まっています（図表4-3-8②）。このほか、
市町村の50％以上に消費生活相談員を配置
すること、消費生活相談員の資格保有率や
研修参加率を向上させること、適格消費者
団体の空白地域を解消すること等、「地方
消費者行政強化作戦」（2015年３月に改

4-3-3 地方消費者行政強化作戦.pptx

図表4-3-3 地方消費者行政強化作戦

  

趣旨

当面の政策目標

　　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 

●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）

（備考）　 2015年 3 月改定により、新たに政策目標 4（消費者教育の推進）及び政策目標 5（「見守りネットワーク」
の構築）を設定。
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4-3-4　相談窓口未設置の自治体.pptx

図表4-3-4 消費生活相談窓口の未設置自治体の推移

：未設置自治体あり

：全自治体に設置済み

相談窓口未設置自治体：０

2015年３月末現在2013年４月１日現在

相談窓口未設置自治体：95市町村
未設置率：5.5％（1,722市区町村中）
未達成：20都道県
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（備考）　2015年 3 月消費者庁調べ。

4-3-3　消センの数推移.xlsx

図表4-3-5 消費生活センター数の推移

（備考）　 1．消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2．各年度とも 4月 1日時点。
　　　　 3． 消費生活センターの定義については、1990年と2010年に

変更したため、単純比較できない（2009年度以前は週 4
日以上開所しているものであったが、2010年度以降は消
費者安全法で規定する、①週 4日以上開所、②消費生活
相談員等の配置、③電子情報処理組織その他の設備
（PIO-NET）を配備しているものに改めている。）。
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4-3-4　職員数.xls

図表4-3-6 地方公共団体の消費者行政
担当職員数の推移

（備考）　 1．消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2． 2008年度以降、調査方法を変更したため、2007年度以前

のデータ（1995年度、2000年度、2005年度）とは接続し
ていない。

　　　　 3．各年度とも4月1日時点。
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4-3-8①　地方消費者行政強化作戦の進捗状況.pptx

図表4-3-8① 「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況

目　　標 進捗状況
〈政策目標 1〉相談体制の空白地域解消

　　 1－ 1　相談窓口未設置の自治体を解消

【2013年 4 月 1 日　→　2015年 3 月末】
〈未設置自治体〉
　95市町村　→　 0市町村

〈政策目標 2〉相談体制の質の向上

　　 2－ 1　消費生活センター設立促進
　　　　　　①人口 5万人以上の全市町
　　　　　　②人口 5万人未満の市町村50%以上

【消費生活相談員】
　　 2－ 2　管内自治体の50％以上に配置
　　 2－ 3　資格保有率を75％以上に引上げ
　　 2－ 4　研修参加率を100％に引上げ（各年度）

【2013年 4 月 1 日　→　2014年 4 月 1 日】
〈達成都道府県（設置・配置市町村数、資格保有者数等）〉

　19府県（453市町）　→　19府県（466市町）
　 9道府県（340市町村）　→　10道府県（368市町村）

　36都道府県（1,218市町村）→ 36都道府県（1,255市町村）
　21都府県（2,549人）　→　23都府県（2,612人）
　 4県（平均参加率　85.9％）
　　 （2013年度は自治体の参加率、2014年度は相談員の参加率のため比較不可。）

〈政策目標 3〉適格消費者団体の空白地域解消

　　 3－ 1　適格消費者団体が存在しない 3ブロック
　　（東北、北陸、四国）に適格消費者団体の設立促進

【2013年 4 月 1 日　→　2014年12月17日】
〈適格消費者団体数〉
　11団体→12団体（2014年12月に特定非営利活動法人
　消費者支援ネットくまもとを新たに認定。）

4-3-6　消費セン設置状況.xlsx

図表4-3-7① 市区町村における人口規模別の消費生活センター設置自治体数

（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． 市区町村には、広域連合、一部事務組合を含み政令指定都市を除く。
　　　　 3．2014年4月時点。
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図表4-3-7② 市区町村における人口規模別、相談員数別の自治体数

（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． 市区町村には、広域連合、一部事務組合及び政令指定都市を含まない。
　　　　 3．2014年 4 月時点。
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定120）に掲げられた目標の達成に向けて、
引き続き地方公共団体の取組を促進する必
要があります。
　なお、地方消費者行政の予算規模は2008
年度の約101億円（最終予算額）から、
2014年度は約148億円（当初予算額）となっ

ています（図表4-3-9）。
　国は、地方消費者行政推進交付金として
2014年度補正予算に20億円、2015年度当初
予算に約35億円（一般会計30億円、復興特
別会計4.8億円）を措置し、地方公共団体
への支援を継続しています。

120�）2015年３月改定により、新たに消費者教育の推進及び「見守りネットワーク」（改正消費者安全法の規定に基づ
く消費者安全確保地域協議会）の構築に関する目標を設定。4-3-8②　◇消費生活センター設立促進②.pptx

図表4-3-8② 「地方消費者行政強化作戦」達成状況（消費生活センター設立促進）

2014年４月１日現在

2014年４月１日現在

2013年４月１日現在

平均設置率：28.2％
未達成：38都府県

平均設置率：30.3％
未達成：37都府県
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平均設置率：80.2％
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未達成：28都道府県

●目標：　消費生活センター設立（人口５万人以上全市町）

●目標：　消費生活センター設立（人口５万人未満の市町村50％以上）
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出所：消費者庁「平成26年度　地方消費者行政の現況調査」
備考： 消費者安全法で規定する消費生活センターとは、①週 4日以上開所、②消費生活相談員等の配置、③電子情報処理組織その他の設備

（PIO-NET）を配備、を満たしているもの。
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4-3-5　予算.xlsx

図表4-3-9 地方消費者行政の予算額の推移

（備考）　 1．消費者庁「地方消費者行政の現況調査」により作成。
　　　　 2．2013年度までは最終予算であり、2014年度は当初予算（年度途中の補正予算は含まない。）である。
　　　　 3．市区町村等には、広域連合、一部事務組合を含み政令指定都市を除く。
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　京都府消費生活安全センターでは、京都弁護士会と連携し、府及び市町村の消費生
活相談員・行政職員の相談業務等を支援しています。特に、ITを活用し、消費生活相
談に役立つ様々な情報をファイルベースで蓄積したデータベースシステムである「京
都府消費生活センターリアルタイムシステム」の構築・運用、そしてWeb会議シス
テムを活用した「Web弁護士相談」は特徴的な取組です。
　今回は、このうち「Web弁護士相談」を御紹介します。これは府の出先機関及び
市町村の消費生活センター等や消費生活相談窓口をインターネット経由で結ぶ「Web
会議システム」を導入し、府及び市町村の消費生活相談員が、困難案件について、シ
ステム上で直接弁護士に相談をする仕組みです。
　相談員は、PC上の画面で弁護士の顔を見ながら、資料を共有しつつ、法的見解を
尋ねたり、解決の糸口を教えてもらったり、文書のリーガルチェックを受けたりする
など、様々な形で「Web弁護士相談」を活用しています（2014年度の利用件数は、
約500件）。
　また、弁護士だけでなく、他の複数の消費生活センター等の相談員とも知恵を出し
合い、意見交換もできるなど、京都府内全体で、同時に情報と知恵が共有できるため、
市町村相談員にも好評です。

「Web会議システム」の導入で、地域の相談員に弁
護士が直接アドバイス―京都府消費生活安全センター―

C O L U M N 11

インターネットを通じて助言する弁護士（写真左）と
システム操作するセンター職員（写真右）
PC端末にウェブカメラ、マイクスピーカーとプロジェ
クターを接続し、白壁にシステム画面を投影している。

（於：京都府消費生活安全センター）

システム上の画面には、複数の市町村消費生活センター
等の相談員が集合している。インターネット経由で、
相談員が弁護士に相談するだけでなく、消費生活セン
ター同士での情報交換も行うことができる。
� （於：京都府消費生活安全センター）
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　実際に「Web弁護士相談」を利用している府内市町村の消費生活相談員の感想を
紹介しますと、

●�「Web弁護士相談」は、センター内に居ながら、弁護士相談を受けられるので大
変心強いです。一つの事例を何人かの弁護士に相談できる機会が増え、困難な相談
が早期解決につながっており、相談員だけでなく相談者にとってもメリットが生じ
ているものと感じています。」� （府北部の消費生活センター　相談員）

●�「このシステムのおかげで、法律相談を受ける機会が増えて助かっています。また、
普段接する機会のない複数の弁護士と画面越しとはいえ、話す機会があるのも良い
です。また、他センター相談員の考え方、対応方法もWeb会議を通じて知ること
ができ、相談対応をする上で大いに参考になっています。」�

� （府南部の消費生活センター　相談員）

　このように「Web会議システム」を活用して、「Web弁護士相談」を実施するだけ
でなく、インターネットを経由しての市町村との会議を実施しています。今後も、シ
ステムを更に活用し、府内の消費生活相談の対応力向上を図っていく予定です。

弁護士相談だけでなく、京都府内市町村の消費生活センター及び消費生活相談窓口と
の研修会や会議をWebで開催。幅広く消費生活センター同士での情報交換も行うこと
ができる。
PC端末にウェブカメラとヘッドセットを接続し、インターネット経由で意見交換を
している。

（写真は、府南部の一部事務組合消費生活センター相談員）
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　兵庫県但馬消費生活センター（県）が所管する但馬地域は、兵庫県の日本海側３市
２町（豊岡市・養父市・朝来市・香美町・新温泉町）で構成され、人口約17万人の県
下で最も高齢化が進んでいる地域です。消費生活相談員は、県センターの２名と、３
市２町の６名の計８名で、東京都に匹敵する広い地域をカバーしています。特徴とし
て、各市町相談窓口のほか、県センターと同じ室内に市町の共同相談窓口「たじま消
費者ホットライン」を開設し、市町相談員が交代で勤務し、県相談員や他市町相談員
と相談現場を共有しています。
　このたじま消費者ホットラインは、県の相談員が持つノウハウやネットワークを活
用して、市町相談員の対応能力を高めること、また、地域がら人間関係が密で、身近
な窓口では気まずく相談しにくいという住民感情に配慮し、2010年４月に開設されま
した。
　相談員には「これはおかしいと感じること」と「一歩踏み込む勇気」の２つの能力
が何よりも必要ですが、この能力は丁寧に相談を処理することで徐々に得られるもの
です。契約金額が小さくても相談員がおかしいと思った相談は消費者センターにしか
できないことだと丁寧にあっせんしています。新手の被害が発生した場合、相談現場
を共有する仕組みにより、例えば、2013年度は健康食品の送り付け、2014年度はプロ
バイダの遠隔操作トラブルでも、相談員同士が即座に情報共有し、２つの能力が見事
に働き、地域内のどこの窓口でも良い解決に導くことができています。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

但馬全体救済額（円）と
救済件数（件）

2億6863万
479

2億887万
394

2億1365万
446

1億4784万
386

但馬全体あっせん率 20.8％ 19.9％ 22.9％ 23.6％

救済額と救済件数：�相談することにより金銭的な救済が得られることもあることを示すた
めに、未然防止額と回復額の合計を集計したものとその件数。

あっせん率：相談のうち事業者と消費者との間に入り、解決に導いたものの割合。

オール但
た じ ま

馬で消費者の利益を守っています！―「但馬消費生活セ
ンター（県）」と「たじま消費者ホットライン（３市２町共同相談窓口）」―
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但馬消費生活センターと
たじま消費者ホットライン

相談員の連絡会・研修会 出前講座

　消費者啓発でもアイデアを出し合い、工夫し、消費者センターの出前講座は「おも
しろくてためになる」と好評です。８人の相談員が協力し、地域内の高校全てで毎年
度実施しており、さらに中学校、小学校、幼稚園へと範囲を広げています。
　相談員同士が日常的な接点を多く持つことで、互いに刺激を受け、切磋琢磨し、時
には苦しみを分かち合い、相談現場に何より大切な「闘うパワー」を維持することで、
開設後５年経過した今も着実に、新たな成果を出し続けています。相談員同士のチー
ムワークが、互いの組織の連携へとつながり、着実にその輪は広がっています。　「県
の持つ専門性」と「市町の持つきめ細やかさ」を最大限に発揮し、但馬地域の取組は
これからも続きます。
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　安全・安心な消費生活の実現のためには、
消費生活相談体制の整備や、消費者自身の
消費者問題解決力の向上に加え、地域全体
の消費者問題解決力の向上が求められま
す。このためには、地域において多様な分
野で活動する主体が、消費者の観点からそ
れぞれの分野で諸課題に取り組むととも
に、各主体が情報を共有し、自らの取組の
位置付けを理解しながら、地域自らの創意
工夫により、相互に連携・協働を図ってい
くことが必要です。
　消費者庁では、地域で活躍する多様な主
体が交流・連携する場としての「地方消費

者グループ・フォーラム」を、全国８ブロッ
クで、各ブロックの実行委員会との共催で
開催しています。2014年度は、札幌市（北
海道ブロック）、仙台市（東北ブロック）、
宇都宮市（関東ブロック）、静岡市（中部
ブロック、文部科学省との共催）、富山市（北
陸ブロック）、大津市（近畿ブロック）、徳
島市（中国・四国ブロック）及び熊本市（九
州・沖縄ブロック）で開催し、消費者安全
法の改正等を踏まえ、消費者教育や高齢者
等の見守り活動を進める上での課題等につ
いて議論を深めました。
　また、2014年度は、５年目の節目として、
更に多様な主体との連携を目指し、消費者
団体のみならず、事業者、金融関係者、教
育関係者など多様なセクターによる実践事
例の報告や大学と連携した円卓会議の開催
等、企画内容の充実を図り、全国８ブロッ
ク延べ1,647名が参加しました。
　さらに、消費者教育の一層の推進を図る
ため、2014年度は、静岡県で「消費者教育
推進フォーラムin静岡」を文部科学省との
共催で実施し、文部科学省「消費者教育ア
ドバイザー」や教育委員会が企画の段階か
ら参加し、検討した連携企画により、消費
者団体、教育関係者や大学生、事業者の参
加が増加したほか、開催地以外の都道府県

消費者団体等との連携

全体会の様子

分散会の様子 消費者教育推進フォーラムin静岡大会
（右端はアブナイカモ）
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からの多数の参加につながりました。

　1988年から毎年５月を「消費者月間」と
し、消費者団体、事業者団体、行政等が一
体となって、消費者問題に関する教育・啓
発等の事業を集中的に行っています。
　「平成27年度消費者月間」では、「みんな
でつくろう！　消費者が主役の社会！！」を
統一テーマとし、消費者が主役となって選
択・行動できる社会の形成に向けた取組の
促進を図りました。このテーマは、今後の
消費者政策の推進には、消費者庁や地方公
共団体の消費者行政担当部局、消費者団体
だけでなく、事業者団体、様々な公益に資
する活動を行う団体、ボランティアなども含
め社会経済の全ての主体が消費者の利益の
擁護・増進を意識して活動することが重要
であることを踏まえ、選定しました。
　消費者月間期間中は、全国様々な地域で、
講演会や意見交換会、パネル展示などの消
費者月間行事が行われました。こうした行
事を通じて、国、地方の様々な場で、様々
な主体による横の連携・協働に向けた機運
が高められました。
　消費者庁では、2015年５月25日に消費者
月間シンポジウムを開催し、テーマに沿っ
たパネルディスカッション等を行いまし
た。また、翌26日には、安倍内閣総理大臣
出席の下、総理大臣官邸で「平成27年度消
費者支援功労者表彰」の内閣総理大臣表彰
及び内閣府特命担当大臣表彰の表彰式を行
いました。消費者支援功労者表彰は、消費
者利益の擁護・増進のために各方面で活躍
されている方々を表彰する制度として、
1985年より実施してきたものです。今年度
は、内閣総理大臣表彰５件、内閣府特命担

当大臣表彰18件、ベスト消費者サポーター
章48件でした。

　高齢化、単身世帯化などの消費者をめぐ
る社会経済状況の変化や悪質商法の手口の
巧妙化などを踏まえ、高齢者等の消費者被
害に遭いやすい人を把握し、地域のネット
ワークによる「見守り」を実施し、消費者
被害の早期発見と防止につなげていくこと
が喫緊の課題となっています。
　特に、高齢者の消費者被害の背景には、
生活困窮や社会的孤立、認知力の低下など
が潜んでいることも多く、また、高齢者本
人からの相談が少なく、対応が遅れること
で被害が拡大している面があることから、

消費者月間における教育・啓発

高齢者・障害者の見守り

「平成27年度消費者支援功労者表彰」表彰式
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地域社会で取り組むことが求められる課題
です。
　安倍内閣総理大臣は、2015年５月26日に
行われた消費者支援功労者表彰の表彰式に
おいて、高齢者の消費者被害が深刻化して
いることを踏まえ、「地域でのつながりを
強化し、高齢者を見守る仕組みを作ること
が必要です。政府としても、こうした地域
の連携ネットワークを今後５年間で全国に
整備してまいります。」と述べました。
　改正消費者安全法では、地域社会におけ
る高齢者等の見守りネットワークの整備を
促進していくことが盛り込まれました。改
正消費者安全法では、地方公共団体の関係
機関を構成員として、消費者安全確保地域
協議会を設置できることとするとともに、
地域で活動する「消費生活協力団体」、「消
費生活協力員」を育成確保する等、地域の
見守りネットワークの構築を進めていくこ

ととしています（図表4-3-10）。
　消費者庁としては、2015年３月27日に公
表した「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、地
域における見守り活動を一層促進するため
の指針を示しています。同ガイドラインで
は、消費者安全確保地域協議会を地方公共
団体が設置する際の組織や運営の在り方に
ついて、雛形を示しているほか、構成員の
間で情報をやり取りする際の具体的な方法
についても示しています。
　地域における見守りネットワークの例と
して、警察、福祉、教育等の関係機関が一
体となった取組（北海道）（図表4-3-11）、
地域包括支援センター、民生委員、介護保
険事業者などとの連携による取組（静岡市）
（図表4-3-12）、住民、商店街、町会・自
治会等の地域のちからを結集したネット
ワークづくりの取組（東京都足立区）（図

4-3-10　消費者安全確保地域協議会について.pptx

図表4-3-10 消費者安全確保地域協議会について

・高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方公共団体
及び地域の関係者が連携した消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）を構築

【背景】
・認知症の方を含め、高齢者等を中心に消費者トラブルが

増加、悪質化・深刻化
・相談体制の整備に加え、消費生活上特に配慮を要する消

費者に対する更なる取組が必要
⇒消費者安全法の改正（2014年６月成立）により、地域

で高齢者等を見守るための消費者安全確保地域協議会
を組織することが可能に

【制度の概要】
・協議会の役割：構成員間での必要な情報交換、協議
・構成員の役割： 消費生活上特に配慮を要する消費者と適

当な接触を保ち、その状況を見守ること
その他の必要な取組を実施

・構成員：・地方公共団体の機関（消費生活センター等）
・医療・福祉関係（病院、地域包括支援セン

ター、介護サービス事業者、保健所、民生委
員・児童委員等）

・警察・司法関係（法テラス、弁護士、司法書
士等）

・教育関係（教育委員会等）
・事業者関係（商店街、コンビニ、生協、農

協、宅配事業者、金融機関等）
・消費者団体、町内会等の地縁団体、ボラン

ティア
・他分野のネットワークとの連携（福祉、防災等）

【今後の取組】
・地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進（人口５万人以上の全市町）（「地方消費者行政強化作

戦」（2015月３月24日））

「見守りネットワーク」における地域の連携イメージ

相談窓口

地方公共団体
（消費者行政担当課） 消費生活センター

消費生活相談員

庁内連携

情報共有

情報共有情報共有

地域協議会

病院

地域包括
支援センター

構成員間での情報共有
（個人情報保護法の例外）

※秘密保持義務を課す

※事業者、
　消費者団体等

※民生委員等

高齢者等
３つの不安

「お金」「健康」「孤独」

保健所
警察

教育機関

消費生活
協力員

消費生活
協力団体
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4-3-11　先行事例＿北海道.pptx

図表4-3-11 地域における見守りネットワークの事例（北海道）
～警察、福祉、教育等の関係機関が一体となった取組～

出典： 消費者庁「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」報告書（2013年12月）
より抜粋・加筆。

北海道消費者被害防止ネットワーク
（平成15年12月設置）

●消費生活に関する情報提供
●消費者教育・啓発活動の推進
●相談活動を通じた悪質商法追放の機運醸成

消費者被害の防止

行政 地域団体

会議開催
広報誌発行

・市長会
・町村会

・道、札幌市社会福祉協議会
・道、札幌市民生委員児童委員連盟
・身体障害者福祉協会・ろうあ連盟
・視力障害者福祉連合会
・札幌市視覚障がい者情報センター
・道、札幌市老人クラブ連合会
・ホームヘルプサービス協議会

・公正取引委員会

【座長】道立消費生活センター副所長

【幹事】道立消費生活センター
　 　　北海道環境生活部
　 　　北海道警察本部

・経済産業局
・財務局

・札幌市消費
　者センター

・北海道保健
　福祉部

・町内会連合会
・防犯協会連合会

教育関係

福祉関係

オブザーバー

法律関係
・弁護士連合
・司法書士協議会
・行政書士会

消費者団体
・北海道消費者協会
・札幌消費者協会
・消費者支援ネット北海道
・全相協北海道支部
・日本消費生活アドバイザー
・コンサルタント・相談員
協会北海道支部

・道生活協働組合連合会
※41機関（道の複数課を含む）

・道教育庁
・私立大学協議会
・私立短期大学協会
・高等学校長協会
・特別支援学校長会
・私立中学高等学校協会
・私立専修学校各種学校
連合会

4-3-12　先行事例＿静岡市.pptx

図表4-3-12 地域における見守りネットワークの事例（静岡市）
～民間事業者、地域で活動する主体との連携による見守りネットワーク～

出典： 静岡県「見守りガイドブック2010」より抜粋。消費者庁「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り
方」に関する意見交換会」報告書（2013年12月）に掲載。
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表4-3-13）が挙げられます。消費者庁とし
ては、今後とも、先行事例等を収集して情
報提供を実施するとともに、地域において、
消費者安全確保地域協議会と他の見守り活
動等との有機的な連携を促進するため、関

係府省庁や関係機関に対して、連携の強化
の働き掛けを行うなどの取組を実施するこ
ととしています。これらの取組により、見
守りの現場での活動が円滑に行われるよう
支援していく予定です。

4-3-13　先行事例＿東京都足立区.pptx

図表4-3-13 地域における見守りネットワークの事例（東京都足立区）
～地域のちからを結集したネットワークづくりの取組～

出典： 消費者庁「消費者の安全・安心確保のための「地域体制の在り方」に関する意見交換会」報告書（2013年12月）
より抜粋・加筆。
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　徳島県では、「くらしのサポーター」及び「消費生活コーディネーター」という２
つの制度により、県民が主体となって地域の消費者活動を行う仕組みを作りました。
　「くらしのサポーター」は、消費者と行政をつなぎ、消費者に役立つ情報を広め、地
域の情報、消費者のニーズを行政に取り次ぐといった活動の担い手であり、「阿波の助っ
人」という愛称で呼ばれています。2006年度に県内で個人単位で参加者を募って発足
しました。当初は登録制度でしたが2010年度から認定制度に移行し、市町村と連携を
深めながら活動の場を広げています。2011年度からは、個人以外に、地元で活動する
高齢者団体、生協、地域包括支援センター、大学関係などの団体単位での参加も始まり、
現在は約360人の個人と13団体が「くらしのサポーター」として活動しています。

ライフスタイルに応じて無理なく取り組める４種類のサポーター活動を用意

　サポーターの活動は次の４つの種類に分けて示されます。実際に取り組む活動は一
つでも複数でもよく、以下で説明している内容は、サポーター活動の一例です。
（１）「伝えるサポーター」
　　�　家族に携帯電話に関するトラブルについて話したり、近所の寄り合いの場で消

費者問題を話題にすることなどにより、情報を周りの方に伝えていきます。
（２）「学ぶサポーター」
　　�　徳島県が開催する研修会、「消費者大学校」（市民講座）や、「消費者まつり」

などの交流の場において、消費生活に関する知識を身に付けていきます。
（３）「活動するサポーター」
　　�　街頭啓発活動、振り込め詐欺防止寸劇等の発表を行ったり、高齢者の依頼に応

じて訪問販売業者の訪問時に付き添い、その後の見守りを行うこともあります。
（４）「教えるサポーター」
　　�　消費者団体のメンバーを対象とする講義や、地域の消費生活に関する学習グ

ループを主宰するなど消費者啓発を行います。

サポーター活動の支援

　県からは、毎月「くらしのサポーター
通信」を送り、新たな悪質商法の手口
や製品事故に関する注意喚起など暮ら
しに役立つ情報を伝えています。また、
効果的な啓発の手法を始め､ 活動を
行っていく上で必要な力を高める研修
会を開催しています。

地域での消費者活動に取り組む、くらしのサポー
ターと消費生活コーディネーター ―徳島県―

C O L U M N 13

くらしのサポーター・研修会の様子
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　2011年度には「くらしのサポーター功労者表彰制度」が設けられました。消費生活
に関する情報を周りに伝えたり、地域で見守り活動や啓発活動などを行っている方が
表彰され、これはサポーター活動のモチベーションの向上に役立っています。

消費生活コーディネーターの活躍

　「くらしのサポーター」の活動は一人一人の活動が基本であり、相互連携した取組
が難しいという課題がありました。そこで、県では2014年２月に「消費生活コーディ
ネーター制度」を創設しました。

　「消費生活コーディネーター」は、
徳島県実施の市民講座である「消費者
大学校大学院」121の卒業者又は「くら
しのサポーター」認定者でかつ、消費
生活相談に関する資格を有している
者122又は「消費者力検定」123応用コー
ス１級認定者であることという要件を
満たす方について、2015年５月末時点
で25人を県が認定しています。
　「消費生活コーディネーター」には、
例えば、「くらしのサポーター」が協

働で行う啓発活動の企画調整・取りまとめや、サポーター活動の効果を高めるための
サポーターへの情報提供や助言等、地域リーダーとしての活動をお願いしています。
　「消費生活コーディネーター」は、市町村の行政担当者と消費生活センター、「くら
しのサポーター」を対象とした研修会を開催するなど関係者の協力を得ながら、活動
を広げつつあります。
　また、地域の見守り機能の充実を図る取組として、「消費生活コーディネーター」
がグループのリーダーとなり、「くらしのサポーター」や介護支援専門員、市町村行
政担当者も参加するグループワーク研修を行い、地域で活かせる実践力の向上に努め
ています。
　このように、裾野を拡げる役割を「くらしのサポーター」が担い、それを「消費生
活コーディネーター」が有機的に結び付けるというそれぞれの役割により、地域の活
動の効果が高まっています。

くらしのサポーター・消費生活コーディネーター交流会

121�）消費者大学校大学院とは、徳島県が実施している市民講座で、消費者問題分野について基礎的知識を有する消
費者又は地域の消費者活動を実践している消費者を対象に、消費者活動の指導者を養成するために開講されてい
る。専門知識の習得を目指す専門教育コースと、地域活動のノウハウを学ぶ実践教育コースの２コース制となっ
ている。

122�）消費生活専門相談員（独立行政法人国民生活センター）、消費生活アドバイザー（一般財団法人日本産業協会）、
消費生活コンサルタント（一般財団法人日本消費者協会）の３資格のうちいずれかを有している者。

123�）一般財団法人日本消費者協会が実施している消費生活に関する検定試験であり、応用コース１級が最上位となる。�
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１ ．�迅速・的確な情報の収集・発
信の体制整備

（ １）相談情報、事故情報の集約
ア．相談情報の集約
　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。
　近年では、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っています。
　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
団体のPIO-NET端末への接続に向けた検
討を行っています。
　他方、現行のシステムは、消費生活相談
員（以下「相談員」という。）による相談
情報の入力作業の負担の大きさや、キー

ワード方式の採用により複雑な検索式を組
み合わせないと相談情報を正確に検索でき
ないといった点が課題となっています。こ
うした点を踏まえ、相談員や関係機関に
とって使い勝手の良いシステムとするた
め、2011年12月から、相談員や地方公共団
体職員、学識経験者等を構成員とする

「PIO-NET刷新に関する検討会」において、
PIO-NET刷新について検討を行い、2012
年７月に中間報告を取りまとめました。そ
の後、PIO-NETに関する業務やシステム
の分析を行い、その分析結果を踏まえ2014
年１月に国民生活センターにおいて「全国
消費生活情報ネットワーク・システムの業
務・システム最適化計画」を策定し、同最
適化計画及び地方公共団体からの意見や要
望を踏まえ、2015年度のPIO-NET刷新に
向けた作業を進めています。

イ．事故情報の集約
　消費者庁及び国民生活センターでは、関
係機関の協力を得て、生命・身体に関する
事故情報を広く収集し、事故防止に役立て
るためのデータ収集・提供システムである
「事故情報データバンク」1を2010年４月１
日から運用しています。
　事故情報データバンクでは、国民向けに
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開示する範囲からは個人を特定することの
できる情報を除くなど、個人情報保護に配
慮しつつ、登録された生命・身体に関わる
消費生活上の事故情報を簡単に閲覧・検索
できるようにしています。事故情報データ
バンクには、「重大事故等」や生命・身体
に関わる「消費者事故等」、PIO-NET情報
（「危害情報」及び「危険情報」）、「重大製
品事故」を始め、参画機関から2014年度
（2015年３月31日時点）には２万8864件の
事故情報が登録され、2015年３月31日時点
で登録されている情報は累計で14万1178件
となっています。
　また、消費者庁ウェブサイトのトップ画
面にバナーを設定する等により、国民から
の利用が可能な運用を行っており、2014年
度（３月31日時点）の事故情報データバン
クへのアクセス件数は、11万7665件となっ
ています。

（ ２）�事故情報の報告、公表、注意喚起
　消費者の消費生活における被害を防止
し、その安全を確保するため、省庁横断的
な緊急の対応が必要な場合には、「消費者
安全の確保に関する関係府省緊急時対応基
本要綱（2012年９月28日関係閣僚申合せ）」
等に基づき対処することとしています。
　2013年12月末に発覚した株式会社アクリ
フーズ群馬工場が製造した冷凍食品への農
薬混入事案に関して2014年１月14日及び３
月14日に消費者安全情報総括官会議を開催
し、事案への対応のために関係府省庁間の
緊密な連携及び情報の共有を図り、関係府
省庁局長申合せとして、本事案の再発防止
に向けた「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」（以下「対応
パッケージ」という。）を取りまとめました。

具体的には、①食品等事業者に対する食品
安全に関する情報提供、②食品等事業者か
ら保健所への届出・相談、③リコール情報
周知の推進、④緊急時対応について、検討
するとともに、関係府省庁が連携してこれ
らの取組を実施することとしています。
　なお、消費者庁は、「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（関
係閣僚申合せ）」及び対応パッケージを踏
まえ、緊急時対応訓練を実施することとし
ており、2014年12月25日に食品安全委員会、
厚生労働省及び農林水産省と連携し、訓練
の詳細を当日まで明かさないブラインド方
式で行う等、実践的な緊急時対応訓練を実
施しました。
　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、2014年度におい
ては、重大事故等約1,200件の事故の概要
等の公表を計50回行いました。
　また、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、週２回定期的に公表しており、2014年
度においては、約900件の事故の概要等の
公表を計114回行いました。その際、リコー
ル対象品の事故について報告があった場合
は、当該リコールの内容についても併せて
公表し、周知を図っています。
　同庁が収集した事故情報のうち、被害の
重篤性や拡大性が予想される事案について
は、未然防止・再発防止を図るため、消費
者への注意喚起を実施しました（2014年度
13回）。
　消費者被害の発生の動向については、
PIO-NET情報や消費者安全法第12条第１
項及び第２項の規定に基づく通知情報等を

１）http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/
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的確に分析し、関係機関等に対し情報提供
するとともに、消費者安全法第38条第１項
の規定に基づき、消費者等に対し、2014年
度において11件の注意喚起を実施しまし
た。また、国民生活センターにおいて64件
の情報提供（商品テスト情報を含む。）を
実施し、これらの情報等について、2014年
６月に消費者安全法第13条の規定に基づ
き、「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」を公表し、国会
に報告しました。
　消費者行政が高齢化や情報化、国際化と
いった消費者を取り巻く状況の変化に柔軟
に対応していくためには、消費者行政の検
証・評価を行うための数値指標が必要とな
りますが、その一環として、「消費者意識
基本調査」結果及びPIO-NET情報等を活
用した消費者被害額・トラブル額の推計を
行いました。

（ ３）�リコールに係る情報収集及び関連
情報の提供

　これまで担当省庁等が個々に公表してい
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」2の運
用を2012年４月１日より開始しました。ま
た、同サイトにおいて、消費者の特性のう
ち年齢層に着目して、「高齢者向け」、「子
供向け」等のメール配信サービスも開始し
ました。さらに、リコール情報をより分か
りやすく消費者に伝えるとともに、利便性
が向上するよう、サイト上の検索機能の充
実や掲載情報の拡大等を行いました。
　また、リコール情報の周知強化を図るた

め、リコール情報に接する機会の少ない高
齢者等に対するリコール情報の周知の在り
方等を調査・検証するとともに、製品が国
境を越えて多く流通している現状を踏まえ
「OECD GlobalRecalls portal」3向けに我が
国のリコール情報を提供し、国際的な情報
共有に努めました。
　国土交通省では、自動車のリコールの迅
速かつ着実な実施のため、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
行政法人交通安全環境研究所において現車
確認等による技術的検証を行っています。
　また、ユーザーからの不具合情報の収集
を強化するため、「自動車不具合情報ホッ
トライン」4について周知活動を積極的に行
いました。
　さらに、同省に寄せられた不具合情報や
事故・火災情報等を公表し、ユーザーへの
注意喚起が必要な事案や適切な使用及び保
守管理、不具合発生時の適切な対応を促進
するために必要な事項について、ユーザー
への情報提供を実施しました。特に、「ブ
レーキ・ペダルの戻り不良による火災事故
にご注意を！（中・大型のトラック・バス）」
について報道発表等を行ったほか、「オー
トマ車での誤った使用によるエンストに注
意‼」等について、インターネットでの動
画配信等を通じ、ユーザー等への注意喚起
を行いました。
　なお、2014年度のリコール届出件数は
355件及び対象自動車台数は955万7888台で
した。

２）http://www.recall.go.jp/
３）http://globalrecalls.oecd.org/
４）http://www.mlit.go.jp/RJ/
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（ ４）�子供の事故防止のための情報発信
　長年にわたり、０歳を除く１～14歳の子
供の死因の上位が不慮の事故となってお
り5、この傾向は変わっていません。
　消費者庁では、子供の不慮の事故を防止
するための取組として、2009年12月より、
「子どもを事故から守る！プロジェクト」
を実施しています。
　具体的には、同プロジェクトのウェブサ
イトにて、全国の先進的な取組事例等を紹
介しているほか、子供の事故予防等に関す
る情報を提供しています。2012年10月には、
「あなたのお子さんは安全？」をリニュー
アルし、事故が起こりやすい状況ごとに事
故事例等を紹介しています6。
　また、消費者庁に集約される事故情報を
基にした注意喚起や事故予防の豆知識等を
含む「子ども安全メールfrom消費者庁」
を毎週木曜日に配信しており、2014年度に
おいては、事故情報を踏まえ、ボタン電池
の誤飲や抱っこひもからの転落等の事故防
止の情報等を配信しました。これまで、第
231号まで配信し、登録者数は２万7143人
となっています（2015年３月31日時点）。
　さらに、より親しみやすい啓発活動を
行っていくため、同プロジェクトのシンボ
ルキャラクター7を連れて、全国の地方公
共団体等主催の子供関連イベント等に参加
し、チラシ・冊子等の配布やテーマソング
の披露をするなど、積極的な啓発活動を
行っています。
　経済産業省では、子供の安全・安心と健
やかな成長発達につながる生活環境の創出
を目指したデザインである「キッズデザイ

ン」の開発・普及を推進しています。昨年
第８回を迎えた、キッズデザインに優れた
製品や取組等を表彰する ｢キッズデザイン
賞｣ では、｢子どもたちの安全・安心に貢
献するデザイン｣、｢創造性と未来を拓くデ
ザイン｣、｢子どもたちを生み育てやすいデ
ザイン｣ を表彰し、受賞作品には「キッズ
デザインマーク」の使用が認められます。
　政府では、一昨年の第７回から、経済産
業大臣賞、少子化対策担当大臣賞、消費者
担当大臣賞に加えて、最優秀賞として「内
閣総理大臣賞」を創設し、政府を挙げ、推
進しています。
　また、子供を安全かつ安心して生み育て
られる生活環境の整備に向けて、子供の事
故予防に配慮された設計・デザインによる
製品の開発を、産業界が積極的かつ持続的
に推進する体制を構築し、キッズデザイン
による製品市場の拡大を目指して「キッズ
デザイン製品開発支援事業」を実施しまし
た。具体的には、より安全・安心な製品を
開発する上で必要となる、子供の事故情報
の分析データ、子供の身体寸法や行動特性
データ等を、業種の異なる企業・業界団体
等に広く提供しました。この事業で得られ
た成果をウェブサイト「キッズデザインの
輪」8において公開しています。

（ ５）�化学製品の危険有害性に関する情
報提供

　「化学品の分類および表示に関する世界
調和システム」（以下「GHS」9という。）と
は、国際連合の主導による、人の安全・健
康及び環境の保護を目的として、全ての化

５）厚生労働省「平成25年人口動態統計」
６）2012年３月に、事故が起きた際の対処方法等を追加した。
７ ）一般公募を経てシンボルキャラクターとして「アブナイカモ」を採用し、消費者庁職員がテーマソング「おしえ

てね　アブナイカモ」を制作した（2013年１月23日公表）。
８）http://www.kd-wa-meti.com/index.html
９ ）Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsの略。

第
２
部

第
１
章
　
第
１
節
　
消
費
者
の
安
全
・
安
心
の
確
保

217



学品について、危険有害性（引火性などの
物理化学的危険性、急性毒性や発がん性な
どの健康有害性、環境有害性）を国際的な
統一基準で分類し、共通のラベル等により、
化学品を譲り渡す者から譲り受ける者に分
かりやすく伝達する仕組みであり、化学品
の適正な管理に役立つものです。
　我が国では、特定化学物質の環境への排
出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律（平成11年法律第86号）、労働安全
衛生法（昭和47年法律第57号）、毒物及び
劇物取締法（昭和25年法律第303号）にお
いて、化学品の取引の際に、対象化学物質
及びこれを含有する製品及び製剤について
は、その危険有害性情報等をSDS（安全デー
タシート）の交付やラベルの表示によって、
情報提供することが規定されています。
　経済産業省では、2012年度に作成した
GHS分類作業を正確かつ効率的に実施す
るための手引である「GHS分類ガイダン
ス」を2013年７月に公開しました。また、
経済産業省及び厚生労働省はGHS分類に
関するJIS（JIS Z7252）を国連GHS文書改
訂第４版と整合させるために改訂し、2014
年３月25日に公示しました。
　さらに、経済産業省は事業者が混合物に
含まれる化学物質を入力することで、GHS
に基づく混合物の危険有害性分類とラベル
表示の出力を行うことができるツール
（GHS混合物分類判定システム）を2013年
度に開発し、2014年９月に公開しました。
このツールは、JIS Z7252、GHS分類ガイ
ダンスと国連GHS文書改訂第４版に基づ
いて開発されており、さらに、厚生労働省、
経済産業省及び環境省が実施した約2,800
物質の分類結果が搭載されています。

２ ．事故情報の分析・原因究明
（ １）�重大事故等の分析、原因究明
　消費者庁が設置されたことにより、生命
又は身体に係る消費者事故の情報を、消費
者庁が一元的に集約する体制が整備されま
した。収集した情報は、消費者庁で分析し
た上で、関係行政機関に対して情報提供を
行っています。
　また、消費生活において生命又は身体に
被害を生じる事故に遭い医療機関を利用し
た被害者から事故の詳細情報を収集し、同
種・類似事故の再発防止に活かしていく取
組を着実に推進することを目的として、
2010年12月より、消費者庁と国民生活セン
ターが共同で「医療機関ネットワーク事業」
を開始しました（2015年３月31日時点で、
参画医療機関は24機関）。
　2014年度末時点で、同ネットワーク参画
医療機関が収集した生命・身体に関わる事
故情報は、２万6433件となっています。
　また、収集した情報のうち、事故が多発
しているもの、被害の拡大が想定されるも
のなどについては、更に詳細な情報を収集
したり、事故の被害者に直接事故の状況等
を聴き取りしたりするなどして事故内容の
分析を行うとともに、収集・分析した事故
情報を、注意喚起の実施に活用しています。
　2014年度は「乳幼児（特に１歳以下）の
ボタン電池の誤飲に注意！－重症化するこ
とを知らない保護者が６割も‼－」、「脚立・
はしごからの転落に注意！～庭木の剪定、
屋根修理で、死亡事故の危険も～」など７
件の注意喚起と「内側がメッシュ生地の水
泳パンツに気をつけて！」、「熱い‼魚焼き
グリルでやけど！」など23件のメールマガ
ジンの配信を行いました。

（ ２）�消費者安全調査委員会の運営
　2012年10月、消費者庁に消費者安全調査
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委員会（以下「調査委員会」という。）が
設置されました。調査委員会は、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がある事
故を選定し、調査を行います。その際、調
査委員会は、調査権限を行使するなどして
自ら調査を行うほか、他の行政機関等によ
り調査が行われている場合には、その調査
を評価（活用）して原因を究明します。ま
た、必要に応じて、被害の発生・拡大防止
のため講ずべき施策・措置について、内閣
総理大臣や関係行政機関の長に勧告や意見
具申を行うこともできます。
　調査委員会は、2012年11月に開催された
第２回調査委員会において、2005年11月28
日に東京都で発生したガス瞬間湯沸器によ
る一酸化炭素中毒事故10、2006年６月３日
に東京都で発生したエレベーター事故11、
2009年４月８日に東京都で発生したエスカ
レーター事故12、家庭用ヒートポンプ給湯
機から生じる運転音・振動により不眠等の
健康症状が発生したとの申出事案、2011年
７月11日に神奈川県内の幼稚園で発生した
プール事故を調査等の対象として選定しま
した。さらに、2013年７月に開催された第
10回調査委員会で機械式立体駐車場事故、
2013年12月に開催された第15回調査委員会
で子供による医薬品誤飲事故、2014年10月
に開催された第25回調査委員会で染毛によ
る皮膚障害、2014年11月に開催された第26
回調査委員会でハンドル形電動車椅子を使
用中の事故も同様に調査等の対象として選
定し、調査等を開始しました。

