4

消費者政策の展開

第１節

消費者政策の推進に向けて

第

章

基本計画が閣議決定されました。

( １ ) 消費者基本計画

第３期消費者基本計画では、消費者政策
を推進する上で考慮すべき視点として、多
くの主体の連携や地域の体制・取組の充実

第３期消費者基本計画の策定と効
果的な実施

などを示し（図表４-１-１）、また、５年間で
取り組むべき施策については、体系化・構

消費者基本法において、消費者の利益の

造化を図り、大きく６つの項目に整理しま

擁護及び増進に関する総合的な施策が「消

した（図表４-１-２）。

費者政策」とされ、政府は、長期的に講ず

また、計画を着実に推進するため、関係

べき消費者政策の大綱等を「消費者基本計

府省等が講ずべき具体的施策について、計

画」として閣議決定で定めることとされて

画の対象期間中のスケジュール、施策の内

おり、2015年３月に、2015年度から2019年

容、担当府省等を示した「工程表」を作成

度までの５年間を対象とする第３期消費者

し、消費者政策会議（会長は内閣総理大臣、

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

①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

①多くの主体の連携
（消費者庁の司令塔機能の発揮）
②地域の体制・取組の充実

②消費の効用・満足度が高まり、豊かな消費生活
を営める

③規制改革による影響の考慮
④新たな問題への機動的対応

③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

消費者

事業者
行
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政

5 年間で取り組むべき施策の主な内容（項目）

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）景品表示法の普及啓発・厳正な運用 （1）横断的な法令の厳正な執行、見直し

（2）事故等の情報収集と発生・拡大防止

（2）商品・サービスに応じた表示の普及・ （2）商品・サービスに応じた取引の適正化

（4）食品の安全性の確保

第４章

（1）事故の未然防止

（3）情報通信技術の進展に対応した取引

改善

（3）原因究明調査と再発防止

第１部

図表4‑1‑2

の適正化

（3）食品表示による適正な情報提供・関

第１節 消費者政策の推進に向けて

（4）犯罪の未然防止・取締り

係法令の厳正な運用

（5）規格・計量の適正化
❹ 消費者が主役となって

❺ 消費者の被害救済、

❻ 国や地方の消費者行政の

選択・行動できる社会の形成

利益保護の枠組みの整備

体制整備

（1）政策の透明性確保と消費者意見の反映 （1）被害救済、苦情処理、紛争解決の促進 （1）国の組織体制の充実・強化
（2）消費者教育の推進

（2）高度情報通信社会の進展への対応

（2）地方における体制整備

（3）消費者団体、事業者・事業者団体等 （3）グローバル化の進展への対応
の取組の支援・促進
（4）公正自由な競争の促進と公共料金の
適正性の確保
（5）環境に配慮した消費行動等の推進

全府省庁の大臣と公正取引委員会委員長で

度央の進捗状況（原則として2015年９月末

構成。
）で決定しました。

時点の状況。その時点における年度内の取

工程表では、各府省等の施策について、

組の予定を含みます。）を確認しました。

それらの関係を明確にするとともに、同じ

その概要は、2015年11月に消費者委員会に

指標で継続的に取組の効果をフォローアッ

説明しましたが、ほとんどの施策について

プするため、施策ごとにKPI（Key Perfor-

何らかの取組に着手しており、まだ着手し

mance Indicator：重要業績評価指標）を

ていない施策についても、ごく少数の例外

記載しています。

を除き、2015年度の明確な取組の予定があ
る状況でした。
その後、施策の進捗や消費者を取り巻く

消費者基本計画のフォローアップ

最近の社会状況の変化、2016年２月に出さ

消費者基本計画を実効性のあるものとす

更新し、充実させ、消費者庁において関係

るためには、計画に基づく施策の実施状況

府省等とともに工程表の改定素案を作成し

について、十分な検証・評価・監視を行う

ました。工程表の改定素案は2016年４月か

ことが重要です。そのため、第３期消費者

ら５月まで、意見募集手続（パブリックコ

基本計画では、消費者政策会議において、

メント手続）という形で広く一般から意見

本計画に基づく施策の実施状況につき、検

を募集し、消費者委員会の意見も聴取した

証・評価・監視を行い、消費者委員会の意

上で、消費者政策会議で工程表の改定を決

見を聴取した上で、１年に１回は工程表を

定する予定です。

改定し、必要に応じて計画の改定を行うこ
ととしています。
このため、2015年度には、工程表の具体

れた消費者委員会の意見も踏まえて内容を

今後とも、政府は消費者基本計画と改定
した工程表に基づいて消費者政策を推進し
ていきます。

的な改定作業に先立ち、工程表に記載され
223̲4-1-2

５年間で取り組むべき施策.pptx

た各施策について、担当府省等から2015年
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政治学研究科教授）が発足しました。