　これまでに９件の事案を調査等の対象と
して選定したことになります。また、これ
ら９件の事案のうち、2014年に以下の３件
について報告書を決定・公表し、各府省へ
意見を述べて調査等を終了しました。
・ 幼稚園で発生したプール事故（2014年６

月に調査結果を取りまとめた報告書を決
定・公表し、調査委員会から文部科学大
臣及び厚生労働大臣等に対して消費者安
全法第33条の規定に基づき意見）

・ 機械式立体駐車場事故（同年７月に調査
結果を取りまとめた報告書を決定・公表
し、調査委員会から消費者庁長官及び国
土交通大臣に対して消費者安全法第33条
の規定に基づき意見）

・ 家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運
転音・振動により不眠等の健康症状が発
生したとの申出事案（同年12月に調査結
果を取りまとめた報告書を決定・公表し、
調査委員会から消費者庁長官、公害等調
整委員会委員長、経済産業大臣及び環境
大臣に対して消費者安全法第33条の規定
に基づき意見）

　さらに、以下３件については、経過報告
を決定・公表し、報告書の取りまとめに向
けて調査等を引き続き行っています。
・ エスカレーター事故（2014年６月に経過

報告を決定・公表）
・ エレベーター事故（同年７月に経過報告

を決定・公表）
・ 子供による医薬品誤飲事故（同年12月に経

過報告を決定・公表し、調査委員会から
消費者庁長官及び厚生労働大臣に対して
消費者安全法第33条の規定に基づき意見）

10 ）2005年11月、東京都港区の共同住宅で、当時大学生の男性が、ガス瞬間湯沸器から発生した一酸化炭素による中
毒で死亡した事故。

11 ）2006年６月、東京都港区の共同住宅で、当時高校生の男子生徒が、エレベーターから降りようとしたところ、扉
が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の上枠とかごの床部分の間に挟まれて死亡した事故。

12 ）2009年４月、東京都港区の商業施設で、下りエスカレーターの手すりから男性会社員が階下に転落して死亡した
事故。
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　調査委員会は、消費者安全法第28条第１
項の規定に基づき事故等原因調査等の申出
を受け付け、調査等の端緒情報として活用
しているところですが、この申出制度は
2012年10月１日から運用が開始され、2014
年度は40件13の申出を受け付けました。

（ ３）�食品等による窒息事故の再発防止
　消費者庁ではこれまで、食品等に起因す
る窒息等の事故防止に取り組んできました。
　2014年度は、豆類の誤嚥（「ピーナッツ
や節分の豆は３歳までは食べさせてはいけ
ません！」）や、玩具の部品による窒息事
故（「口に入らない大きさの玩具でも誤飲
や窒息のおそれ」）について、メールマガ
ジンの配信を行いました。また、餅による
窒息事故防止のため、包装餅の注意表示の
記載について、業界団体に協力を要請しま
した。

（ ４）�消費生活用製品の事故情報の分
析、原因究明

　経済産業省では、2014年４月から2015年
３月末まで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（約900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。その中で、製品の回収等
が必要な場合は、事業者に対して市場対応
を要請するとともに、特に緊急の対応が求
められる場合は、消費生活用製品安全法第
39条第１項（危害防止命令）の規定に基づ
き、当該事業者に対して該当する製品の回
収や消費者向けの注意喚起を行うなど、必
要な措置を講ずるよう命じることとしてい

ます。
　そのほか、学校機関、消防機関、介護施
設及び電気製品小売店等にリコール製品に
係るチラシを配布し、危険な製品が市場に
残っていないか周知を促しています。また、
製品安全の知識を養う教育の充実を図るた
め、小学校高学年を対象とした、製品安全
に関する副読本及び製造事業者、販売事業
者など体験学習を含めた学習プランを作成
し、これらを活用したモデル授業を実施し
ました。

（ ５）�昇降機、遊戯施設における事故の原
因究明、再発防止

　昇降機（エレベーター、エスカレーター）
や遊戯施設の安全性の確保のため、国土交
通省では、「社会資本整備審議会昇降機等
事故調査部会」において事故原因究明のた
めの調査を引き続き行っています。
　また、2013年９月17日に発生した東京都
港区のエレベーターでの負傷事故14につい
て2014年10月に公表した「東京都内エレ
ベーター事故調査報告書」のほか、2014年
度中に取りまとめた12件の報告書に付され
た意見を踏まえ、同様の事故の再発防止に
向けた取組を進めています。
　さらに、昇降機等の事故に対する調査体
制を強化するため、調査機関の在り方も検
討した結果、建築物等についての国の調査
権限の創設等を内容とする「建築基準法の
一部を改正する法律」が2014年６月４日に
公布されました。
　他方、消費者庁に設置された消費者安全
調査委員会は、2009年４月８日に東京都内
で発生したエスカレーター事故について、
2014年６月に経過報告を決定・公表し、

13 ）http://www.caa.go.jp/csic/action/index3.html
14 ）2013年９月、東京都港区の東京タワーで、エレベーターに鉄製の破片が飛び込み、その際割れたエレベーターの

ガラスで１名が軽傷を負った事故。
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2006年６月３日に東京都内で発生したエレ
ベーター事故について、2014年７月に経過
報告を決定・公表し、それぞれ報告書の取
りまとめに向けて調査等を引き続き行って
います（第２部第１章第１節２．（２）を参
照）。

（ ６）�製品等の利用により生じた事故等
の捜査

　近年、エレベーターによる死亡事故等、
消費者被害に関する事故が発生しており、
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、関係行政機関とともに事故現場等に
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等
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、関係行政機関に通知
するなどしています。
　なお、製品等の利用により生じた事故に
ついて、2014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64件であり、
2013年度に比べて26件増加しています。

（ ７）�商品テスト等による調査、分析、
事故原因究明

　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。
　商品テストの実施に当たっては、外部テ
スト機関や事業者、専門家の技術・知見の
活用を図っています。また、地方公共団体
からの相談解決のためのテスト依頼につい
ては、原則として全件に対応していること
から、調査・分析機能の強化を図るため、
テスト担当職員を積極的に研修等に派遣す
るとともに、定型的なテストや専門的なテ
ストは積極的に外部試験機関等に依頼し、
テスト手法の改善・効率化を図っています。
　なお、「独立行政法人の事務・事業の見
直しの基本方針」（2010年12月７日閣議決
定）を踏まえ、2011年５月17日に締結した
独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下
「NITE」という。）及び国民生活センター
との協定に基づき、定期的に意見交換、情
報提供を行うため実務者会議を開催して相
互の協力関係を強化しています（2014年度
は12回開催）。具体的には、試験、事故調
査及び広報の担当者間でテレビ会議等によ
り情報共有を密に行い、国民への効果的な
情報提供を図るとともに、2012年度からは、
国民生活センターの商品テスト事業に必要
な分析の依頼をNITEが受けて行うなど、
緊密に連携を図っています。
　さらに、重大消費者事故に係る商品テス
トを国民生活センターで実施する場合は、
消費者庁に事前に連絡を行っているほか、
生命・身体事案の情報提供については双方
の役割分担や連携に関する文書を取り交わ
しています。また、消費者安全調査委員会
の設置後は、同委員会の事務局である事故
調査室も加えて意見交換・情報提供を定期
的に実施し、調査案件の委託分析・実験、
さらに、知見の協力に関する文書を取り交
わしています。
　NITEでは、事故原因究明の機能強化を
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図るため、2009年度以降、随時、製品事故
原因究明に関する試験施設等の整備及び増
強を行っています。
　2014年５月には、燃焼技術センター内に
燃焼実験施設を開設しました。また、事故
原因究明の取組については、リスク評価手
法に基づく調査事案の優先度付けにより、
調査の効率化の徹底を引き続き実施してい
ます。

（ ８）�製品火災・事故等に係る未然防止
　近年の火災の出火原因は極めて多様化し
ており、その中で自動車、電気用品やストー
ブなど、国民の日常生活に身近な製品が発火
源となる火災が発生していることから、消防
庁では、消費者の安全・安心の確保を図るた
め、製品火災の未然防止に向けた取組を強
化しています。特に、製品火災情報について
は、消防機関の特性をいかして火災情報を網
羅的に収集する体制を確立し、発火源となっ
た製品の種類ごとに火災件数を集計して、製
造事業者名と製品名などを四半期ごとに公表
することにより、国民への注意喚起を迅速か
つ効率的に行っています。
　この調査結果については、全国の消防機
関に通知するとともに、収集した火災情報
を消費者庁、経済産業省等と共有し、連携
して製品火災対策を推進しています。また、
製品火災対策の強化を図ることを目的とし
て、2012年６月27日に改正消防法（昭和23
年法律第186号）が成立し、2013年４月１
日より、消防機関は火災の原因である疑い
がある製品の製造事業者又は輸入事業者に
対して、資料提出等を命ずることができる
ようになりました。さらに、製品火災対策
の一環として、2011年度より、製品火災に
関する情報及び火災調査結果に関して消防
機関とNITEとの連携強化を図っています。

３ ．食の安全・安心の確保
（ １）食品の安全性の確保に関する取組
ア．�食品の安全性の確保に関する基本的事

項の決定
　食品安全基本法第21条第１項に規定する
基本的事項（2004年１月閣議決定）とは、
食品安全行政に関して講じられる各般の措
置についての具体的な推進方策を定めたも
のです。
　本基本的事項については、2004年の閣議
決定以降の食品安全をめぐる状況の変化
や、消費者庁の設置に伴う食品安全行政に
関する体制の変更等に応じた見直しを行い
ました（2012年６月閣議決定）。具体的には、
①いわゆる「隙間事案」については、消費
者庁が消費者安全法の規定に基づき措置す
ること、②リスクコミュニケーションに係
る関係府省の事務の調整を消費者庁が実施
すること、③食品事故に係る緊急対策本部
は、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品
安全）が設置することなどについて新たに
記述され、消費者庁が、食品安全に関わる
行政機関として本基本的事項において明確
に位置付けられました。
　以後、食品安全行政を行う関係府庁にお
いては、消費者庁の調整の下、相互の密接
な連携を図る取組として、関係府省連絡会
議等を定期的に開催し、食品の安全性の確
保に関する施策を総合的に推進していくこ
ととしています。

イ．�食品の安全に関するリスク評価
　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」15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
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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。
　食品安全委員会では、より迅速かつ的確
なリスク評価のための新しい評価方法や新
たな技術を応用した食品の評価方法の企
画・立案機能の強化を図りました。また、
2014年６月に豪州・ニュージーランド食品
基準機関（FSANZ）と、同年11月に欧州
食品安全機関（EFSA）と定期会合を開催
し、連携強化を図るとともに、2013年11月
に創刊した英文電子ジャーナルを年４回発
刊し、食品安全に関する論文、食品安全委
員会が取りまとめた食品健康影響評価の内
容などを国内外に広く発信しました。
　このような取組を通じ、食品安全委員会
は、リスク評価機関としての機能強化や国
際的な評価の確立に努めています。なお、
2015年３月31日時点で、リスク管理機関か
らの要請や自ら行うことを決めた2,315件
の事案のうち、1,863件の評価を終えてい
ます。

ウ．�食品の安全性の向上に関するリスク管理
①�食品の安全性に関するリスク管理
　国産農畜水産物や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。
　農林水産省は、まず、食品が安全である
かどうか、安全性を向上させる措置を採る
必要があるかどうかを知るために、食品安

全に関する情報を収集・分析し、優先的に
リスク管理の対象とする有害化学物質・有
害微生物を決定した上で、農畜水産物・食
品中の含有実態調査を行っています。その
上で、これらの実態調査の結果を解析し、
必要がある場合には、低減対策を検討する
こととしています。これらの各過程におい
て、生産者、事業者、消費者、地方公共団
体等と情報・意見の交換を行い、必要に応
じそれらの情報・意見をリスク管理措置に
反映させています。
　2014年度には、有害化学物質について、
2011年度及び2012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、消費者団体、生
産者団体、食品事業者団体及び都道府県等
に広く配布しました。また、食品安全に関
する情報を提供するため、10月に生産者・
食品事業者を対象に有害微生物対策のため
の衛生管理について、11月に消費者を対象
に有害化学物質の低減対策についてセミ
ナーを開催しました。
　厚生労働省では、飲食に起因する衛生上
の危害の発生に関するリスク管理機関とし
て、食品衛生法の規定に基づき、食品に残
留する農薬、汚染物質や食品に使用する添
加物など、食品や添加物等の規格基準の設
定を行っています。これらは、内閣府に設
置された食品安全委員会が科学的知見に基
づいて行うリスク評価の結果に基づき、食
品事業者や消費者等関係者の意見等を踏ま
えて実施しているものです。例えば、食品
添加物については、その食品添加物が人の
健康を損なうおそれのない場合に限って使

15 ）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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用を認めた上で、品質の安定したものが流
通するよう、純度や成分について成分規格
を定め、過剰摂取による健康被害が生じな
いよう、食品ごとに使用基準を定めるなど
しています。さらに、実際に市場から仕入
れた食品中の添加物の種類と量を検査し、
国民１人当たりの摂取量を調査するなど、
継続的な安全確保に努めています。
　また、食品の安全性を確保するためには、
厚生労働省や都道府県等関係行政機関が連
携して、規格基準の遵守等に関する監視指
導を実施することが重要です。これを重点
的・効率的かつ効果的なものとするため、
厚生労働省では「食品衛生に関する監視指
導の実施に関する指針」を定め、輸入時に
ついては同省が、国内流通時については各
都道府県等が、それぞれ関係者の意見を踏
まえつつ、毎年度、監視指導計画を作成・
公表の上、監視指導を実施しています。

②�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HACCP16の普及・
導入促進のための施策を実施しています。
　具体的には、事業者が、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
10年法律第59号）による計画認定を受ける
と、これに必要な施設の整備等に対して、
株式会社日本政策金融公庫から長期低利融

資が受けられる制度により、HACCP導入
に対する支援を実施しています。
　2013年 ６ 月 に は 同 法 が 改 正 さ れ、
HACCP導入のための体制・施設の整備に
加え、HACCP導入の前段階の衛生・品質
水準の確保や消費者の信頼確保のための体
制・施設の整備（高度化基盤整備）のみに
取り組む場合も新たに支援の対象とされま
した。
　厚生労働省では、2014年に食品事業者が
HACCPによる衛生管理と従来の衛生管理
のいずれかを選択できるよう関係法令等を
改正するとともに、HACCP導入のための
分かりやすい手引書や動画の作成、研修の
開催等を行いました。
　また、農林水産省では、2003年度以降、
予算措置により、HACCP導入促進のため
の研修会等の実施、低コストなHACCP導
入の推進、専門家による現地指導の取組等
への支援を実施し、特に食品製造事業者の
中小規模層におけるHACCPの導入を促進
しています。

③�農業生産工程管理の推進
　農業生産工程管理（以下「GAP」17とい
う。）とは、農業生産活動を行う上で必要
な点検項目を関係法令等に則して定め、こ
れに沿って、各工程の正確な実施、記録、
点検及び評価による持続的な改善を行う活
動のことです。
　我が国においては、様々な主体が実情に
合わせ、それぞれ独自にGAPの導入を推
進してきたことから、その取組内容が多岐
にわたるものとなっていたほか、科学的知

16 ）食品衛生管理システムの一つ。Hazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字をとったもので、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各工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの
危害を分析（危害要因の分析）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（重要管理点）を継続的に監視・
記録する工程管理のシステム。

17 ）Good Agricultural Practiceの略。
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見や消費者・実需者のニーズを踏まえた取
組への対応も十分に進んでいない状況にあ
りました。
　こうした状況を踏まえ、農林水産省では
2010年４月に、我が国の農業生産活動にお
いて、実践を奨励すべき取組を明確化し、
一定水準以上のGAPの導入が進むよう、
「農業生産工程管理（GAP）の共通基盤
に関するガイドライン」を策定しました。
　産地におけるガイドラインに則ったGAP
の更なる拡大を図るため、消費・安全対策
交付金等を活用し、指導者の育成や産地で
の導入等に対する支援を実施しました。

④�輸入食品の安全性の確保
　海外からの食品を多く輸入する我が国で
は、近年、輸入食品に対する安全性につい
ても国内の関心は高まっています。このよう
な関心の高まりを受け、政府は、主要食料
輸入国や食の安全問題に関わりの深い国際
機関等を所管する在外公館を中心に「食の
安全担当官」を設置するなど、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います。
　食品流通のグローバル化の進展、消費者
ニーズの多様化などを背景に、輸入食品の
届出件数は年々増加しています。増加する
輸入食品の安全性を確保するため、厚生労
働省は、年度ごとに「輸入食品監視指導計
画」を策定し、重点的、効率的かつ効果的
な監視指導の実施に取り組んでいます。
　この計画では、輸出国、輸入時（水際）、
国内流通時の３段階で厚生労働省本省、検
疫所、都道府県等の関係行政機関が対策を
講じることとしています。
　輸出国での安全対策として、日本への輸
出食品について食品衛生法違反が確認され
た場合は、輸出国政府等に対して原因の究

明及び再発防止対策の確立を要請するとと
もに、二国間協議を通じて生産等の段階で
の安全管理の実施、監視体制の強化、輸出
前検査の実施等の推進を図っています。ま
た、必要に応じて担当官を派遣し、輸出国
の安全対策の調査等を実施しており、中国、
カナダ等の現地日本大使館に「食の安全担
当官」を配置するとともに、2014年度は、
スウェーデン、チリ等に担当官を派遣し食
品安全に関する情報収集等を行いました。
引き続き、二国間協議及び現地調査を通じ
て輸出国段階の安全対策を検証するほか、
計画的に主要な輸出国の安全管理体制に関
する情報収集の推進に努めます。
　輸入時の対策としては、多種多様な輸入
食品を幅広く監視するため、輸入港や空港
に設置された検疫所が年間計画に基づくモ
ニタリング検査を実施しており、検査の結
果、違反の可能性が高いと見込まれる輸入
食品については、輸入の都度、輸入者に対
して検査命令を実施しています。また、検
疫所の検査機器の整備等、輸入食品の安全
性確保体制の強化を図っています。
　国内流通時の対策としては、厚生労働省
本省、検疫所等と連携を取りつつ、都道府
県等が国内流通品としての輸入食品に対す
る監視指導を行っており、違反食品が確認
された際には、速やかに厚生労働省に報告
を行い、輸入時監視の強化（モニタリング
検査や検査命令等）を図っています。

エ．�食品の安全性に関するリスクコミュニ
ケーション

　2011年６月に、食品安全基本法第21条第
１項に定める基本的事項が閣議決定され、
消費者庁が食品安全行政を実施する機関と
して明確に位置付けられました。そのうち、
リスクコミュニケーションに関しては、消
費者庁が関係府省等の事務の調整を担うこ
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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。
　特に、東京電力福島第一原子力発電所事
故を受け、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関しては、４府
省が重点的に取り組んでおり、2014年度に
は、４府省等で、食品中の放射性物質に関
する意見交換会を、全国で６回開催しました。
　また、関係府省等が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、2014年度には、農林水産省、食
品安全委員会、消費者庁、厚生労働省、環
境省が農薬の必要性や安全確保に関する意
見交換会「食品に関するリスクコミュニ
ケーション―知ろう、考えよう、農薬のこ
と―」、消費者庁と厚生労働省が健康食品
の安全性や機能性に関する意見交換会を２
回、それぞれ共催しました。意見交換会等
で使用した資料や議事録は、関係府省の
ウェブサイトで公開することで、広く情報
提供をしています。
　なお、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。
　食品安全委員会では、リスク評価結果等
への理解の促進等のため、食中毒、食品添
加物、農薬、遺伝子組換え食品等をテーマ
として取り上げ、地方公共団体とも連携し
た意見交換会や、マスコミや消費者団体と
の意見交換会等を開催しました。
　また、食品の安全性について理解を深め
てもらうため、リスクアナリシス講座を開
催するとともに、ウェブサイト、メールマ
ガジン等のほか、2014年２月からはFace-

bookも新たに活用して食品の安全性に関
する情報提供を行いました。
　厚生労働省では、2014年度は、HACCP
による衛生管理や輸入食品の安全性確保対
策について、意見交換会等を開催するとと
もに、地方公共団体等で開催された意見交
換会等への講師の派遣を行いました。
　また、食品中の放射性物質に関する取組
として、基準値の設定理由やＱ＆Ａ、摂取
量調査の結果、出荷制限等についてウェブ
サイトで情報提供することを始め、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
内外への迅速な情報提供を行っています。
　そのほか、政府広報を通じた普及啓発と
して、新聞やラジオ等でノロウイルスや食
肉等による食中毒の予防について普及啓発
を行いました。また、2014年度は、新たな
普及啓発資材として、リステリアや食肉等
による食中毒予防に関するリーフレットや
ポスターを作成し、地方公共団体等が利活
用できるようウェブサイトに掲載するとと
もに、子供向けポスター（「お肉はしっか
り焼いて食べようね。」）については、学校
等にも配布するなど、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。
　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」18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（2006年
度～）。2014年度には、食品中の放射性物
質対策について、消費者の関心の高い内容

18）http://www.maff.go.jp/j/fs
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を中心に既存情報を整理し、ポータルペー
ジ「食品中の放射性物質について知りたい
方へ」19を作成しました。また、メールマガ
ジン「食品安全エクスプレス」において、
農林水産省を始め関係府省による報道発表
資料、意見・情報の募集、審議会、意見交
換会等の開催情報等、食の安全と消費者の
信頼確保に関する情報を毎日発信していま
す。
　さらに、東日本大震災による被災地やそ
の周辺地域で生産・製造されている農林水
産物・食品を積極的に消費することで被災
地等の復興を応援するため、「食べて応援
しよう！」のキャッチフレーズの下、食品
産業事業者、地方公共団体等の協力を得て、
被災地産の農産物等の販売フェアや各府省
庁の食堂・売店、社内食堂での積極的利用
等の取組を推進しています。
　その結果、「食べて応援しよう！」に賛
同した取組は191件（2014年４月～2015年
３月）となっています。このうち、被災地
産食品販売フェア等は140件、社内食堂等
での食材利用は40件、セミナー・シンポジ
ウムの開催等は11件となっています。
　また、農林水産省のほか各府省の食堂に
おいては、米や水産物を始めとする被災地産
食材の積極的な利用を随時実施しています。
　消費者庁では、2014年度も引き続き、食
品中の放射性物質に関するリスクコミュニ
ケーションに重点的に取り組み、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99か所で意見交換会を開催し
ました。
　加えて、2013年度に養成した「食品中の
放射性物質に関する正確な情報提供ができ
る者（コミュニケーター）」を対象に、フォ
ローアップ研修会や、ウェブサイトを活用

した情報提供等の各種支援を行いました
（コミュニケーターに関する取組について
は、第２部第３章第４節（１）を参照）。
さらに、2013年度以降、食品・水道水の検
査結果や、出荷制限等の範囲など、正確な
情報をウェブサイトで発信しているほか、
放射性物質や、食品等の安全の問題を分か
りやすく説明する冊子「食品と放射能Ｑ＆
Ａ」（2011年５月30日～適宜改訂、2014年
11月13日に第９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」
を作成（2015年３月25日）し、ウェブサイ
トで公表するとともに、配付しています。
　このほか、食品の安全に関する注意喚起
や回収情報等について、報道発表や地方公
共団体への情報提供、リコール情報サイト
や消費者庁ツイッター等を通じて、消費者
へ情報提供を行っています。
　また、消費者行政活性化交付金のうち「平
成25年度国と地方のコラボレーションによ
る先駆的プログラム」により実施した風評
被害の防止の取組についても事例集に盛り
込み、地方公共団体による今後の取組の参
考として消費者庁ウェブサイトで公表して
います。

（ ２）�米穀等のトレーサビリティの推進
　食品の流通に関しては、問題が発生した
際に速やかに流通ルートや原因を特定し、
必要な対策が円滑に講じられることが重要
です。
　そのため、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、制度の適正
な運用に努めました。
　また、米穀等以外の飲食料品についても、
食品事業者によるトレーサビリティの取組
を推進するため、2013年度に作成した実践

19）http://www.maff.go.jp/j/fs/radio_activity.html
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的なマニュアルの内容を拡充したほか、地
域におけるセミナー開催等の都道府県等の
普及活動を支援しました。

（ ３）�食品のリコール社告の適正化
　食品のリコール社告を通じた消費者への
情報提供の適正化を図るため、農林水産省
では、2011年に「消費生活用製品のリコー
ル社告の記載項目及び作成方法」（JIS 
S0104：2008。以下「当該JIS20規格」という。）
を参考とするよう食品事業者団体（140団
体）に対し周知するとともに、2013年には、
当該JIS規格の趣旨を分かりやすく整理し
た記載例を作成し、農林水産省のウェブサ
イトへの掲載や、食品事業者団体に対する
周知を行いました。
　また、記載例の発出後も、業界の実態を
踏まえ、2014年４月に記載例文の追加等の
見直しを行い、農林水産省のウェブサイト
に再度掲載するとともに、食品事業者団体
等に対し周知しました。

（ ４）�新たなJAS規格導入の推進等
　農林水産省では、新たなJAS21規格の制
定や定期的なJAS規格の見直しのプロセス
の透明性を高めるため、2011年度以降、
JAS規格の制定等に関する計画を作成・公
表し、規格に関する調査、原案の作成等の
時期・実施主体等のJAS規格の制定と見直
しに関する作業手順を明らかにしてきまし
た。2014年度は、同計画に基づき、農林物
資規格調査会での審議を経て、15規格の見
直しを行いました。

（ ５）�流通食品への毒物混入事件への対処
　警察庁では、流通食品への毒物混入事件

について、被害の拡大防止のために、関係
行政機関との連携を図っています。
　また、都道府県警察に対して、流通食品
への毒物混入事件に関する情報収集、関係
行政機関との連携の必要性等について指示
するとともに、こうした事件等を認知した
際には、必要に応じて、関係行政機関に通
報するなどしています。
　これを受け、都道府県警察では、流通食
品への毒物混入の疑いがある事案を認知し
た際には、迅速に捜査を推進し、責任の所
在を明らかにするよう努めるとともに、関
係行政機関との情報交換を積極的に行うな
ど相互に協力しながら被害の未然防止、拡
大防止に努めています。

（ ６）�食品関係事業者のコンプライアン
スの徹底促進

　食品業界において、食品の偽装表示等の
消費者の信頼を揺るがす不祥事が起こった
ことを受け、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、各団体の会
員等企業に対し、①消費者基点の明確化、
②コンプライアンス意識の確立、③適切な
衛生管理・品質管理の基本、④適切な衛生
管理・品質管理の体制整備、⑤情報収集・
伝達・開示等の取組の５つの基本原則と、
基本原則ごとの取組方針及び具体的な行動

20）Japanese Industrial Standards（日本工業標準）の略。
21 ）Japanese Agricultural Standard（日本農林規格）の略。
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を示し、それらを参考としながら実際の取
組を進めることを働き掛けるよう要請しま
した22。
　また、農林水産省では、2008年度以降、
補助事業により、コンプライアンス徹底を
図るための研修会を実施しています。
　2014年度においては、食品製造事業者に
おいて、消費者視点、安全な食品の供給を
重視する方針の徹底やコンプライアンスの
徹底、緊急時において責任を持った対応を
取るための体制の整備、これらに関する
PDCAサイクルの適切な運用等、国際的に
通用する企業の社会的責任（CSR）に関す
るマネジメント体制の構築に携わる人材を
育成するための研修会を全国５か所で開催
しました。

４ ．�消費者の安全・安心の確保の
ためのその他の施策

（ １）�消費生活用製品の分野におけるリ
スクアセスメントの普及啓発

　経済産業省では、事業者が安全な製品を
市場に供給するために、事前に製品安全に
関するリスクの把握と評価を行い、製品の
設計・開発・製造の各段階で反映させるリ
スクアセスメント手法について解説したリ
スクアセスメントハンドブックを作成（基
礎知識編（2010年５月公表）と実務編（2011
年６月公表））し、リスクアセスメントの
普及・定着を図っています。
　具体的には、各工業会を通じた周知を実
施するとともに、関連団体の説明会等にお
いて当該ハンドブックを紹介し、また、企
業の品質管理担当者向けのセミナーで当該
ハンドブックをテキストとして使用しまし
た。さらに、同省ウェブサイト「製品安全

ガイド」にダウンロード可能な形式で掲載
しました。
　また、経済産業省では販売事業者のリス
クアセスメント等を含む製品安全の自主的
な取組を促すことを目的とし、製品安全に
関する流通事業者向けガイドの内容を紹介
するセミナーを開催しました（国内５か所
（札幌、仙台、新潟、岡山、福岡））。他に
も、業界ごとの製品安全に関する指針・ガ
イドラインに関する説明を実施しました

（中小家電販売事業者向け：国内８か所（東
北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、
九州）、通信販売事業者向け：国内２か所（東
京、大阪）、ホームセンター事業者向け：
国内１か所（千葉））。

（ ２）�家庭用品の安全確保の促進
　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、
有害物質を含有する家庭用品の規制に関す
る法律（昭和48年法律第112号）に基づい
て規制基準を定めており、2015年２月時点
で、20物質について、物質ごとに対象製品
（繊維製品、洗浄剤等）の基準を設定して
います。
　また、1995年７月の製造物責任法の施行
に伴い、事業者自らによる製品の安全確保
レベルのより一層の向上を支援するため、
家庭用品メーカー等が危害防止対策を推進
する際のガイドラインとなっている「家庭
用化学製品に関する総合リスク管理の考え
方」を踏まえ、各種製品群につき、メーカー
等が製品の安全対策を講じるために利用し
やすい「安全確保マニュアル作成の手引き」
を作成しています。1998年に防水スプレー
について手引を作成したのを皮切りに、

22 ）「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～について（2008年３月農林水産省総合
食料局長、消費・安全局長、生産局長、経営局長、林野庁長官、水産庁長官連名通知）
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2011年の家庭用洗浄剤・漂白剤まで５種類
（10製品群）の手引を作成しました。
　なお、防水スプレー安全確保マニュアル
作成の手引については、2014年度に、適用
範囲等の見直しを行いました。

（ ３）�危険ドラッグの取締り体制の強化
　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月閣議決定）を設置しています。
現在は、薬物乱用の根絶を図るため、「第
四次薬物乱用防止五か年戦略」（2013年８
月薬物乱用対策推進会議決定）及び「危険
ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策」
（2014年７月18日薬物乱用対策推進会議決
定。2014年８月７日一部改正。）に基づく
取組を進めています。さらに、警察庁と厚
生労働省が「脱法ドラッグ」に代わる名称
を募集し、新呼称を「危険ドラッグ」とす
るとともに（2014年７月）、「危険ドラッグ
の乱用の根絶のための緊急対策」（2014年
７月策定）に基づいて関係行政機関が連携
した対応を行っています。
　最近、危険ドラッグを使用した者が二次
的な犯罪や健康被害を起こす事例が多発し
ています。その中で、取締りの強化を図る
ため、厚生労働省では、薬事・食品衛生審
議会薬事分科会指定薬物部会の開催頻度を
上げるとともに、パブリックコメントを省
略するなど指定薬物への指定の迅速化に努
めています。また、現在、日本での流通が
確認されていないものであっても、海外の
流通実態や危険情報を基にして指定を行っ
ています。
　さらに、化学構造が類似している特定の
物質群を指定薬物として包括的に指定する
「包括指定」を2013年に導入しました。こ

れらの結果、指定薬物数は1,470物質となっ
ています（2015年３月31日時点）。
　2013年12月13日に公布され、2014年４月
１日に施行された、薬事法及び薬剤師法の
一部を改正する法律（平成25年法律第103
号）により指定薬物の所持、使用等が禁止
され、さらに2014年11月27日に公布され、
2014年12月17日に施行された、医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律の一部を改正する法律（平
成26年法律第122号）により、検査命令、
販売等停止命令の対象拡大、販売等停止命
令の効力の広域化、広告規制の拡充、プロ
バイダへの削除要請に関する規定の創設が
なされ、指定薬物と同等以上に精神毒性を
有する蓋然性の高い物である疑いがある物
品にも販売等の規制がかけられるようにな
りました。指定薬物を含む危険ドラッグに
関しても、関係府省庁間で必要な意見交換
や情報提供を促進し、港湾や空港等の水際
における対策を含め、摘発に当たっての一
層の連携強化を図り、取締りを実施してい
ます。
　また、厚生労働省、文部科学省、警察庁、
消費者庁、内閣府、財務省がそれぞれ消費
者への情報提供・啓発活動を行っています。
　厚生労働省では、危険ドラッグを使用し
た者が二次的犯罪や健康被害を起こす事例
が多発していることから、指定薬物や麻薬
を指定する際など、機会を捉えて危険ド
ラッグに関するポスターの作成・配布をし
ています。また、麻薬・覚醒剤乱用防止運
動などにおける啓発実施の徹底、関係機関
などとも連携した広報・啓発の実施、情報
を一元的に収集・提供するための、「あや
しいヤクブツ連絡ネット」の運用を行って
います。あわせて、小学校６年生保護者向
け、高校卒業予定者等に配布する心と体を
守る啓発資材に当該薬物の危険性が理解で
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きるような記載を充実させ、配布を行って
います。
　文部科学省では、全ての中学校と高等学
校で、警察職員、麻薬取締官OB、学校薬
剤師等を講師とした薬物乱用防止教室を年
１回は開催するよう促すとともに、薬物乱
用防止啓発のための啓発教材等を作成し、
全ての小学５年生、中学１年生、高校１年
生及び大学１年生等に配布するなど、学校
等での薬物乱用防止教育の充実強化を図っ
ています。
　警察庁では、危険ドラッグの呼称名が新
たに選定・公表されたことを受け、当該呼
称名の周知に努めるとともに、学校及び教
育委員会との連携の強化及び薬物乱用の実
態等を踏まえた薬物乱用防止教室の積極的
な開催や、関係機関・団体、少年警察ボラ
ンティア等と連携したキャンペーンの実施
等を通じ、危険ドラッグの危険性を周知し
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。このほか、「薬
物乱用防止広報強化期間」（６月～７月）
を設定するなど、関係部門、関係機関・団
体等との連携を強化し、薬物乱用防止のた
めの広報啓発活動を推進しています。
　消費者庁では、危険ドラッグに関する啓
発ポスター等を消費生活センター等の協力
を得て配布を行うなどして予防啓発の強化
に取り組んでいます。また、危険ドラッグ
の通信販売サイトのうち、特定商取引法上
の表示義務に違反しているおそれのあるサ
イトの運営業者に対し、表示の是正を要請

（2014年８月中に77サイト）するとともに、
当該通信販売サイトにインターネット接続
サービスを提供するプロバイダ等に対して
情報提供を行いました。さらに、是正要請

を行っても表示が是正されず特定商取引法
上の表示義務に違反していたサイトの運営
業者に対し、特定商取引法第14条第１項の
規定に基づく行政処分（指示）を行いまし
た（2014年９月に１サイト、2015年３月に
５サイト）。
　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、青少年
に訴求力の高い広報媒体や手法の活用に配
意した広報啓発活動を推進しています。ま
た、関係省庁と連名で、都道府県等に対し
て、卒業・進学・新入学等の時期における
危険ドラッグに係る広報啓発の強化等につ
いて依頼し、この種の薬物の危険性・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の周知徹
底等を図っています。
　財務省では、危険ドラッグに関する輸入
規制及び当該薬物の危険性・有害性等につ
いて、税関見学会等の機会を利用し、注意
喚起を行っています。

（ ４）�製造物責任法に関連する事例収
集、公表

　製造物責任法は、製品の欠陥によって生
命、身体又は財産に損害を被ったことを証
明した場合に、被害者は製品の製造業者等
に対して損害賠償を求めることができる、
円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。
　具体的には、製造業者等が、自ら製造、
加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡し
た製造物の欠陥により他人の生命、身体又
は財産を侵害したときは、製造業者等の過
失の有無にかかわらず、これによって生じ
た損害を賠償する責任があることを定めて
います。同法は、1994年７月１日に公布さ
れ、1995年７月１日より施行されています。
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　消費者庁では、製造物責任法に関する裁
判例を収集・分析した上で、論点別に裁判
例を抽出・整理・公表するとともに、製造
物に起因する事故の被害救済に関する取組
を推進します。

（ ５）�美容医療サービス等の消費者被害防止
　美容医療ではない施術を行ういわゆるエ
ステティックについては、公益財団法人日
本エステティック研究財団23において、エ
ステティック営業施設における衛生基準を
作成し、事業者等に対する周知を図るとと
もに、衛生基準に関する知識の習得のため、
2010年12月よりe-ラーニングを実施してお
り、2014年度は10月１日から実施しました。
　同財団では、消費者の安全を確保するた
めの知識等の向上のため、毎年、エステティ
シャンを対象に学術会議を開催し、最新の
衛生管理の知見等について周知しています
（2014年度は９月に開催）。さらに、2010
年からは厚生労働科学研究を実施してお
り、フェイシャルエステ等について安全性
の検証を行うとともに、施設の衛生管理の
実態把握を行った上で、衛生管理導入の手
引等を作成し、2013年３月からウェブサイ
トで公開しています。
　厚生労働省では、医療従事者から患者に
対し、丁寧に説明しなければならない事項
については、「診療情報の提供等に関する
指針の策定について」（2003年９月12日付
け 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知 医 政 発 第
0912001号）において定めており、各都道
府県に周知していましたが、最近、美容医
療サービス等の自由診療について、患者の
理解と同意が十分に得られていないことに
起因するトラブルが発生しています。
　「診療情報の提供等に関する指針」では、

「代替的治療法がある場合には、その内容
及び利害得失（患者が負担すべき費用が大
きく異なる場合には、それぞれの場合の費
用を含む。）」を医療従事者が患者に対して
丁寧に説明しなければならない事項として
定めており、緊急性がそれほど高くない美
容医療サービスの提供に当たっては、こう
いった事項について特に丁寧な説明が求め
られます。
　しかしながら、患者の理解と同意が十分
に得られていないことに起因すると考えら
れるトラブルが生じていることを踏まえ、
厚生労働省では、2013年９月に、事前説明
の内容やその方法を具体的に示した指針と
して、「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」を定めました。
　各施策については、全国医政関係主管課
長会議等において地方公共団体に周知する
とともに、指導の徹底を依頼しています。
また、消費者団体や事業者団体が主催する
講習会、研修会等に職員を講師として派遣
し、施策の周知に努めています。
　また、2011年11月から「生活衛生関係営業
等衛生問題検討会」において、まつ毛エクス
テンションの施術に係る安全性の確保等につ
いて検討を重ね、2013年６月に教育プログラ
ムを取りまとめました。この教育プログラム
の作成を受けて、公益社団法人日本理容美
容教育センターにおいて当該プログラムに
沿って教科書の作成が行われ、2014年度か
らまつ毛エクステンションの教科書を使用し
た教育の充実が図られています。
　消費者への情報提供の在り方等について
も、施術の安全性の確保について検討し、
これを踏まえ、地方公共団体に対して、「ま
つ毛エクステンションに係る教育プログラ

23 ）1992年５月22日設立、2013年４月１日から公益財団法人へ移行。
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ムと情報提供等について」（2013年６月28
日付け通知）を発出し、健康被害のリスク
等に関する情報提供等の取組の徹底につい
て、営業者に対する周知や指導監督を求め
ました。2014年度は地方公共団体の健康関
係主管課長を対象とする全国的な会議で、
消費者に対する情報提供等の取組の徹底に
ついて再周知を図りました。

（ ６）�民間サービス事業者に対する第三
者認証制度の普及促進

　民間サービス業の中でも、エステティッ
ク産業や結婚相手紹介サービス業は、市場
として高い成長が期待されている分野です
が、その反面、多くの消費者相談が寄せら
れている現状にあり、当該産業の健全な成
長・発展にはサービス品質の確保等により
消費者の信頼を得ることが不可欠となって
います。
　そのため、経済産業省では、サービス品
質や信頼性向上の観点から、エステティッ
ク産業及び結婚相手紹介サービス業の第三
者認証制度について、運用上の課題を把握
するとともに、当該認証機関や事業者から
の相談、一般の消費者からの各種問合せ等
に対応しました。

（ ７）�障害者の消費者としての利益の擁
護及び増進

　消費者庁では、2014年６月に開催した「第
10回高齢消費者・障害消費者見守りネット
ワーク連絡協議会」にて、「高齢者、障害
者の消費者トラブル防止のため積極的な情
報発信を行う」、「多様な主体が緊密に連携

して、消費者トラブルの防止や「見守り」
に取り組む」等を申し合わせました。
　消費者トラブルの防止及び被害からの救
済について、各都道府県に造成されている
「地方消費者行政活性化基金」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
ました。
　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
を盛り込んだ不当景品類及び不当表示防止
法等の一部を改正する等の法律が2014年６月
に成立しました。消費者庁において、2016年
度の施行に向けた準備を進めています。

（ ８）乗合バスにおける転倒防止対策
　乗合バスにおける車内事故は、バスの発
進時に多く発生しており、事故による負傷
者は65歳以上の高齢者が半数以上を占めて
います。
　国土交通省では、このような事故を防止
するため、2013年度に、消費者庁とともに
利用者等に対し転倒防止の注意喚起を行い
ました。また、関係業界団体と連携し、特
に発進時の車内事故防止を図るなど重点削
減目標を掲げ、引き続き事故防止の取組を
進めています。
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１ ．�消費者取引の適正化を図るた
めの施策

（ １）�特定商取引法等の執行等
　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される場合もありま
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。
　あわせて、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、インターネット・サービス・
プロバイダや金融庁等に対し、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。
　また、2008年特定商取引法改正法は附則
第８条において、施行５年後の見直しを規定
しているところ、2014年12月に同改正法が完
全施行されてから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、諮問を行いました。これを受けて、同年
１月、消費者委員会に特定商取引法専門調
査会が設置され、３月以降、同専門調査会に
おいて検討が進められています。
　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
認められたことから適用除外としている趣
旨に鑑み、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。
　特定商取引法の適用除外とされた法律の
一つである電気通信事業法（昭和59年法律
第86号）については、総務省において検討
を行い、「ICTサービス安心・安全研究会
報告書～消費者保護ルールの見直し・充実
～、～通信サービス料金その他の提供条件
の在り方等～」（2014年12月）を取りまと
めました。同報告書では、電気通信サービ
スについて、適合性の原則を踏まえた説明
や書面交付義務の制度化、重要事項に係る
不実告知等の禁止、「初期契約解除ルー
ル」24の導入、再勧誘の禁止、代理店監督の
制度化等が提言されています。この提言を
受け、同省は、「電気通信事業法等の一部
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を改正する法律案」を第189回国会に提出し、
同法案は2015年５月に成立しました。同省
は同法の施行に向けた準備を進めています。

（ ２）�消費者契約の不当勧誘・不当条項規
制の在り方の検討

　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とともに、不当な契
約条項については無効とすることを定めて
います。
　不当な勧誘行為には、消費者を誤認させ
て契約を締結させるものと消費者を困惑さ
せて契約を締結させるものがあります。具
体的には、消費者を誤認させるものとして、
事業者が勧誘をするに当たって、消費者が
契約を締結するかどうかを判断するのに通
常影響を及ぼすような重要な事項につい
て、事実と違うことを言ったり25（不実告
知）、将来の変動が不確実なことを断定的
に言ったり26（断定的判断の提供）、利益に
なることだけを言って不利益になることを
あえて言わない27（不利益事実の不告知）
場合が挙げられます。また、消費者を困惑
させるものとしては、事業者が消費者の住

居や職場などで勧誘を行い、消費者が事業
者に対して、帰ってほしいと言ったのに帰
らない（不退去）場合や、事業者がある場
所で勧誘を行い、消費者がそこから帰りた
いと言ったのに帰してくれない（監禁）と
いった場合が挙げられます。
　さらに、無効となる不当な契約条項とし
ては、事業者の損害賠償の責任を免除する
条項や、消費者が支払う損害賠償の額や違
約金の額を過大に設定する条項、消費者の
利益を一方的に害する条項が挙げられます。
　消費者庁では、これまでも、消費者契約
に関する裁判例等の収集・分析や、関係府
省庁における民法（債権関係）についての
検討の場への参加・協力等を通じ、消費者
契約における契約締結過程及び契約条項の
内容に関する規律等の在り方についての検
討を行ってきているところです。さらに、
2014年３月から同年９月までは、消費者契
約法の見直しに向けた本格的な議論のため
の準備作業を行うことを目的として、「消
費者契約法の運用状況に関する検討会」を
開催し、消費者契約法施行後の社会の変化
（情報化、高齢化、国際化等）への対応、
民法（債権関係）改正への対応等を検討す
るため、消費者契約法の運用状況を踏まえ
た立法事実の把握や論点の整理等を行い、
同年10月に「消費者契約法の運用状況に関
する検討会報告書」を公表しました。
　また、同年８月には、情報通信技術の発
達や高齢化の進展を始めとした社会経済状
況の変化への対応等の観点から、契約締結
過程及び契約条項の内容に関する規律等の
在り方を検討するために、内閣総理大臣か

24）店舗販売における端末等の物品は対象外。対象となる具体的なサービスは引き続き検討。
25）例えば、中古車を販売する際に事故車であることを隠して「事故歴なし」と言うなど。
26）例えば、市場で変動するにもかかわらず「将来値上がり確実」と言うなど。
27�）例えば、宅地を販売する際に、半年後に隣にマンションが建つことで日当たりが悪くなることを知っていて「日
当たり良好」と勧誘するなど。
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ら消費者委員会に対して、消費者契約法の
見直しについての諮問を行いました。これ
を受けて、同年10月に消費者委員会に消費
者契約法専門調査会が設置され、同年11月
以降、同専門調査会において検討が進めら
れています。

（ ３）�消費者の財産被害に係る隙間事案
への対応

　消費者の財産被害に係る隙間事案への行
政措置が導入された2012年改正消費者安全
法の厳正な執行に努め、2014年度は10件の
注意喚起を行いました。

（ ４）�詐欺的商法等による消費者被害の
取締り強化

ア．�生活経済事犯への取締り強化
　利殖勧誘事犯及び特定商取引等事犯は、
被害者に占める高齢者の割合が依然として
高く、悪質業者が高齢者を狙っている状況
がうかがわれます。警察では、これら国民
の生活を脅かす悪質な生活経済事犯に重点
を置いた取締りを推進しています。
　生活経済事犯を行う者は、被害金の振込
先として銀行口座を悪用するほか、被害者
等を信用させるためにバーチャルオフィ
ス・商業登記を悪用するなどの事例が認め
られます。さらに、法により契約締結時に
義務付けられている本人確認を履行せずに
サービスを提供する悪質な事業者等が存在
する状況が認められます。
　このような現状を踏まえ、被害回復を目
的とした犯罪収益の保全のほか、被害拡大
防止等に向け、口座凍結のための迅速かつ
積極的な金融機関への情報提供、金融機関
に対する凍結口座名義法人情報の提供、事
業者に対する解約要請、悪質な事業者の検
挙、犯行助長サービスの悪用実態の継続的
な把握・分析等の犯行助長サービス対策を

推進しています。
　なお、警察が生活経済事犯に利用された
疑いがある口座として2014年中に金融機関
に情報提供し、凍結を求めた件数は、３万
7115件でした。
　このほか、警察庁では、教養資料を発出
するなどして、都道府県警察に対して取締
要領等について指導するとともに、都道府
県警察の捜査幹部や捜査員を招集した全国
規模の研修を２回開催するなどして、捜査
力向上を図っています。

イ．�融資保証金詐欺等への取締り強化
　融資保証金詐欺や架空請求詐欺等につい
て、都道府県警察では、現に犯行を繰り返
す犯行グループに重点を指向し、部門横断
的な集中取締体制の構築等により、検挙の
徹底を図っています。また、警察庁では、
集約した情報を都道府県警察に還元し、都
道府県警察による戦略的な取締活動を推進
するとともに、都道府県警察間の合同・共
同捜査を積極的に推進しています。
　2014年中に警察が検挙した融資保証金詐
欺は、71件（検挙人員４人）、架空請求詐
欺は、293件（検挙人員231人）でした。
　架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座
等が、融資保証金詐欺や架空請求詐欺等に
利用されていることから、警察では、これ
らの犯行ツールの流通を遮断し、犯行グ
ループの手に渡らないようにするため、預
貯金口座を売買するなどの融資保証金詐欺
や架空請求詐欺等を助長する行為について
も、関係法令を駆使して取締りに当たって
います。また、犯行に利用された携帯電話
の携帯電話事業者に対する契約者確認の求
め、金融機関に対する振込先指定口座の凍
結依頼等による犯行ツールの無力化を実施
しています。
　2014年中に警察が検挙した融資保証金詐
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欺や架空請求詐欺等を助長する犯罪は、金
融機関から通帳・キャッシュカードをだま
し取る詐欺及びだまし取られた通帳等であ
ることを知りながら譲り受ける盗品譲受け
等は、1,935件（検挙人員1,085人）、正当な
理由なく有償で通帳等を譲り渡すなどした
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。）違反は、1,610件（検
挙人員1,180人）、携帯電話販売店から携帯
電話端末をだまし取る詐欺は、624件（検
挙人員406人）、自己が契約者となっていな
い携帯電話端末を他人に譲り渡すなどした
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。）
違反は、53件（検挙人員52人）でした。

ウ．�詐欺的商法による新たな消費者被害へ
の対応

　未公開株や社債の勧誘等、新たな手口に
よる詐欺的商法に関する勧誘を巡るトラブ
ルが増加したことから、2010年１月に、消
費者庁、警察庁、金融庁等の関係省庁から
なる「新たな手口による詐欺的商法に関す
る対策チーム」を設置し、被害の発生・拡
大防止に向けた対策を検討しました。そし
て、「情報集約から取締までを一貫的かつ迅
速に行う体制の構築」、「注意喚起、普及啓
発の強化」、「被害の抑止・回復の迅速化に
向けた制度の運用・整備のあり方の検討」
を盛り込んだ対応策を取りまとめ、関係省
庁が連携し、以下のとおり取り組んでいます。

①情報集約・共有
　2011年６月に、警察庁、金融庁、消費者
庁等の関係省庁からなる消費生活侵害事犯
対策ワーキングチームにおいて、「消費生

活侵害事犯の被害が疑われる相談情報の警
察への提供について」を申し合わせ、関係
省庁等、地方公共団体、警察間で互いに関
係情報を共有するなど連携を深めています。
　警察庁では、金融庁や消費者庁等の行政
機関から利殖勧誘事犯被害が疑われる相談
情報の提供を受け、当該情報を関係都道府
県警察に提供し、犯罪利用口座凍結及び被
疑者検挙に活用しています。
　金融庁、証券取引等監視委員会では、金
融庁、証券取引等監視委員会、国民生活セ
ンター、日本証券業協会コールセンターに
寄せられた無登録業者等の情報を収集・分
析し、無登録業者の調査等に活用しています。

②業者への対応
　警察では、詐欺的商法による新たな消費
者被害の事案に対する取締りを重点的に行
い、未公開株取引や社債取引等をめぐる事
件で被疑者を検挙しています。
　また、この種の事犯等を敢行する者は、
被害金の受渡しに銀行口座や私設私書箱を
利用するほか、被害者等を信用させるため
にバーチャルオフィス・商業登記を利用す
るなどの状況が認められることから、利用
されたサービスの実態把握、口座凍結のた
めの迅速かつ積極的な金融機関への情報提
供、金融機関に対する凍結口座名義人リス
ト及び凍結口座名義法人リストの提供、宅
配便事業者に対する被害金送付先リストの
提供及び公表、事業者に対する解約要請等
を推進しています。
　さらに、この種の事案等に利用される携
帯電話や預貯金口座の不正な流通を防止す
るため取締りを推進し、口座詐欺・盗品等
譲受け、携帯電話端末詐欺、犯罪収益移転
防止法違反及び携帯電話不正利用防止法違
反を検挙しています。
　また、金融庁では、無登録で金融商品取
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引業を行っていた者158者、及び虚偽告知
や顧客資産の流用等の法令違反等が認めら
れた適格機関投資家等特例業務届出者24
者、無届けで有価証券の募集を行っていた
者２者に対して、警告書を発出しました。
あわせて、金融庁と証券取引等監視委員会
は、これらの業者等について、社名等を公
表しました（2014年度）。
　このほか、証券取引等監視委員会では、
無登録業者及び悪質なファンド業者（適格
機関投資家等特例業務届出者）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（６件）を実施しました
（2014年度）。

③注意喚起・普及啓発
　消費者庁、警察庁及び金融庁では、政府
広報を活用した注意喚起や地方公共団体や
関係機関等の協力を得た普及啓発活動を展
開しています。
　近年、高齢者を狙った消費者トラブルが
増加していることを受け、消費者庁、警察
庁及び金融庁は、2014年９月から政府広報
（テレビCM、新聞広告、インターネット、
ポスター「家族みんなで防ごう！高齢者詐
欺！」等）を通じて被害の未然防止に向け
た啓発と相談窓口の周知に取り組みました。
　政府広報による活動のほか、未公開株や
社債などを名目とした詐欺的投資勧誘に係
る取引を利用して、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判
断を阻害するおそれのある行為が行われた
事態について、消費者安全法の規定に基づ
き、注意喚起（いずれも事業者名公表）を
７件実施しました（2014年度）。

④制度の運用・整備の在り方の検討
　金融商品取引法上の無登録業者が非上場
の株券等の売付け等を行った場合には、そ
の売買契約を原則として無効とするルール
の創設、無登録業者による広告・勧誘行為
の禁止、無登録業者に対する罰則の引上げ
等を盛り込んだ改正金融商品取引法が施行
されています（罰則引上げは2011年６月、
その他の項目は同年11月）。
　また、ファンド業者（第二種金融商品取
引業者）の事案も踏まえたファンド資産の
流用防止やファンド販売業者等の国内拠点
設置義務付け、及びクラウドファンディン
グに係る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改正法案を国会
に提出し、2014年５月23日に成立しました。
　また、2014年10月以降、投資運用等に関
するワーキング・グループにおいて適格機
関投資家等特例業務28の制度見直しについ
て議論が行われ、2015年１月28日に報告書
が取りまとめられました。その内容を踏ま
えた金融商品取引法改正法案を第189回国
会に提出しました。
　消費者庁は消費者安全法の規定に基づ
き、地方公共団体が消費者安全法の運用に
参加する働き掛けとして、消費者の財産被
害に係る事態が発生した場合に地方公共団
体の長等が行うこととすることができる事
務について地方公共団体に同意を求め、地
方公共団体の長が行うこととする事務の範
囲等を定める告示の改正29を行いました。
これにより、消費者の財産被害に係る事態
が発生した場合に消費者安全法の規定に基
づく立入調査等の事務を行うことについて
同意した地方公共団体は延べ１都２府34県

28�）通常、ファンド業務（ファンドの運用や販売勧誘）を行う場合には、金融商品取引法の厳格な登録が必要だが、
一定の要件を満たすことにより、簡易な届出のみで、ファンド業務を行うことができる。
29�）2013年４月１日官報公示・同日施行、2014年２月17日官報公示・2014年４月１日施行及び2015年３月16日官報公示・
2015年４月１日施行。
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15政令市になります。

エ．�CO2排出権取引への投資に係る諸問題
への対応

　CO2排出権取引に関する相談の多くは、
CFD30（差金決済）取引の複雑な仕組みや
リスクを十分に理解できないまま、必ず儲
かる、元本を保証する、環境問題に貢献で
きるなどといった勧誘により契約してしま
い、多額の損失を被ったというものです。
　2011年１月頃から相談が寄せられ始め、
2014年度にも月に数十件の相談を受けてい
ます。国民生活センターは、2011年９月に
相談事例を踏まえた手口公表を行いまし
た。政府広報では、前年に引き続き、2014
年にも高齢者のトラブルを未然に防止する
ための広報を実施し、消費生活に潜む危険
の手口の一つとして紹介しています。
　また、CFD取引に係るサービスの提供
等、CO2排出権の取引の形態によっては、
特定商取引法の規制対象となる場合があ
り、消費者庁では2012年６月及び2014年11
月に同法違反で取引業者を行政処分するな
ど、適切な法執行を行っています。
　さらに、消費者庁、金融庁、経済産業省
及び環境省の４省庁では、CO2排出権に関
係する制度や消費者からの相談の実態、類
似の取引に対する規制の状況等について情
報・意見を交換する場を設けて、この問題
に対して連携して取り組んでいます。
　全国の消費生活センター等に寄せられる
相談件数は、2010年度には57件であったも
のが、2011年度には652件、2012年度には
809件と急増した後、2013年度には729件、
2014年度には544件とやや減少したものの、
依然として多数にのぼっています。このこ

とから、引き続き、様々な方法で消費者に
意識啓発を継続するとともに、CO2排出権
取引に関係する制度や消費者被害の実態等
を踏まえ、効果的な対策を検討しています。

（ ５）金融分野の取引の適正化
ア．�クレジット取引等への対応
　割賦販売法の規定に基づき、事業者への
立入検査及び監督を実施しました。
　また、2008年の割賦販売法改正以降のク
レジット取引を取り巻く環境変化を踏まえ、
安心・安全なクレジット利用環境の整備の
ための制度見直し等について、経済産業省
産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販
売小委員会において検討を開始しました。
　同小委は2014年９月から計７回の審議を
行い、同年12月に「中間的な論点整理」を
取りまとめ、今後の審議の参考とすべく、
パブリックコメント手続を実施しました。
　パブリックコメント手続の結果を踏ま
え、2015年２月より審議を再開し、引き続
き検討を進めています。

イ．�多重債務問題等の消費者信用分野におけ
る諸問題への対応

　消費者金融市場が拡大する中で、返済能
力を超えるような過剰な貸付けが行われる
ようになりました。その結果、返済のため
に別の業者から更に借り入れて借金が増え
続けたり、借金苦を理由とした自殺者が出
たりするなど社会問題としての多重債務問
題が深刻化しました。
　これを背景とし、「貸し手」に対する所
要の規制強化を図るため、いわゆる「総量
規制」と「上限金利引下げ」をポイントと
する改正貸金業法が2006年12月に成立し、

30�）Contract�For�Differenceの略。差金決済取引とは、現物の受渡しをせず、売買の利益や損失のみを決済する取引。
市場価格を指標に、証券会社など取扱業者と顧客が相対取引を行い、買った時の価格より高く売れば差金をもらい、
低く売れば差金を支払う。
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2010年６月18日に完全施行されました。同
改正法の成立を機に、「借り手」に対する
総合的な対策を講じるため、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」31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。2014年11月に
は、外部の実務家や有識者から構成される
多重債務問題及び消費者向け金融等に関す
る懇談会を開催しました。
　なお、改正貸金業法の施行状況について
は、同法の完全施行（2010年６月）に際し、
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。
　多重債務者からの相談については、各地
方公共団体の多重債務相談窓口、消費生活
センターや各地方財務局、関係団体等が受
け付けています。
　消費者庁では、「地方消費者行政活性化
基金」を通じ、弁護士や金融機関等の専門
家を講師とした多重債務問題研修の実施
等、地方公共団体等が行う多重債務者対策
の取組を支援しています。また、国民生活
センターでは、消費生活相談員等を対象と
した多重債務関連講座を開講し、その能力
向上を図っています。さらに、金融庁及び
消費者庁は、相談員向けの「多重債務者相
談の手引き」を作成の上、全国の地方公共
団体等に配布するとともに、相談員等を対

象とする研修を実施しています。
　また、ヤミ金32の取締りの強化について
は、ヤミ金融事犯利用口座凍結のための金
融機関への情報提供、ヤミ金業者に対する
電話警告、携帯電話不正利用防止法に基づ
く契約者確認の求め等やインターネット上
の無登録貸金業広告の削除要請を行ってい
ます。
　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人数が大きく
減少していることや、多重債務を理由とす
る自殺者数も減少していること、金融庁・
財務局等・日本貸金業協会における貸金に
関する１日当たりの相談・苦情件数が減少
してきていること等を踏まえれば、改正貸
金業法が多重債務者対策の上で相応の効果
があったものと認識しています。

【上記取組の実績】
・�2015年３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：14万人（2007年３月末：171万人）33

・�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。

・�2014年中の多重債務を理由とする自殺者
数：677人（全自殺者数２万5427人）34

・�2015年２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：182件（2010年６月：
304件）

・�2014年中におけるヤミ金融事犯の検挙事
件数及び検挙人員：422事件、558人（前

31�）同プログラムでは、「相談窓口の整備・強化」、「セーフティネット貸付の提供」、「金融経済教育の強化」、「ヤミ
金の取締り強化」の４つの柱に沿って、取り組むべき施策等がまとめられている。
32）出資法違反（高金利等）、貸金業法違反及び貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行等に係る事犯。
33）出典：株式会社日本信用情報機構
34）出典：内閣府・警察庁「平成26年中における自殺の状況」
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年比　＋81事件、＋35人）
・�2014年中のヤミ金融事犯利用口座凍結の
ための金融機関への情報提供件数：３万
4705件（前年比＋3,751件、＋12.1％）
・�2014年中の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：7,245件（出資法又は貸金業法に基
づくもので、警察庁が都道府県警察（生
活経済事犯担当課）から報告を受けた件
数）
・�2014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：3,356件（前
年比＋1,699件）

ウ．�商品先物取引法の適正な執行
　経済産業省と農林水産省では、2014年度
も引き続き、商品先物取引法（昭和25年法
律第239号）35の規定に基づく立入検査及び
監督を実施したほか、犯罪収益移転防止法
の規定に基づく立入検査及び監督を実施し
ました。
　商品先物取引に関する苦情や相談の件数
については、減少傾向にあります。

【商品先物取引に関する苦情受付件数】
2010年度　　133件
2011年度　　�73件
2012年度　　  78件
2013年度　　  73件
2014年度　　  57件

� （※）経済産業省・農林水産省の合算

　また、商品先物取引に関する委託者等の
実態調査を行い、国内商品先物取引（通常
取引、損失限定取引）、外国商品先物取引
及び店頭商品デリバティブ取引に関する実

態を把握したところであり、当該調査の結
果は、引き続き商品先物取引に関する制度
立案や運用のための基礎資料として活用し
ています。

エ．�金融商品取引法の厳正な運用
①行政処分の実施状況について
　今年度、投資者保護等の観点から重大な
問題が認められた金融商品取引業者等18者
に対し、行政処分を行い、公表しました。
　そのうち、第二種金融商品取引業者（以
下「二種業者」という。）に対しては６者
に行政処分（登録取消等）を行いました。

②二種業者に対する規制の見直し
　2013年４月に行政処分を行った二種業者
（MRIインターナショナル）の事案も踏ま
え、行政対応の充実等に資するため、以下
の対応を行いました。
○�政令の改正を行い、契約の締結等に当
たって虚偽告知を行った場合を犯則調査
の対象に追加（2014年１月24日公布・同
年１月27日施行）。

○�内閣府令の改正を行い、契約締結前交付
書面の記載事項の充実及び当局に提出さ
れる事業報告書の改善（2014年２月14日
公布・同年４月１日施行）。

○�第186回国会に以下の規制を盛り込んだ
金融商品取引法改正法案を提出し、2014
年５月23日に成立。

　・�二種業者が、ファンドに出資された金
銭が目的外に流用されていることを知
りながら、その募集の取扱いを行うこ
と等の禁止

　・�二種業者について、国内拠点の設置等

35�）「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現するため、商品取引所法が改正され、名称も商
品先物取引法に変更された（2009年７月10日公布、2011年１月１日完全施行）。消費者の保護を図るため、取引所
取引に加え取引所外取引や海外商品先物取引について参入規制（許可制）を導入した。また、勧誘を要請しない一
般顧客への訪問・電話による勧誘（不招請勧誘）の原則禁止等についての規定を導入し、行為規制を強化した。

第
２
部

第
１
章
　
第
２
節
　
消
費
者
の
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
機
会
の
確
保

241



を義務付け　など
○�二種業者に対する検査・監督を強化する
ため、2014年度機構定員の増員を要求し、
監督部門、検査部門それぞれにおいて、
所要の増員措置。

オ．�金融機関における犯罪の未然防止、拡
大防止、被害回復

　預金口座を利用した悪質な事例が大きな
社会問題となっていることを踏まえ、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
ウェブサイトにおいて公表しています
（2014年度においては、2014年４月、７月、
10月、2015年１月に公表）。
　振り込め詐欺等の被害者に対する返金に
ついては、①2014年６月から2015年３月ま
での間、返金制度に係るインターネット広
告を掲載し、広く一般国民に向けて周知、
②2015年１月、振り込め詐欺の類型や特徴
について、インターネットを利用した政府
広報を実施しました。また、2014年10月、
公的機関を装い、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。）に基づく被
害回復制度をうたった不当な勧誘を行う者
の存在が確認されたことから、金融庁及び
預金保険機構のウェブサイト上において、
不当な勧誘に関する注意喚起を実施しまし
た。さらに2015年１月、金融庁ウェブサイ
ト上の振り込め詐欺救済法の解説を、被害
に遭われた方に分かりやすくするため、被
害回復分配金の支払を受けるまでの流れを

掲載しました。
　振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金
を用いた犯罪被害者等支援事業のうち犯罪
被害者等の子供に対する奨学金貸与事業に
ついては、2014年６月から奨学金貸与希望
者の受付を通年募集とすることにより、一
層の利便性の向上を図りました。
　2014年６月から2015年３月までの間、犯
罪被害者等支援事業に係るインターネット
広告を掲載し、広く一般国民に向けた周知
を実施しました。
　振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被
害者の多くは高齢者であり、また、被害金
の多くはATMや金融機関の窓口を利用し
て出金又は送金されているのが実態です。
これらを踏まえ、警察では、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に対する
声掛けの徹底を要請するとともに、金融機
関から連絡を受けた場合の臨場体制の構築
を行っています。同時に、「金融機関職員
による声掛けは、警察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、
金融機関と連携した声掛け訓練等を行って
おり、その結果、声掛けによる特殊詐欺被
害の阻止率は年々上昇しています。
　また、特殊詐欺による被害額を最小限に
抑えるため、2009年３月、警察庁から全国
銀行協会に、2013年１月には全国信用金庫
協会に対し、それぞれの協会加盟金融機関
における１日当たりATM利用限度額の初
期設定を引き下げるよう要請し、これまで
に多くの金融機関でATMの利用限度額が
引き下げられています。
　このほか、金融庁では、2014事務年度の
金融モニタリング基本方針に、振り込め詐
欺等への対応など、金融サービスの不正利
用の防止を重点事項として明記し、金融機

242



関における不正利用口座の利用停止等の対
応状況を検証しました。また、関係省庁と
連携して、振り込め詐欺等被害への注意を
呼び掛けるための政府広報を2014年９月に
実施したほか、全国銀行協会が主催する金
融犯罪防止啓発イベント（同年11月）及び
同協会の金融犯罪防止啓発ビデオ作成
（2015年１月）への協力を行いました。
　カード犯罪の被害防止については、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、警察庁では、2014年に
おいても、金融機関関係団体に対してカー
ド犯罪の被害防止のための預金者への注意
喚起等について改めて要請したところであ
り、引き続き、カード犯罪の被害防止対策
を推進することとしています。
　金融庁では、同庁ウェブサイトにて、
キャッシュカード利用者に対する注意喚起
を継続的に実施しているほか、2014年５月、
８月、10月、2015年２月には偽造キャッシュ
カード等による被害発生状況及び金融機関
による補償状況について公表しました。
　それとともに、2014年８月、2013年度の
偽造キャッシュカード問題等に対する対応
状況について、アンケート調査を実施し、
取りまとめの上、公表しました。当該調査
によると、ICキャッシュカードを導入し
た金融機関の割合が増加するなど、金融機
関による情報セキュリティ向上への取組が
着実に実施されています。
　加えて、2014事務年度の金融モニタリン
グ基本方針に、偽造キャッシュカード等へ
の対応など、金融サービスの不正利用の防
止を重点事項として明記し、検証しました。

（ ６）住宅分野の取引の適正化
ア．�賃貸住宅の賃借人の居住の安定
　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者相談等の
状況を踏まえ、家賃債務保証会社を利用す
る賃借人及び賃貸人の基本的属性、家賃債
務保証会社の利用状況、家賃債務保証業に
関する消費者相談内容等について、2014年
度は、賃借人、賃貸人に加え、家賃債務保
証会社に対しても、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、民間賃貸住宅をめぐるトラブルの
未然防止のため、「原状回復をめぐるトラ
ブルとガイドライン」及び「賃貸住宅標準
契約書」の取りまとめを行い、ウェブサイ
トに掲載等するとともに、賃貸住宅の入退
去に係る留意点をインターネットテレビに
より注意喚起を行っています。

イ．�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

　国土交通省では、既存住宅流通やリフォー
ム工事に係る悪質事案の被害防止の観点か
ら、以下のような取組を行っています。
　「住まいるダイヤル」（公益財団法人住宅
リフォーム・紛争処理支援センター）にお
いて、リフォーム工事の内容や価格、事業
者に確認すべき点等に関する相談を含めた
住宅に関する電話相談業務、リフォーム工
事の見積書についての相談を行う「リ
フォーム見積チェックサービス」を実施し
ています。また、全国の弁護士会における
「専門家相談制度」等の取組を進めていま
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す。さらに、住まいるダイヤルのウェブサ
イトにおいて、住まいるダイヤルや専門家
相談で受け付けた住宅に関する悪質事案を
含む代表的な相談内容と相談結果を公表し
ています。
　他方、消費者が安心して中古住宅を取得
し、リフォームができるよう、検査と欠陥
への保証がセットになった既存住宅売買瑕
疵保険やリフォーム瑕疵保険、大規模修繕
工事瑕疵保険等を引き続き実施していま
す。また、これらの保険を利用する事業者
を登録し、一般社団法人住宅瑕疵担保責任
保険協会のウェブサイトで公開しており、
消費者は事業者選びの参考とすることがで
きます。
　また、リフォーム支援制度を紹介したガ
イドブックや住まいるダイヤルが作成する
各種パンフレット等で、住まいるダイヤル
や、リフォーム瑕疵保険の有用性等につい
て消費者に周知しました。
　さらに、中央建設業審議会36が作成・勧
告している戸建て住宅等の比較的規模の小
さな民間工事を想定した標準的な約款（民
間建設工事標準請負契約約款（乙））につ
いて、利用促進のため周知に努めています。
また、見積書の交付を促進し、リフォーム
工事等において見積書が手元にないことに
よる契約後のトラブルを防止するため、建
設業者が注文者から求められた場合の見積
書の「提示義務」を「交付義務」とするこ
と等を内容とする建設業法等の一部を改正
する法律が2014年５月29日に成立し、2015
年４月１日に施行されました。
　2014年度には、住宅リフォーム事業の健
全な発達・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、住宅リフォーム事業者団体登録制度を
創設しました（2014年９月１日告示公布・
施行）。これは、住宅リフォーム事業者団
体の登録に関し必要な事項を定め、研修制
度等の人材育成の仕組みを有している、消
費者相談窓口を設置しているなど一定の要
件を満たす住宅リフォーム事業者の団体を
登録・公表するものです。
　これにより、団体を通じた住宅リフォー
ム事業者の業務の適正な運営を確保すると
ともに、消費者への情報提供等を行い、消
費者が住宅リフォーム事業者の選択の際の
判断材料とできるなど、安心してリフォー
ムを行うことができる市場環境の整備を図
ります。登録団体は、国土交通省のウェブ
サイトで公表し、団体に所属する住宅リ
フォーム事業者は、団体のウェブサイトで
公表しています。このほか、国土交通省で
は、事業計画の認可等を通じて住宅瑕疵担
保責任保険法人が行う完成保証の適正な運
用について必要な助言を行いました。

（ ７）�有料老人ホーム等に係る契約等の
適正化

　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」を作成し（2012
年度）、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。

36�）建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）等に基づき、経営事
項審査の項目と基準（建設業法第27条の23）や、建設工事の標準請負契約約款（建設業法第34条）等の事項につい
て審議を行っている。
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　また、消費者向けの説明資料としての活
用を促進するため、地方公共団体や事業者
への送付やウェブサイトでの公開を行うな
ど、周知に努めています。
　なお、2013年度の老人保健健康増進等事
業において2012年度の改正法の施行以降に
おける入居一時金についての実態調査を行
い、この調査結果を踏まえ、2014年度の老人
保健健康増進等事業において入居一時金の
実態を分析し、必要な方策を検討しています。

（ ８）�警備業法の運用の適正化
　警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘
導警備、現金輸送警備、ボディーガード等
の種々の形態を有しており、ホームセキュ
リティ等の需要も拡大するなど、国民生活
に幅広くサービスを提供しています。また、
空港や原子力発電所のようなテロの標的と
されやすい施設での警備も担っています。
こうした警備業が果たす役割を踏まえ、警
察では、警備業法（昭和47年法律第117号）
の規定に基づき、警備業者に対する指導監
督を行い、警備業務の実施の適正と警備業
の健全な育成を図っています。
　警備業に対する社会的な需要が拡大する
中で、警備業務の内容や契約の対価、解除
等の条件に関する説明がなかったなど、契
約時における警備業者の説明が不十分であ
ることに起因する苦情が数多く発生したた
め、2004年の警備業法の改正で書面の交付
に関する規定（第19条）が新設されました。
これにより、警備業者は依頼者に対し、契
約の成立前に書面を交付して重要事項を説
明しなければならず、また、後日の紛争を
防ぐため、契約締結後に契約内容を記載し
た書面を交付しなければならないこととさ
れ、警備業務の依頼者の保護が図られました。
　各都道府県警察は、警備業法第19条の規
定に基づく契約内容の書面交付が確実に実

施され、警備業務の依頼者の保護が図られ
るよう、各種講習会や定期立入検査など、
様々な機会を捉えて警備業者に対する指導
を行い、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。

（ ９）�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。）が制定され、2007年６月に
施行されました。これにより、探偵業者は、
依頼者と探偵業務を行う契約を締結しよう
とするときは、依頼者に対し、重要事項に
ついて書面を交付して説明しなければなら
ず、また、依頼者と探偵業務を行う契約を
締結したときは、遅滞なく、重要事項につ
いて契約の内容を明らかにする書面を依頼
者に交付しなければならないこととされ、
探偵業務の依頼者の保護が図られました。
　各都道府県警察は、探偵業法第８条の規
定に基づく契約内容の書面交付が確実に実
施され、探偵業務の依頼者の保護が図られ
るよう、各種講習会や立入検査など、様々
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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２ ．�表示・規格・計量の適正化を
図るための施策

（ １）食品表示の信頼性確保
ア．�食品表示法の施行に向けた取組
　食品一般について、その内容に関する情
報の表示ルールを定めた法律として、これ
まで、食品衛生法、JAS法及び健康増進法
の３法がありました。これら３法に基づき
複数の表示基準が定められ、それらの基準
に従って表示が行われていましたが、制度
が複雑であるとともに、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。
　このため、一元的な法律を制定すること
により、３法の複雑なルールを統合するな
ど食品表示に関する包括的かつ一元的な制
度を構築する食品表示法が2013年６月に公
布されました。法の施行に向け、具体的な
表示のルールを定める食品表示基準など関
係規定を2015年３月に公布しました（施行
は2015年４月）。
　食品表示基準については、３法にまたが
る58本の基準（食品衛生法５本、JAS法52
本、健康増進法１本）を一元化するととも
に、消費者の求める情報提供と事業者の実
行可能性のバランスを図り、双方に分かり
やすいものとする策定方針の下、2013年11
月からの消費者委員会食品表示部会での審
議を経て、公布しました。
　具体的には、これまで事業者の任意とさ
れていた栄養成分表示の義務化、アレル
ギー表示などの安全性に係るルールのより
分かりやすい形への見直しなどの変更をす
ることとしています。
　なお、事業者の実行可能性を踏まえ、栄
養成分表示については、一部の小規模食品
関連事業者においては表示の省略を認める
などの措置を講じています。
　また、消費者庁では、食品表示法につい
ての全国説明会（2013年）や、食品表示基

準及び機能性表示食品制度についての全国
説明会（2015年３月）を開催し、パンフレッ
ト等（「新しい食品表示制度」、「『機能性表
示食品』って何？」、「『機能性表示食品』
制度がはじまります！」）を作成した（2015
年４月）ほか、食品表示に関する問合せ対
応も継続的に行い、食品表示法等への理解
の促進を図りました。

イ．�個別課題等への対応
　2011年９月から2012年８月までにかけて
消費者庁において食品表示一元化検討会を
開催し取りまとめた「食品表示一元化検討
会報告書」（2012年８月９日）における今
後の検討課題としては、
・加工食品の原料原産地表示
・�中食、外食やインターネット販売の取扱い
・�その他の個別の表示事項（遺伝子組換え
表示など）

が示されたところです。
　このうち、中食・外食に関しては、食品
表示の義務対象外であるものの、食物アレ
ルギーは、生命に関わることもある疾患で
あることを踏まえ、消費者庁では、学識経
験者や、患者団体、外食等に関係する事業
者団体等からなる「外食等におけるアレル
ゲン情報の提供の在り方検討会」を2014年
４月に設け、同年12月に中間報告を取りま
とめました。中間報告においては、正しい
知識・理解に基づく、事業者の規模・業態
等に応じた、アレルゲン情報の自主的な情
報提供が促進されることが望ましいとさ
れ、今後、情報提供の促進に向けた具体的
な取組を進めていくこととしています。
　その他の検討課題についても、順次実態
を踏まえた検討を行っていくこととしてい
ます。
　また、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）については、
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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。

ウ．食品表示等問題への対応
　2013年秋以降、ホテルが提供する料理等
のメニュー表示に関して、表示と異なる食
材が使用されていた事実が次々と明らかに
なり、国内外の消費者の「日本の食」に対
する信頼を揺るがす問題（いわゆる「食品
表示等問題」）が発生しました。これを受け、
消費者庁では、問題の解決に向けて、様々
な対策を行いました。
　まず、景品表示法の不当な表示の考え方
及びメニュー表示等の食品表示に係るこれ
までの違反事例（考え方及び事例集）を取
りまとめるとともに、同年11月６日及び８
日に、関係団体に対して、傘下の事業者に
これを周知させること等を要請したほか、
同月８日には、森内閣府特命担当大臣（当
時）からこれらの関係団体に対して、再発
防止策を要求しました。
　また、同月11日には、菅内閣官房長官が
出席し、森内閣特命担当大臣（当時）の下
に設置された「食品表示等問題関係府省庁
等会議」（第１回）を開催しました。同年
12月９日に行われた同会議（第２回）では、
今後の対策として「食品表示の適正化につ
いて」を決定しました。
　さらに、同月19日には、個別事案への対
応として、景品表示法違反が認められた事

業者３社に対して措置命令を行いました。
加えて、メニュー・料理等の食品表示に係
る景品表示法上の考え方を整理し、事業者
の予見可能性を高めること等を目的とし
て、2014年３月28日に「メニュー・料理等
の食品表示に係る景品表示法上の考え方に
ついて」を公表しました。
　このほか、行政の監視指導体制の強化に
向けた取組として、農林水産省の協力を得
て、同省の食品表示等監視担当職員に対し、
2014年３月から同年11月にかけての期間、
消費者庁への併任発令を行ったことによ
り、景品表示法の規定に基づくレストラン、
百貨店等への監視指導体制を強化したほ
か、食品表示等の適正化に向けた抜本的な
対策を採るための不当景品類及び不当表示
防止法等の一部を改正する等の法律が同年
６月６日に成立し、同年12月１日に施行さ
れました。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
が、同年11月19日に成立しました。同改正
法は、公布日（2014年11月27日）から起算
して１年６月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行されることとなって
おり、今後、課徴金制度の円滑な実施に向
けて、政令等の所要の整備を行う予定です。

エ．�健康食品の表示等
　消費者庁では、2009年11月から2010年７
月まで、「健康食品の表示に関する検討会」
を開催し、同年８月にその論点整理を取り
まとめました。この論点整理を踏まえ、新
たな成分に係る保健の機能の表示を認める
可能性の検討に当たっての基礎調査とし
て、2011年度に「食品の機能性評価モデル
事業」を実施し、文献等を用いて食品成分
の機能性評価を行う場合の主な課題を示し
ました。また、2011年６月に「特定保健用
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食品の表示に関するＱ＆Ａ」を公表し、容
器包装の表示だけでなく広告を含め、具体
的に違反のおそれのある事例とその考え方
を示しました。
　さらに、特定保健用食品の審査の透明性、
公平性の確保のため、2012年度に「特定保
健用食品の審査基準の検討事業」を実施し
ました。本事業の結果を受け、消費者庁で
は特定保健用食品の表示許可申請に係るヒ
ト試験のデザインをより明確に提示するた
め、2014年10月に特定保健用食品の審査基
準の通知の改正を行いました。
　健康食品の表示等に関する執行の強化と
しては、2011年６月以降、通年的にインター
ネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表
示に対する監視を行い、健康増進法に違反
するおそれのある表示について、事業者に
対し改善要請を行うとともに、薬事法を所
管する厚生労働省担当部署との間で、連絡
会議を設置し、連携を深めています。また、
2013年７月に食品表示に係る執行事務を一
元的に担う体制として、食品表示対策室を
設置しました。
　さらに、健康食品の表示・広告に関する
考え方や判断基準を明らかにするため、
2013年12月に「いわゆる健康食品に関する
景品表示法及び健康増進法上の留意事項に
ついて」を作成・公表するとともに、2015
年１月に新しい違反事例を追加するなどの
改定・公表を行いました。
　このほか、「規制改革実施計画」（2013年
６月14日閣議決定）及び「日本再興戦略」
（2013年６月14日閣議決定）に基づき、い
わゆる健康食品等の加工食品及び農林水産
物に関し、企業等の責任において科学的根
拠を基に機能性を表示できる新たな方策に
ついて、2013年度中に検討を開始し、2014
年度中に結論・措置することとされました。
　これを受け、消費者庁では、学識経験者、

事業者、消費者団体の代表からなる「食品
の新たな機能性表示制度に関する検討会」
を2013年12月に設けた上で、2014年７月に
検討会報告書を取りまとめ、同報告書の内
容などを踏まえ作成した食品表示基準が、
消費者委員会での審議を経て、2015年３月
に公布されました。
　機能性表示食品制度においては、安全性
の確保を前提とし、消費者の誤認を招くも
のではなく、消費者の自主的かつ合理的な
商品選択に役立つものとすべく、安全性・
機能性に係る根拠に関する情報を開示する
などの措置を講じています。
　消費者庁では、健康や栄養に関する食品
の表示については、2014年９月に栄養機能
食品に関する消費者向けパンフレット、
2015年３月に機能性表示食品制度に関する
消費者、事業者向けパンフレットをウェブ
サイトに掲載し、各制度の普及・啓発に取
り組みました。そのほか、必要に応じ講演
会等に出席し、いわゆる健康食品に関する
消費者の理解の促進を図り、正しい知識の
普及・啓発を行いました。
　加えて、2014年度は厚生労働省と、全国
２か所で「健康食品に関する安全性や機能
性に関する意見交換会」を共催し、消費者
の正確な理解や適切な利用を促すためのリ
スクコミュニケーションに取り組みました。
　厚生労働省では、健康食品による健康被
害情報を日々収集し、2014年度において、
１件の事案について報道機関及び関係機関
を通じて消費者に対し注意喚起を行いまし
た。さらに、これらの注意喚起の内容を同
省ウェブサイトに掲載し、消費者に対して
情報提供を行いました。また、現行の健康
被害情報等の情報収集・解析手法の改善を
検討するため、「いわゆる健康食品による
健康被害情報の因果関係解析法と報告手法
に関する調査研究」を行いました。
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オ．食品表示の監視
　JAS法の規定に基づいて実施する地方農
政局等の職員による食品事業者に対する巡
回調査（年間約3.1万件）については、当
該事業者の表示違反の状況等を踏まえ、調
査対象を重点化するなど、監視業務の実効
の確保を図っています。
　また、独立行政法人農林水産消費安全技
術センターによる科学的な検査手法（分析
件数は年間約6,000件以上）を活用した食
品表示の監視を強化するため、地方農政局
等の職員が行う巡回調査の一部について、
同センターと合同での立入検査を実施して
います。

カ．�食品表示に関する関係機関の連携
　食品表示に関する取締りに関しては、「生
活安心プロジェクト�緊急に講ずる具体的
な施策」（「生活安心プロジェクト」に関す
る関係閣僚会合了承（2007年12月17日））
において、不適切な食品表示に関する監視
を強化するため、関係省庁の間で「食品表
示連絡会議」を設置するよう決定されまし
た。同会議は、関係機関の連携の促進とし
て、不適正な食品表示に関する情報が寄せ
られた場合に、必要に応じて関係機関で情
報共有、意見交換を行い、迅速に問題のあ
る事業者への処分等の必要な対応を講じる
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
としています。
　2008年２月に第１回食品表示連絡会議が
開催されてから、これまで７回開催されま
した。
　また、2013年度に発生した、ホテル・レ
ストランでのメニュー偽装問題などを受け
て設置した「食品表示に関する関係省庁執
行官会議」において、情報共有、連携強化
を図っています。

（ ２）景品表示法への課徴金制度の導入
　2013年秋以降に発生した、いわゆる食品
表示等問題を契機として、不当表示規制の
抑止力を高める必要性が認識され、同年12
月に決定された「食品表示等の適正化につ
いて」（食品表示等問題関係府省庁等会議）
では、景品表示法の不当表示事案に対する
課徴金等の新たな措置について検討を行う
ことが盛り込まれました。これを受けて、
内閣総理大臣は、消費者委員会に対し、課
徴金制度の導入等の在り方を諮問し、2014
年６月に消費者委員会において答申が取り
まとめられました。
　消費者庁は、この答申を基に、消費者団
体、事業者団体との意見交換や、いわゆる
パブリックコメント手続の結果等も踏まえ
つつ法制化作業を進め、不当景品類及び不
当表示防止法の一部を改正する法律案を
2014年10月24日に第187回国会へ提出し、
同法案は、同年11月27日に公布されました。
　本改正法は、不当表示規制の抑止力を高
め不当表示を防止するため、不当表示を
行った事業者に対して課徴金を課すととも
に、あわせて不当表示による一般消費者の
被害回復を促進する観点から、所定の手続
に沿った自主返金（返金措置）を実施した
事業者に対する課徴金額の減額等の措置を
講ずることを主な内容としています。
　また、同改正法は、公布日（2014年11月
27日）から起算して１年６月を超えない範
囲内において政令で定める日から施行され
ることとなっており、今後、課徴金制度の
円滑な実施に向けて、政令等の所要の整備
を行う予定です。

（ ３）�景品表示法の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
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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。同法に違反
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・指示する行政処分（措置命令）等を行っ
ており、消費者庁では、2014年度に30件の
措置命令を行いました。
　また、消費者庁、公正取引委員会事務総
局地方事務所・支所等及び都道府県景品表
示法主管課では、同じく景品表示法違反行
為の未然防止等の観点から、商品・サービ
スに関する表示の方法等について、事業者
等からの相談に応じています。なお、消費
者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務
所・支所等37では、2014年度に１万9990件
の相談を受け付けています。
　このほか、消費者向け電子商取引の健全
な発展と消費者取引の適正化を図る観点か
ら、一般消費者約50名に「電子商取引表示
調査員」を委嘱し、インターネット上の広
告表示の調査を委託して、電子商取引監視
調査システムを通じて問題となるおそれが
あると思われる表示について報告を受けて
います。電子商取引表示調査員からの報告
は、景品表示法違反事件の端緒の発見、景
品表示法違反行為の未然防止の観点から行
う事業者への啓発活動に活用しています。
　特に、2014年度に行った行政の監視指導
態勢の強化に向けた取組としては、農林水
産省の協力を得て、同省の食品表示等監視

担当職員に対し、2014年３月から同年11月
にかけての期間、消費者庁の職員として一
時的に併任発令することにより、景品表示
法の規定に基づくレストラン、百貨店等へ
の監視業務を行ったほか、都道府県知事に
措置命令権限等を付与すること等を盛り込
んだ、不当景品類及び不当表示防止法等の
一部を改正する等の法律が同年６月６日に
成立し、同年12月１日に施行されました。
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が、同年11月
19日に成立しました。現在、消費者庁では、
課徴金制度を実効性のあるものとするた
め、制度の詳細について所要の作業を行っ
ているところです。

（ ４）�住宅性能表示制度の普及及び評価
方法の充実

　2000年４月に施行された住宅の品質確保
の促進等に関する法律（平成11年法律第81
号）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を同年
10月より開始しました。
　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。
　表示項目については、これまでに次のと
おり評価内容の充実が図られてきました。
・�2001年８月　シックハウス対策の充実の
ための項目を追加

・�2002年12月　既存住宅について同制度の
利用開始

37�）公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限の委任を受け、公正取引委員会事務総
局地方事務所・支所等において、調査業務、相談業務等を行っている。
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・�2006年４月　防犯性能の評価・表示を開
始
・�2007年４月　免震建築物等の評価・表示
を開始
　2014年度には、既存住宅の住宅性能評価
が柔軟かつ幅広く利用されるものとするた
め、「既存住宅に係る住宅性能の評価手法
に関する検討会」を計３回開催し、劣化対
策と省エネルギー対策の基準案の取りまと
め等を行いました。
　2015年４月からは、次のとおり制度の充
実を図る取組が開始されました。
・�設備を含めた一次エネルギー消費量を評
価する基準の導入
・�液状化に関する参考情報の提供を行う仕
組みを導入
・�現在９分野27項目である必須項目の範囲
について、４分野９項目に見直し
　2014年度の住宅着工戸数に対する設計住
宅性能評価書の交付戸数の割合は、22.3％
となっています。
　国土交通省では、ウェブサイトやパンフ
レット等を活用し情報提供を行うなど、制
度の普及活動を実施しています。

（ ５）�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。対象となる
のは、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機
械器具及び雑貨工業品のうち、消費者がそ
の購入に当たって、品質を識別することが
難しく、かつ、識別することが特に必要と
認められるもので、2014年度末時点で、90

品目となっています38。
　消費者庁では、同法第４条の規定に基づ
き事業者に対して「指示」39を行っている
ほか、事業者が自ら不適正表示を申し出た
ものについては、同庁のウェブサイト上で
消費者への注意喚起を行っています40。
　2014年度には、同法に基づく繊維製品品
質表示規程において衣類等の繊維製品に係
る家庭洗濯等取扱い方法の表示に引用して
いるJISについて、ISOとの整合化を図っ
た新しいJISが制定されたことから、同規
程について必要な改正41を行いました。
　また、「家庭用品品質表示法の国際整合
化（指定品目及び表示内容の見直し等）」
を含む「規制改革実施計画」が2014年６月
24日に閣議決定されたことを踏まえ、事業
者へのヒアリング調査など見直しの検討を
行っています。
　その他、オンラインショッピングサイト
においてカシミヤ使用を標榜して販売され
ていたストールについて調査を行ったとこ
ろ、その組成に係る表示が家庭用品品質表
示法上、問題となる事実が認められたため、
表示を行っていた事業者に対して指示・指
導を行うとともに、違反の防止及び消費者
被害の未然防止のため、これらの対象と
なった事例の概要を2014年６月26日に公表
しました。

（ ６）�建物部品の防犯性能の表示制度の
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

38�）例えば、繊維製品では糸、ズボン、下着等。合成樹脂加工品では台所器具等。電気機械器具では電気洗濯機、電
子レンジ等。雑貨工業品では合成洗剤、なべ等。
39）2011年度に４件、2012年度に９件、2013年度に20件、2014年度に４件。
40）2011年度に21件、2012年度に12件、2013年度に13件、2014年度に５件。
41）本改正は、経済産業大臣から表示の標準に関する改正の要請を受けたことを踏まえたもの。
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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
て定めています。
　また、警察庁、国土交通省、経済産業省
及び建物部品関連の民間団体から構成され
る「防犯性能の高い建物部品の開発・普及
に関する官民合同会議」では、防犯性能の
高い建物部品（錠、ドア、ガラス、サッシ
など）の開発を促進すると同時に、同部品
の目録を作成の上、公表しており、消費者
が防犯性能により建物部品を選択できるよ
うになっています（目録掲載数：17種類
3,277品目（2015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」42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。

（ ７）�電気通信サービスの広告表示の適
正化

　総務省では、スマートフォン等の急速な
普及に伴い、ベストエフォートの通信速度
と実行速度の乖離が大きい等の通信速度等
のサービス品質に関する苦情の増加を受
け、利用者が適切なサービス選択を行える
よう適正な表示が必要なことから、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、2014年
４月に報告書を取りまとめました。本報告
書では、通信事業者共通の統一的な計測項
目・条件、事業者中立性が確保される実施
プロセス、実証実験で検証すべき事項に加
え、計測結果の公表及び広告等の利用者へ
の情報提供手法の方向性について提言が行
われています。
　こうした提言を踏まえ、同省では、本報
告書に基づく実証実験を2014年度に実施し
ており、この結果等を踏まえ、2015年７月
を目途に、通信事業者が実運用するための
計測手法及び広告への適用方針に関するガ
イドラインを取りまとめる予定です。また、
通信事業者により本手法に基づく実効速度
の分かりやすい情報提供が行われるよう、
電気通信サービス向上推進協議会43におい
て「電気通信サービスの広告表示に関する
自主基準及びガイドライン」の改訂等が行
われるよう取組を促進しています。
　また、人口カバーエリアの表示に関して、
同協議会において、より利用者の実感にな
じむ算出方法への統一化に向けたルール策
定の検討が進められ、2014年６月に電気通
信サービスの広告表示に関する自主基準及
びガイドラインの改訂が行われています。

（ ８）�JIS規格等の国内・国外標準化施
策の実施

　経済産業省では、2014年度も消費者への
標準化44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

42�）http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top.html
43�）2007年11月に設立された。一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法
人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の４団体により構成されている。
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17回開催しました（約1,000名参加）。
　2014年度は、標準化への関心を喚起して
もらうとともに、消費者の安全・安心、消
費生活になじみ深い以下のJISの普及・啓
発活動を行いました。
　・洗濯記号表示
　・�子供服（ひも、フード部位）安全性基

準の策定
　また、国の審議会である日本工業標準調
査会へは消費者代表が参加し、消費者の立
場から標準化・認証に関する審議を行いま
した。
　このほか、計量法（平成４年法律第51号）
第２条第４項の政令で定める特定計量器
（適正な計量の実施を確保するため、取引
若しくは証明に使用され、又は主として一
般消費者の生活の用に供されるために公的
に精度の担保が必要な計量器）のうち、非
自動はかり、ガスメーター、騒音計、振動
レベル計等７機種に関する特定計量器検定
検査規則等関係法令の整備を実施しました
（2015年４月１日公布）。

３ ．�物価・公共料金等の適正化の
ための施策

公共料金等の透明性及び適正性の確保
　2011年３月の東日本大震災を契機とし
て、電力会社各社から電気料金値上げ認可
申請が相次いでおり、2013年度の東北電力、
四国電力及び北海道電力に引き続き、2014
年度は中部電力及び北海道電力（再値上
げ）、また、2015年度初めには関西電力（再
値上げ）の料金認可の手続が行われました。
これらの料金については、経済産業省によ

る審査の後、消費者庁との協議を経て、物
価問題に関する関係閣僚会議の了承を得た
上で、料金改定を認可しました。この過程
において、経済産業省の「電気料金審査専
門小委員会」に消費者の代表が委員として
参画するほか、公聴会（経済産業省主催）
や消費者との意見交換会（消費者庁、消費
者委員会主催）の場の設置、消費者委員会
からの意見聴取など、消費者参画の実質的
な確保のための取組を行いました。また、
消費者庁において、消費者利益の擁護の観
点から重要であると考えられる事項を取り
まとめたチェックポイントを作成・公表し、
消費者庁と所管省庁（経済産業省）との協
議に活用しました。その際、消費者委員会
では、「家庭用電気料金の値上げ認可申請
に関する調査会」を開催し、各電力会社か
らの値上げ申請に関するヒアリングを行
い、消費者庁によるチェックポイント作成
に向けて審議を行ったほか、経済産業省の
査定方針案に対する意見の取りまとめ等を
行い、その結果を協議にも活用しました。
　また、消費者基本計画（施策番号67-2）
に掲げられた、「公共料金等の決定過程で開
催される公聴会や審議会における消費者参
画の実質的な確保（具体的施策②）」及び「据
え置きが続いている公共料金等を含め料金
の妥当性を継続的に検証する具体的方法の
検討と実施（具体的施策③）」については、
2012年11月に設置された消費者委員会の公
共料金等専門調査会において、2014年８月、
公共料金問題に係る論点整理を行い、同年
12月には中長期的課題についての検討スケ
ジュールを審議したところです。

44�）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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１ ．�消費者教育の体系的・総合的
な推進

（ １）�消費者教育推進会議と今後の消費
者教育の在り方

　2012年12月に消費者教育推進法が施行さ
れ、この法律に基づき、消費者教育推進会
議（以下「推進会議」という。）が設置さ
れました（第19条）。推進会議の任務は、
①消費者教育の総合的、体系的かつ効果的
な推進に関して、委員相互の情報の交換及
び調整を行うこと、②「消費者教育の推進
に関する基本的な方針」（以下「基本方針」
という。）に関し、意見を述べることです。
　推進会議は、いわゆる「８条機関」の審
議会45であり、委員は消費者、事業者、教
育関係者及び消費者団体、事業者団体、学
識経験者などから20名を任命しており、任
期を２年としています。
　2013年３月、推進会議の第１回会議を開
催し、2013年６月まで、基本方針に関して
議論をしました。推進会議や消費者委員会
等の意見を踏まえ、基本方針は2013年６月
28日に閣議決定されました。
　基本方針は、消費者教育の意義及び基本
的な方向、内容等を記したものです。また、
推進会議を活用し、基本方針別紙の19の「今
後検討すべき課題」について検討すること
も明記されました。
　これを受け、2013年８月、３つの小委員
会（消費者市民育成小委員会、情報利用促
進小委員会、地域連携推進小委員会）を設

置して議論を重ねてきました。
　2015年３月には、３つの小委員会の議論
を基に、今後の消費者教育の推進について
の考えや提案、消費者教育の担い手への期
待等を会議として取りまとめたほか、３つ
の小委員会それぞれの取りまとめについて
も公表しました。

（ ２）�消費者教育ポータルサイト
　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46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。
　2013年１月に公表した「消費者教育の体
系イメージマップ」における領域やライフ
ステージに即して同ウェブサイトのレイア
ウトを変更したことなどから、結果として、
アクセス数が増えました。
　2015年３月末時点で、教材が約820件、
各地域での実践事例に関する情報が約370
件、講座等に関する情報が約620件、合計
1,800件強の情報が掲載されています。
　2014年度については、消費者教育の担い
手等による消費者教育用教材等の作成の支
援を目的とした「イラスト集」の充実（2015
年５月公表）や、消費者教育の担い手や自

消費者に対する啓発活動の推進と消費生活に関する教育の充実第 ３節

45�）審議会は、国家行政組織法第８条並びに内閣府設置法第37条及び第54条の「法律又は政令の定めるところにより、
重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつか
さどらせるための合議制の機関を置くことができる」との規定を根拠に行政機関に設置される。
46）http://www.caa.go.jp/kportal/index.php
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主学習者が消費者教育に対する理解を深め
るための「消費者問題の歴史」に関する解
説資料（2015年６月公表）の作成に取り組
みました。

（ ３）�食品ロス削減その他の消費者自身
の意識改革による社会問題への対
応

　「食品ロス」とは、本来はまだ食べられ
るのに捨てられる食品のことを指します。
　日本における食品ロスの発生量は年間約
500万～800万トンと試算されており、これ
は、我が国における米の年間収穫量（2012
年産水稲の主食向け約850万トン）にほぼ
匹敵します。また、食品ロスは生産から消
費までに至る各段階で発生しており、全体
の約半分に当たる年間約200万～400万トン
は家庭から発生しています。
　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」を消費者庁に設置し、関係府省庁
（内閣府、消費者庁、文部科学省、農林水
産省、経済産業省及び環境省）が連携して
取り組んでおり、2013年10月以降は「食品
ロ ス 削 減 国 民 運 動（NO-FOODLOSS�
PROJECT）」という名称で展開しています。
　2014年８月には、各府省庁の食品ロス削
減に関する取組状況や今後の普及啓発方策
に関し、「第３回食品ロス削減関係省庁等
連絡会議」を開催しました。
　消費者庁では、消費者に食品ロスの現状
や課題などの情報を分かりやすく伝え、理
解を深めていただくため、消費者庁ウェブ
サイト上の専用ページ「食べもののムダを
なくそうプロジェクト」を通じ、情報発信
を行うとともに、各種パンフレットを消費
者団体や地方公共団体などを通じて配布
し、普及啓発に努めています。
　また、消費者庁では、消費者団体や地方
公共団体が食品ロス削減に取り組む際の参
考としていただくため、2013年度の地方消
費者行政活性化交付金を活用して実施され
た地方公共団体の事業内容を「平成25年度
地方消費者行政活性化交付金　国と地方の
コラボレーションによる先駆的プログラム
取組事例集」として取りまとめ、先述の専
用ページ「食べもののムダをなくそうプロ
ジェクト」において公開しました。さらに、
取組事例のうちレシピ集を作成したものに
ついては、料理レシピサイト「クックパッ
ド」の公式キッチン「消費者庁のキッチン」
において公開しました（第１部第２章第２
節コラム参照）。
　農林水産省では、食品関連事業者による
食品ロス削減の取組を進めるため、いわゆ
る1/3ルール47等の商慣習見直しに向けた
平成25年度実証事業の成果を普及し、飲料
及び賞味期間180日以上の菓子について納
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品期限緩和を促進するとともに、食品ロス
削減シンポジウムの開催等により、このよ
うな取組の情報提供を行いました。
　また、消費者庁では消費者の日頃の意識
や行動、消費者トラブルの経験、様々な政
策ニーズについて包括的に調査する、「消
費者意識基本調査」を2012年度より毎年度
実施しています。この調査結果は消費者白
書での分析に活用するとともに、調査結果
を踏まえ、今後の消費者への普及・啓発活
動等の取組に反映していきます。
　環境省では、廃棄物の3R（リデュース・
リユース・リサイクル）48に関する理解と
協力を求めるとともに、循環型社会の形成
に向けた取組を一層推進するため、毎年度
開催している「3R推進全国大会」について、
2014年度は食品ロス削減を含めた食品廃棄
物のリデュース・リサイクルをテーマに開
催しました。さらに、毎年10月に実施して
いる「3R推進月間」のキャンペーンにお
いて、量り売りなどを利用して食品等を必
要な分だけ購入する等を内容とする「環境
にやさしい買い物キャンペーン」を実施し
ました。
　また、同省では、容器包装リサイクル法
に基づき環境大臣が委嘱した「容器包装廃
棄物排出抑制推進員」（愛称：3R（スリー
アール）推進マイスター）が市民向けに行
う3Rの普及啓発活動の中で食品ロス削減
に関する啓発活動も実施できるよう、3R
推進マイスターが実施する環境学習講座の
教材及び教育関係者の教材として同省が作
成している「まなびあいブック」49におい
て、食品ロスを含めた食品廃棄物のリ
デュース及びリサイクルに関する記述を追

加しました。
　さらに、家庭から発生する食品廃棄物・
食品ロスの状況や市町村における取組状況
等についての実態を調査し、調査結果を踏
まえ、全国の家庭系食品廃棄物・食品ロス
の発生量についてより精緻な推計を行いま
した。これとともに、家庭から発生する食
品ロスの削減による二酸化炭素の排出削減
効果について、試算を行いました。

２ ．�学校における消費者教育の推
進・支援

（ １）学校における消費者教育の推進
ア．�小・中・高等学校
　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、2008年及び2009年に改
訂された小・中・高等学校の学習指導要領
において、社会科、公民科、家庭科及び技
術・家庭科などを中心に消費者教育に関す
る教育内容を充実しました。改訂された学
習指導要領は小学校では2011年度から、中

47）食品小売業者への納品期限を製造日から賞味期限までの期間の1/3に設定するといった商慣習をいう。
48�）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。
49）http://www.env.go.jp/recycle/yoki/b_2_book/index.html
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学校では2012年度から全面実施され、高等
学校では2013年度から年次進行で実施され
ています。
　また、文部科学省では、学習指導要領に
基づく指導の一層の充実を図るため、2013
年度に、教育委員会関係者等を対象とする
全国的な会議で学習指導要領の趣旨の周
知・徹底を図りました。
　さらに、消費者教育に関する教科横断的
なカリキュラムの開発や教材の開発、教員
研修等について調査研究を実施したほか、
消費者教育フェスタを開催し、優良な取組
事例を全国で共有しました。

イ．大学等
　文部科学省では、2010年度、消費者教育
に関する取組の実態を把握するため、全国
の大学等に対して、「消費者教育に関する
取組状況調査」を行い、この結果も踏まえ
ながら、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。2013年度には、
2010年度調査のフォローアップのための調
査を実施し、2014年度に消費者教育推進委
員会で分析したポイントをまとめた報告書
を作成しました。
　2014年度「消費者教育フェスタin堺」は、
大学から発信する消費者教育をテーマとし
て、基調講演や学生による事例報告等を行
いました。
　また、毎年度、複数の地域で開催されて
いる「学生指導研修会」等の大学等が主催
する会議等において、大学等の教職員に対
し消費者トラブルについて注意喚起を行い
ました。

（ ２）�学校における消費者教育に対する
支援

　消費者教育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。このナビゲーションは、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係も
明示しました。
　なお、事例については、｢消費者市民育
成プログラム（実践事例集）｣ として、実
施内容、工夫、成果及び課題について別途
取りまとめています。
　金融庁では、以下の取組を行うことによ
り、金融リテラシーの向上を図っています。
　ア．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月に公
表しました。
　イ．2014年４月～７月の間、大学生に対
して、「金融リテラシー・マップ」に基づ
いたモデル授業を関係団体と連携して実施
しました。
　ウ．経済協力開発機構（OECD）、アジ
ア開発銀行研究所（ADBI）及び日本銀行
と、「ADBI・OECD・日本　ハイレベル・
グローバル・シンポジウム―金融教育を通
じたより良いライフプランニングの促進―」
を2015年１月22日、23日に東京で共催しま
した。
　エ．金融サービス利用に伴うトラブル発
生の未然防止などに向けた事前相談の提供
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の充実を図るため、2014年５月から、「事
前相談（予防的なガイド）」を開始しました。
　オ．「基礎から学べる金融ガイド」や「最
低限身に付けるべき金融リテラシー」を金
融庁ウェブサイトで公表し、全国の高校・
高専・短大・大学にも無償で配布しました。
また、金融庁・財務局・財務事務所から高
校などへ講師を派遣しました。
　総務省では、子供達のICTメディアをよ
り主体的・能動的に扱う能力（ICTメディ
アリテラシー）を育成するため、2009年度
から引き続き、小学校高学年を対象とした
教材「伸ばそうICTメディアリテラシーつ
ながる！わかる！これがネットだ」をウェ
ブサイト上に公開するとともに、2010年度
に開発した新たな教材を2011年４月から公
開しています50。
　さらに、2011年度から公開した新たな教
材については、指導資料中にインターネッ
トやメールなどを利用する際の留意点等を
記載し、学校や家庭等における話合いの
きっかけ作りに使えるようにしました。
　法務省では、ウェブサイト上に法教育に
関する教材を公開するとともに、消費者の
権利を含め、契約や司法の役割等について、
法教育の出前授業を実施しました。

３ ．�地域における消費者教育の推
進・支援

（ １）�社会教育施設等における消費者教
育の推進

　公正取引委員会では、2014年度には、本
局及び地方事務所等の所在地以外の都市に
おいて、独占禁止法講演会、下請法講習会、
相談コーナー等を１か所の会場で開催する
「一日公正取引委員会」を８回、消費者に
対し、独占禁止法や公正取引委員会の仕事

について、クイズやゲームを用いながら分
かりやすく説明する「消費者セミナー」を
53回、職員を講師として中学校、高校、大
学等の授業に派遣し、独占禁止法、公正取
引委員会の役割等を分かりやすく説明する
「独占禁止法教室」を148回（中学69回、
高校18回、大学・大学院61回）開催しまし
た。このほか、消費者教育用教材「私たち
の暮らしと独占禁止法の関わり」等を「消
費者セミナー」及び「独占禁止法教室」の
出席者に配布しました。これらの参加者か
らのアンケート結果では、「満足」、「おお
むね満足」との回答が、「消費者セミナー」
については79％、「独占禁止法教室」につ
いては86％と良好な結果が得られており、
地域における消費者教育の推進に寄与して
います。
　金融庁では、以下の取組を行うことによ
り、金融リテラシーの向上を図っています。
　ア．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月に公
表しました。
　イ．2014年４月～７月の間、大学生に対
して、「金融リテラシー・マップ」に基づ
いたモデル授業を関係団体と連携して実施
しました。
　ウ．経済協力開発機構（OECD）、アジ
ア開発銀行研究所（ADBI）及び日本銀行
と、「ADBI・OECD・日本　ハイレベル・
グローバル・シンポジウム―金融教育を通
じたより良いライフプランニングの促進―」
を2015年１月22日、23日に東京で共催しま
した。
　エ．金融サービス利用に伴うトラブル発

50）http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/media_literacy.html
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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、2014年５月から、「事
前相談（予防的なガイド）」を開始しました。
　オ．家計管理や生活設計の習慣化が重要
であることを理解してもらうため、「金融
リテラシー（知識・判断力）を身に付ける
ためのシンポジウム」を各財務局と共催し
ました。
　カ．「基礎から学べる金融ガイド」や「最
低限身に付けるべき金融リテラシー」を金
融庁ウェブサイトで公表し、全国の地方公
共団体にも無償で配布しました。また、金
融庁・財務局・財務事務所から市民講座な
どへ講師を派遣しました。
　法務省では、ウェブサイト上に法教育に
関する教材を公開するとともに、消費者の
権利を含め、契約や司法の役割等について、
法教育の出前授業を実施しました。
　地域における消費者教育については、公
民館等の社会教育施設を始めとして、金融・
保険・税金や消費者問題といった各種の講
座等が開催されています。
　文部科学省では、2010年度、社会教育に
おける消費者教育の基本的な方向性をまと
めた「大学等及び社会教育における消費者
教育の指針」を取りまとめたほか、2011年
度には、家庭における消費者教育の推進を
図るため、親子を対象とした実践者向けの
「消費者教育実践の手引き」及び親子向け
消費者教育教材「マナビィといっしょにお
つかいすごろく」を作成しました。また、
2013年度から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、「消
費者教育アドバイザー」51の派遣や推進体

制作りを進めるための調査研究を実施して
います。
　さらに、毎年度、全国（2014年度は14会
場）で社会教育主事講習52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。

（ ２）�多様な主体との連携による消費者
教育の推進

　都道府県及び市町村は、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となってお
り、2014年度末時点で、都道府県では、31件、
政令指定都市では５件設置されています。
　また、消費者教育推進会議は、2014年12
月に、小委員会の一つである地域連携推進
小委員会を岡山県において開催し、学校関
係者、消費者団体、福祉団体等の取組のヒ
アリングを行い、多様な主体の連携につい
て議論しました。
　文部科学省では、消費者教育の一層の推
進を図るため、「社会的責任に関する円卓
会議」の協力を得て、2010年度より消費者
教育フェスタを開催しています。2014年度
は、堺、静岡、川崎の３か所で開催しました。
　堺会場では、初めて大学において開催し、
全てのプログラムの参加者は、特定非営利
活動法人南大阪地域大学コンソーシアムに
よって「消費者教育サポーター」に認定さ
れる仕組みで実施し、地域で活躍できる担
い手の育成を行いました。静岡会場では、

51�）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、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する。
52�）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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消費者庁と「消費者教育推進フォーラム」
を共催し、学校における実践事例や消費者
団体等による学校に対する働き掛けの実践
事例の発表及びパネルディスカッションな
どを実施しました。川崎会場では、「土曜
日の教育活動推進プロジェクト」53と連携
し、小学校において土曜学習応援団や企業・
団体等（10団体）によるデモンストレーショ
ン授業や学校における消費者教育の充実に
向けて調査研究指定校からの報告を実施し
ました。また、全会場において、消費者教
育の資料・教材等の展示企業・団体等と参

加者との交流が促進するよう実践交流会を
実施しました（堺、静岡、川崎の各会場の
消費者教育フェスタには合計672名が参
加。）。この他、土曜学習応援団には、多く
の消費者団体や企業も参画し、消費者教育
に関する土曜日の教育活動が推進されてい
ます。

４ ．�消費者に対する普及啓発・情
報提供

（ １）�消費者政策の実施の状況等に関す
る情報提供

　2012年に改正された消費者基本法の規定
に基づき、消費者庁は2013年度より前年度
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」として公表しています。
2014年度は６月17日に2013年度の実施状況
について国会へ報告、公表を行いました。
　「消費者白書」は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。また、電子書籍版
も併せて公表しています。

（ ２）�法的トラブルを取り扱う関係機
関・団体との連携

　日本司法支援センター（法テラス）では、
消費者トラブルを始めとした法的トラブル
を解決するための相談窓口情報を利用者に
提供するために、全国の関係機関・団体の
約２万4500の窓口情報を整備し、紹介・取
次ぎ・転送・予約の方法により、関係機関・
団体と連携しています。
　利用者にとって適切かつ利便性のある窓

53�）文部科学省で、子供たちの土曜日等（日曜日、祝日、長期休業を含む。）の豊かな教育環境の実現に向けて、地
域や企業の協力を得てを進めているプロジェクト。

（取組実践発表）

（デモンストレーション授業）
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口情報を提供するため、全国の地方事務所
等において、年１回以上地方協議会を開催
したり、日頃から他機関が主催する研修会、
協議会等へ参加したりするなどして、関係
機関等との意見交換、情報共有等を行い、
より緊密な連携・協力関係の構築に努めて
います。
　また、2014年度も引き続き、東日本大震
災の被災者への支援として、消費者庁及び
地元自治体と協力して、宮城県南三陸町、
同山元町、同東松島市、福島県二本松市、
同広野町、岩手県大船渡市、同大槌町、に
おいて、複数の分野の専門家によるワンス
トップのよろず相談会を実施しました。
　このほか、法テラス・サポートダイヤル
に寄せられた事故情報については、消費者
庁の「事故情報データバンクシステム」へ
の登録を行って、消費生活上の事故の再発・
拡大を防止するための情報を提供していま
す（2014年度の事故情報データバンクへの
登録件数は３件）。

（ ３）�融資保証金詐欺及び架空請求詐欺
等に関する情報提供・注意喚起

　2003年頃から融資保証金詐欺や架空請求
詐欺が顕在化し、オレオレ詐欺と同様、電
話等を利用して短期間に不特定多数をだま
す詐欺として抑止対策の必要性が認識され
るようになりました。それ以降、警察庁及
び都道府県警察では、ウェブサイトや防犯
講話等を通じて最新の手口や発生状況につ
いて注意すべきポイントを示すなどして、
情報提供や注意喚起を行っています。
　詐欺を行う犯人グループの多くは、各種
名簿を悪用して犯行を繰り返していること
から、警察では、2012年７月から継続的に、
捜査の過程で入手した名簿の登載者に対
し、民間委託したコールセンターからの電
話連絡や警察官による戸別訪問等により注

意喚起するなどの取組を実施しています。
　2014年度も引き続き、ウェブサイト、防
犯講話、被害防止キャンペーン等を通じて、
最新の手口や発生状況について情報提供や
注意喚起を行いました。

（ ４）�生活経済事犯の発生・再発防止に
向けた広報啓発活動

　警察庁では、国民が自主的に被害を回避
できるよう、生活経済事犯の発生・再発防
止に向けた広報啓発活動を推進しています。
　具体的には悪質商法事犯の被害防止及び
被害回復を図るため、2014年５月、警察庁
ウェブサイトにおいて、悪質商法に遭わな
いための注意喚起等をしています。また、
政府広報を通じて、被害の未然防止のため
の広報啓発活動を実施しています。
　さらに、保健衛生事犯被害の防止を図る
ため、警察庁ウェブサイトにおいてイン
ターネット上での無承認医薬品の購入に対
する注意喚起を行っています。加えて、不
正商品対策協議会が作成した模倣品・海賊
版撲滅に向けた広報啓発用ポスターを都道
府県警察に配布し活用するよう指示してい
るほか、2014年11月、不正商品対策協議会
が主催するキャンペーンを後援し、当該
キャンペーンに警察庁担当者を派遣して知
的財産権の保護等を訴えるなど、知的財産
権の保護や不正商品の排除に向けた広報啓
発活動を権利者等と連携しつつ推進してい
ます。

（ ５）�子供たちのインターネットの安
全・安心利用に向けた啓発

　総務省及び文部科学省は、通信関係団体
等と連携しながら、子供たちのインター
ネットの安心・安全な利用に向けて、保護
者、教職員及び児童生徒を対象とした啓発
講座（e-ネット安心講座）を全国規模で行
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うe-ネットキャラバンの活動を、2006年度
から全国において実施してきました。
　2015年３月末までの間に、延べ１万1217
件の講座が開催され、延べ162万人以上が
受講しています。また、2014年度は過去最
多の実施件数（2015年３月末時点で2,789
件）となりました。
　なお、2009年４月１日施行の青少年が安
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）の規定に基づき、「青少年が安全
に安心してインターネットを利用できるよ
うにするための施策に関する基本的な計画
（第２次）」（2012年７月６日）が決定され、
官民連携して青少年・教職員・保護者等に
対するインターネットの適切な利用に関す
る啓発講座を実施することとされています。

（ ６）�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、
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、研修会等に同庁職員を講師として派
遣しています。
　2014年度は、消費者団体、事業者団体及
び国・地方公共団体が全国各地で開催する
講習会等に、計201回講師を派遣しました。
また、景品表示法について分かりやすく解
説したパンフレットを全国の関係行政機関、
消費者団体、事業者団体等に配布すること
を通じた普及・啓発活動も行っています。
　また、2014年６月には景品表示法の改正
が行われ、事業者に対して表示等を適正に
管理するために必要な体制の整備等の措置
を講じることを義務付けることとなりまし
た。このため、消費者庁は全国８都市で計
13回の説明会を主催し、事業者に対して表
示等管理体制の整備等に係る普及啓発活動

を行いました。

（ ７）�リフォーム事業者等に関する情報
提供

　国土交通省では、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などを引き続き実
施していますが、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で、登録事業者を
公開しているウェブサイトについて消費者
に周知しました。

（ ８）�食品の安全性、栄養、食習慣等の
情報提供

　内閣府では、食品の安全性、栄養、食習
慣等の情報提供を、食育の一環として推進
し、関係省庁等と連携しながら次の①及び
②を実施しています。

①国民運動としての「食育」
　食育基本法（平成17年法律第63号）及び
「第２次食育推進基本計画」（2011年３月
食育推進会議決定）に基づき、関係府省庁
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。
　内閣府では、生涯にわたるライフステー
ジに応じた間断ない食育を推進するため、
一人一人の国民が自ら食育に関する取組が
実践できるように、2012年５月に「食育ガ
イド」を作成し、普及啓発を図っています。

②食育月間及び食育の日
　「第２次食育推進基本計画」では、毎年
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６月を「食育月間」と定め、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、同計画では、毎月19日を「食育の
日」と定め、食育推進運動を継続的に展開
し、地方公共団体、関係団体等による食育
の促進を図ることとしています。
　2014年度の食育月間の実施に際し、内閣
府では、「食育月間」実施要綱（内閣府特
命担当大臣決定）を策定し、食を通じたコ
ミュニケーション、バランスの取れた食事、
望ましい生活リズム、食を大切にする気持
ち及び食の安全の５つを重点事項として定
めるとともに、全国規模の中核的な行事と
して、長野県と「第９回食育推進全国大会」
を共催し（2014年６月21日、22日）、約２万
7200人の来場がありました。消費者庁も本
大会において、リスクコミュニケーション
として、「食品と放射能Ｑ＆Ａ」パンフレッ
トの配布、食品表示、食品ロスに関するパ
ネルの展示、パンフレット等の配布を通じ
た普及啓発を行いました。
　食品安全委員会では、ウェブサイト、
Facebook、メールマガジン及び季刊誌等
を通じた正確かつ分かりやすい情報提供や
関係行政機関と連携した意見交換会、消費
者への効果的な情報発信等を実施しました。
　文部科学省では、ウェブサイトでのPR等
の広報媒体を通じた普及啓発を行いました。
　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。
　農林水産省では、地域の実情に応じた食
育活動や食品の生産から食卓に至るまでの
フードチェーンを通じて一体的に行うモデ
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
情報提供等を行いました。

（ ９）�成年後見制度等による高齢者等の
権利擁護の推進

　厚生労働省では、高齢者の権利擁護の推
進を図るため、市町村による成年後見制度
の申立て等の助成を行う「成年後見制度利
用支援事業」、介護保険サービスの利用援
助や日常生活上の金銭管理など、成年後見
制度の利用に至る前の支援からその利用に
至るまでの支援までを切れ目なく一体的に
確保する「権利擁護人材育成事業」（2015
年度から）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」
が積極的に実施されるよう、全国介護保険・
高齢者保健福祉担当課長会議（2015年３月
２日開催）などで都道府県等に対して事業
の周知を行いました。
　また、厚生労働省のウェブサイトに「市
民後見推進事業」等を実施している市区町
村等の取組事例等を掲載し、情報提供を行
いました。
　さらに、成年後見制度利用支援事業とし
て、障害福祉サービスの利用の観点から成
年後見制度を利用することが有用であると
認められる者に対し、成年後見制度の申立
てに要する経費及び後見人等の報酬を補助
しています。
　このほか、成年後見制度法人後見支援事
業として、成年後見制度における後見等の
業務を適正に行うことができる法人を確保
できる体制を整備するとともに、市民後見
人の活用も含めた法人後見の活動を支援し
ており、毎年開催している障害者虐待防止・
権利擁護指導者養成研修会などで都道府県
等に対して効果的・効率的に事業を実施す
るよう周知を行っています。
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　また、消費者庁から2014年２月に発行し
た「ハンドブック消費者2014」においては、
高齢者を中心に悪質商法による被害が増加
していることを踏まえ、成年後見制度に関
する解説として、本人に一定額以上の財産
がある場合の適切な財産管理方法について
新たに記載するなどの工夫を施し、記載内
容を充実させました。
　さらに、国民生活センター発行の「くら
しの豆知識」2015年版において、「判断力
の不十分な人の契約」の項目を設け、成年
後見制度などを取り上げて分かりやすく解
説しました。

（１0）�介護支援専門員及び訪問介護員の
知識の普及

　各都道府県において、介護支援専門員及
び訪問介護員の高齢者の権利擁護や消費生
活センターとの連携に関する知識の向上を
含む研修を継続的に実施しました。

（１１）�国民生活センターによる高齢者の
消費者被害防止への取組

　国民生活センターでは、高齢者や障害者
及びその周りの支援する人などを対象に、
高齢者や障害者等が遭いやすい消費者トラ
ブル等を分かりやすく説明する「消費者問
題出前講座」を、2014年度に1,008回実施
しました。
　また、高齢者や障害者の消費者トラブル
を防止するために、悪質商法の手口や、注
意すべき製品事故、製品リコールなどの情
報をまとめたメールマガジン「見守り新鮮
情報」を作成し、2014年度は32回配信しま
した。
　ウェブサイトを通じた情報提供として、
メールマガジン「見守り新鮮情報」を題材
としたイラスト入りのリーフレットを作成
し、誰もが自由に啓発用資料として活用で

きるように「見守り情報」コーナーに掲載
しました。また、「高齢者の消費者被害」コー
ナーにおいては、高齢者に多いトラブルの
手口や事例を紹介するとともに、関連する
情報をまとめました。
　国民生活センター発行の「くらしの豆知
識」2015年版では、特集「消費者トラブル
SOS」の中で高齢者に多いトラブル及びそ
の対処法について掲載しました。さらに、
買え買え詐欺、住宅リフォームトラブル、
当選商法、新聞勧誘トラブル、原野商法の
二次被害、プロ向けファンドの勧誘などの
トラブルに遭いやすい具体的な手口も掲載
しました。
　さらに、敬老の日（2014年９月15日）に
ちなみ、高齢消費者被害の未然防止・拡大
防止と迅速な救済を目的として、関東甲信
越ブロックの消費生活センター等と共同で
｢高齢者被害防止共同キャンペーン｣ とし
て高齢者110番を実施しました。
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（ １）�生活者・消費者を代表する審議会
委員の選任

　消費者問題に関連する審議会等の委員の
選任に当たっては、引き続き、消費者の意見
を代表する委員の選任に努めることとしてい
ます。2015年度には、消費者の意見を代表
する委員の範囲の考え方を整理し、これま
での選任実績について検証する予定です。

（ ２）�消費者からの情報・相談受付体制
の整備

　消費者庁を始めとする関係府省等では、
消費者からの情報・相談を受け付ける体制
をそれぞれ整備しており、国民からの情報・
相談等に適切な対応を行っています。主な
相談等窓口と2014年度の実績は別表54のと
おりです。
　また、消費者庁では、全国の消費生活セ
ンター等の相談窓口の相談員からの同庁の
所管法令に関する法令解釈照会や改善提案
等を受け付ける専用窓口として、「相談員
の窓」を2012年４月１日に設置しており、
常時対応しています。

消費者の意見の消費者政策への反映と透明性の確保第 ４節

54）巻末【別表】を参照。
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１ ．�消費者被害の救済のための制
度の創設

（ １）�集団的消費者被害回復に係る訴訟
制度

　多くの消費者事件では、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
する法律が2013年12月11日に公布されまし
た。この法律では、二段階型の訴訟手続を
新設することとしています。
　具体的には、まず、①一段階目の手続で、
内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費
者団体が原告となり、消費者契約（消費者
と事業者の間で締結される契約）に関して
相当多数の消費者に生じた財産的被害につ
いて、事業者がこれらの消費者に対し、共
通する原因に基づき金銭を支払う義務（共
通義務）を負うべきことの確認を求める訴
えを提起し、②一段階目で特定適格消費者
団体が勝訴した場合、個々の消費者が二段
階目の手続に加入し、簡易な手続によって、
それぞれの請求権の有無や金額を迅速に決
定する、というものです。
　また、消費者の債権の実現を保全するた
め、特定適格消費者団体による仮差押命令
の申立ての仕組みが設けられています。
　消費者庁では、この法律の施行に向け、
法の円滑かつ実効的な運用を図り、制度を
適切に実施し、特定適格消費者団体の業務
の適正を確保するため、特定適格消費者団

体の認定の申請に対する審査並びに特定適
格消費者団体に対する監督及び不利益処分
の基準等に関し、2014年５月から2015年３
月まで「特定適格消費者団体の認定・監督
に関する指針等検討会」を開催しました。
同検討会では、関係者からのヒアリング等
を行いながら、認定基準、報酬・費用に関
する規律、通知・公告、濫訴防止、財産管
理等の事項について検討し、取りまとめを
行い、2015年４月に「特定適格消費者団体
の認定、監督に関する指針等について」を
公表しました。
　また、ポスターのほか、制度について分
かりやすく詳細に解説したDVD及びパン
フレット等のコンテンツを用いて、消費者
団体訴訟制度（被害回復）の周知・広報に
取り組んでいるところです。
　これに加え、消費者庁は2011年10月以降、
「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」
を開催し、①財産に対する重大な被害の発
生・拡大防止のための行政措置、②行政に
よる経済的不利益賦課制度、③財産の隠匿・
散逸防止策について検討を行ってきました。
　①財産に対する重大な被害の発生・拡大
防止のための行政措置については、2011年
12月の研究会での取りまとめを踏まえ、多
数の消費者に生じた重大な財産被害に関す
る「隙間事案」への行政措置の導入等を内
容とする消費者安全法の一部を改正する法
律が2012年８月29日に成立し、2013年４月
１日から施行されています。
　また、②行政による経済的不利益賦課制
度及び③財産の隠匿・散逸防止策について
は、2012年２月以降、考えられる制度・手
法等について議論を行い、2013年６月に報

消費者の被害等の救済と消費者の苦情処理・紛争解決の促進第 ５節
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告書を取りまとめました。同報告書で挙げ
られた事項のうち、②に関しては、同年12
月９日に、景品表示法上の不当表示規制の
実効性を確保するための課徴金制度の導入
等の違反行為に対する措置の在り方につい
て、内閣総理大臣から消費者委員会に諮問
がなされ、2014年６月10日に消費者委員会
において答申が取りまとめられました。
　この答申を基に、消費者団体、事業者団
体との意見交換や、いわゆるパブリックコ
メント手続の結果等も踏まえつつ法制化作
業を進め、不当景品類及び不当表示防止法
の一部を改正する法律は2014年11月19日に
成立しました。
　同改正法は、公布日（2014年11月27日）
から起算して１年６月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行されること
となっており、今後、課徴金制度の円滑な

運用に向けた所要の整備を行う予定です。

（ ２）�多重債務者に対する地方公共団体
の取組支援

　多重債務相談については、各地方公共団
体の多重債務相談窓口や消費生活セン
ター、関係団体等が受け付けています。消
費者庁では、「地方消費者行政活性化基金」
等55を通じ、弁護士や金融機関等の専門家
を講師とした多重債務問題研修の実施等、
地方公共団体が行う多重債務者対策の取組
を支援しています。また、「地方消費者行
政の充実・強化のための指針」56の事例集
においても、一体となって多重債務問題に
取り組んでいる地方公共団体の例を掲載
し、その普及を図っています。
　また、国民生活センターでは、消費生活
相談員等を対象とした多重債務関連講座を

55�）2009年度から2011年度までの３年程度を地方消費者行政強化のための“集中育成・強化期間”とし、消費者行政
強化に取り組む地方公共団体を集中的に支援するために、2008年度第２次補正予算（150億円）で措置した地方消
費者行政活性化交付金により、各都道府県に造成された基金。その後、2009年度補正予算（80億円）、2012年当初
予算（５億円）、2012年度補正予算（60.2億円）、2013年度当初予算（５億円）を措置した。続いて、2013年度補正
予算（15億円）を措置した後、2014年度予算（30億円）を措置し、当初予算における大幅増額を実現した。その後、
基金に上積みしない「地方消費者行政推進交付金」として、2014年度補正予算（20億円）、2015年度予算（30億円）
を措置し、これまで累計約395億円を措置してきた。
56�）「地方消費者行政現況調査」などとともに、「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、「集中育成・強化期間」後における地方消費者行政の充実・
強化に向けた取組の方向性として、「消費者庁の取組」と「自治体への期待（提言）」を示したもの（2012年７月）。

二段階型の訴訟制度：一段階目：事業者の共通義務の確認（注）
　　　　　　　　　　二段階目：対象消費者の債権を個別に確定

一段階目の手続：共通義務確認訴訟
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二段階目の手続：個別の消費者の債権確定手続（誰に、いくら払うか）
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（注３）

（注１）適格消費者団体（消費者契約法に基づき差止請求権を行使。現在全国11団体）のうち新たな認定要件を満たすものを内閣総理大臣が認定
（注２）事業者に共通義務があることを認める旨の訴訟上の和解であれば、二段階目の手続の開始原因となる。
（注３）一段階目の手続の判決の効力は、原告及び被告に及ぶほか、当該一段目の手続の当事者以外の特定適格消費者団体及び二段階目の手続において債権を届け出

た消費者にも及ぶ。

仮差押え：特定適格消費者団体は、強制執行ができなくなるおそれがある場合などに、対象債権の総額の範囲で、仮差押命令の
申立てができる。

（注）事業者が、相当多数の消費者に対して、これらの消費者
に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭を支
払う義務を負うべきことの確認

第
２
部

第
１
章　

第
５
節　

消
費
者
の
被
害
等
の
救
済
と
消
費
者
の
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
の
促
進

267



開講し、その能力向上を図っています。
2014年度は、国民生活センターが実施した
研修65コースのうち１コースで多重債務関
連講座を実施しました。

（ ３）�総合的な自殺対策の強化
　政府は、自殺対策基本法及び同法に基づ
く「自殺総合対策大綱」（2012年８月28日
閣議決定）の下、自殺対策を総合的に推進
しており、同大綱に基づき、国、地方公共
団体、関係団体、民間団体で連携して、総
合的な対策の強化を図っています。
　2014年度においては、国、地方公共団体、
関係団体、民間団体等が連携・協働し、国
を挙げて自殺対策を推進するため、「自殺
総合対策会議」の下に設けられた「自殺対
策官民連携協働会議」において関係機関・
団体等による取組状況についての報告等が
行われました。
　また、自殺予防週間（９月10日から16日
まで）及び自殺対策強化月間（３月）にお
いて、各種の啓発活動を行うとともに、関
係省庁、地方公共団体、関係団体及び民間
団体等と連携して、こころの健康、多重債
務及び法律に関する相談などの支援策を重
点的に行いました。
　さらに、地域における自殺対策の更なる
強化を図るため、若年層向け自殺対策や経
済情勢の変化に対応した自殺対策など、特
に必要性の高い自殺対策等に関し、地方公
共団体への支援を行いました。
　なお、2014年の年間自殺者数は、２万
5427人となり、2013年と比べて1,856人減
少しました。

２ ．�裁判外紛争処理手続（ADR）
を行う機関等との連携

（ １）�国民生活センター紛争解決委員会
と地方公共団体及び民間ADR機
関との連携

　2008年の国民生活センター法の改正によ
り、国民生活センターでは、2009年４月か
ら、独立して職権を行う公正・中立な紛争
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）について解決を図る裁判外紛
争解決手続（以下「ADR」57という。）を実
施しています。
　2014年度の紛争解決委員会への申請件数
は167件あり、制度開始以来これまで実質
的に手続が終了した事案（却下・取下げを
除いた711件）のうち450件で和解が成立し
ました（2015年３月末時点）。
　また、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・
政令指定都市の苦情処理委員会等の実施状
況等に関する情報交換を行いました。
　他のADR機関との連携に関しては「生
命保険協会ADRとの情報交換会」（2014年
５月30日）、「日本司法支援センター（法テ
ラス）との意見交換会」（2014年９月12日）、
「交通事故紛争処理センターとの意見交換
会」（2014年９月17日）、「東京簡易裁判所
等との意見交換会」（2014年９月24日）、「住
宅リフォーム・紛争処理支援センターとの
意見交換会」（2014年10月７日）、「埼玉県
弁護士会との意見交換会」（2014年11月５
日）、「証券・金融商品あっせん相談センター
（FINMAC）との意見交換会」（2014年12
月18日）を開催し、国民生活センター法第

57�）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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34条の趣旨を踏まえ、情報交換を実施しま
した。

（ ２）�消費者に関する法的トラブルの紛
争解決

　日本司法支援センター（法テラス）では、
多重債務問題その他の消費者に関する法的
トラブル等について、民事裁判等の手続に
おいて弁護士・司法書士の費用を支払う経
済的に余裕がない人々を対象に、無料法律
相談や、その費用を立て替える民事法律扶
助による援助を行っています。
　2014年度も引き続き、民事法律扶助業務
の周知徹底を図るとともに、法的トラブル
の紛争解決に向けた支援の提供に努めてお
り、民事法律扶助における多重債務問題等
に関し、無料法律相談、代理援助、書類作
成援助を実施しています。さらに、地方事
務所等の相談場所へアクセスすることが困
難な方を対象に、出張・巡回法律相談を実
施し、高齢者を始めとした消費者トラブル
の解決のための支援の提供に努めています。
　2014年度においては、多重債務問題に関
する無料法律相談10万474件を始め、様々
な法的トラブル等について33万3883件の無
料法律相談を行いました（2015年４月12日
時点速報値）。
　また、多重債務問題についての弁護士・
司法書士費用の立替え５万2098件を始め、
様々な法的トラブル等について10万9014件
の弁護士・司法書士費用の立替えを行いま
した（2015年４月12日時点速報値）。

（ ３）�金融分野における裁判外紛争解決
　金融分野における苦情・紛争解決につい
ては、業界団体により自主的な取組が進め
られてきましたが、利用者の信頼感・納得
感が十分に得られていないなどの指摘が見
られました。

　これらを受けて、2009年６月に成立した
金融商品取引法等の一部を改正する法律
（平成21年法律第58号）において、紛争解
決機関の指定制を導入することにより苦
情・紛争解決の中立性・公正性等を確保し
た、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。）が創設
され、2010年４月に施行されました。同年
10月より指定紛争解決機関（以下「機関」
という。）が紛争解決等業務を開始し、現在、
銀行・保険・証券等、業態別に８つの機関
が当該業務に従事しています。
　その後、金融ADR制度を、より一層、
利用者利便の向上に資するものとするため
開催された「金融ADR制度のフォローアッ
プに関する有識者会議」の報告書（2013年
３月公表）を踏まえて策定した「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。
　2014年度においては、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・弁護士会等も参加）を２回開催
し、各機関の業務実施状況や利用者利便の
向上に向けた取組状況等について継続的に
議論を行うとともに、「金融ADR制度のフォ
ローアップに関する有識者会議」の報告書
の提言を踏まえ設置した、金融ADR連絡
協議会（全ての機関によって構成）を２回
開催し、機関間の連携強化を図るなど、金
融ADR制度の円滑な実施を図っています。
　また、金融トラブル連絡調整協議会に提
示した機関の業務実施状況等に関する資料
を金融庁ウェブサイトに速やかに掲載する
など、金融ADR制度の確実な浸透に向け
て積極的な広報に取り組んでいます。
　このほか、金融庁金融サービス利用者相
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談室では、機関が円滑に紛争解決等業務を
遂行できるよう、2014年に同相談室に利用
者から寄せられた相談の傾向等を意見交換
の場において当該機関へ情報提供すること
を、2014年10月から11月までの間に実施し
ました。また、同相談室では従来、「金融
機関との間の個別トラブルに関する相談等
や金融行政に関する意見・要望等」への対
応を主として行ってきましたが、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、2014年５月23日、「事前相談（予防
的なガイド）」窓口を開設しました。

（ ４）�民間賃貸住宅に関する裁判外紛争
解決

　2010年１月の社会資本整備審議会住宅宅
地分科会民間賃貸住宅部会の「最終とりま
とめ」において、紛争が発生した場合の円
滑な解決のための方策として、ADRの活
用を促進する必要があるとの意見がありま
した。
　それを受けて、2010年度から、司法書士、
行政書士等の専門家による賃貸借関係紛争
に関する電話相談・面接相談、各団体にお
ける相談体制の整備を行っています。
　2014年度は、相談事業を弁護士会等19事
業者において実施し、計4,278件の相談が
あり、また、研修事業は、７都道府県で計
８回開催し、743名の参加を得ました。

（ ５）�新築住宅等に関する紛争解決
　住宅性能評価を受けた住宅及び住宅瑕疵
担保責任保険を付した新築住宅に関する消
費者と事業者との間に生じた紛争につい
て、全国の弁護士会において、あっせん、
調停、仲裁の体制を整備しており、2014年
度は全国で164件の紛争について申請を受
け、迅速かつ適正な解決を図りました。

　また、住宅性能評価を受けた住宅、住宅
瑕疵担保責任保険に加入した住宅、リ
フォーム工事に関して、全国の弁護士会に
おいて、弁護士と建築士による対面相談を
受けることができる専門家相談制度を実施
しました。さらに、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、住宅に関する消費者
からの相談、助言、苦情の処理を行って消
費者の利益の保護を図っています。
　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、住まいるダイヤルにつ
いて消費者に周知するとともに、住宅瑕疵
担保責任保険を付した新築住宅の所有者に
対して、紛争処理等活用可能な制度につい
て紹介する資料を送付しました（2014年度
には、2013年４月から2014年３月までに保
険証券が発行された住宅を対象として、約
30万部を送付）。

（ ６）�消費生活センター等への相談支援
機能の強化

　国民生活センターでは、全国の消費生活
センター等からの商品やサービスなど消費
生活全般に関する相談や問合せ等に対応す
る「経由相談」を実施し、相談解決の支援
を行っています。
　各地の消費生活センター等への相談支援
機能を強化するため、2012年度に専門チー
ムを本格導入し、2014年度には、専門家か
らのヒアリング、事業者団体等の意見交換
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、「土日祝日相
談」を行うとともに、平日には、話し中の
ために電話がつながらない場合に対応する
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「平日バックアップ相談」を運営しています。
　さらに、地方の消費生活センター等が昼
休みを設けることの多い平日の11時から13
時までの時間帯に、消費者から電話で直接
相談を受け付ける「お昼の消費生活相談」
を行っています。
　2014年度には、土日祝日相談が7,553件、
平日バックアップ相談が2,982件、お昼の
消費生活相談が2,934件（2015年３月31日
時点）寄せられました。
　そのほか、相談支援機能の一環として、
関東・甲信越ブロックの消費生活センター
と共催で「高齢者110番」（2014年度）を実
施しました。
　また、キャッシュレスでの支払手段が
次々に登場し、クレジットカードやプリペ
イドカードに代表される電子マネー等を利
用する場面が多くなってきている中、新し
いタイプの消費者トラブルが寄せられるよ
うになってきたことから「キャッシュレス
での買い物トラブル110番」を実施しました。
　さらに、本110番の実施と合わせて、相
談処理の参考となるように、新しい決済手
段の用語等を解説した資料を各地の消費生
活センター等に配信しました。

（ ７）�警備業務に関する苦情の解決
　警備業法第20条（苦情の解決）は、警備
業者が、常にその行う警備業務について、
依頼者等からの苦情の適切な解決に努めな
ければならないこととし、警備業者の自己
規律を通じて警備業務の実施の適正を図る
ため、2004年５月の法改正で新設されまし
た。
　警備業務に関する苦情については、適正
な契約の締結に関するもののほか、依頼者
の申出に対する警備業者の対応に関するも
のが多いことから、依頼者等からの苦情に
適切に対処して、警備業務の実施の適正を

確保していくためには、契約の内容を依頼
者に対して明確にすることに加えて、依頼
者からの苦情の迅速かつ円滑な解決を図る
ために、その責任を明確化し、依頼者の保
護を図ることによって、警備業者自らが依
頼者等の信頼や安心感の醸成に努めること
が不可欠です。
　警察庁では、警備業務に関する苦情の解
決業務が円滑に行われるよう、都道府県公
安委員会により報告徴収・立入検査の監督
権限によって、苦情の適切な解決が行われ
ているかどうかを確認しています。また、
認定個人情報保護団体である一般社団法人
全国警備業協会との連携により、関係警備
業者による個人情報の取扱いについての苦
情の解決業務の円滑化を推進しています。
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（ １）�地方消費者行政の充実・強化
　消費者行政の「現場」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（以下「交付金」という。）に
より各都道府県に造成された「地方消費者
行政活性化基金」（以下「基金」という。）
を通じて、地方公共団体の消費者行政の充
実・強化に向けた取組や支援などを行って
きました。
　2012年７月には、この「集中育成・強化
期間」後の地方消費者行政について、「地
方消費者行政の現況調査」や「現場」の声
から地方消費者行政の現状と課題を分析
し、中長期的な展望に立った地方消費者行
政の目指す姿を描きながら、「消費者庁の
取組」と「地方自治体への期待」をまとめ
た「地方消費者行政の充実・強化のための
指針」を策定しました。
　2014年度の財政支援については、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、2013年度補正
予算には15億円を措置するとともに、基金

の活用期間を延長しました。また、これま
で補正予算中心の措置であり、毎年度の予
算措置の見通しが不透明な状況であったこ
とから、2014年度予算には30億円を措置し、
当初予算における大幅増額を実現したこと
で、地方における計画的・安定的な取組が
可能となりました。その後、基金に上積み
しない「地方消費者行政推進交付金」とし
て、2014年度補正予算には20億円、2015年
度予算には30億円を措置し、交付金と合わ
せて、これまで累計約395億円を措置して
きました。また、2013年度、2014年度に引
き続き、2015年度においても、「国と地方
とのコラボレーションによる先駆的プログ
ラム」として、国から先駆的なテーマを提
案して地方公共団体と連携して実施します。
　これとは別に、東日本大震災の被災地へ
の支援として、震災・原発事故を受けた緊
急対応（食品等の放射性物質検査、食の安
全性等に関する消費生活相談対応等）によ
り、被災県（岩手・宮城・福島・茨城）で
は基金に不足が見込まれたため、2013年度
予算には約7.3億円、2014年度予算には約
７億円の上積みを行いました。その後、
2015年度予算には、地方消費者行政推進交
付金として約4.8億円を措置しました。
　また、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

地方公共団体への支援・連携第 １節

地方公共団体、消費者団体等との連携・
協働と消費者政策の実効性の確保・向上第2章
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者行政強化作戦」を定め、計画的・安定的
な取組の中で、どこに住んでいても質の高
い相談・救済を受けられる地域体制の全国
的な整備に取り組むとともに、人員・予算
の確保に向けた地方の自主的な取組を支援
しています。
　また、消費者庁では、消費生活相談員の
専門性やその果たしている役割の重要性を
踏まえ、各地方公共団体において、再度任
用する回数に関して一律に制限を設けるこ
となく、消費生活相談員の専門性に配慮し
た任用を行うよう、消費者庁長官から地方
公共団体の首長宛ての通知等により、消費
生活相談員のいわゆる「雇止め」の見直し
を求めています。この消費生活相談員の雇
止めの見直しについては、消費者庁と総務
省との間で協議を行い、①実態として非常
勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務が
あること、②任期ごとに客観的な実証を
行った結果として、同じ者を再度任用する
ことは排除されないことについて認識を共
有しています。
　このほか、2013年10月から４回にわたっ
て開催した「消費者の安全・安心確保のた
めの『地域体制の在り方』に関する意見交
換会」において、消費生活センター等の役
割と体制の在り方や、消費生活相談等の事
務の実施に関する国・都道府県・市町村の
役割と責務その他の消費者安全の確保のた
めの「地域体制の在り方」に関する議論を
行い、報告書を取りまとめました（2013年
12月）。また、この報告書を踏まえた、消
費者安全法の一部改正を含む「不当景品類
及び不当表示防止法等の一部を改正する等
の法律案」は、2014年６月６日に成立しま
した。同法の施行に向け、ガイドライン等
の整備を行っています。

（ ２）�消費生活相談員の資格の法的位置
付けの明確化

　消費者庁では、2013年10月より「消費者
の安全・安心確保のための『地域体制の在
り方』に関する意見交換会」を開催し、報
告書を取りまとめました。これを踏まえた
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を
改正する等の法律案は2014年６月６日に成
立しました。
　同年７月から開催した「消費生活相談員
資格試験制度等に関する検討会」において、
消費生活相談員資格試験制度の詳細等につ
いて検討を行い、報告書を取りまとめまし
た（2014年11月12日公表）。同法の施行に
向け、報告書を踏まえ、ガイドライン等の
整備を行っています。

（ ３）�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
「消費者ホットライン（0570-064-370）」
を運用しており、2014年度には34万4000件
の利用がありました。国民生活センターと
連携して、その運用や活用状況を踏まえつ
つ、消費者の利便に資する形で引き続き実
施し、直接接続できる消費生活センターや
相談窓口を更に増やします。
　なお、国民生活センターでは、都道府県・
市区町村の消費生活相談窓口が開所してい
ない場合に相談を受け付ける「土日祝日相
談」の実施に加え、平日には「平日バック
アップ相談」を行っています。土日祝日相
談について、2014年度には2,982件の相談
を受け付け、平日バックアップ相談につい
ては、2011年６月の平日バックアップ相談
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開始以降、2014年度末までに１万1215件の
相談を受け付けました。

（ 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。
　2014年度には、特定商取引法及び景品表
示法を中心に、執行実務に必要となる基礎
知識の習得を目的とした「執行初任者研修」
を５月に実施し（約90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月に実施しました（約
100名参加）。

（ ５）�地方公共団体との情報共有
　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・政令指定都市の担当課長との意
見交換や情報共有の場として、「地方消費
者行政ブロック会議」を開催しており、
2014年度にも全国６ブロックで同会議を開
催しました。
　また、都道府県・政令指定都市の消費生
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。加えて、毎年４
月に都道府県及び政令指定都市の消費者行
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。
　さらに、地方公共団体への個別の施策の
情報共有のため、全国説明会を随時開催し
ています。2014年度は、「地方消費者行政
強化作戦」のほか、2015年度予算要求や
2014年度補正予算、2015年度当初予算に関
する全国説明会を開催しました。
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（ １）�適格消費者団体の認定・監督
　事業者の不当行為は、消費者契約法等の
民事ルールのほか、特定商取引法や景品表
示法等により規制されており、行政処分等
が行われることもあります。このような場
合、被害を受けた消費者は、消費者契約法
等により個別的・事後的には救済されます
が、同種の被害の広がりを防止することは
困難です。このため、2007年６月から、消
費者被害の未然防止・拡大防止を図るため
の枠組みとして「消費者団体訴訟制度（差
止請求）」が導入されています。
　本来、事業者の不当行為について訴訟を
起こすことができるのは、直接その被害を
受けている消費者に限られ、消費者団体等
が事業者へ改善を求めても、法的裏付けが
ないため、実効性の面で限界がありました。
消費者団体訴訟制度は、一定の要件58の下
で認定された消費者団体（適格消費者団体）
に、事業者の不当行為をやめさせるように、
差止請求を行う権利を認めています59。
　行政による規制には一定の限界がある
中、こうした適格消費者団体の取組は、行
政を補完する役割として極めて重要です。
消費者契約法の不当勧誘、不当条項に加え
て、景品表示法の優良誤認表示、有利誤認
表示や特定商取引法の不当勧誘や不当条項
の一部についても、適格消費者団体による
差止請求が認められています60。

　また、2013年６月、食品表示法が成立し、
著しく事実に相違する食品表示が差止請求
の対象とされ、2015年４月から施行されま
した。
　なお、適格消費者団体として、2014年度
末時点で、12団体を認定しており、制度施行
以来差止請求訴訟は33件提起されています。
　消費者庁では、適格消費者団体の活動が
適切に行われるよう監督するとともに、適
格消費者団体が行う差止訴訟の判決の内容
等の情報を同庁のウェブサイトで公表して
います。

適格消費者団体の名称 地　域 認定日

特定非営利活動法人
　消費者機構日本 東京都 2007年 ８ 月23日

特定非営利活動法人
　消費者支援機構関西 大阪府 2007年 ８ 月23日

公益社団法人
　全国消費生活相談員協会 東京都 2007年11月 ９ 日

特定非営利活動法人
　京都消費者契約ネットワーク 京都府 2007年12月25日

特定非営利活動法人
　消費者ネット広島 広島県 200８年 1 月2９日

特定非営利活動法人
　ひょうご消費者ネット 兵庫県 200８年 5 月2８日

特定非営利活動法人
　埼玉消費者被害をなくす会 埼玉県 200９年 3 月 5 日

特定非営利活動法人
　消費者支援ネット北海道 北海道 2010年 2 月25日

特定非営利活動法人
　消費者被害防止ネットワーク東海 愛知県 2010年 ４ 月1４日

特定非営利活動法人
　大分県消費者問題ネットワーク 大分県 2012年 2 月2８日

特定非営利活動法人
　消費者支援機構福岡 福岡県 2012年11月13日

特定非営利活動法人
　消費者支援ネットくまもと 熊本県 201４年12月17日

（備考）2015年 ３ 月３1日時点で認定されている団体。

消費者団体等との連携第 ２節

58�）要件としては、例えば、①不特定多数の消費者の利益を守るための活動を主な目的としていること、②相当期間、
継続的な活動実績があること、③特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること等がある。
59�）差止請求ができるのは、あくまで消費者契約法等に違反する行為（不当な勧誘、契約条項の使用等）であり、事
業者の業務自体の停止を求めることができるわけではない。
60�）景品表示法については2009年４月から、特定商取引法については、2009年12月から消費者団体訴訟制度の対象と
なっている。さらに、2013年２月に特定商取引に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより、差止
請求の対象となる不当行為に係る類型として、訪問購入が追加された。
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（ ２）�適格消費者団体に対する支援
　消費者庁では、適格消費者団体に対する
支援の一環として、消費者団体訴訟制度や
適格消費者団体の活動についての周知を
行ってきているところです。
　2014年度においては、2007年６月から既
に導入されている消費者団体訴訟制度（差
止請求）に加え、消費者団体訴訟制度（被
害回復）の周知を目的とする広報用資料と
して、パンフレット、ポスター及び説明用
の動画を作成し、積極的な周知・啓発を実
施しました。
　さらに、適格消費者団体へのPIO-NET
端末の設置に向けた検討を行っています。

（ ３）�消費者団体等との連携
　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、2014年度は、４回の意見交換会を開催
しました。あわせて、電子メールを用いた
消費者団体等との意見交換システムを運用
し61、全国の消費者団体等との情報・意見
交換を行っています。さらに、消費者団体
等が開催するシンポジウム等に消費者庁幹
部等を派遣し講演等を行ったり、消費者団
体の広報誌等への寄稿やインタビュー取材
に対応するなど、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。
　また、地域における消費者問題解決力の
向上を図る上で、行政と消費者団体を含む
地域の多様な主体との連携が不可欠です。
このため、地域の消費者団体等が交流する
場として、全国８ブロックごとに「地方消
費者グループ・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2014年度消費者月
間シンポジウム（2014年５月）では、「つ
ながろう消費者～安全・安心なくらしのた
めに～」をテーマにパネルディスカッショ
ンが行われ、消費者団体を通じて地域連携
を図ることの重要性について実践事例を踏
まえた報告がありました。

61�）「だんたい通信」の名称でVol.�57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。

276



（ １）�公益通報者保護制度の推進
　消費者が安心して安全で豊かな消費生活
を営むことができる社会を実現していく上
で、これを損なうような企業の不祥事を防
止するという観点は重要です。企業の不祥
事は、企業内部の労働者からの通報をきっ
かけに明らかになることは少なくありませ
んが、労働者がこうした通報を行うことは、
正当な行為として解雇等の不利益な取扱い
から保護されるべきものです。
　こうしたことから、公益通報者保護法が
2004年に成立し、2006年に施行されており、
労働者が、どこへどのような内容の通報を
行えば保護されるのかという制度的なルー
ルや公益通報に関して事業者・行政機関が
とるべき措置等が定められています。
　なお、公益通報の対象は、国民生活の安
心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の
防止を図る観点から、「国民の生命、身体、
財産その他の利益の保護にかかわる法律」
に違反する一定の行為となっており、2014
年度末時点で、445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の公益通報者保護制
度に関するシンポジウムや行政機関職員向
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（2014年度には、シンポジ
ウム等を６回、行政機関職員向け研修会を
５回）しているほか、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、ハンドブック等を作成して、労働者、
民間事業者及び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にも

取り組んでいます。また、公益通報に関す
る実情・実態の更なる把握に努め、課題を
詳細に把握した上で、課題解決の方策につ
いて検討を進めていくため、有識者や実務
家等幅広い関係者から意見聴取を行う「公
益通報者保護制度に関する意見聴取（ヒア
リング）」を2014年５月から実施し、2015
年４月にその取りまとめを公表しました。

（ ２）�公正競争規約の積極的な活用、円
滑な運用

　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。
　消費者庁と公正取引委員会では、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、消
費者庁と公正取引委員会の規約担当職員
が、各公正取引協議会の担当者と緊密に連
絡を取り合い、規約の適正な運用等につい
て必要な助言等を行うことなどにより、公
正競争規約の積極的な活用、円滑な運用を
促進しています。
　具体的には、2014年度に、タイヤの表示
に関する公正競争規約、募集型企画旅行の
表示に関する公正競争規約、家庭電気製品

事業者や事業者団体による自主的な取組の推進第 ３節
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小売業における表示に関する公正競争規約
など７件の公正競争規約の変更について認
定を行いました。
　このほか、公正取引協議会等関連団体が
主催する研修会等へ、33回講師を派遣しま
した。
　また、公正競争規約の実効性の確保を目
的として各公正取引協議会が実施する、「表
示に関する公正競争規約の試買表示検査
会」の一部について、運営業務等を支援し
ました。

（ ３）�訪問販売、通信販売等による被害
抑制

　訪問販売、通信販売等の関係団体と消費
者相談や被害抑制への対応に関する意見交
換を行うことを通じて、消費者相談への対
応が円滑に行われ、業界の自主的な取組が
促進されるよう支援しました。
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（ １）�内閣府から消費者庁への総合調整
事務の移管

　内閣官房と内閣府は、2001年の中央省庁
等改革の理念を踏まえ、内閣機能強化の観
点からその充実が図られてきましたが、重
要な政策課題の多くが府省横断的な対応を
要するため、近年、様々な業務が集中して
きています。
　このため、与党・政府で内閣官房と内閣
府の業務の見直しについて検討を行い、「内
閣官房及び内閣府の業務の見直しについ
て」（2015年１月27日閣議決定）において、
内閣府から消費者庁に、消費者問題と食品
安全に関する総合調整事務を移管すること
とされました。そして、2015年３月24日に、
「内閣の重要政策に関する総合調整等に関
する機能の強化のための国家行政組織法等
の一部を改正する法律案」を国会に提出し
ました。
　消費者庁が総合調整事務を担うことで、
消費者庁の司令塔・エンジン役としての機
能が一層強化されることが期待されています。

（ ２）�消費者庁の所管法律の執行状況の
点検・評価

　2013年度の消費者庁の政策評価について
は、「消費者庁政策評価基本計画」（2013年
３月18日消費者庁長官決定、同年７月１日
一部改正。）及び「2013年度消費者庁政策
評価実施計画」（2013年３月27日消費者庁
長官決定、同年７月１日一部改正。）に基
づき、2014年10月にその評価書を公表しま
した。この中で、景品表示法への課徴金制
度導入に向けた法制化の取組や、新たな食
品表示制度の構築などに関する課題を盛り

込みました。
　この2013年度の政策評価を踏まえた上
で、2014年度には、消費者庁が所管する法
律の執行体制の強化、効果的に機能する仕
組みの構築及び法制化に向けた検討などに
取り組むこととし、予算要求及び機構・定
員要求並びに改正法案の成立や法制度の具
体化につなげたところであり、消費者行政
に係る体制の更なる整備等に有効に結び付
けることができました。
　具体的には、2013年６月に成立した食品
表示法の規定に基づき、機能性表示食品制
度を含めた食品表示基準の策定や執行体制
の整備などに取り組み、同法は2015年４月
１日から施行されました。
　また、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案が2014年３月
に閣議決定され、同年６月６日に成立しま
した。同法の規定に基づき、①同年12月１
日より、景品表示法に係る調査権限を事業
所管大臣等に対して委任できること、措置
命令権限等を都道府県知事に付与できるこ
と等を内容とする改正景品表示法が施行さ
れたほか、②2015年３月27日には、消費生
活相談体制の強化、高齢者等の地域の見守
りネットワークの構築、消費生活相談員資
格試験制度等の具体的な制度設計を盛り込
んだ改正消費者安全法に係る内閣府令及び
ガイドラインを公布・公表しました。
　さらに、同法において、③法律の施行後
１年以内に、課徴金に係る制度の整備につ
いて検討を加え、必要な措置を講じること
とされていたところ、景品表示法へ課徴金
制度を導入するための不当景品類及び不当
表示防止法の一部を改正する法律案が2014
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年10月24日に閣議決定され、同年11月19日
に成立しました。

（ ３）消費者行政レビューの実施
　消費者庁では、創設５年目を迎えたこと
を踏まえ、創設時の理念に立ち返り、真に
消費者目線に立った行政機能の強化を図る
とともに、消費者行政を国民に身近なもの
とするため、2014年４月から、それまでの
消費者庁の業務の運営全般について総点検
を行い、同年８月15日にその結果を「消費
者行政レビュー中間取りまとめ」として公
表しました。
　この取りまとめでは、消費者庁の組織や
業務全般について洗い出された課題に対応
して、①消費者にとって「身近で頼りにな
る存在」になる、②「危機管理」と「平時
対応」の両面に応える体制を作る、③「専
門人材」を育成確保しながら、ワークライ
フバランスを実現する「職場」を作る、と
いう、大きな３つの柱を改革の方向性とし
て明らかにしました。

（ ４）�国家公務員向け研修の実施
　「昇任時相談窓口等体験研修」は、「生活
安心プロジェクト「消費者・生活者を主役
とした行政への転換に向けて」（2008年４
月国民生活審議会意見）に対するアクショ
ンプラン（工程表）」（同年７月23日生活安
心プロジェクトに関する関係省庁局長会議
決定）に基づき、各府省庁の審議官級職員
を対象に2009年度に人事院と内閣府の共催
により、試行的に開始されました。その後、
「消費者基本計画」（2010年３月30日閣議
決定）において継続的に実施することとさ
れ、以後、人事院と消費者庁の共催により
実施しています。
　具体的には、国民生活センターや消費生
活センター、行政相談所、日本司法支援セ

ンター（法テラス）、公共職業安定所、児
童相談所、福祉事務所、年金事務所の協力
を得て、消費者・生活者の声に触れる業務
を体験する研修（業務体験研修）を実施し
ています。
　2014年度は、３回実施し、計86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96.2％から有益、同じく90.4％か
ら満足との回答を得るなど、高い評価を得
ています。

（ ５）�他の相談機関との連携
　消費者庁では、注意喚起等の情報提供を
行う際、地方自治体の消費者行政部局に対
し、高齢者担当や教育担当を始めとするそ
の他の関係部局等にも情報が共有されるよ
う、協力を依頼しています。
　2014年６月には、消費者問題に関する地
域ネットワークにおける情報共有を円滑に
行うための消費者安全確保地域協議会の設
置等を盛り込んだ不当景品類及び不当表示
防止法等の一部を改正する等の法律が成立
しました。消費者庁において、2016年度の
施行に向けた準備を進めています。

（ ６）�消費者政策担当部局間の連絡、情
報交換

　個別事案に応じて関係府省が集中的に議
論する場を設けることに重点を置き、2015
年度を初年度とする新たな消費者基本計画
の策定等に向けて消費者政策担当課長会議
を2014年度に２回開催しました。

（ ７）�公正取引委員会の体制強化及び機
能拡充

　公正取引委員会では、独占禁止法の違反
行為について、2014年度に延べ132名の事
業者に対して10件の法的措置を採り、また、
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延べ128名の事業者に対して総額171億4303
万円の課徴金の納付を命じ、価格カルテル、
入札談合等の独占禁止法の違反事件に厳正
かつ積極的に対処しました。
　また、届出のあった289件の企業結合計
画について、迅速かつ的確に審査を行いま
した。このうち、２件については、報告等
の要請を行い、詳細な審査を行った結果、
独占禁止法上の問題はないと判断しまし
た。届出会社に報告等を求める必要がない
と判断した案件については30日の禁止期間
（企業結合を実行してはならない期間。第
１次審査）内に審査を終了するとともに、
届出会社から禁止期間の短縮の申出のあっ
た案件について当該期間を短縮しました。
　近年、公正取引委員会には、競争環境を
積極的に創造し、市場監視の機能・体制を
充実させるなど、競争政策を強力に実施す
ることが求められており、そのための体制
の整備・充実が進められてきています。
　具体的には、2014年度に、企業結合部門、
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、任期付職員
を採用しました。このほか、職員に対し、
業務上必要とされる知識・スキルを付与す
る各種研修を実施しました。

（ ８）�消費者委員会事務局体制の充実・
強化

　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
うことが重要であることから、消費者庁及
び消費者委員会設置法の附則や国会の附帯
決議、消費者基本計画において、委員の常
勤化について検討を行うことや事務局体制
の充実・強化を図ることなどが求められて
います。
　このうち、委員の常勤化については、
2010年夏の2011年度概算要求に際して検討
が行われ、委員の常勤化よりも事務局体制
の強化を急ぐべきとの判断が下されまし
た62。このため、内閣府において、事務局体
制の充実・強化を図るための予算・定員要
求を着実に行うとともに、民間の多様な専
門分野における人材を任期付職員、技術参
与や政策調査員等として任用し、委員会活
動をしっかりと支えることとしています63。
　また、消費者委員会が調査審議を進める
ために、関係府省への資料要求やヒアリン
グ等を頻繁に実施しています。この結果、
消費者委員会は2009年９月の発足以降、数
多くの意見表明64を行ってきており、消費
者基本計画への反映、法令の改正・執行強
化等を通じて、消費者行政の推進に活かさ
れています。

（ ９）�国民生活センターの在り方に関す
る検討

　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

62�）ただし、第３次消費者委員会の10人の委員（非常勤）のうち、３人については、常勤的に勤めることが可能にな
るように人選されている。
63�）2014年度の消費者委員会事務局の予算額は243百万円（当初）、定員は13名となっている。
64�）2014年度末までの主な成果は、建議15件、提言・意見等60件となっている。
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とっても必要不可欠な存在です。
　国民生活センターの在り方については、
内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
の下で開催される「消費者行政の体制整備
のための意見交換会」等において検討が進
められていましたが、「独立行政法人改革
等に関する基本的な方針」（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」65とすることとされ
ました。
　また、国民生活センター相模原事務所研
修施設については、同方針において、「相
模原研修施設の再開については、施設の利
用見込み、長期を含めたコスト等を総合的
に勘案した上で、平成26年夏までに結論を
得る」こととされたことを踏まえ、消費者
庁において、「国民生活センター相模原事
務所研修施設の活用に関する懇談会」を開
催し、研修施設の再開について検討を進め
ていたところ、2014年８月に「（国民生活）
センターに期待されている効率的かつ効果
的な研修を実施するためには、再開に必要
な研修環境の手当てを行った後、研修施設
を再開することが望ましい」との結論がま
とまりました。行政改革推進会議独立行政
法人改革等に関する分科会においても議論
が行われた結果、2015年度に研修施設を再
開することとされました。

65�）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。
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（ １）�CO2削減に向けた行動
　環境省では、低炭素社会の構築に向け、
地球温暖化防止のために政府が推進する国
民運動を継続して展開しており、2014年３
月 に 気 候 変 動 キ ャ ン ペ ー ン「Fun to 
Share」立ち上げました。同キャンペーン
では、オフィスや家庭などでエネルギー効
率の良い製品（LED等）の選択を促すなど、
環境に配慮した消費行動の実践を広く国民
に呼び掛けました。

（ 2）�身近な化学製品等に関する理解促
進

　環境省では、化学物質やその環境リスク
に対する国民の不安に適切に対応するた
め、リスクコミュニケーションを推進して
います。
　化学物質のリスクに関する情報の整備の
ため、2014年度は最新のPRTRデータ66に
関する「PRTRデータを読み解くための市
民ガイドブック」等の作成・配布を行いま
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、2014年度は延べ27件の
派遣を行いました。
　市民、労働者、事業者、行政、学識経験
者等の様々な主体が意見交換を行い、合意
形成を目指す場である「化学物質と環境に
関する政策対話」を2014年度に２回開催し
ており、それぞれ製品中化学物質のリスク
コミュニケーションの在り方、SAICM（サ
イカム）67への取組状況及び今後の進め方
について議論しました。

（ ３）�３R（リデュース、リユース、リサ
イクル）の推進

　環境省では、2014年10月に相模原市で「第
９回3R推進全国大会」を開催し、イベン
トを通して3R施策の普及啓発を行いまし
た。同大会式典で環境大臣表彰を行った
3R促進ポスターコンクールには、全国の
小・中学生から約１万点の応募があり、環
境教育活動の促進にも貢献しています。そ
して、同年10月は「3R推進月間」でもあり、

環境に配慮した消費行動と事業活動の推進第 １節

経済社会の発展等の環境変化へ
の対応第3章

66 ）「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、毎年度、対象事業者には、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）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。

67 ）Strategic Approach to International Chemicals Management（国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ）
の略。「化学物質が人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用・生産されることを2020年ま
でに達成する」との国際目標（WSSD2020年目標）の達成に向け、2006年の第１回国際化学物質管理会議（ICCM1）
で採択された国際戦略及び行動計画のこと。
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環境省、経済産業省が共同で「環境にやさ
しい買い物キャンペーン」を実施し、全国
の都道府県や流通事業者・小売事業者の協
力を得て、環境に配慮した商品の購入、マ
イバッグ持参など3R行動の実践を呼び掛
けました。
　さらに、インターネットを利用する若い
世代を中心に、ごみの減量・資源の有効活
用について恒常的に周知徹底を図るため、
ウェブサイト「Re-Style」（PC版、携帯版）
を運営し、循環型社会の形成に関する最新
データやレポート等の掲載、循環型社会形
成推進基本計画の周知及び循環型社会に向
けた多様な活動等の情報を更新し、国民、
民間団体及び事業者等による活動の促進を
図っています。なお、2014年度には、新た
にFacebookページの作成を行い、より広
く3R活動の周知を図りました。
　経済産業省では、3R推進月間に併せて
行われる資源循環技術・システム表彰（主
催：一般社団法人産業環境管理協会）を後
援し、優れた3Rの取組の普及や新たな資
源循環ビジネスの創出を支援しました。
　また、経済産業省及び関連６省68では3R
の推進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）の開催
を後援しました。
　環境省及び経済産業省では各種リサイク
ル法のポスターやパンフレット等を作成
し、一般国民・関係機関に配布をすること
で、各種リサイクル法の普及啓発を行って

います。特に、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）について
は、パンフレットの作成等の普及啓発を行
いました。

（ ４）�生物多様性保全の取組
　環境省では、経済社会における生物多様
性69の保全と生物の持続可能な利用の主流
化を図るために、2014年度は、生物多様性
分野における民間参画を取り巻く動きを紹
介するための資料として、事業者や事業者
団体等による先駆的な取組事例のほか、ビ
ジネスセクターが目指すべき将来像や各主
体に期待される取組をまとめた「生物多様
性に関する民間参画に向けた日本の取組」
を作成しました。また、事業者の取組を促
進する上で重要な役割を担う事業者団体を
対象に、生物多様性に関する行動指針作成
等を促進するための方策について検討を行
いました。
　また、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」70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2014年度は５回のイ
ベント等の機会を活用して国民理解を図り
ました。

68 ）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。
69 ）生物多様性基本法において「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。
70 ）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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（ ５）�有機農産物など環境に配慮した農
産物の普及促進

　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
の保全に資するものです。また、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、2014年度において、有
機農産物価値理解促進事業により、消費者
等の有機農産物等に関する理解を促すため
の対面販売やセミナーの実施、有機農業の
産地等を紹介するポータルサイトの開設、
消費者に分かりやすい有機農産物への理解
を促進するための表示資料の作成に関する
取組を支援しました。
　また、有機JAS制度71に関して、有機関
係イベント等における同制度を解説したパ
ンフレットの配付等、消費者等への啓発を
行いました。
　さらに、登録認定機関の認定業務等の適
切な実施を確保するとともに、地方農政局
等の職員が小売店舗等に対する巡回調査等
を実施し、表示の適正化を図りました。
　このほか、エコファーマー72や環境保全
型農業のPRを目的として、環境保全型農
業推進コンクール（2015年２月）を通じた
環境保全型農業の国民理解の促進や農林水

産省消費者の部屋におけるエコファーマー
が生産した農産物等の展示を実施するとと
もに、環境保全型農業を推進している団体
が行う全国交流会の開催等について協力し
ました。

（ ６）�住宅省エネラベル・建築環境総合
性能評価システム（CASBEE）
の普及促進

　2008年のエネルギーの使用の合理化に関
する法律（昭和54年法律第49号。以下「省
エネ法」という。）の改正により、省エネ
法第86条において、建築物の販売又は賃貸
の事業を行う者は、外壁、窓等の断熱性及
び建築物に設置する建築設備におけるエネ
ルギー利用の効率性についての性能につい
て表示するよう、消費者への情報提供に関
する努力義務が規定されており、国土交通
省では省エネ関連の講習会等においてその
普及促進に努めています。2014年度には、
平成25年省エネルギー基準に基づく省エネ
措置の届出解説講習会等（開催回数：全50
回）において、住宅省エネラベル73等に関
する情報提供を実施しました。
　また、住宅・建築物・まちづくりの環境
品質の向上（室内環境、景観への配慮等）
と地球環境への負荷の低減等を、総合的な
環境性能として一体的に評価を行い、評価
結果を分かりやすい指標として示す建築環
境総合性能評価システム（CASBEE74）に

71 ）JAS法に基づく有機食品の認証制度。農林水産大臣に登録された登録認定機関から認定を受けた事業者は、有機
農産物や有機加工食品などの生産方法についての基準を満たすものに有機JASマークを付すことができる。有機農
産物、有機農産物加工食品については、有機JASマークが付されているものだけに「有機」と表示できる。

72 ）エコファーマーとは、1999年７月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（平成11
年法律第110号）（持続農業法）」第４条の規定に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道
府県知事に提出して、当該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者（認定農業者）の愛称名。エコファーマー
になると、認定を受けた導入計画に基づき、農業改良資金の特例措置が受けられる。

73 ）「住宅省エネラベル」は、省エネ法第86条の規定を実施するために告示された「住宅省エネラベル指針」に基づ
くものであり、住宅事業建築主は、「住宅事業建築主の判断の基準」に適合する住宅について、住宅本体への住宅
省エネラベルの貼付けや刻印、広告やパンフレットへの住宅省エネラベルの印刷ができる。

74）Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiencyの略。
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ついては、その内容や開発状況等に関して、
説明会やシンポジウムを開催することによ
り、普及の促進を図っています。現在、24
の地方公共団体で、CASBEEを用いた届
出制度等が導入されています。
　さらには、建築物の省エネルギー性能に
ついて分かりやすく表示する建築物省エネ
ルギー性能表示制度（BELS75）について、
2014年４月に新たに創設し、その普及促進
を図っています。

（ ７）�食品リサイクルの推進及び普及啓
発

　食品関連事業者等による食品循環資源の
再生利用や熱回収、食品廃棄物等の発生の
抑制や減量に関する優れた取組を全国に紹
介することで、更なる取組の推進、普及啓
発を図るため、環境省が2007年に食品リサ

イクル推進環境大臣賞を創設しまし、2009
年まで表彰を行いました。2010年以降は循
環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰に
て食品リサイクルに関係する者も表彰して
おり、全国に紹介しています。

（ ８）�環境ラベル等による環境情報の提
供

　環境省では、グリーン購入の普及促進を
図るためには、事業者等が製品に関する環
境情報を適切に提供する必要があるという
考えに基づいて、事業者及び消費者双方に
とって有益な環境情報を提供するために、
事業者等が取り組むべき内容を取りまとめ
た「環境表示ガイドライン」を2008年１月
に策定しました。
　2014年度は、業界団体への取組状況の調
査を行い、更なる普及啓発を行いました。

75）Building Energy-efficiency Labeling Systemの略。
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（ １）�インターネット取引の安全・安心
の確保

　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。
　消費者庁は2010年８月から「インター
ネット消費者取引研究会」を開催し、消費
者の視点に立った事業者や行政の取組の在
り方について検討を行い、2011年３月に報
告を取りまとめました。同報告では、①決
済代行業者の名称、連絡先等の分かりやす
い表示の仕組み（「登録制度」）を作ること、
②インターネット取引に係る表示について
事業者が守るべき事項を提示すること、③
広告表示に対するネット上の監視活動を強
化すること、④越境取引に関する消費者ト
ラブルの解決に向けて各国消費者相談窓口
間のネットワークを作ること、⑤関係事業
者、消費者団体等の参加を得て、関係者の
実務的な連携・協力の場としての連絡会を
開催することが提言されました。
　消費者庁では、同報告を受け、①に関し
ては2011年７月から、任意の決済代行業者
登録制度の運用を開始し（2014年度末時点
で35社が登録）、今後の制度の在り方につ
いて継続的に検討しています。②に関して
は、2011年10月に「インターネット消費者
取引に係る広告表示に関する景品表示法上
の問題点及び留意事項」を公表しています
（2012年５月９日一部改定）。また、③の
インターネット上の広告表示については、
引き続き景品表示法や特定商取引法の適切
な執行、健康増進法による健康食品の虚偽・
誇大広告の防止に向けた取組を行うととも

に、インターネット・サービス・プロバイ
ダ等に対する情報提供を通じて違法なウェ
ブサイトの削除を促しています（2014年度
には、景品表示法の観点から、98事業者に
よる116のサイトの表示について啓発メー
ルの送信を行い、改善を促しました。また、
特定商取引法に違反しているおそれのある
通信販売サイト等について1,273件の啓発
メールの送信を行い、サイト表示の是正等
の改善を促すとともに６サイトに対して行
政処分を行いました。さらに健康増進法に
よる健康食品の虚偽・誇大広告の防止に向
けた取組としては、健康増進法第32条の２
第１項の規定に違反するおそれのある文言
等があった41事業者による48商品の表示に
ついて、改善を要請しました。）。
　なお、④に関しては、2011年11月より、
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（CCJ）」
を開設し、海外ショッピングでのトラブル
等について消費者からの相談を受け付けま
した（2015年４月より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」と名称変更。）。また、相談
から得られた情報等に基づき、悪質な海外
ウェブサイトに関する情報を消費者庁の
ウェブサイト上で公表しています（2014年
度末時点で275サイトを公表）。
　また、⑤に関して、関係行政機関・事業
者団体等の参加を得て「インターネット消
費者取引連絡会」を2014年度中に４回開催
しています。
　なお、上記の取組以外にも、二国間会議、
UNCITRAL76の作業部会も活用した越境
電子商取引のトラブル解決の在り方につい

高度情報通信社会の進展への的確な対応第 ２節

第
２
部

第
３
章
　
第
２
節
　
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
へ
の
的
確
な
対
応

287



て継続的に検討しています。
　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」77によれば、2013年の我が国のBtoC78

電子商取引の市場規模は11.2兆円（前年比
17.4％増）にまで達しており、今後も一層
拡大していくことが予想されます。
　「電子商取引及び情報財取引等に関する
準則」（以下「準則」という。）は、このよ
うな電子商取引、情報財取引等のIT活用
の普及に伴って発生する様々な法的問題点
について、民法を始めとする関係する法律
がどのように適用されるのかを明らかにす
ることにより、取引当事者の予見可能性を
高め、取引の円滑化に資することを目的と
して、経済産業省が2002年３月に策定した
ものです（策定時の名称は「電子商取引等
に関する準則」）。
　IT分野の環境変化は急速であるため、
同省では、市場の要請等に応じて、ほぼ毎
年、準則の見直しを行っています。2014年
は、①「消費者の操作ミスによる錯誤」に
関する論点の改訂、②「未成年者による意
思表示」に関する論点の改訂、③デジタル
コンテンツに関する４論点の追加等を行
い、2014年８月８日に11回目の改訂版の準
則を公表したところです。
　総務省では、国、消費生活センター、電
気通信事業者等の関係者による継続的な意

見交換を行い、消費者関係施策の一体的推
進に取り組むことにより、電気通信分野に
おける消費者利益を向上させることを目的
として、「電気通信消費者支援連絡会」79（以
下「消費者支援連絡会」という。）を開催
しています。11の地方支分部局（総合通信
局等）において、消費者支援連絡会を年度
ごとに２回ずつ開催しており、2014年度は、
同省が2014年２月から「ICTサービス安心・
安全研究会」において検討を進めている消
費者保護ルールの見直し・充実、電気通信
サービス向上推進協議会による「電気通信
事業者の営業活動に関する自主基準」の改
定、東日本電信電話及び西日本電信電話に
よる光アクセス回線サービス等の卸売の開
始を受けた消費者保護の取組、電気通信
サービスの苦情・相談事例等について意見
交換、情報共有等を行いました。
　また、2014年２月から「ICTサービス安
心・安全研究会」において電気通信サービ
スに係る消費者保護ルールの見直し・充実
について検討を行っており、同年12月に報
告書を取りまとめました。同報告書では、
電気通信サービスにおける「初期契約解除
ルール」の導入等が提言されています。こ
の提言を受け、総務省は、「電気通信事業
法等の一部を改正する法律案」を第189回
国会に提出し、同法案は2015年５月に成立
しました。同省は、同法の施行に向けた準
備を進めています。情報通信技術の普及・
高度化により、EC80の利用は拡大を続けて

76�）United�Nations�Commission�on�International�Trade�Law（国際連合国際商取引法委員会）の略。国際商取引法の
段階的なハーモナイゼーション（調和）と統一の促進のため、1966年、国際連合総会によって設立された国際連合
の組織（総会の補助機関）。
77�）経済産業省「平成25年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」
（2014年８月26日）
78�）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。
79�）消費者団体、電気通信事業者団体等を構成員として、電気通信サービスに係る消費者支援の在り方についての意
見交換を行う総務省主催の連絡会。
80）Electronic�Commerce（電子商取引）の略。
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いますが、その一方で、ECに関連するト
ラブルも数多く発生しています。特に、最
近では、正規のECサイトの商号やデザイ
ン、商品写真等を無断でコピーしたサイト
を作り、代金支払後も購入者へ商品を送ら
なかったり、偽ブランド品を送付したりす
るサイト（以下「なりすましECサイト」
という。）等による被害も発生しています。
　このような状況の下、なりすましECサ
イト等による被害の発生及び拡大を防止す
るため、関係府省庁が参集し、「なりすま
しECサイト対策関係府省庁検討会議」を
開催（2014年６月）し、「なりすましECサ
イト対策について―被害の発生・拡大防止
に向けて―」を取りまとめました（2014年
７月）。
　さらに、同取りまとめを受け、関係事業
者等が主導する「なりすましECサイト対
策協議会」を設置し、官民一体となった総
合的な対策を検討し、積極的な取組を推進
してきました。

（ ２）�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、広告が禁止されてきました
が、インターネット上の表現については、
これまで何の基準もありませんでした。
　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。
　このため、「医療情報の提供のあり方等
に関する検討会」の意見を踏まえ、引き続

き、原則としてウェブサイトについては、
医療法の規制対象と見なさないこととする
ものの、ウェブサイトの内容の適切な在り
方について、2012年９月28日に「医療機関
ホームページガイドライン」を作成しました。
　また、バナー広告等は従前から医療広告
として法規制の対象でしたが、2013年９月
には、消費者委員会の指摘等を踏まえ、「医
療広告ガイドライン」を改正し、医療機関
のウェブサイトのうち、バナー広告等にリ
ンクするものは医療広告として法規制の対
象となることを明確化しました。
　各施策については、平成26年度全国医政
関係主管課長会議等において各地方公共団
体に周知するとともに、指導の徹底を依頼
しています。また、地方自治体、消費者団
体、事業者団体や広告関係の団体が主催す
る講習会、研修会等に職員を講師として派
遣し、施策の周知に努めています。

（ ３）�迷惑メールへの対応
　総務省及び消費者庁では、有識者による
検討の場である「利用者視点を踏まえた
ICTサービスに係る諸問題に関する研究
会」において取りまとめられた「迷惑メー
ルへの対応の在り方に関する提言」を踏ま
え、2011年８月、簡便なオプトアウト81の
方法の例を追加するなど、「特定電子メー
ルの送信等に関するガイドライン」を改正
しました。また、特定電子メールの送信の
適正化等に関する法律（平成14年法律第26
号）について、法違反が疑われる送信者に
対する警告メールの送信（2014年度：約
3,600件）や措置命令（2014年度：７件）
を実施するなど、厳正な運用に努めていま
す。なお、2014年９月には、同法の措置命
令違反による初の逮捕者が出ています。

81）受信拒否の通知をした者に対する送信を禁止する方式。
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　このほか、総務省では、2005年２月より、
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（2014
年度：約9,200件）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。

（ ４）�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に関する犯
罪について、取締りを推進した結果、2014
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381件でした。
　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やウェブサイト等
を通じ、インターネット利用者に対する注
意喚起を推進しました。

（ ５）�フィッシング被害の防止
　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、関係省庁では、下記の取組を実施して
います。

①�フィッシングに係る不正アクセス事犯へ
の対策の推進

　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
注意喚起を行いました。また、2012年に改
正された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、
2014年中８件でした。

②�電子メールの送信ドメイン認証技術等の
技術的対策の普及促進

　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・公表す
るなど、送信ドメイン認証技術等の技術的
対策の普及促進を支援しています。また、
2014年10月には、迷惑メール対策に関する
国際連携の枠組みであるロンドン・アク
ション・プラン（LAP）の第10回目の定
期会合（LAP�10�Tokyo）がアジア地域に
おいて初めて我が国で開催され、日本の送
信ドメイン認証技術等の技術的対策の取組
状況等について説明を行ったほか、各国の
迷惑メールに関する技術的対策について情
報交換を行いました。

③�フィッシング被害の防止に向けた情報収
集・注意喚起等について

　経済産業省では2014年度に、インター
ネットの不正送金に遭わないために、消費
者向けにガイドラインを策定しました。ま
た、海外フィッシング対策啓発活動の取組
の日本展開やフィッシング傾向をまとめた
レポート作成、事業者及び消費者側の
フィッシング対策のガイドラインの改訂、
インターネットバンキングの不正送金に遭
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わないためのガイドライン作成などといっ
た啓発活動を実施しました。

（ ６）�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

　政府は、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
する法律に基づき、「青少年が安全に安心
してインターネットを利用できるようにす
るための施策に関する基本的な計画（第２
次）」（2012年７月６日子ども・若者育成支
援推進本部決定）を決定しました。同計画
においては、スマートフォンを始めとする
新たな機器への対応や保護者に対する普及
啓発の推進及び国、地方公共団体、民間団
体の連携強化を今後重点的に推進すること
としています。
　この基本計画を踏まえ、関係府省庁では、
青少年や保護者、教育関係者等への分かり
やすい周知啓発、スマートフォンを始めと
する新たな機器に対応したフィルタリング
の推進、インターネットを通じた青少年の
犯罪被害の抑止対策等に取り組んでいます。
　また、2015年春に、多くの青少年が初め
てスマートフォン等を手にする、卒業・進
学・新入学の時期に特に重点を置き、関係
府省庁・関係事業者等が協力して「春のあ
んしんネット・新学期一斉行動」として集
中的に普及啓発活動を実施しました。
　内閣府では、同法の施行状況等について、
「青少年インターネット環境の整備等に関
する検討会」（2014年４月、５月、６月、10
月、12月、2015年２月）を開催し、有識者
による検討を行いました。また、啓発活動
については、関係府省庁や関係団体等と連
携して、全国６か所において青少年のイン

ターネット利用環境整備に関するフォーラ
ムを実施するとともに2015年３月に保護者
向け普及啓発リーフレットを公表しました。
　さらに、調査研究については、2014年度
青少年のインターネット利用環境実態調査
（2015年３月公表）及びアメリカ・イギリ
ス・カナダ・オーストラリアにおける青少
年のインターネット環境整備状況等調査
（2015年３月公表）を実施しました。
　総務省では、2012年２月にOECD82にお
いて採択された「オンライン上の青少年保
護勧告」を踏まえた青少年のインターネッ
トリテラシーを可視化するための指標
（ILAS83）の開発を行い、2012年から毎年、
高校生を対象にテストを実施、その結果を
集計・分析し、青少年に対するリテラシー
向上施策が効果的に推進できるよう活用し
ています。
　このほか、国際協力について、総務省で
は、2014年12月に、OECDデジタル経済計
測分析作業部会（WPMADE）のエキスパー
トグループにおいて、日本における上記
ILASの取組についてプレゼンを行う等、
国際的な指標づくりに対する情報提供を継
続的に実施しています。また、インターネッ
トエコノミーに関する日米政策協力対話
（2014年９月）、日EU・ICT政策対話（2015
年３月）において、青少年のインターネッ
ト利用環境を取り巻く状況や、それに対す
る我が国の取組に関するプレゼン・意見交
換を行い、ICT政策課題に係る協力を今後
も継続することとなりました。

（ ７）�電気通信分野における勧誘及び情
報提供の適正化

　総務省では、2020年代を見据え、ICTの

82）Organization�for�Economic�Co-operation�and�Development（経済協力開発機構）の略。
83�）Internet�Literacy�Assessment�indicator�for�Students（青少年がインターネットを安全に安心して活用するための
リテラシー指標）の略。
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安心・安全な利用環境の整備を推進するた
め、2014年２月から「ICTサービス安心・
安全研究会」において電気通信サービスに
係る消費者保護ルールの見直し・充実等に
ついて検討を行っており、2014年12月に報
告書を取りまとめました。同報告書では、
電気通信サービスについて、適合性の原則
を踏まえた説明や書面交付義務の制度化、
重要事項に係る不実告知等の禁止、「初期
契約解除ルール」の導入、再勧誘の禁止、
代理店監督の制度化等が提言されていま
す。この提言を受け、同省は、「電気通信
事業法等の一部を改正する法律案」を第
189回国会に提出し、同法案は2015年５月
に成立しました。同省は同法の施行に向け
た準備を進めています。
　また、同研究会では、一般社団法人電気
通信事業者協会から、電気通信サービスに
係る苦情・相談を業界として窓口で受け付
けて分析する体制を整備する方向で検討し
ているとの表明があったほか、代理店各社
から、業界団体を設立して苦情・相談件数
の縮減につなげる活動を実施するとの表明
がなされており、総務省は、このような取
組について、同研究会等の場で進捗の確認
や課題に対する意見交換などを行い、フォ
ローアップを行っています。代理店の業界
団体については、2014年12月に、一般社団
法人全国携帯電話販売代理店協会が設立さ
れました。また、2015年４月に、一般社団
法人電気通信事業者協会が、苦情・相談を
電話で受け付ける「電気通信事業者協会相
談窓口」を設置しています（電話番号：
03-4555-4124（ヨイツウシン））。
　東日本電信電話株式会社及び西日本電信
電話株式会社による光アクセス回線サービ
ス等の卸売の開始（2015年２月～）に先立
ち、2015年１月、総務省は、「NTT東西の
FTTHアクセスサービス等の卸電気通信役

務に係る電気通信事業法の適用に関するガ
イドライン（案）」を策定し（パブリック
コメント手続を経て2015年２月に確定）、
電気通信サービス向上推進協議会は、「電
気通信事業者の営業活動に関する自主基
準」の改定を行いました（改定後の名称：
「電気通信事業者の営業活動に関する自主
基準及びガイドライン」）。同月に、総務省
は、関連の業界団体に対し、光アクセス回
線サービス等の卸売を受けたサービスの提
供に際して、これらのガイドラインや自主
基準等を遵守することや、契約時に利用者
の意思確認を徹底すること等を要請してい
ます。

（ ８）�個人情報保護
　高度情報通信社会の進展に伴い、コン
ピュータやネットワークを経由して大量の
個人情報が処理されるようになっています。
　個人情報は、その取扱いを間違わなけれ
ば、様々な便益をもたらす有用なものです
が、一旦誤った取扱いをされると、個人に
取り返しのつかない被害を及ぼすおそれも
あります。このため、個人情報保護法が
2003年５月に成立し、2005年４月に全面施
行されました。
　消費者庁では、法の定め以上に個人情報
の提供を控えるなど、いわゆる「過剰反応」
が一部に見られることも踏まえ、全国各地
で個人情報保護法の説明会を実施するな
ど、法律及び制度の内容等に関する情報提
供及び啓発を行っています。2014年度の説
明会では、前年度に引き続き、地方公共団
体等が地域において個人情報の適切な共有
に取り組んでいる事例の報告を行い、内容
の充実を図っており、全国13会場で約3,200
人の参加がありました。
　また、「パーソナルデータに関する検討
会の開催について」（2013年６月14日高度
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情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長
決定）に基づき、パーソナルデータに関す
る検討会を高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部の下に開催しました。2013年
９月より当該検討会で検討を行い、高度情
報通信ネットワーク社会推進戦略本部にお
いて、2013年12月に「パーソナルデータの
利活用に関する制度見直し方針」、2014年
６月に「パーソナルデータの利活用に関す
る制度改正大綱」を決定しました。これら
を踏まえ、2015年３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案」を閣議決
定し、国会へ提出しました。

（ ９）�プライバシー保護等に配慮した
パーソナルデータの利活用に向け
た取組

①�　プライバシー保護とのバランスを確保
しつつデータの利活用が促進されるよ
う、消費者が自身に関する情報の管理・
把握を行いやすくするとともに、事業者
が消費者への透明性を担保しながら適切
なデータ利活用を可能とする仕組み（ト
ラストフレームワーク）を構築するため、
特定の分野におけるサービスでの検討を
実施し、技術やシステム等の関連基準を
策定するための調査研究を行い、報告書
を取りまとめました。
②�　2013年９月、アプリケーションにおけ
る利用者情報の取扱いが適切かどうか、
第三者が検証する仕組みを推進する「ス
マートフォン�プライバシー�イニシア
ティブⅡ」（SPIⅡ）を取りまとめました。
また、同年12月には、SPI、SPIⅡに係
る諸課題を検討するタスクフォースを設
置し、2014年３月には利用者情報の取扱

いの現況及びタスクフォースでの検討結
果を「スマートフォン�プライバシー�ア
ウトルック」として取りまとめ、同年５
月に公表しました。

　�　2015年２月以降、第三者検証の技術的
課題等について実証実験を開始させてお
り、2015年度当初予算においても、当該
実証実験を継続して実施するための所要
の予算を計上しています。

③�　パーソナルデータの利活用に当たっ
て、消費者との信頼関係を構築するため
にまた、事業者に求められる取組の普及
のため、昨年度策定した当該取組に係る
「評価基準」について、有識者委員会で
更に検討を深め、「消費者向けオンライ
ンサービスにおける通知と同意・選択の
ためのガイドライン」を策定しました。
2014年10月に同ガイドラインを公表する
とともに国際規格化に向けた取組を開始
しました。

④�　「パーソナルデータに関する検討会の
開催について」（2013年６月14日高度情
報通信ネットワーク社会推進戦略本部長
決定）に基づき、パーソナルデータに関
する検討会を高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部の下に開催しました。
2013年９月より当該検討会で検討を行
い、高度情報通信ネットワーク社会推進
戦略本部において、2013年12月に「パー
ソナルデータの利活用に関する制度見直
し方針」、2014年６月に「パーソナルデー
タの利活用に関する制度改正大綱」を決
定しました。これらを踏まえ、2015年３
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
を改正する法律案」を閣議決定し、国会
へ提出しました。
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（ １）�OECD消費者政策委員会（CCP）
への参画

　消 費 者 庁 は、CCP84本 会 合（年 ２ 回：
2014年度は４月、10月）に出席し、現在進
められている各プロジェクト（電子商取引
に関する調査、製品安全に関する情報共有
等）の作業・今後の検討スケジュール等に
ついての議論を行いました。
　また、高齢者の消費者被害や消費者被害
額の推計に関する我が国の現状と取組につ
いて情報提供を行いました。

（ ２）�地域間・二国間における国際的な
連携の強化

　2014年７月、消費者庁は、発足後初めて
国際会議（日中韓消費者政策協議会）を主
催し、日本・中国・韓国の間で意見交換等
を行いました。
　2014年９月から、消費者庁は、独立行政
法人国際協力機構が実施する対ベトナム技
術協力「消費者保護行政強化プロジェクト」
への協力を開始しました。具体的には、消
費者庁職員を短期専門家として派遣し、日
本の消費者安全の取組を紹介したり（2014
年12月）、ベトナム競争庁職員を日本に受
け入れて日本の消費者保護関連法の執行状
況や商品テストの実態を説明したりする
（2015年１月、３月）等の協力事業を行い
ました。
　2014年11月には、米国連邦取引委員会ラ
ミレス委員長が板東消費者庁長官を訪問

し、個人情報保護法制や人事交流等に関し
て意見交換を行いました。

（ ３）�消費者保護及び執行のための国際
ネットワーク（ICPEN）等を通
じた法執行機関の国際的な連携

　消費者庁は、ICPEN85本会合に出席し、
各国における新たな分野における消費者問
題への対応及び国境を越える消費者トラブ
ルについての取組等、消費者保護関係機関
との間で情報交換を行いました（2014年５
月、10月）。
　また、ICPENに加盟している消費者保
護関係機関が参加している、「インターネッ
ト・スウィープ」86に参加しました（2014
年９月）。
　また、消費者啓発のキャンペーンの１つ
である「ICPEN詐欺防止月間」に参加し、
日本の消費者月間に合わせ、2014年５月１
日から１か月間、消費者庁・関係省庁・国
民生活センターのウェブサイトを通じた消
費者への注意喚起・啓発を実施しました。

国際化の進展への対応第 ３節

84）Committee on Consumer Policy（消費者政策委員会）の略。
85 ）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。
86）ICPENに加盟している各国の消費者保護関係機関によるインターネット上の不適切な表示等を監視する取組。
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（ １）�食品と放射能に関する消費者の理
解増進のための取組

　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、2013年４月26日に取り
まとめた「食品と放射能に関する消費者理
解増進のための施策の方針」に基づき、関
係省庁や地方公共団体との連携の下、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（2014年度に講じた食品中の放射性物
質に関するリスクコミュニケーションにつ
いては、第２部第１章第１節３．⑴エ．を
参照）。
　その１つとして、消費者の安全・安心の
確保の観点から、消費者教育推進法第９条
の規定に基づき、リスクコミュニケーショ
ンの充実などを踏まえた「消費者教育の推
進に関する基本的な方針」（2013年６月28
日閣議決定）を作成しました。
　また、地域に根ざした情報提供の機会を
設けることを目的として2013年度に養成し
た「食品中の放射性物質に関する正確な情
報提供ができる者（コミュニケーター）」
（2013年度の受講者約3,400名）を対象に、フォ
ローアップ研修会や、ウェブサイトを活用
した情報提供等の各種支援を行いました。
　さらに、生産者による安全性確保や復興
を目指した取組等を消費者に広く知ってい
ただくために、「東北未来がんばっぺ大使」
（女優・秋吉久美子さんを任命）による、
被災地（2014年度は岩手県宮古市（わかめ）、
福島県国見町（米）、いわき市（魚介類））
の生産者の訪問や対談等の活動内容を消費

者庁ウェブサイトに公表するとともに、
リーフレットを印刷し、関係機関への配布
等により広報しました。
　地方公共団体への支援として、消費者自
身が放射性物質を測定したいというニーズ
に対応するため、消費者庁は国民生活セン
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ています。2015年３月
末時点で全国242の地方公共団体に、332台
を配分しています。また、検査機器を貸与
した地方公共団体を対象とした検査方法等
の研修会を開催し、検査の信頼性確保のた
めの支援を行っています。そのほか、国民
生活センターにおいて、地方公共団体の要
請に基づき、ゲルマニウム半導体検出器を
用いた食品中の放射性物質の精密測定を
行っています。
　被災県（岩手・宮城・福島・茨城）にお
いて、地域の実情に応じて食品等の放射性
物質検査の体制整備、食の安全性等に関す
る消費生活相談対応等に取り組めるよう、
東日本大震災復興特別会計による「地方消
費者行政活性化基金」の上積みを行いまし
た。そのほか、地方消費者行政活性化基金
の仕組みを活用し、国が先駆的な政策テー
マの１つとして「東京電力福島第一原子力
発電所の事故による食品の風評被害の防
止」を示し、地方公共団体において事業を
実施しました。
　2013年２月から半年に１度、被災地域及
び被災地産品の主要仕向け先の都市圏の消
費者約5,000人を対象として、インターネッ
トを通じた消費者意識の実態調査87を行っ
ており、2014年８月及び2015年２月に行い
ました。その結果、これまでの調査と同様
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に、食品中の放射性物質に関して、一定程
度の理解が得られていることが明らかとな
りました。今回の調査結果も踏まえつつ、
今後とも、消費者に対して食品中の放射性
物質に関する正確な情報提供を行い、消費
者理解の増進を図っていく予定です。

（ ２）�放射性物質検査体制の整備と情報
提供

　消費者庁では、東日本大震災の発生によ
る消費者からの不安の声を背景に、消費者
の安全・安心をより一層確保するため、消
費者の身近なところでの食品等の放射性物
質の検査体制整備を支援することを目的と
して、国民生活センターと共同で、2011年
度より貸与を希望する地方公共団体に放射
性物質検査機器を貸与しています。
　具体的には、国民生活センターからの貸
与を希望した242の地方公共団体に対して、
332台を配分しています（2015年３月末時
点）。また、検査を担当する地方公共団体
の職員等を対象とした研修会も随時開催し
ています。なお、配備した検査機器による
検査結果については、各地方公共団体が公
表しており、消費者庁のウェブサイトから
もアクセスできるようにしています。

（ ３）被災地への専門家の派遣
　2011年３月11日の東日本大震災により被
災した地方公共団体では、相談窓口の機能
が低下する一方で、生活再建に伴う消費生
活相談への対応が必要となっています。
　被災地では、津波により家屋を流された
方々、親族を震災により亡くされた方々、
東京電力福島第一原子力発電所事故を受け
て住み慣れた地域を離れざるを得なくなっ

た方々等、被災者によって抱える問題は多
岐にわたります。そこで、消費者庁では、
国民生活センターと連携しながら、地方公
共団体からの要請に基づき、被災地の相談
窓口等に消費者問題の専門家を派遣するこ
とにより、地方公共団体の相談窓口機能の
補完に加え、被災者の負担軽減を図るため
の支援を行っています。2013年３月末時点
で、延べ5,996人日の専門家を派遣しました。
　また、2013年度からは、地方消費者行政
活性化基金を活用して、地方公共団体が事
業主体として専門家派遣を行っています。

87�）風評被害に関する消費者意識の実態調査（第５回）ウェブサイト
　　http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150310kouhyou_1.pdf
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【別表】主な相談窓口と2014年度の実績
主な

相談等窓口 役割 所管省庁等 電話番号等 実績（件／月）

消費生活センター
等の消費生活相談
窓口

身近な消費生活に関する相談窓口。 消費者庁

全国の消費生活センター等につい
ては、下記ウェブサイト参照
http://www.kokusen.go.jp/map/
index.html
※�連絡先をご存知でない場合
は、消費者ホットライン「188」
から、お近くの消費生活相談
窓口の御案内が受けられます。

約8万件／月

公益通報者保護制
度相談ダイヤル

企業の従業員、民間事業者、行政機関職員
等から寄せられる「公益通報者保護法」に
関する各種相談を受け付ける。

消費者庁 03-3507-9262 約61件／月

個人情報保護法質
問ダイヤル

民間事業者が守るルールである「個人情報
保護法」に関する解釈などについての疑問
に答える。

消費者庁 03-3507-9160 約331件／月

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 03-6234-1177 約60件／月

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
03-3581-5471
電子申告窓口
http://www.jftc.go.jp/soudan/
denshimadoguchi/index.html�

－

公正取引委員会
官房総務課

独占禁止法等に関する一般相談について、
来訪や電話等による相談を受け付ける。 公正取引委員会 03-3581-5471 －

警察相談専用電話
「♯9110」番

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 ♯9110 －

金融サービス利用
者相談室（金融円
滑化ホットライン
を含む）

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

0570-016811（ナビダイヤル）
03-5251-6811（IP電話）
03-3506-6699（FAX）
ウェブサイト受付窓口
https://www.fsa.go.jp/opinion/

約3,268件／月

中小企業等金融円
滑化相談窓口

様々な状況に置かれた借り手の相談・要望・
苦情に一元的に答える。 金融庁

下記ウェブサイト参照
http://www.fsa.go.jp/news/24/
ginkou/20130222-1a.html

約40件／月

デ ィ ス ク ロ ー
ジャー・ホットラ
イン

金商法上の開示義務違反等にかかる情報収
集を目的としている。 金融庁

03-3506-6156（FAX）
ウェブサイト受付窓口
http://www.fsa.go.jp/receipt/
d_hotline/

約3件／月

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の投資家等から寄せ
られる情報を受け付ける。

金融庁（証券取引
等監視委員会）

0570-00-3581（ナビダイヤル）
03-3581-9909（一部のIP電話等）
03-5251-2136（FAX）
ウェブサイト受付窓口
https://www.fsa.go.jp/sesc/
watch/

約474件／月

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）

03-3506-6627
ウェブサイト受付窓口
http://www.fsa.go.jp/sesc/
support/pension.htm
電子メール�pension-hotline@fsa.
go.jp�

約1件／月

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 03-5253-5900

・�電気通信消費
者 相 談 セ ン
ター：約396件
／月
・�総合通信局等：
約183件／月

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 03-3591-6529 約300件/月

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

03-3501-4657（電話）
03-3501-6202（FAX）
電子メール�shohisha-soudan@
meti.go.jp
下記ウェブサイト参照
http://www.meti.go.jp/intro/
consult/

約670件／月

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 03-5253-4150（電話）

03-5253-4192（FAX） 約1,100件／月

MOEメール 環境政策における意見・提案等を受け付け
る。 環境省 下記ウェブサイト参照

http://www.env.go.jp/moemail 380件／月

※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ます。詳細は個別に御確認下さい。
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【資料編】



資料 １　消費者安全法の規定に基づき通知された消費者事故等
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

消費者事故等 17,884 15,117 12,729 12,627 12,078
生命身体事故等 2,191 2,889 2,813 3,511 2,906

重大事故等 661 1,390 1,322 1,317 1,248
重大事故等を除く生命身体事故等 1,530 1,499 1,491 2,194 1,658

財産事案 15,693 12,228 9,916 9,116 9,172

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 661 1,390 1,322 1,317 1,248

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 17,223 13,727 11,407 11,310 10,830

（備考）　 1 ．2010年 4 月 1 日から2015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3

事故内容
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 418 63.2% 1,089 78.3% 1,038 78.5% 1,066 80.9% 1,007 80.7%
発煙・発火・過熱 4 0.6% 6 0.4% 3 0.2% 3 0.2% 2 0.2%
点火・燃焼・消火不良 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 2 0.2%
破裂 3 0.5% 4 0.3% 1 0.1% 1 0.1% 5 0.4%
ガス爆発 1 0.2% 2 0.1% 0 0.0% 3 0.2% 3 0.2%
ガス漏れ 0 0.0% 3 0.2% 0 0.0% 2 0.2% 3 0.2%
燃料・液漏れ等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0%
化学物質による危険 2 0.3% 1 0.1% 7 0.5% 50 3.8% 5 0.4%
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 20 3.0% 17 1.2% 22 1.7% 13 1.0% 17 1.4%
部品脱落 8 1.2% 3 0.2% 4 0.3% 2 0.2% 9 0.7%
機能故障 7 1.1% 3 0.2% 6 0.5% 3 0.2% 0 0.0%
転落・転倒・不安定 95 14.4% 74 5.3% 115 8.7% 77 5.8% 72 5.8%
操作・使用性の欠落 13 2.0% 19 1.4% 9 0.7% 4 0.3% 1 0.1%
交通事故 45 6.8% 36 2.6% 36 2.7% 34 2.6% 25 2.0%
誤飲 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 1 0.1%
中毒 11 1.7% 19 1.4% 8 0.6% 4 0.3% 14 1.1%
異物の混入・侵入 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
腐敗・変質 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0%
その他 32 4.8% 113 8.1% 72 5.4% 49 3.7% 81 6.5%
無記入 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 3 0.2% 0 0.0%

計 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015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。

資料編

１）等とは、第29条第１項を示す。
２）等とは、第29条第２項を示す。
３）事故内容別分類の主な事例については、資料10を参照。
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○資料 ２ - ２ 　事故内容別分類と通知月別件数（２0１4年度）
通知年月

事故内容

2014年 2015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 69（76） 87（100） 71（85） 91（106） 94（93） 72（79） 82（83） 78（80） 99（83） 83（100） 97（97） 84（84） 1,007（1,066）

発煙・発火・過熱 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（1） 0（1） 0（0） 2（3）

点火・燃焼・消火不良 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（0）

破裂 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 1（1） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 1（0） 1（0） 5（1）

ガス爆発 0（0） 0（0） 0（1） 1（0） 0（0） 0（1） 2（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 3（3）

ガス漏れ 0（0） 0（0） 0（0） 1（2） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 3（2）

燃料・液漏れ等 0（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）

化学物質による危険 3（2） 0（0） 0（0） 1（8） 0（18） 0（4） 0（6） 1（5） 0（2） 0（3） 0（1） 0（1） 5（50）

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 2（0） 1（1） 1（1） 1（4） 0（3） 1（0） 4（0） 2（0） 1（0） 1（1） 2（1） 1（2）  17（13）

部品脱落 0（0） 0（0） 1（0） 2（0） 2（1） 1（0） 1（0） 1（1） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 9（2）

機能故障 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（2） 0（0） 0（0） 0（0） 0（3）

転落・転倒・不安定 7（4） 8（3） 2（10） 12（12） 6（4） 4（8） 5（9） 4（5） 4（9） 7（5） 8（3） 5（5） 72（77）

操作・使用性の欠落 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 1（0） 0（2） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（4）

交通事故 2（1） 4（6） 1（1） 0（3） 2（6） 3（1） 1（2） 2（2） 1（4） 3（1） 1（4） 5（3） 25（34）

誤飲 0（0） 1（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（1）

中毒 0（0） 0（0） 1（0） 2（1） 2（0） 0（0） 0（0） 1（0） 2（0） 2（0） 2（2） 2（1） 14（4）

異物の混入・侵入 0（0） 0（0） 0（0） 1（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（0）

腐敗・変質 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（1）

その他 3（6） 2（2） 8（5） 5（0） 13（3） 12（2） 3（10） 0（1） 7（6） 14（3） 9（3） 5（8） 81（49）

無記入 0（2） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（1） 0（3）

計 87（91） 104（113） 85（104） 117（136） 124（130） 94（97） 98（111） 90（94） 114（108） 111（115） 121（112） 103（106） 1,248（1,317）

（備考）　件数欄の（　）内の数字は2013年度の件数。資料10を参照。

○資料 ２ - 3 　商品等別件数（大分類）

　 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 3 0.5% 7 0.5% 4 0.3% 4 0.3% 5 0.4%
家電製品 145 21.9% 356 25.6% 318 24.1% 336 25.5% 327 26.2%
住居品 116 17.5% 160 11.5% 160 12.1% 153 11.6% 169 13.5%
文具・娯楽用品 25 3.8% 40 2.9% 23 1.7% 12 0.9% 35 2.8%
光熱水品 10 1.5% 14 1.0% 2 0.2% 4 0.3% 5 0.4%
被服品 3 0.5% 2 0.1% 8 0.6% 6 0.5% 4 0.3%
保健衛生品 13 2.0% 81 5.8% 43 3.3% 71 5.4% 36 2.9%
車両・乗り物 151 22.8% 467 33.6% 461 34.9% 430 32.6% 401 32.1%
建物・設備 83 12.6% 141 10.1% 137 10.4% 155 11.8% 122 9.8%
保健・福祉サービス 10 1.5% 22 1.6% 22 1.7% 17 1.3% 23 1.8%
他の商品・サービス 102 15.4% 98 7.1% 144 10.9% 102 7.7% 117 9.4%
無記入 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 27 2.1% 4 0.3%

計 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。資料11を参照。
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○資料 ２ - 4 　年齢層別商品等別分類（中分類）4（２0１4年度）

年齢層 商品等内訳 年齢層
別合計

5 歳未満 福祉（3） 家事用品、住生活用品、玩具・遊具、他の保健衛生品、移動・運搬用品、他の
保健・福祉、商品・サービスその他（各1）  10

5 歳以上
10歳未満

商品・サービス
その他（4） 玩具・遊具（2） 他の建物・設備

（2）
生活家電、住生活用品、他の住居品、他の乗
り物（各1）  12

10歳代 商品・サービス
その他（5）

生活家電、住生活用品、スポーツ用品、玩具・遊具、他の保健衛生品、自転車・
自転車用品（各1）  11

20歳代 他の住居品（2） 商品・サービス
その他（2）

家事用品、化粧品類、他の保健衛生品、自転車・自転車用品、
住宅構成材、医療（各1）  10

30歳代 住生活用品（2） 医療（2）
理美容、健康器具、他の被服品、化粧品類、理美容器具・用品、
自動車用品、自転車・自転車用品、自転車、商品・サービス
その他（各1）

 13

40歳代 家事用品（5） 化粧品類（4） 自転車・自転車
用品（3）

生活家電、理美
容（各2）

嗜好・調理食品、住生活用品、
他の被服品、他の建物・設
備（各1）

 20

50歳代 商品・サービス
その他（7） 他の住居品（3） 家事用品（2） 理美容（2）

スポーツ用品、他の文具・
娯楽用品、医薬品、医療機器、
化粧品類、理美容器具・用品、
自転車・自転車用品、住宅
設備、他の建物・設備（各1）

 23

60歳代 他の住居品（4） 商品・サービス
その他（4） 住生活用品（3） 化粧品類（2） スポーツ用品、移動・運搬

用品、他の保健・福祉（各1）  16

70歳代 商品・サービス
その他（21） 健康食品（2） 他の建物・設備

（2）
住生活用品、他の住居品、身の回り品、化粧
品類、住宅設備（各1）  30

80歳以上 商品・サービス
その他（26） 福祉（6） 住生活用品（3） 生活家電、医薬品、移動・運搬用品（各1）  38

無記入 1,065

計 1,248

（備考）　 1 ．商品等内訳欄の（　）内の数字は件数。
　　　　 2 ．「商品・サービスその他」とは、具体的には乗合バス等による転倒事故等である。資料11を参照。

○資料 ２ - ５ 　発生施設別件数

　
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 287 43.4% 483 34.7% 457 34.6% 473 35.9% 357 28.6%
店舗・商業施設 31 4.7% 91 6.5% 90 6.8% 76 5.8% 102 8.2%
学校 6 0.9% 6 0.4% 4 0.3% 8 0.6% 12 1.0%
病院・福祉施設 17 2.6% 25 1.8% 17 1.3% 19 1.4% 35 2.8%
公園 9 1.4% 6 0.4% 9 0.7% 2 0.2% 4 0.3%
道路 114 17.2% 276 19.9% 310 23.4% 285 21.6% 231 18.5%
公共施設 11 1.7% 3 0.2% 13 1.0% 1 0.1% 5 0.4%
海・山・川等自然環境 3 0.5% 5 0.4% 1 0.1% 2 0.2% 4 0.3%
車内・機内・船内 86 13.0% 78 5.6% 84 6.4% 68 5.2% 78 6.3%
その他 10 1.5% 81 5.8% 78 5.9% 51 3.9% 40 3.2%
無記入 87 13.2% 336 24.2% 259 19.6% 332 25.2% 380 30.4%

計 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015年 3 月31日までに消費者庁へ通知された重大事故等の件数。

４�）商品等別分類のうち、中分類を使用した。大分類と中分類の関係は、資料11を参照。なお、この表は、通知され
た重大事故等のうち、当該事故等による被害者が存在し、かつ当該被害者の年齢が明らかな事案を集計したもので
ある。

302



○資料 ２ - ６ 　発生地域別件数５

　
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 58 8.8% 201 14.5% 166 12.6% 165 12.5% 153 12.3%
関東 227 34.3% 444 31.9% 407 30.8% 420 31.9% 388 31.1%
中部 120 18.2% 248 17.8% 252 19.1% 218 16.6% 227 18.2%
近畿 115 17.4% 235 16.9% 265 20.0% 258 19.6% 248 19.9%
中国 37 5.6% 82 5.9% 74 5.6% 80 6.1% 68 5.4%
四国 19 2.9% 26 1.9% 27 2.0% 33 2.5% 33 2.6%
九州・沖縄 85 12.9% 152 10.9% 131 9.9% 143 10.9% 131 10.5%
無記入 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0％ 0 0.0%

計 661 100.0% 1,390 100.0% 1,322 100.0% 1,317 100.0% 1,248 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015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 333 40 2 375
原因特定に至らず 442 14 　0 456
消費者事故等に該当せず 465 22 　0 487
未進展・その他 8 43 　0 51

小計 1,248 119 2 1,369
調査中 原因分析及び対策検討着手 389 43 2 434
その他 非公表等 　0 0 3 36

計 1,637 162 7 1,806
（備考）　 1 ． 2014年 1 月 1 日から2014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」（2014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、2015年 3 月31日現在の状況を確認したもの。
　　　　 2 ． 消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が、上記

のほかに1件ある。
　　　　 3 ． 各分類の具体的な内容は以下のとおり。
　　　　　　・対策実施：注意喚起・リコール・啓発活動等により処理済の事案。
　　　　　　・ 原因特定に至らず：原因の調査を行ったが、製品や役務等に原因があるか否か特定できなかった事案。事故原因の特定には至らなかった

が、対策を実施したものを含む。
　　　　　　・消費者事故等に該当せず：原因分析の結果、消費者事故等に該当しなかった事案。
　　　　　　・未進展・その他：事実確認が困難である等により、未進展の事案。
　　　　　　・原因分析及び対策検討着手：原因分析及び対策検討着手又は着手予定の事案。

５）北海道・東北：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
　　関東：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
　　中部：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
　　近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
　　中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
　　四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県
　　九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
６�）非公表の３件は、消費者安全調査委員会から通知され、消費者安全調査委員会決定（2012年11月６日）「消費者
安全調査委員会による情報の公表について」の趣旨に基づき、非公表である事案。
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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

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 292 19.1% 336 22.4% 368 24.7% 672 30.6% 382 23.0%
点火・燃焼・消火不良 14 0.9% 46 3.1% 17 1.1% 31 1.4% 23 1.4%
破裂 86 5.6% 60 4.0% 40 2.7% 57 2.6% 51 3.1%
ガス爆発 14 0.9% 4 0.3% 9 0.6% 7 0.3% 7 0.4%
ガス漏れ 25 1.6% 47 3.1% 53 3.6% 44 2.0% 61 3.7%
燃料・液漏れ等 4 0.3% 3 0.2% 3 0.2% 2 0.1% 0 0.0%
化学物質による危険 149 9.7% 41 2.7% 115 7.7% 45 2.1% 51 3.1%
漏電・電波等の障害 3 0.2% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
製品破損 28 1.8% 26 1.7% 11 0.7% 16 0.7% 11 0.7%
部品脱落 10 0.7% 5 0.3% 4 0.3% 2 0.1% 4 0.2%
機能故障 18 1.2% 12 0.8% 3 0.2% 1 0.0% 5 0.3%
転落・転倒・不安定 12 0.8% 8 0.5% 7 0.5% 3 0.1% 3 0.2%
操作・使用性の欠落 19 1.2% 12 0.8% 3 0.2% 1 0.0% 6 0.4%
交通事故 6 0.4% 17 1.1% 7 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
誤飲 2 0.1% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
中毒 670 43.8% 730 48.7% 704 47.2% 661 30.1% 821 49.5%
異物の混入・侵入 12 0.8% 6 0.4% 4 0.3% 8 0.4% 5 0.3%
腐敗・変質 19 1.2% 7 0.5% 1 0.1% 3 0.1% 7 0.4%
その他 147 9.6% 136 9.1% 142 9.5% 635 28.9% 200 12.1%
無記入 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 0.3% 20 1.2%

計 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015年 3 月31日までに消費者庁へ通知された、重大事故等を除く生命身体事故等の件数。資料10を参照。

○資料 3 - ２ 　商品等別分類（大分類）

　
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 279 18.2% 245 16.3% 350 23.5% 754 34.4% 983 59.3%
家電製品 78 5.1% 100 6.7% 91 6.1% 77 3.5% 70 4.2%
住居品 199 13.0% 165 11.0% 121 8.1% 132 6.0% 144 8.7%
文具・娯楽用品 21 1.4% 29 1.9% 18 1.2% 1 0.0% 9 0.5%
光熱水品 22 1.4% 33 2.2% 25 1.7% 15 0.7% 14 0.8%
被服品 1 0.1% 3 0.2% 2 0.1% 1 0.0% 2 0.1%
保健衛生品 95 6.2% 24 1.6% 68 4.6% 25 1.1% 23 1.4%
車両・乗り物 35 2.3% 20 1.3% 18 1.2% 13 0.6% 55 3.3%
建物・設備 203 13.3% 234 15.6% 234 15.7% 563 25.7% 309 18.6%
保健・福祉サービス 23 1.5% 17 1.1% 7 0.5% 31 1.4% 10 0.6%
他の商品・サービス 574 37.5% 627 41.8% 557 37.4% 525 23.9% 31 1.9%
無記入 0 0.0% 2 0.1% 0 0.0% 57 2.6% 8 0.5%

計 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015年 3 月31日までに消費者庁へ通知された、重大事故等を除く生命身体事故等の件数。資料11を参照。
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○資料 3 - 3 　発生施設別件数

　
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 414 27.1% 487 32.5% 467 31.3% 745 34.0% 472 28.5%
店舗・商業施設 672 43.9% 779 52.0% 696 46.7% 618 28.2% 822 49.6%
学校 31 2.0% 17 1.1% 37 2.5% 33 1.5% 24 1.4%
病院・福祉施設 52 3.4% 38 2.5% 47 3.2% 47 2.1% 40 2.4%
公園 7 0.5% 6 0.4% 3 0.2% 2 0.1% 4 0.2%
道路 25 1.6% 26 1.7% 19 1.3% 5 0.2% 4 0.2%
公共施設 36 2.4% 63 4.2% 70 4.7% 34 1.5% 6 0.4%
海・山・川等自然環境 5 0.3% 6 0.4% 7 0.5% 13 0.6% 1 0.1%
車内・機内・船内 9 0.6% 7 0.5% 5 0.3% 4 0.2% 2 0.1%
その他 43 2.8% 18 1.2% 62 4.2% 59 2.7% 117 7.1%
無記入 236 15.4% 52 3.5% 78 5.2% 634 28.9% 166 10.0%

計 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015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

　
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 132 8.6% 153 10.2% 144 9.7% 233 10.6% 163 9.8%
関東 538 35.2% 612 40.8% 575 38.6% 737 33.6% 689 41.6%
中部 248 16.2% 220 14.7% 229 15.4% 291 13.3% 229 13.8%
近畿 259 16.9% 278 18.5% 266 17.8% 478 21.8% 291 17.6%
中国 96 6.3% 80 5.3% 83 5.6% 120 5.5% 83 5.0%
四国 43 2.8% 44 2.9% 52 3.5% 63 2.9% 34 2.1%
九州・沖縄 105 6.9% 98 6.5% 134 9.0% 261 11.9% 121 7.3%
不明・無記入 109 7.1% 14 0.9% 8 0.5% 11 0.5% 48 2.9%

計 1,530 100.0% 1,499 100.0% 1,491 100.0% 2,194 100.0% 1,658 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015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。
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（ ２）財産事案

○資料 3 - ５ 　商品等別件数

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 443 2.8% 411 3.4% 163 1.6% 526 5.8% 247 2.7%
食料品 706 4.5% 595 4.9% 573 5.8% 671 7.4% 597 6.5%
住居品 788 5.0% 669 5.5% 625 6.3% 635 7.0% 613 6.7%
教養娯楽品 1,540 9.8% 1,358 11.1% 1,056 10.6% 1,018 11.2% 907 9.9%
光熱水品 262 1.7% 346 2.8% 316 3.2% 241 2.6% 236 2.6%
被服品 458 2.9% 383 3.1% 409 4.1% 464 5.1% 467 5.1%
保健衛生品 408 2.6% 386 3.2% 294 3.0% 265 2.9% 297 3.2%
車両・乗り物 428 2.7% 352 2.9% 304 3.1% 289 3.2% 247 2.7%
土地・建物・設備 500 3.2% 486 4.0% 387 3.9% 548 6.0% 443 4.8%
他の商品 147 0.9% 70 0.6% 74 0.7% 105 1.2% 110 1.2%

商品全体 5,680 36.2% 5,056 41.3% 4,201 42.4% 4,762 52.2% 4,164 45.4%
クリーニング 27 0.2% 18 0.1% 23 0.2% 13 0.1% 11 0.1%
レンタル・リース・貸借 379 2.4% 347 2.8% 265 2.7% 130 1.4% 102 1.1%
工事・建築・加工 344 2.2% 333 2.7% 285 2.9% 223 2.4% 263 2.9%
修理・補修 111 0.7% 159 1.3% 174 1.8% 111 1.2% 57 0.6%
管理・保管 16 0.1% 18 0.1% 13 0.1% 5 0.1% 4 0.0%
役務一般 394 2.5% 10 0.1% 6 0.1% 0 0.0% 33 0.4%
金融・保険サービス 3,214 20.5% 2,188 17.9% 1,375 13.9% 999 11.0% 1,150 12.5%
運輸・通信サービス 1,954 12.5% 1,132 9.3% 868 8.8% 593 6.5% 631 6.9%
教育サービス 161 1.0% 159 1.3% 159 1.6% 187 2.1% 229 2.5%
教養・娯楽サービス 616 3.9% 562 4.6% 464 4.7% 547 6.0% 474 5.2%
保健・福祉サービス 365 2.3% 339 2.8% 367 3.7% 331 3.6% 328 3.6%
他の役務 909 5.8% 1,096 9.0% 833 8.4% 600 6.6% 691 7.5%
内職・副業・ねずみ講 314 2.0% 165 1.3% 200 2.0% 129 1.4% 132 1.4%
他の行政サービス 117 0.7% 109 0.9% 149 1.5% 26 0.3% 7 0.1%

サービス全体 8,921 56.8% 6,635 54.3% 5,181 52.2% 3,894 42.7% 4,112 44.8%
他の相談 1,092 7.0% 537 4.4% 534 5.4% 460 5.0% 896 9.8%

計 15,693 100.0% 12,228 100.0% 9,916 100.0% 9,116 100.0% 9,172 100.0%
（備考）　2010年 4 月 1 日から2015年 3 月31日までに消費者庁へ通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。資料12を参照。
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資料 4　PIO-NETに収集された情報
○資料 4 - １ 　商品等別件数

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 26,706 3.0% 23,021 2.6% 27,622 3.2% 40,752 4.3% 49,301 5.2%
食料品 37,270 4.2% 37,628 4.3% 50,437 5.9% 79,169 8.4% 44,091 4.7%
住居品 38,259 4.3% 34,695 3.9% 33,193 3.9% 39,973 4.3% 39,476 4.2%
教養娯楽品 72,541 8.1% 70,217 7.9% 66,934 7.8% 73,348 7.8% 71,966 7.6%
光熱水品 11,136 1.2% 8,856 1.0% 9,044 1.1% 8,118 0.9% 8,008 0.8%
被服品 27,727 3.1% 30,034 3.4% 32,456 3.8% 45,766 4.9% 42,135 4.5%
保健衛生品 22,115 2.5% 25,339 2.9% 21,263 2.5% 25,499 2.7% 22,224 2.4%
車両・乗り物 22,925 2.6% 21,833 2.5% 21,866 2.5% 23,427 2.5% 21,544 2.3%
土地・建物・設備 35,228 3.9% 32,622 3.7% 31,235 3.6% 31,982 3.4% 29,034 3.1%
他の商品 1,299 0.1% 2,069 0.2% 1,885 0.2% 2,342 0.2% 1,835 0.2%

商品全体 295,206 32.9% 286,314 32.4% 295,935 34.4% 370,376 39.4% 329,614 34.9%
クリーニング 6,743 0.8% 6,621 0.7% 6,172 0.7% 6,016 0.6% 5,940 0.6%
レンタル・リース・貸借 52,861 5.9% 51,240 5.8% 47,469 5.5% 47,034 5.0% 45,858 4.9%
工事・建築・加工 25,662 2.9% 28,118 3.2% 27,818 3.2% 31,306 3.3% 29,039 3.1%
修理・補修 12,206 1.4% 13,837 1.6% 12,324 1.4% 12,620 1.3% 12,482 1.3%
管理・保管 2,002 0.2% 2,041 0.2% 2,120 0.2% 2,369 0.3% 2,530 0.3%
役務一般 2,585 0.3% 2,061 0.2% 1,781 0.2% 2,190 0.2% 4,269 0.5%
金融・保険サービス 161,302 18.0% 136,555 15.4% 114,887 13.3% 105,316 11.2% 94,883 10.1%
運輸・通信サービス 201,996 22.5% 216,357 24.5% 212,021 24.6% 217,633 23.2% 270,582 28.7%
教育サービス 5,149 0.6% 4,772 0.5% 4,643 0.5% 4,926 0.5% 5,405 0.6%
教養・娯楽サービス 33,830 3.8% 35,460 4.0% 33,180 3.9% 30,159 3.2% 27,152 2.9%
保健・福祉サービス 29,529 3.3% 30,287 3.4% 32,341 3.8% 36,455 3.9% 38,016 4.0%
他の役務 35,555 4.0% 38,294 4.3% 38,732 4.5% 41,024 4.4% 46,459 4.9%
内職・副業・ねずみ講 6,524 0.7% 4,866 0.6% 4,182 0.5% 3,683 0.4% 3,734 0.4%
他の行政サービス 4,070 0.5% 4,569 0.5% 4,077 0.5% 4,541 0.5% 4,923 0.5%

サービス全体 580,014 64.7% 575,078 65.1% 541,747 62.9% 545,272 58.0% 591,272 62.7%
他の相談 21,769 2.4% 22,539 2.5% 22,994 2.7% 24,126 2.6% 22,852 2.4%

計 896,989 100.0% 883,931 100.0% 860,676 100.0% 939,774 100.0% 943,738 100.0%
（備考）　 1 ．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2 ．商品等別は商品別分類（大分類）を使用。資料12を参照。

○資料 4 - ２ 　相談内容別件数

相談内容
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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
安全・衛生 30,219 3.4% 34,015 3.8% 29,398 3.4% 36,910 3.9% 31,447 3.3%
品質・機能、役務品質 116,853 13.0% 124,641 14.1% 119,758 13.9% 131,332 14.0% 119,145 12.6%
法規・基準 37,633 4.2% 34,758 3.9% 32,860 3.8% 35,639 3.8% 35,372 3.7%
価格・料金 173,818 19.4% 162,769 18.4% 148,387 17.2% 155,695 16.6% 158,898 16.8%
計量・量目 1,373 0.2% 1,345 0.2% 1,408 0.2% 1,554 0.2% 1,445 0.2%
表示・広告 46,091 5.1% 50,929 5.8% 49,979 5.8% 57,758 6.1% 57,538 6.1%
販売方法 370,046 41.3% 401,694 45.4% 407,336 47.3% 472,173 50.2% 489,422 51.9%
契約・解約 675,351 75.3% 620,021 70.1% 607,232 70.6% 663,589 70.6% 686,440 72.7%
接客対応 121,234 13.5% 126,539 14.3% 129,346 15.0% 141,223 15.0% 141,786 15.0%
包装・容器 965 0.1% 885 0.1% 902 0.1% 1,119 0.1% 1,158 0.1%
施設・設備 2,019 0.2% 1,972 0.2% 1,810 0.2% 1,994 0.2% 1,788 0.2%

（備考）　 1 ．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2 ．相談内容別分類は複数回答項目。
　　　　 3 ．構成比は、資料 4 - 1 に示されている各年度の相談件数計に対する割合。
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○資料 4 - 3 　危害・危険別件数

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
危害情報 8,751 11,619 10,677 13,760 11,398
危険情報 4,167 3,727 4,205 6,934 5,017

計 12,918 15,346 14,882 20,694 16,415
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。

○資料 4 - 4 　危害情報の危害内容別件数

相談内容
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 341 3.9% 293 2.5% 340 3.2% 366 2.7% 405 3.6%
脱臼・捻挫 56 0.6% 81 0.7% 75 0.7% 81 0.6% 71 0.6%
切断 17 0.2% 12 0.1% 5 0.0% 3 0.0% 9 0.1%
擦過傷・挫傷・打撲傷 807 9.2% 698 6.0% 694 6.5% 860 6.3% 818 7.2%
刺傷・切傷 706 8.1% 625 5.4% 686 6.4% 737 5.4% 702 6.2%
頭蓋（内）損傷 22 0.3% 19 0.2% 20 0.2% 32 0.2% 32 0.3%
内臓損傷 9 0.1% 7 0.1% 13 0.1% 15 0.1% 17 0.1%
神経・脊髄の損傷 203 2.3% 202 1.7% 266 2.5% 225 1.6% 211 1.9%
筋・腱の損傷 64 0.7% 48 0.4% 58 0.5% 75 0.5% 82 0.7%
窒息 17 0.2% 24 0.2% 28 0.3% 21 0.2% 20 0.2%
感覚機能の低下 83 0.9% 108 0.9% 138 1.3% 181 1.3% 190 1.7%
熱傷 753 8.6% 694 6.0% 820 7.7% 767 5.6% 723 6.3%
凍傷 8 0.1% 14 0.1% 9 0.1% 18 0.1% 14 0.1%
皮膚障害 1,789 20.4% 3,877 33.4% 2,686 25.2% 4,048 29.4% 2,750 24.1%
感電障害 23 0.3% 23 0.2% 14 0.1% 17 0.1% 21 0.2%
中毒 86 1.0% 196 1.7% 181 1.7% 190 1.4% 238 2.1%
呼吸器障害 196 2.2% 614 5.3% 382 3.6% 330 2.4% 320 2.8%
消化器障害 787 9.0% 924 8.0% 1,032 9.7% 2,026 14.7% 1,138 10.0%
その他の傷病及び諸症状 2,722 31.1% 3,077 26.5% 3,115 29.2% 3,624 26.3% 3,474 30.5%
不明 62 0.7% 83 0.7% 115 1.1% 144 1.0% 163 1.4%

計 8,751 100.0% 11,619 100.0% 10,677 100.0% 13,760 100.0% 11,398 100.0%
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
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○資料 4 - ５ 　危険情報の危険内容別件数

相談内容
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 95 2.3% 95 2.5% 89 2.1% 61 0.9% 61 1.2%
発火・引火 395 9.5% 334 9.0% 272 6.5% 312 4.5% 349 7.0%
発煙・火花 618 14.8% 553 14.8% 505 12.0% 585 8.4% 543 10.8%
過熱・こげる 433 10.4% 377 10.1% 453 10.8% 587 8.5% 574 11.4%
ガス爆発 19 0.5% 11 0.3% 9 0.2% 4 0.1% 6 0.1%
ガス漏れ 26 0.6% 22 0.6% 42 1.0% 35 0.5% 39 0.8%
点火・燃焼・消火不良 98 2.4% 90 2.4% 104 2.5% 92 1.3% 72 1.4%
漏電・電波等の障害 20 0.5% 29 0.8% 43 1.0% 37 0.5% 33 0.7%
燃料・液漏れ等 141 3.4% 90 2.4% 171 4.1% 146 2.1% 164 3.3%
化学物質による危険 11 0.3% 15 0.4% 46 1.1% 78 1.1% 42 0.8%
破裂 219 5.3% 240 6.4% 195 4.6% 197 2.8% 182 3.6%
破損・折損 439 10.5% 362 9.7% 461 11.0% 483 7.0% 515 10.3%
部品脱落 174 4.2% 133 3.6% 163 3.9% 163 2.4% 163 3.2%
機能故障 607 14.6% 477 12.8% 617 14.7% 577 8.3% 629 12.5%
転落・転倒・不安定 82 2.0% 69 1.9% 58 1.4% 75 1.1% 94 1.9%
バリ7・鋭利 4 0.1% 13 0.3% 19 0.5% 13 0.2% 14 0.3%
操作・使用性の欠落 107 2.6% 103 2.8% 111 2.6% 132 1.9% 126 2.5%
腐敗・変質 25 0.6% 36 1.0% 24 0.6% 57 0.8% 92 1.8%
異物の混入 331 7.9% 346 9.3% 482 11.5% 2,849 41.1% 794 15.8%
異物の侵入 7 0.2% 2 0.1% 12 0.3% 4 0.1% 22 0.4%
その他 316 7.6% 330 8.9% 323 7.7% 445 6.4% 494 9.8%
不明 0 0.0% 0 0.0% 6 0.1% 2 0.0% 9 0.2%

計 4,167 100.0% 3,727 100.0% 4,205 100.0% 6,934 100.0% 5,017 100.0%
（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。

７）商品の角等が滑らかに処理されていないこと。
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○資料 4 - ６ 　危害情報の商品等別件数

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 144 1.6% 179 1.5% 163 1.5% 199 1.4% 178 1.6%
食料品 1,482 16.9% 1,612 13.9% 1,808 16.9% 3,151 22.9% 2,097 18.4%
住居品 992 11.3% 873 7.5% 1,008 9.4% 1,308 9.5% 1,076 9.4%
教養娯楽品 424 4.8% 345 3.0% 394 3.7% 413 3.0% 375 3.3%
光熱水品 23 0.3% 27 0.2% 33 0.3% 30 0.2% 37 0.3%
被服品 372 4.3% 358 3.1% 331 3.1% 455 3.3% 376 3.3%
保健衛生品 1,354 15.5% 4,202 36.2% 2,289 21.4% 3,283 23.9% 2,107 18.5%
車両・乗り物 338 3.9% 226 1.9% 236 2.2% 288 2.1% 253 2.2%
土地・建物・設備 184 2.1% 142 1.2% 177 1.7% 153 1.1% 252 2.2%
他の商品 15 0.2% 12 0.1% 8 0.1% 12 0.1% 9 0.1%

商品全体 5,328 60.9% 7,976 68.6% 6,447 60.4% 9,292 67.5% 6,760 59.3%
クリーニング 11 0.1% 7 0.1% 11 0.1% 11 0.1% 10 0.1%
レンタル・リース・貸借 191 2.2% 211 1.8% 246 2.3% 219 1.6% 253 2.2%
工事・建築・加工 111 1.3% 108 0.9% 133 1.2% 125 0.9% 120 1.1%
修理・補修 27 0.3% 21 0.2% 24 0.2% 28 0.2% 27 0.2%
管理・保管 7 0.1% 8 0.1% 11 0.1% 9 0.1% 8 0.1%
役務一般 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
金融・保険サービス 25 0.3% 19 0.2% 18 0.2% 36 0.3% 23 0.2%
運輸・通信サービス 80 0.9% 66 0.6% 90 0.8% 100 0.7% 87 0.8%
教育サービス 10 0.1% 7 0.1% 4 0.0% 8 0.1% 12 0.1%
教養・娯楽サービス 242 2.8% 235 2.0% 289 2.7% 304 2.2% 304 2.7%
保健・福祉サービス 2,333 26.7% 2,464 21.2% 2,874 26.9% 3,092 22.5% 3,190 28.0%
他の役務 375 4.3% 493 4.2% 521 4.9% 522 3.8% 587 5.2%
内職・副業・ねずみ講 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 3 0.0%
他の行政サービス 11 0.1% 3 0.0% 7 0.1% 13 0.1% 14 0.1%

サービス全体 3,423 39.1% 3,643 31.4% 4,230 39.6% 4,468 32.5% 4,638 40.7%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 8,751 100.0% 11,619 100.0% 10,677 100.0% 13,760 100.0% 11,398 100.0%
（備考）　 1 ．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2 ．商品等別は商品別分類（大分類）を使用。資料12を参照。
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○資料 4 - ７ 　危険情報の商品等別件数

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 9 0.2% 9 0.2% 7 0.2% 12 0.2% 10 0.2%
食料品 329 7.9% 322 8.6% 459 10.9% 2,929 42.2% 854 17.0%
住居品 1,656 39.7% 1,298 34.8% 1,388 33.0% 1,562 22.5% 1,607 32.0%
教養娯楽品 481 11.5% 424 11.4% 422 10.0% 485 7.0% 500 10.0%
光熱水品 69 1.7% 95 2.5% 96 2.3% 90 1.3% 104 2.1%
被服品 58 1.4% 47 1.3% 59 1.4% 68 1.0% 72 1.4%
保健衛生品 152 3.6% 250 6.7% 195 4.6% 213 3.1% 160 3.2%
車両・乗り物 959 23.0% 769 20.6% 947 22.5% 883 12.7% 977 19.5%
土地・建物・設備 180 4.3% 172 4.6% 186 4.4% 214 3.1% 202 4.0%
他の商品 8 0.2% 7 0.2% 14 0.3% 11 0.2% 9 0.2%

商品全体 3,901 93.6% 3,393 91.0% 3,773 89.7% 6,467 93.3% 4,495 89.6%
クリーニング 0 0.0% 1 0.0% 3 0.1% 2 0.0% 0 0.0%
レンタル・リース・貸借 50 1.2% 83 2.2% 75 1.8% 78 1.1% 88 1.8%
工事・建築・加工 43 1.0% 50 1.3% 70 1.7% 67 1.0% 74 1.5%
修理・補修 81 1.9% 72 1.9% 124 2.9% 92 1.3% 121 2.4%
管理・保管 4 0.1% 3 0.1% 9 0.2% 3 0.0% 1 0.0%
役務一般 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
金融・保険サービス 1 0.0% 4 0.1% 3 0.1% 5 0.1% 1 0.0%
運輸・通信サービス 16 0.4% 11 0.3% 35 0.8% 26 0.4% 33 0.7%
教育サービス 0 0.0% 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 5 0.1%
教養・娯楽サービス 8 0.2% 9 0.2% 8 0.2% 15 0.2% 15 0.3%
保健・福祉サービス 24 0.6% 32 0.9% 43 1.0% 101 1.5% 75 1.5%
他の役務 34 0.8% 62 1.7% 59 1.4% 75 1.1% 102 2.0%
内職・副業・ねずみ講 0 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% 6 0.2% 2 0.0% 3 0.0% 5 0.1%

サービス全体 266 6.4% 334 9.0% 432 10.3% 467 6.7% 522 10.4%
他の相談 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

計 4,167 100.0% 3,727 100.0% 4,205 100.0% 6,934 100.0% 5,017 100.0%
（備考）　 1 ．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27日までの登録分）。
　　　　 2 ．商品等別は商品別分類（大分類）を使用。資料12を参照。
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○資料 4 - ８ 　危害情報の被害者年齢層別商品等内訳（上位１0位まで）（２0１4年度）

年齢層 商品等内訳
年齢層
別合計

5 歳未満

外食（23） 商品一般（15） 医療サービス（8） パン類（6） 乳製品（6）

229
ケーキ（5） ミネラルウォーター

（5） 不動産貸借（5）
いす類、ベビーカー、花火、洗濯用洗浄剤、
他の調理食品、他の洋生菓子、模似玩具（各
4）

5 歳以上
10歳未満

外食（22） 遊園地・レジャーラ
ンド（8） 自転車（6） 不動産貸借（5） 歯科治療（4）

141
他の野菜・海草加工
品（4）

保健衛生品その他
（4） ケーキ（3） 他の調理食品、幼稚園（各3）

10歳代
自転車（25） 外食（23） 他の野菜・海草加工

品（18） 医療サービス（15） 歯科治療（12）
288

エステティックサー
ビス（7）

コンタクトレンズ
（7） 基礎化粧品（7） 頭髪用具（7） ベッド類、不動産貸

借（各6）

20歳代

エステティックサー
ビス（168） 医療サービス（156） 外食（68） パーマ（50） 他の美容サービス

（38）
972

他の野菜・海草加工
品（37） 不動産貸借（32） 基礎化粧品（26） 歯科治療（22） 他の健康食品（18）

30歳代
医療サービス（179） エステティックサー

ビス（159） 外食（98） パーマ（73） 基礎化粧品（54）
1,493

不動産貸借（48） 他の美容サービス
（43） 歯科治療（28） 洗濯用洗浄剤（27） 他の健康食品（25）

40歳代
医療サービス（208） エステティックサー

ビス（133） 基礎化粧品（99） 外食（98） パーマ（74）
1,911

不動産貸借（52） 歯科治療（50） 洗濯用洗浄剤（39） 他の化粧品（36） 他の医療、他の美容
サービス（各35）

50歳代
医療サービス（168） 基礎化粧品（125） エステティックサー

ビス（79） 外食（69） 歯科治療（67）
1,727

パーマ（59） 他の健康食品（51） 商品一般（42） 他の化粧品（42） 頭髪用化粧品（39）

60歳代
基礎化粧品（127） 医療サービス（125） 頭髪用化粧品（72） 歯科治療（60） 他の健康食品（50）

1,679
外食（49） 他の化粧品（43） 健康食品（全般）（31） 商品一般（30） 洗濯用洗浄剤（29）

70歳代
医療サービス（130） 基礎化粧品（89） 他の健康食品（76） 歯科治療（39） 家庭用電気治療器具

（37） 1,259
健康食品（全般）（35） 頭髪用化粧品（35） 給湯システム（28） 商品一般（28） 他の化粧品（23）

80歳以上
医療サービス（67） 老人ホーム（43） デイケアサービス

（34） 他の健康食品（32） 健康食品（全般）（24）
587

基礎化粧品（23） 歯科治療（16） 家庭用電気治療器具
（11） 他の化粧品（9） 他の老人福祉・サー

ビス（9）

無回答
医療サービス（123） 外食（57） 基礎化粧品（45） エステティックサー

ビス（31） 不動産貸借（30）
1,112

商品一般（22） 老人ホーム（21） 工事・建築（20） パーマ（19） 四輪自動車、洗濯用
洗浄剤（各18）

計 11,398

（備考）　 1 ．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2015年 4 月27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）。

312



資料 ５　事故等原因調査等の申出８件数（２0１4年度）

　
申出件数

2014年
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 2015年

1 月 2 月 3 月 累計

分野別
内 訳

食 品 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
製 品 2 0 3 3 4 2 3 1 4 4 2 1 29
施 設 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
役 務 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4
その他 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4

総件数 3 1 4 3 5 3 4 1 5 4 5 2 40
（備考）　「その他」は、明らかに消費者事故ではないもの。

８�）消費者安全法改正（2012年10月１日施行）に伴う「消費者安全調査委員会」の設置と同時に開始された事故等原
因調査等の申出制度によるもの。
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資料 ６　消費生活用製品安全法の規定に基づき報告された重大製品事故
○資料 ６ - １ 　製品別報告件数

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014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 339 29.7% 336 28.7% 275 25.5% 246 26.1% 206 23.1%
電気製品 564 49.4% 615 52.6% 604 56.1% 573 60.9% 526 59.0%
その他 238 20.9% 218 18.6% 198 18.4% 122 13.0% 160 17.9%

合　　計 1,141 100.0% 1,169 100.0% 1,077 100.0% 941 100.0% 892 100.0%
（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。

○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〉

2012年度 2013年度 2014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 57 20.7% 1 ガスこんろ 54 22.0% 1 ガスこんろ 49 23.8%
2 ガスこんろ 52 18.9% 2 石油ストーブ 45 18.3% 2 石油ストーブ 40 19.4%
3 石油給湯機 33 12.0% 3 石油ふろがま 37 15.0% 3 ガスふろがま 27 13.1%
4 ガスふろがま 25 9.1% 4 ガスふろがま 24 9.8% 4 石油給湯機 19 9.2%
5 石油温風暖房機 19 6.9% 5 石油給湯機 22 8.9% 5 石油ふろがま 12 5.8%

〈電気製品〉

2012年度 2013年度 2014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 65 10.8% 1 エアコン 63 11.0% 1 エアコン 47 8.9%
2 電気ストーブ 44 7.3% 2 電気ストーブ 39 6.8% 2 照明器具 33 6.3%
3 電気冷蔵庫 34 5.6% 3 電子レンジ 37 6.5% 3 延長コード 27 5.1%
4 電子レンジ 29 4.8% 4 電気冷蔵庫 32 5.6% 4 パソコン 26 4.9%
5 電気洗濯機 23 3.8% 5 扇風機 28 4.9% 5 電気ストーブ 22 4.2%

〈その他〉

2012年度 2013年度 2014年度

品目名 件
数

構成
比 品目名 件

数
構成
比 品目名 件

数
構成
比

1 自転車 24 12.1% 1 自転車 22 18.0% 1 自転車 30 18.8%
2 脚立・踏み台・はしご 20 10.1% 2 脚立・踏み台・はしご 20 16.4% 2 脚立・踏み台・はしご 21 13.1%
3 いす 19 9.6% 3 いす 11 9.0% 3 いす 16 10.0%
4 靴・サンダル 18 9.1% 4 靴・サンダル 10 8.2% 4 靴・サンダル 7 4.4%

5 電動車いす 14 7.1% 5 湯たんぽ・湯たんぽカバー 8 6.6% 5 鍋 6 3.8%

（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。
　　　　 3．構成比は、資料 6 - 1 に示されている各年度の製品別報告件数に占める割合。
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資料 ７　消費者庁が行った法執行・行政処分等
○資料 ７ - １ 　消費者庁が行った主な法執行・行政処分等（年度別件数）
〈消費者安全法の規定に基づく注意喚起、勧告等〉

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
件　　数 1 7 6 9 11

〈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〉

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
件　　数 20 28 37 45 30

〈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〉

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
件　　数 53 43 40 21 40

〈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〉

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
件　　数 7 10 8 7 7

〈家庭用品品質表示法の規定に基づく消費者庁の指示〉

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
件　　数 6 4 9 20 4※

〈農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく消費者庁の改善命令〉

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
件　　数 1 0 1 0 0

※�家庭用品品質表示法では、同法第 4条第 1項の指示に従わない場合に同条第 3項の規定に基づき公表することができるとされており、2014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。
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○資料 ７ - ２ 　消費者安全法の規定に基づく消費者への注意喚起、勧告等（２0１4年度）

実施時期 件　　名 内　　　　　容

2014年
4 月18日
（注意喚起）

2020年東京オリンピックの開
催予定地近隣の用地買収等を
行っていると装い社債を募集
する「株式会社エーライン」
に関する件

・�エーラインは、2020年東京オリンピックの開催予定地近隣の用地買収等
を行っている旨を記載した資料を消費者宅に送付して自ら不動産事業を
営んでいるように装って社債の募集を行っているが、同社に関わる拠点
も金融商品取引法に基づく届出もなく、事業実体がないことが判明した
（不実の告知）。
・�劇場型勧誘の手口としては、エーラインとは別の事業者が社債の購入権
を譲ってほしいなどと電話をして、消費者がこれを承諾すると、警察官
や弁護士を名乗る者が登場して現金の送付等を指示していた。

2014年
5 月21日
（注意喚起）

金の投資をうたい郵便集荷や
郵便局留めの郵便サービスを
悪用して現金を受け取る「社
団法人日本貴金属協会」に関
する件

・�日本貴金属協会は、金地金の販売事業等を行っている旨の勧誘資料を消
費者宅に送付して「ゴールド積立定期預金」と称する投資商品を勧誘し
ているが、同協会に関わる拠点も金融商品取引法に基づく登録もなく、
事業実体がないことが判明した（不実の告知）。
・�劇場型勧誘の手口としては、日本貴金属協会とは別の事業者が協会をオ
リンピック招致に関係した事業者であると信頼させ、また、日本貴金属
協会は申込金を個人名宛ての小包にして郵便局留め扱いで郵送するよう
指示し、さらに、郵便局の集荷サービスを利用して消費者が現金を運ぶ
手間やリスクを省いていた。

2014年
6 月19日
（注意喚起）

うなぎの養殖事業を行ってい
ると称して出資を勧誘する
「ライトオンサプライ株式会
社」に関する件

・�ライトオンサプライは、消費者に対し、うなぎの養殖事業を行っている
旨の勧誘資料を送付し、また、水産庁から補助金の支給を受けて同事業
を行っていると説明しているが、実際にはうなぎの養殖施設も水産庁が
補助金を支給している事実もなく、同社のうなぎ養殖事業には実体がな
いことが判明した（不実の告知）。
・�劇場型勧誘の手口としては、消費者取引でのトラブルに関する相談対応
の仕事をしているという者が、消費者に対し、同社の事業は信頼できる
旨を伝えて同社への出資を勧めていた。

2014年
7 月31日
（注意喚起）

約200倍のレートで外国通貨
の両替取引を行う「株式会社
ノルディア」に関する件

・�ノルディアは、消費者に円からシリアポンドへの両替取引を勧誘する案
内状を送付し、20年間の再両替を保証しているが、所在地とする場所に
事業拠点は存在せず、連絡先とする電話も不通となるため、再両替の保
証に応じるつもりはないことが判明した（不実の告知）。
・�劇場型勧誘の手口としては、ノルディアとは別の事業者が、シリアポン
ドは将来値上がり確実のため購入してくれればより高値で買い取る旨約
束し、ノルディアとの取引を勧めていた。

2014年
8 月29日
（注意喚起）

消費者が所有する原野に係る
仲介取引を偽って境界線復元
工事等を契約させる「株式会
社日高不動産」に関する件

・�日高不動産は、原野を所有する消費者に電話をかけ、当該原野の購入希
望者がいるとして買付証明書等の書類を送付し、自社による原野の仲介
取引を了承させているが、書類に記載された所在地に同社の拠点はなく、
同社が宅地建物取引業の免許を受けた事実もなく、事業実体がないこと
が判明した（不実の告知）。
・�また、売却に当たっては原野の整備が必要として契約させた境界線復元
工事等の施工業者も存在せず、消費者に送付した買付証明書、印鑑登録
証明書の写し及び担当者の宅地建物取引主任者証の写しは、いずれも真
正のものではなかった。

2014年
9 月30日
（注意喚起）

公的機関を装って個人情報の
削除を持ち掛け車椅子の購入
契約をさせる「成寿園株式会
社」に関する件

・�成寿園は、複数の事業者を介して個人情報の削除を持ち掛け、消費者に
介護サービス事業を行うと称して車椅子の購入契約をさせているが、同
社は所在地とする場所に事業拠点が存在せず、車椅子の販売事業や介護
サービス事業を行った事実もなく、事業実体がないことが判明した（不
実の告知）。
・�劇場型勧誘の手口としては、消費者に対して、公的機関と類似した機関
を名乗る者から電話させ、個人情報が勝手に登録されているとして削除
を持ち掛けることで、成寿園との取引のきっかけとしていた。
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実施時期 件　　名 内　　　　　容

2014年
10月10日
（注意喚起）

消費者が所有する原野に係る
仲介取引を偽って境界線復元
工事等を契約させる「株式会
社フジ不動産」に関する件（原
野商法の被害者に架空工事を
契約させる事業者に関する件
（第 2報））

・�フジ不動産は、原野を所有する消費者に電話をかけ、当該原野の購入希
望者がいるとして買付証明書等の書類を送付し、自社による原野の仲介
取引を了承させているが、書類に記載された所在地に同社の拠点はなく、
同社が宅地建物取引業の免許を受けた事実もなく、事業実体がないこと
が判明した（不実の告知）。
・�また、売却に当たっては原野の整備が必要として契約させた境界線復元
工事等の施工業者も存在せず、消費者に送付した買付証明書、印鑑登録
証明書の写し及び担当者の宅地建物取引主任者証の写しは、いずれも真
正のものではなかった。

2014年
12月10日
（注意喚起）

健康被害発生後も継続利用を
勧められる美容・健康商品等
～ ｢好転反応｣ 等といわれて
も、健康被害が出たら利用を
一旦中止しましょう！～

・�健康食品、化粧品、健康器具、美容エステ等の美容・健康等に関する機
能性をうたった商品・サービス等を利用し、様々な健康被害が発生した
際に、販売・役務提供を行う事業者が「症状が発生するのは好転反応」、
「今は毒素が抜けているところ」等と説明して、症状発生後も継続利用
を勧めているケースがあり、実際消費者が利用を継続することによって
症状が持続・悪化したという消費者事故等の情報が多数寄せられている。
・�消費者に、健康被害が発生した際には、商品・サービス等の利用を一旦
中止し、医師に相談することを注意喚起するとともに、各都道府県知事
宛に情報提供を行い、関係団体宛に要請文を送付した。

2014年
12月25日
（注意喚起）

設備認定を受けただけで実体
のない太陽光発電所の所有権
を分割販売する「株式会社ア
イコン」に関する件

・�アイコンは、消費者に固定価格買取制度を利用した売電事業を行う旨の
勧誘資料を送付し、新たに建造中の太陽光発電所の所有権の購入を勧誘
している。また、購入の特典として、既に稼働中の太陽光発電所による
売電収益からキャッシュバックを行う旨を説明するが、太陽光発電所に
ついては、設備認定を受けただけで存在せず、需給契約等の売電開始に
必要な手続きを行っていないことから、事業実体がないことが判明した
（不実の告知）。
・�劇場型勧誘の手口としては、アイコンとは別の事業者が消費者にアイコ
ンの太陽光発電所の所有権を購入すれば高い収益が得られると説明し、
アイコンの売電事業に興味を持たせていた。

2015年
2 月26日
（注意喚起）

番組制作会社を装って取材す
る消費者に未公開株又は社債
の購入を勧誘する「株式会社
コスモメディアサービス」に
関する件

・�コスモメディアサービスは番組制作会社を装って消費者に会社案内を送
付し、過去の詐欺事件による被害者の被害回復を支援するスポンサーの
ために、グローバルジャパンの未公開株を代理購入するよう勧誘するが、
会社案内に記載された所在地に同社の拠点はなく、また、金融商品取引
法に基づく登録もされていないことから、事業実体がないことが判明し
た（不実の告知）。
・�勧誘に使用した会社案内には、かつて報道番組に出演していた有名人が
自社のエグゼクティブプロデューサーである旨掲載していたが、そのよ
うな事実もなかった。

2015年
3 月30日
（注意喚起）

水資源開発事業を営んでいる
と装って出資を募る「富士開
発株式会社」に関する件

・�富士開発は、消費者に対し、自社の会社概要や、水資源開発事業に必要
な公的機関からの許可や登録を受けている旨及び当該事業について公的
機関から表彰を受けている旨を記載した書類を送付して同社の水資源開
発事業への出資を勧誘するが、会社概要に記載している所在地に同社の
事業拠点は存在せず、また、公的機関からの許可や登録、表彰を受けて
いる事実はないことから、事業実体がないことが判明した（不実の告知）。
・�劇場型勧誘の手口としては、富士開発とは別の事業者が消費者に対し、
富士開発への共同出資について名義貸しを依頼し、最後には、振込名義
人が個人名ではなかった等を理由として富士開発が消費者に対し、損害
賠償請求を行うと説明していた。
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○資料 ７ - ３ 　不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく消費者庁の措置命令（２0１4年度）

実施時期 件　　　名
2014年
5 月 1 日

株式会社エム・エイチ・シーに対する措置命令（抗ウイルス・除菌効果等を標ぼうする商品の効果に関す
る不当表示（優良誤認表示））

5月20日 株式会社進学会に対する措置命令（学習塾における講師に占める国公立大学・大学院出身者の在籍割合に
関する不当表示（優良誤認表示））

6月13日 ステラ漢方株式会社に対する措置命令（健康食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
6月27日 新光通販株式会社に対する措置命令（失禁パンツの吸収量に関する不当表示（優良誤認表示））

7月 4日 医療法人社団バイオファミリーに対する措置命令（「バイオプレート」と称する器具を用いた治療に関す
る不当表示（優良誤認表示））

7月17日 有限会社プライム・ワンに対する措置命令（健康食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
7月24日 有限会社ミート伊藤に対する措置命令（食肉に係る不当な二重価格表示（有利誤認表示））
9月19日 株式会社ハーブ健康本舗に対する措置命令（健康食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））
10月15日 株式会社木曽路に対する措置命令（飲食店で提供される料理の原材料に関する不当表示（優良誤認表示））

10月23日 株式会社豆千待月に対する措置命令（旅館で提供される貸切浴場の浴槽における温水及び料理の原材料に
関する不当表示（優良誤認表示））

11月26日 株式会社ジャストライトに対する措置命令（中古自動車の修復歴及び走行距離数に関する不当表示（優良
誤認表示）及び中古自動車に関するおとり広告）

11月27日 有限会社プロモート・タカハシに対する措置命令（中古自動車の修復歴に関する不当表示（優良誤認表示））
11月27日 有限会社アーバンオートに対する措置命令（中古自動車の修復歴に関する不当表示（優良誤認表示））
11月27日 有限会社シティーオートに対する措置命令（中古自動車の修復歴に関する不当表示（優良誤認表示））
2015年
2 月 4 日

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツに対する措置命令（ホテルで提供される料理の原材料に
関する不当表示（優良誤認表示））

2月10日 株式会社三貴に対する措置命令（飲料の疾病等予防効果に関する不当表示（優良誤認表示））
2月16日 有限会社アトム商会に対する措置命令（中古自動二輪車の走行距離数に関する不当表示（優良誤認表示））
2月16日 有限会社インテークに対する措置命令（中古自動二輪車の走行距離数に関する不当表示（優良誤認表示））
2月16日 株式会社クラッチに対する措置命令（中古自動二輪車の走行距離数に関する不当表示（優良誤認表示））
2月17日 株式会社ライフサポートに対する措置命令（健康食品の痩身効果に関する不当表示（優良誤認表示））

2月20日 アース製薬株式会社に対する措置命令（虫の忌避効果を標ぼうする商品の効果に関する不当表示（優良誤
認表示））

2月20日 興和株式会社に対する措置命令（虫の忌避効果を標ぼうする商品の効果に関する不当表示（優良誤認表示））

2月20日 大日本除蟲菊株式会社に対する措置命令（虫の忌避効果を標ぼうする商品の効果に関する不当表示（優良
誤認表示））

2月20日 フマキラー株式会社に対する措置命令（虫の忌避効果を標ぼうする商品の効果に関する不当表示（優良誤
認表示））

2月24日 有限会社湯迫温泉に対する措置命令（浴場施設における温泉を使用した浴槽の数に関する不当表示（優良
誤認表示））

2月27日 株式会社翠光トップラインに対する措置命令（窓ガラス用フィルムの省エネルギー効果に関する不当表示
（優良誤認表示））

2月27日 株式会社ジェイトップラインに対する措置命令（窓ガラス用フィルムの省エネルギー効果に関する不当表
示（優良誤認表示））

3月 5日 株式会社タカショーに対する措置命令（屋外用シェードの気温低下効果に関する不当表示（優良誤認表示））
3月13日 株式会社竹書房に対する措置命令（漫画雑誌の懸賞企画の当選者数に関する不当表示（有利誤認表示））

3月20日 株式会社キャリアカレッジジャパンに対する措置命令（通信講座に係る役務の料金割引期間に関する不当
表示（有利誤認表示））
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○資料 ７ - 4 　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（２0１4年度）

実施時期 件　　　名
2014年
5 月23日

訪問購入業者株式会社HE-ARTに対する業務停止命令（貴金属等の訪問購入に係る氏名等不明示、不招請
勧誘、勧誘を受ける意思の確認義務違反、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反及び迷惑勧誘）

6月 5日 電話勧誘販売業者株式会社まつみ、株式会社TOP及び株式会社ミヤコーポレーションに対する業務停止
命令及び指示（健康食品の電話勧誘販売に係る勧誘目的不明示、不実告知及び再勧誘）

6月10日 電話勧誘販売業者I＆Oファシリティーズ株式会社に対する業務停止命令及び指示（健康食品の電話勧誘販
売に係る再勧誘、不実告知、判断力不足便乗及び適合性原則違反）

7月10日 電話勧誘販売業者健康科学研究所株式会社に対する業務停止命令及び指示（健康食品の電話勧誘販売に係
る再勧誘、契約書面記載不備及び不実告知）

9月 8日
通信販売業者「アロマ屋」こと大窪賢人に対する指示（危険ドラッグ等の通信販売に係る販売業者の氏名
又は名称の表示不備、販売業者の住所の表示不備及び販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任
者氏名の表示不備）

9月11日 連鎖販売業者株式会社高陽社に対する指示（海洋深層水及び薬用入浴剤等の連鎖販売に係る勧誘目的不明
示及び公衆の出入りしない場所においての勧誘）

11月 6 日 訪問購入業者株式会社リマックに対する指示（貴金属等の訪問購入に係る氏名等不明示及び不招請勧誘）

11月10日

訪問販売業者株式会社あおぞら、株式会社みらい及びマークホールディングス株式会社を3社で一体とし
て業務停止命令及び指示（CO2排出権の売買取引に係る役務提供及び金地金等の訪問販売に係る勧誘目的
不明示、再勧誘、契約書面記載不備及び不交付、不実告知、重要事項不告知、判断力不足便乗及び適合性
原則違反）

11月11日 訪問販売業者株式会社海翔物産に対する指示（CO2排出権取引受託取次業務に係る再勧誘及び迷惑勧誘）

11月27日 訪問販売業者株式会社NINE、株式会社Regaloe及び株式会社サンクチュアリに対する業務停止命令（投
資用DVDの訪問販売に係る勧誘目的不明示、不実告知及び適合性原則違反）

12月11日 訪問販売業者株式会社グッドホームに対する業務停止命令（床下基礎補修工事及び床下換気扇設置等の訪
問販売に係る契約書面虚偽記載及び不実告知）

2015年
1 月 8 日

連鎖販売業者ロイヤルジャパン株式会社及び勧誘者に対する業務停止命令及び指示（家庭用医療布団（家
庭用医療機器等）の連鎖販売に係る勧誘目的不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りする場所
以外の場所での勧誘、債務不履行、断定的判断の提供、迷惑勧誘及び適合性原則違反）

2月23日 電話勧誘販売業者株式会社バース・ビューティ・ラボに対する業務停止命令及び指示（健康食品の電話勧
誘販売に係る勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面記載不備、不実告知及び迷惑勧誘）

3月 6日 連鎖販売取引業者株式会社エコプロジェクトに対する指示（自動車燃費向上機器の連鎖販売に係る勧誘目
的等不明示、概要書面不交付、契約書面不交付及び適合性原則違反）

3月20日 訪問購入業者株式会社ランドに対する指示（貴金属等の訪問購入に係る氏名等不明示、不招請勧誘、契約
書面記載不備、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務違反及び迷惑勧誘）

3月24日

通信販売業者ラブサルビア、サルビアディビノラムストア、サルビアBC、ベストサルビア及びスィートリー
ブスに対する指示（危険ドラッグ等の通信販売に係る販売業者の氏名又は名称の表示不備、販売業者の住
所の表示不備、販売業者の電話番号の表示不備及び販売業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者
氏名の表示不備）

3月24日 訪問販売業者株式会社クリーンホームに対する業務停止命令（床下換気扇取付け等の訪問販売に係る勧誘
目的等不明示及び不実告知）

3月25日 訪問販売業者株式会社ハマホームに対する業務停止命令（屋根瓦等家屋修繕工事の訪問販売に係る勧誘目
的不明示、契約書面不交付及び不実告知）
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○資料 ７ - ５ 　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）

実施時期 件　　　名
2014年
5 月15日

株式会社ミネルバに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の
禁止、同意に係る記録の保存義務）違反）

6月19日 株式会社Peaceに対する措置命令（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の禁
止、同意に係る記録の保存義務）違反）

11月12日 株式会社インペリアル（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の禁止、同意に
係る記録の保存義務）及び表示義務違反）

12月15日 株式会社440（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の禁止）違反）
2015年
1 月30日

合同会社ネクスト（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の禁止、同意に係る
記録の保存義務）及び表示義務違反）

2月 6日 株式会社メテオ（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の禁止）及び表示義務
違反）

2月12日 株式会社アイコミュニケーションズ（特定電子メールの送信の制限規定（同意の取得のない者への送信の
禁止、同意に係る記録の保存義務）及び表示義務違反）

○資料 ７ - ６ 　農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく消費者庁の改善命令（２0１4年度）

実施時期 件　　　名
該当なし

○資料 ７ - ７ 　�消費者庁から関係機関等へ対応要求等を行ったもの（２0１4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

2014年
4 月30日

楽天株式会社への要請
について

楽天市場の出店店舗による不当な二重価格表示に楽天株式会社の従業員が関与し
ていた疑いがあるとの一部報道に関して、同社の調査報告によれば、具体的な違
反行為は把握できなかったとのことであったものの、報告されているような提案
を受け入れた出店店舗が実態のない架空の価格等を比較対照価格とした二重価格
表示を行う場合には、景品表示法における不当表示に該当するおそれがあること
から、同社に対して、景品表示法違反とならないための必要な措置を講じるよう
要請を行った。

6月26日 ストールの組成に係る
表示の適正化について

オンラインショッピングサイトにおいて販売されるカシミヤ使用を標榜するス
トールに係る表示に関して調査を行ってきた結果、家庭用品品質表示法及び景品
表示法上問題となる事実が認められたため、これらの表示を行っていた18事業者
に対して、指示・指導を行ったほか、同法に係る違反の防止及び消費者被害の未
然防止のため、指示・指導の対象となった事例の概要を公表した。

9月26日

インターネットにおけ
る健康食品等の虚偽・
誇大表示に対する要請
について

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言等を含
む表示をしていた事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピング
モール運営事業者へも協力を要請した。（2013年10～12月：改善要請17件（16事
業者））

2015年
2 月17日

一般社団法人日本民間
放送連盟への要請

景品表示法に基づく措置命令の対象となった表示が、多くのラジオ放送局で放送
された広告によって行われていたため、一般社団法人日本民間放送連盟に対し、
傘下の会員事業者（放送事業者）において引き続きラジオ広告の厳正な考査、広
告の適正化への取組が行われるよう要請した。

3月31日

インターネットにおけ
る「機能○○食品」等
の表示に対する改善要
請等について

インターネットにおいて、保健機能食品以外の食品における「機能○○食品」等
の表示状況について監視したところ、健康増進法第32条の2第1項の規定に違反す
るおそれがある表示が認められたことから、表示を行った事業者に対し表示の改
善を要請するとともに、インターネット上のショッピングモール運営事業者に対
しても、表示の適正化を要請した。併せて、食品表示に関係する団体に対し、表
示の適性化について協力を要請した。（平成27年 3 月20日～24日：改善要請25事
業者）
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○資料 ７ - ８ 　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（２0１4年度）

（報告書）

公表時期 件　　　名
2014年
6月20日 2011年 7 月11日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故

7月18日 機械式立体駐車場（二段・多段方式、エレベータ方式）で発生した事故
12月19日 家庭用ヒートポンプ給湯機から生じる運転音・振動により不眠等の健康症状が発生したとの申出事案

（経過報告書）

公表時期 件　　　名
2014年
6 月20日 2009年 4 月 8 日に東京都内で発生したエスカレーター事故

7月18日 2006年 6 月 3 日に東京都内で発生したエレベーター事故
12月19日 子どもによる医薬品誤飲事故

資
料
編

321



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（20１4年度）

実施時期 件　　　名

2014年
4 月25日 子どもを自転車事故から守るために－ブレーキ点検とヘルメット着用の重要性について－

６月11日 お持ちではありませんか？リコールが行われている台所用機器
６月18日 乳幼児（特に 1 歳以下）のボタン電池の誤飲に注意！－重症化することを知らない保護者が ６割も ！！ －　※
７月28日 伊村産業株式会社が輸入した冷凍ししゃもは食べずに返品を
９月10日 高齢者・介護用品で重大事故発生のおそれ！～回収・修理や注意の呼び掛けに対応してください～
10月 ９ 日 気を付けて、浴槽での首掛け式浮き輪の事故 ！！ －赤ちゃんは御機嫌でも一瞬も目を離してはいけません－　※
10月1７日 キックスケーター走行中の子どもの事故に注意！－頭を強く打つと命に関わる大けがを負うことも－
11月28日 住宅の内装リフォームでシックハウス症候群にならないために
12月 ３ 日 冬に多発！ノロウイルスによる食中毒に注意 ！！ 
12月1９日 子どもによる医薬品の誤飲事故に注意！
12月22日 脚立・はしごからの転落に注意！～庭木の剪定、屋根修理で、死亡事故の危険も～
2015年
３ 月18日 洗濯用パック型液体洗剤に気を付けて！－特に ３歳以下の乳幼児に事故が集中しています－　※

（注）消費者安全法の規定に基づく注意喚起を除く。
※は消費者庁と国民生活センターによる公表。
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○資料 ８ - 2 　子ども安全メール from 消費者庁の配信（20１4年度）

実施時期 件　　　名

2014年
4 月 ３ 日 バイクや車のマフラーでのやけどに御注意！

4 月10日 自動車内への閉じ込め事故に御注意！
4 月1７日 マンションなどの立体駐車場内での事故に御注意 ！！
4 月24日 ゼリーで酔っ払うことも！
5月 1日 子どもによる保護者の締め出しに御注意！
5月 8日 ペットボトルのキャップ等の誤飲に注意 ！！
5 月15日 子どもを自転車事故から守るために（ 1 ）～ヘルメット着用が重要！
5 月22日 子どもを自転車事故から守るために（ 2 ）～ブレーキ点検が重要！
5 月2９日 傘の先端は危険です ！！ 傘の持ち方に注意。
６月 5日 クローゼットでの指挟みに御注意ください。　～体験談の御紹介 2７～
６ 月12日 熱中症に御注意！　子どもを車内に残さないで ！！
６ 月1９日 ボタン電池は誤飲すると危険です！
６月2６日 柔らかな光でも、照明器具は熱いことが！
７月 ３日 花火でやけどをしないように！
７月10日 公園の遊具による思わぬやけどに御注意！
７月1７日 口に入らない大きさの玩具でも誤飲や窒息のおそれ
７月24日 ペダルなし二輪遊具は、坂道、公道では使用しないで！
７月３1日 チャイルドシートを正しく利用しましょう　～体験談の御紹介 28～
8 月 ７ 日 内側がメッシュ生地の水泳パンツに気をつけて！
8 月14日 プールでは子どもから目を離さず、緊急時にはすぐに救急車を！
8 月21日 ドラム式洗濯機に入り閉じ込められて死亡！
8 月28日 抱っこひもからの子どもの転落にご注意 ！！
９ 月 4 日 おむつ交換台からの転落事故にご注意！
９月11日 洗濯用のパック型液体洗剤の誤飲に気をつけて！
９月18日 エアゾール式簡易消火具の破裂に御注意！
９月25日 ワンプッシュ式蚊取りの使い方に御注意！
10月 2 日 乳幼児の大人用ベッドでの添い寝に注意！
10月 ９ 日 お子さんを乗せる前に、自転車用チャイルドシートの点検を忘れずに！
10月1６日 首掛け式浮き輪は気を付けて使用しましょう！
10月2３日 キックスケーターでの転倒事故に御注意！
10月３0日 スマートフォンを充電中、機器が子供の頬に触れてやけど！
11月 ６ 日 キッチンタイマーなど、簡単に電池が飛び出る商品が ！！
11月1３日 御注意！子どもは、便器内の薬剤も口に入れてしまいます ！！
11月20日 ビーズを鼻に入れる事故に御注意！
11月2７日 子どもが玄関の鍵を開けて外に出てしまった ～体験談の御紹介 2９～
12月 4 日 炊飯器の蒸気でのやけどに注意！
12月11日 子どもの加湿器への接近に御注意！やけどや怪我をすることも ！！
12月18日 熱い ！！　魚焼きグリルでやけど！
12月25日 子どもによる医薬品の誤飲事故に注意！
2015年
1 月 8 日 新年を迎えまして

1 月15日 ノロウイルスによる食中毒に御注意！
1 月22日 無煙タバコを吸う際も紙巻タバコと同様の配慮と注意が必要
1 月2９日 ピーナッツや節分の豆は ３歳までは食べさせてはいけません！
2月 5日 カップ麺の熱湯で子どもがやけど！
2 月12日 風船に注意！
2 月1９日 ヘリウムガスを吸い込む事故に御注意！ 
2 月2６日 イヤホンの誤飲に注意！食道の粘膜を傷つけるおそれも ！！
３ 月 5 日 電化製品のコードに御注意！
３月12日 アルコール飲料の誤飲に気をつけて！
３月1９日 洗濯用パック型液体洗剤に気をつけて！
３月2６日 水道の蛇口で歯が抜けた！ ～体験談の御紹介 ３0～

（注）子ども安全メールの2015年 ３ 月３1日現在の登録者数は2７,14３人である。

323



○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（20１4年度）

実施時期 件　　　名

2014年
６ 月1３日 いわゆる健康食品の表示に関する消費者の皆様へのお知らせ「消費者の皆様へ（健康食品の表示について）」

2015年
1 月1３日 「いわゆる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」の一部改定等について

（注）消費者安全法の規定に基づく注意喚起を除く。

○資料 ８ - 4 　事業者自ら家庭用品品質表示法上の不適正表示があったとの申出に基づく注意喚起9（20１4年度）

件　　　名

株式会社ニトリ（コタツ布団の不適正表示について）
株式会社三陽商会（かばんの不適正表示について）
トリンプ･インターナショナル･ジャパン株式会社（男性用肌着、下着の不適正表示について）
株式会社アングローバル（女性用Tシャツの不適正表示について）
株式会社サンエー・インターナショナル（女性用カーディガンの不適正表示について）

９�）事業者自ら家庭用品品質表示法上の不適正表示があったとの申出に基づき、消費者への注意喚起を消費者庁ウェ
ブサイトに掲載したもの。
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○資料 ８ - ５ 　食品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション（意見交換会等）の開催実績（20１4年度）

月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場　所

2014年
5 月1３日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市

5月1６日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
5月21日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
5月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、会津若松市、消費者庁 福島県会津若松市
5月2９日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
６月 ７日 食と放射能に関する説明会 福島県、田村市、消費者庁 福島県田村市

６月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島市、新ふくしま農業
協同組合、消費者庁 福島県福島市

６月1３日 平成2６年度住民持込み放射能測定市町村
担当者研修会 宮城県 宮城県仙台市

６ 月1３日 食と放射能に関する説明会
福島県、福島市、新ふくしま農業
協同組合（JA新ふくしま南支店）、
消費者庁

福島県福島市

６月1３日 食と放射能に関する説明会
福島県、福島市、新ふくしま農業
協同組合（JA新ふくしま松川支店）、
消費者庁

福島県福島市

６月1６日 農林水産物の放射性物質検査に係る研修会 福島県、ふくしま恵み安全対策協
議会 福島県福島市

６月1７日 食と放射能に関する説明会 福島県、喜多方市、消費者庁 福島県喜多方市
６月18日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
６月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市

６月1９日 農林水産物の放射性物質検査に係る研修会 福島県、ふくしま恵み安全対策協
議会 福島県会津若松市

６月20日 農林水産物の放射性物質検査に係る研修会 福島県、ふくしま恵み安全対策協
議会 福島県郡山市

６月25日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
６月2７日 食と放射能に関する説明会 福島県、葛尾村、消費者庁 福島県三春町
６月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
６月2９日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市
７月 1 日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市

７月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、南相馬市鹿島商工会、消
費者庁 福島県南相馬市

７月 4 日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市
７月 4 日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
７月 ７日 放射能に関する講演会 品川区、消費者庁 東京都品川区
７月 ９日 食と放射能に関する説明会 福島県、南会津町、消費者庁 福島県南会津町
７月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
７月15日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市
７月1６日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
７月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、矢祭町、消費者庁 福島県矢祭町
７月2９日 食と放射能に関する説明会 勝山市消費者センター、消費者庁 福井県勝山市

７月３0日 食と放射能に関する説明会 福島県、JA全農福島（JA全農福島
会津若松農技センター）消費者庁 福島県会津若松市

７月３1日 食と放射能に関する説明会 福島県、JA全農福島（JA全農福島
郡山農技センター）、消費者庁 福島県郡山市
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月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場　所

７月３1日 食と放射能に関する説明会 福島県、JA全農福島（JA全農福島
ビル）、消費者庁 福島県福島市

8月22日 平成2６年度　放射線健康リスク管理のた
めの研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県会津若松市

8 月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、相馬市、消費者庁 福島県相馬市

8 月25日 食品中の放射性物質に関する現状と課題
～正確な理解のために～

内閣府食品安全委員会、消費者庁、
厚生労働省、農林水産省、京都府、
京都市

京都府京都市

8 月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市

8 月2９日 第 5 回放射性物質検査に関するレベル
アップ（説明力強化）研修会 福島県 福島県福島市

９月 4 日 食と放射能に関する説明会 福島県、二本松市、消費者庁 福島県二本松市
９月 5 日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市

９月 5 日 平成2６年度 放射線健康リスク管理のため
の研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県郡山市

９月 5 日 放射性汚染と消費者意識についての学習
講演会

協同組合ネットいばらき、茨城県、
消費者庁 茨城県水戸市

９月 ６日 放射線の健康影響に関するセミナーの開
催 環境省 秋田県秋田市

９月 ７日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
９月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、消費者庁、須賀川市 福島県須賀川市
９月1９日 平成2６年度 健康大学 葛飾区保健所 東京都葛飾区
９月25日 食と放射能に関する説明会 福島県、泉崎村、消費者庁 福島県泉崎村

９月25日 放射線の健康影響に関するセミナーの開
催 環境省 福島県福島市

９月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、消費者庁、いわき市 福島県いわき市
10月 5 日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市

10月 ９ 日 平成2６年度「コミュニケーター支援に係
るコーチ育成研修」 環境省、消費者庁 福島県郡山市

10月15日 平成2６年度 放射線健康リスク管理のため
の研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県いわき市

10月1７日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市

10月22日 平成2６年度 放射線健康リスク管理のため
の研修会

環境省、福島県、福島県教育委員会、
消費者庁 福島県、福島市

10月24日 食と放射能に関する説明会 福島県、会津若松市、消費者庁 福島県会津若松市

10月2７日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川商工会議所、消費
者庁 福島県須賀川市

10月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
10月３1日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市

11月 ６ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県食肉生活衛生同業
組合、消費者庁 福島県南相馬市

11月 ９ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市（江名仮
設公民館）

11月 ９ 日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市（中央台
公民館）

11月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、飯館村、消費者庁 福島県飯館村
11月15日 食と放射能に関する説明会 福島県、相馬市、消費者庁 福島県相馬市

11月1６日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県食肉生活衛生同業
組合、消費者庁 福島県矢吹町
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月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場　所

11月1７日
第 ３ 回健康安全研究センター環境保健衛
生シンポジウム「私たちをとりまく放射
線の現状」

東京都 東京都品川区

11月1９日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
11月20日 食と放射能に関する説明会 福島県、須賀川市、消費者庁 福島県須賀川市

11月20日 第 4 回放射線健康不安に関する少人数に
よる意見交換会 環境省、消費者庁 福島県広野町

11月28日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市商工会議所、消
費者庁 福島県いわき市

12月 1 日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
12月 2 日 食と放射能に関する説明会 福島県、会津坂下町、消費者庁 福島県会津坂下町
12月 5 日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市

12月 8 日 平成2６年度「コミュニケーター支援に係
るコーチ育成研修」 環境省、消費者庁 福島県郡山市

12月10日 食品に関するリスクコミュニケーション 
食品中の放射性物質に対する取組について

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、神奈川県 神奈川県横浜市

12月11日 食と放射能に関する説明会 福島県、会津美里町、消費者庁 福島県会津美里町
12月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
12月14日 放射線の健康影響に関するセミナーの開催 環境省 群馬県前橋市

12月1７日 食品に関するリスクコミュニケーション 
食品中の放射性物質に対する取組について

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省
協力：岩手県

岩手県盛岡市

12月18日 平成2６年度「コミュニケーター支援に係
るコーチ育成研修」 環境省、消費者庁 福島県福島市

12月2６日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 千葉県千葉市

2015年
1 月12日 食と放射能に関する説明会 福島県、アポロガス、消費者庁 福島県いわき市

1 月15日
食の安心安全セミナー　食品中の放射性
物質に関する現状と課題～生産現場の取
組から～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、宮城県 宮城県仙台市

1 月2３日 食品に関するリスクコミュニケーション 
食品中の放射性物質に対する取組について

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、長野県 長野県長野市

1 月2３日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市
1 月24日 食と放射能に関する説明会 福島県、田村市、消費者庁 福島県田村市

1 月25日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県食肉生活衛生同業
組合、消費者庁 福島県会津若松市

1 月25日 食の安全・安心アカデミーシンポジウム 福島県 福島県福島市
1 月2６日 食品と放射能 成田市、消費者庁 千葉県成田市
1 月３0日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市

1 月３1日 放射線の健康影響に関するセミナーの開
催 環境省 沖縄県那覇市

2 月 1日 食の安全・安心アカデミーシンポジウム 福島県 福島県郡山市

2 月 ９日 習志野市消費生活講座～食と放射能の関係
やからだへの影響を考えてみましょう！～

習志野市、習志野市消費生活研究
会、消費者庁 千葉県習志野市

2 月 ９日 食と放射能に関する説明会 福島県、理容組合技友会福島支部、
消費者庁 福島県福島市

2 月10日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 岩手県一関市
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月日 意見交換会等名称 主催（共催） 場　所

2月12日 食品中の放射性物質に対する取組につい
て～子どもの食事への不安を考える～

消費者庁、内閣府食品安全委員会、
厚生労働省、農林水産省、福島県 福島県いわき市

2月1３日 食と放射能に関する説明会 福島県、いわき市、消費者庁 福島県いわき市

2月1７日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 千葉県千葉市

2月21日 放射線の健康影響等に関する住民セミ
ナー 環境省 群馬県沼田市

2月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、川俣町、消費者庁 福島県川俣町

2月22日 食と放射能に関する説明会 福島県、福島県認定ヨーガ療法士
会、消費者庁 福島県福島市

2月24日 食と放射能に関する説明会 福島県、柏屋、消費者庁 福島県郡山市
2月25日 食と放射能に関する説明会 福島県、二本松市、消費者庁 福島県二本松市

2月25日 平成2６年度「コミュニケーター支援に係
るコーチ育成フォローアップ研修」 環境省、消費者庁 福島県郡山市

2 月2６日 食と放射能に関する説明会 福島県、柏屋、消費者庁 福島県郡山市

３月 4日 放射線による健康不安の軽減等に資する
人材育成のための研修会 環境省 岩手県奥州市

３月 5日 食と放射能に関する説明会 福島県、郡山市、消費者庁 福島県郡山市
３月1３日 放射線の健康影響に関するセミナー 環境省、消費者庁 福島県田村市

○資料 ８ - ６ 　食品中の放射性物質に関するコミュニケーター研修の開催実績（20１4年度）

月日 研修等名称 主催（共催） 場　所

2014年
６ 月2７日 コミュニケーター養成研修 JA福島中央会、消費者庁 福島県福島市

７月 ６日 健康食品管理士会関東支部（群馬地方会）
研修会

健康食品管理士会関東支部（群馬
地方会）、消費者庁 群馬県前橋市

10月20日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修 茨城県、消費者庁 茨城県水戸市

11月1３日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修

公益社団法人消費者関連専門家会
議（ACAP）、消費者庁 東京都港区

11月18日 食品中の放射性物質に関する知識および
接客マナー取得講座 相双地域雇用創造推進協議会 福島県相馬市

11月21日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修 岡山県、消費者庁 岡山県岡山市

11月３0日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修

健康食品管理士会東北支部、消費
者庁 宮城県仙台市

12月14日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修

NACS九州支部、消費生活アドバ
イザー研究会、消費者庁 福岡県福岡市

12月1６日 食品中の放射性物質に関する知識習得講座 相双地域雇用創造推進協議会 福島県南相馬市

12月18日 平成2６年みやぎ食の安全安心消費者モニ
ター研修会「食品中の放射性物質」 宮城県、消費者庁 宮城県仙台市

2015年
1 月22日 食品中の放射性物質に関する知識取得講座 相双地域雇用創造推進協議会 福島県川内村

1月2７日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修

公益社団法人消費者関連専門家会
議（ACAP）、消費者庁 大阪府大阪市

2月 5日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修 岩手県、消費者庁 岩手県盛岡市
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月日 研修等名称 主催（共催） 場　所

2月14日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修 消費者庁 東京都港区

2月28日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修

小田原こども健康安全協議会、消
費者庁 神奈川県小田原市

３月 4 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター養成研修

一般社団法人日本食品安全協会、
消費者庁 愛知県名古屋市

３月 8 日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修 NACS新潟分科会、消費者庁 新潟県新潟市

３月1９日 食品中の放射性物質に関するコミュニ
ケーター研修

一般社団法人日本食品安全協会、
消費者庁 三重県鈴鹿市
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資料 9 　独立行政法人国民生活センターによる情報提供（20１4年度）

実施時期 件　　　名

2014年
4 月24日

SNSの思わぬ落とし穴にご注意！－消費者トラブルのきっかけは、SNSの広告や知人から？－
突然現れるパソコンの警告表示をすぐにクリックしないこと！－その表示は、有料ソフトウエアの広告か
もしれません－
パーツの分解時に親指を挟んで負傷したスチームクリーナー（相談解決のためのテストから　No.６７）
調理中に取っ手が根元から破損したフライパン（相談解決のためのテストから　No.６8）

5 月 8 日 相談急増！大学生に借金をさせて高額な投資用DVDを購入させるトラブル
5月22日 カラーコンタクトレンズの安全性－カラコンの使用で目に障害も－
5月2３日 国民生活センターをかたる通知書にご注意ください！
5月2９日 「当選番号を事前に教えてあげる」はあり得ない！ロト ６などの数字選択式宝くじの当選番号詐欺が急増

６月 5 日
借金をさせてまで支払わせるメルマガ作成内職－20代から40代の女性に100万円以上の借金をさせる事例
も！－
一部に合成皮革が使用された本革のスマートフォンケース（相談解決のためのテストから　No.６９）

６ 月 ９ 日「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも…－請求金額が高額化 ！！ 開運グッズや祈祷等を次々
と勧める業者にご注意－

６月18日 乳幼児（特に 1歳以下）のボタン電池の誤飲に注意！－重症化することを知らない保護者が ６割も ！！ －

６ 月1９日
儲かってるのに出金できない ！？ 海外FX取引をめぐるトラブルにご注意－自動売買ソフト等を購入させ、
海外FX取引に誘う手口－
外側が熱くなったステンレス製携帯用魔法瓶（相談解決のためのテストから　No.７0）

６ 月2７日 「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルにご注意ください！

７月 ３日
ペダルなし二輪遊具による坂道の事故に注意－衝突や転倒により幼児がけがを負う事故が発生－
さわった指に苦味がした樹脂製の玩具（相談解決のためのテストから　No.７1）

７ 月14日

なくしてからでは遅い！携帯電話の紛失・盗難に備えて－「不正利用されて高額請求」、「データの流出が
心配」等の相談が増加！－
送り付け商法、今度は違法なアダルトDVDが消費者のもとに…－申し込んだ覚えがなければ代金を支払
わないこと ！！ －

７ 月22日 株式会社ベネッセコーポレーションにおける個人情報漏えいに便乗した不審な勧誘にご注意ください！

７月24日

スプレー缶製品の事故に注意－コールドスプレー使用時とスプレー缶の穴開け時の事故も発生－
炭酸水製造機が破裂し、手に大けがを負う事故が発生－「ざ・炭酸」をお持ちの方は使わないで－
使用していくうちに羽根が吹き出してきた羽根枕（相談解決のためのテストから　No.７2）
走行中にフレームが破損した折りたたみ電動アシスト自転車（相談解決のためのテストから　No.７３）

７ 月３0日

個人情報が漏れているので削除してあげる ？！ 公的機関をかたって個人情報の削除を持ちかける詐欺にご
注意！
エアコンの「フロンガスが2020年から使用できなくなる」という勧誘にご注意 ！！ －「環境省の指示」、「フ
ロンガスが使用できなくなる」というのはウソです－

8月 ７日
置き型のワンプッシュ式蚊取りの使い方に注意
留めねじが脱落し取っ手が外れたフライパン（相談解決のためのテストから　No.７4）
液漏れしたアルカリ乾電池（相談解決のためのテストから　No.７5）

９ 月 4 日 海外業者とのバイナリーオプション取引にご注意ください！－無登録業者との契約は行わないで ！！ －

９ 月11日
家族や周囲の“見守り”と“気づき”が大切－認知症等高齢者の消費者トラブルが過去最高に ！！ －
iPS細胞・STAP細胞の関連事業をかたった詐欺的トラブルにご注意！－話題性のある出来事に便乗して、
高齢者を狙う悪質な手口－

９月18日
相談激増！遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルにご注意
差込口のスイッチ周辺が焦げたテーブルタップ（相談解決のためのテストから　No.７６）
触れたところとげが刺さった折りたたみ傘（相談解決のためのテストから　No.７７）

10月 ９ 日 気を付けて、浴槽での首掛け式浮き輪の事故 ！！ －赤ちゃんは御機嫌でも一瞬も目を離してはいけません－

10月1６日 コピー商品・偽ブランド品・偽造品…「ニセモノ」に関する消費者トラブルに注意！－失うのはお金だけ
じゃない ！？ －
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実施時期 件　　　名

10月2３日 「ねらわれてます！高齢者　悪質商法110番」実施結果

10月３0日

ボタン電池を使用した商品に注意－乳幼児の誤飲により、化学やけどのおそれも－
住宅の新築工事・リフォーム工事等での遅延トラブルが増加－人手不足による放置や、倒産による放棄の
事例も－
強いにおいがする婦人用レインブーツ（相談解決のためのテストから　No.７8）

11月 ７ 日 止まらない ！！ 増え続ける原野商法の二次被害トラブル

11月18日 カード、電子マネー…等で支払ってトラブルになっていませんか？－キャッシュレス決済を悪用する業者
にご用心！－

12月 4 日
食品加熱時の突沸に注意
使っていたらボロボロと崩れてきた腕時計の樹脂製ベルト（相談解決のためのテストから　No.７９）

12月18日
空転で破断した非金属タイヤチェーン（相談解決のためのテストから　No.80）
保管中に突然割れた電気グリル鍋のガラス製のふた（相談解決のためのテストから　No.81）

12月24日 速報 ！！ 「キャッシュレスでの買い物トラブル110番」の実施結果報告
2015年
1 月20日 鳥インフルエンザが発生しています　正確な情報に基づいて冷静に対応しましょう

1月2６日
食品の異物混入に関する相談の概要
歩行型ロータリ除雪機の使い方に注意（再注意喚起）－今冬も死亡事故が発生！使い方の再確認を－
注ぎ口の笛部が溶けたやかん（相談解決のためのテストから　No.82）

2 月1９日 過信は禁物！息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を調べる測定器－運転の可否の判断には使用しない
で！－

2月20日 医療費などの還付金がATMで支払われることは絶対にありません ！！ －「お金が返ってくるのでATMへ
行くように」は詐欺です－

３月 5日
店舗型とは違います　インターネットで申し込む宅配クリーニングのトラブルにご注意！
設定温度にならないヘアアイロン（相談解決のためのテストから　No.8３）
調理中に取っ手が外れた片手鍋（相談解決のためのテストから　No.84）

３ 月18日 洗濯用パック型液体洗剤に気を付けて！－特に ３歳以下の乳幼児に事故が集中しています－

３月1９日

電子レンジ庫内の発煙・発火－庫内の汚れの付着や食品の加熱しすぎに注意－
ガラス繊維強化プラスチックによるけがに注意！－傘の骨やテントの支柱、園芸用ポールなどに使われて
います－
幼児がやけどを負い、こたつ布団なども焦げた電気こたつ（相談解決のためのテストから　No.85）
内圧変化で亀裂が生じたガソリン携行缶（相談解決のためのテストから　No.8６）

３ 月2６日

通信販売における宅配便トラブルを減らすために－運送事業者・通販事業者・消費者、それぞれが取り組
めること－
プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意 ！！ －「購入したカードに記載された番号を教えて」
は危ない！－
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資料10　事故内容別分類の内容の説明（資料 ２ - 1 、 ２ - ２ 、 ３ - 1 ）

事故内容別分類内容 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

・�ガス風呂釜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、ガス風呂釜、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
・�ガス風呂釜の種火点火時に滞留したガスに引火し爆発

ガス漏れ ・�ＬＰガスボンベや高圧ホースの接続部等からの漏洩
・�ガス栓、配管等の経年劣化や腐食等による漏洩

燃料・液漏れ等 ・�消火設備の配管からの消火剤の流出
・�発電機、車両からの燃料漏れ

化学物質による危険 ・�検疫時に、食品から農薬等が確認され、成分規格不適、規格基準不適等となったもの
・�製品に使用された防腐剤、接着剤、塗料等による被害

漏電・電波等の障害 ・�家電製品の部品の装着や取り外しの際の感電
・�基準を超えるレーザー光が出る製品による被害

製品破損
・�遊具の取り付け部が外れたもの
・�医療機器が破損する不具合が確認されたもの
・�自転車で走行中、部品が破損

部品脱落 ・�製品、遊具等の使用中に部品が脱落

機能故障 ・�石油ストーブや調理機器等の機能故障、動作の異常
・�医療機器の動作不良が確認されたもの

転落・転倒・不安定 ・�乗合バス等の発車、停車時に、乗客がバランスを崩して転倒

操作・使用性の欠落 ・�折りたたみ椅子やベビーカーを開閉する際に指を挟んだもの
・�家電製品、家具の角部分に接触

交通事故 ・�バス、タクシー、運転代行、介護タクシー等で乗客を乗せ運行中に交通事故に至ったもの
誤飲 ・�食料品以外の物を誤って食べたり飲んだりしたもの

中毒 ・�飲食店や施設等において提供、調整された食事、弁当等による食中毒
・�ガス機器、発電機等を使用した際の不完全燃焼、換気不良による一酸化炭素中毒

異物の混入・侵入 ・�車両の燃料等への異物（水分）混入等
腐敗・変質 ・�検疫時に、食品から細菌の汚染が確認され、成分規格不適となったもの

その他 ・�花火大会において、使用した煙火（花火）の破片が飛散し負傷
・�医療サービス（手術等）におけるガーゼ等の遺残等
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資料11　大分類及び大分類と中分類の関係（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

資
料
編
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資料1２　商品別分類（大分類）の内容の説明（資料 ３ - ５ 、 ４ - 1 、 ４ - ６ 、 ４ - ７ ）

商品別分類内容 説　　　明

商品一般 商品関連であることが明確であるが、以下の食料品から他の商品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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