消費者委員会による建議
(２)
（2015年度）

消費者委員会の建議等

消費者委員会とは

2015年度は、建議として「美容医療サー

消費者委員会は、独立した第三者機関と

ビスに係るホームページ及び事前説明・同

して、2009年９月１日に内閣府に設置され

意に関する建議」
（2015年７月７日）
、
「電

ました。

子マネーに関する消費者問題についての建

消費者委員会は、各種の消費者問題につ

議」
（2015年８月18日）
、
「商業施設内の遊

いて、自ら調査・審議を行い、消費者庁を

戯施設における消費者安全に関する建議」

含む関係省庁に意見表明（建議等）を行う

（2015年８月28日）が取りまとめられまし

ことにより、消費者行政全般に対する監視・

た。また、意見として、2015年度には３件

提言機能を果たすほか、内閣総理大臣、関

が取りまとめられました（図表４-１-４）
。

係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じて

また、内閣総理大臣からの諮問に応じ、

調査・審議を実施します（図表４-１-３）。ま

2015年度には消費者契約法及び特定商取引

た、意見書・要望書を随時受け付けている

法の規律の在り方について、それぞれ専門

ほか、消費者団体ほか関係団体等との意見

調査会において議論され、答申が取りまと

交換や、地方でのシンポジウムを定期的に

められました。

開催するなど、消費者等の声を行政に届け
るパイプ機能を果たしています。
2015年９月１日には、第４次消費者委員
会（委員長：河上正二東京大学大学院法学
図表4‑1‑3

消費者委員会と消費者行政
内閣総理大臣
建議・勧告等

内閣府
特命担当大臣（消者者）

●独立した第三者機関
●重要事項について建議等
●内閣総理大臣に対し勧告・報告要求
●関係行政機関に対して資料要求等

支援

情報

連携
独立行政法人

国民生活センター
支援相談、研修、
商品テスト、
情報の収集・分析・提供、
広報、ADR等

意見・要望
公表・注意喚起

建議等

建議等
措置要求
・勧告等

情報

情報

消費者庁
●情報の集約、調査・分析
●情報の発信、注意喚起
●各府省への措置要求
●「隙間事案」への対応
（勧告等）
●消費者に身近な法律を
所管・執行

情報
勧告・命令・指導啓発等

建議：消費者庁及び消費者委員会設置法第６条第２項第１号の規定に基づき、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に対して行う意見表明
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処分・
指導

事業者

相談・
苦情

消費者委員会

各府省

助言
あっせん
啓発

地方公共団体
消費生活センター等

消費者

内閣府

消費者委員会による建議等（2015年度）

第１部

図表4‑1‑4
建議
日付

建議

建議先

2015年 8 月18日

電子マネーに関する消費者問題についての
建議

2015年 8 月28日

商 業 施 設 内 の 遊 戯 施 設 に お け る 消 費 者 ・内閣府特命担当大臣
（消費者及び食品安全）
安全に関する建議
・経済産業大臣

第１節 消費者政策の推進に向けて

美容医療サービスに係るホームページ及
・厚生労働大臣
び事前説明・同意に関する建議

第４章

2015年 7 月 7 日

・内閣府特命担当大臣（金融）

意見
日付

意見

2015年 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関する消費者委員会の意見について

2015年 6 月16日

「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の
基準料金指数の設定」等に関する消費者委員会の意見

2016年 2 月24日

消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画工程表の改定に向けての意見

諮問に対する答申
日付

答申
消費者契約法の規律の在り方についての答申

2016年 1 月 7 日
特定商取引法の規律の在り方についての答申

消費者の安全・安心暮ら
(３)
し戦略

め、本戦略では、特に①多様な担い手の参
画や連携・協働の強化、②制度の実効性の
確保・向上、③情報収集・提供の強化を三
本柱として重点的に取り組むこととしてい

消費者の安全・安心暮らし戦略

ます。

消費者の安全・安心の確保は、消費の拡
大、更には経済の好循環の実現にとって大
前提です。消費者一人一人の安全で安心な

戦略の具体的内容

暮らしの確保に向けて、消費者庁は2015年

多様な担い手の参画や連携・協働の強化

８月に「消費者の安全・安心暮らし戦略

については、消費者ホットライン３桁化に

2015」を取りまとめました（図表４-１-５）。

より増加する消費生活相談への対応や、消

消費者庁発足以降、消費者行政を推進す

費生活センターの整備や消費生活相談員の

る基本的な枠組みや新たな制度が整備され

養成の支援、地域の見守りネットワークの

つつあるところ、こうした枠組みや制度の

構築など、高齢者等の被害を防止するため

実効性の確保・向上が必要であり、このた

の体制整備や地方の相談体制の強化を図り

225̲4-1-4

消費者委員会による建議等（2015年度）
.xlsx
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図表4‑1‑5

消費者の安全・安心暮らし戦略2015

消費者の安全・安心の確保は、消費の拡
大、更には経済の好循環の実現にとって
大前提。
（経済財政運営と改革の基本方針2015）

消費者一人一人の「安全で安心な暮らし」
の確保に向けた取組の更なる強化が必要

○消費者庁発足以降、消費者行政を推進する基本的な枠組みや新たな
制度が整備されつつあるところ。
○第３期「消費者基本計画」（2015年３月24日閣議決定）の下、今後の５年
間は、こうした枠組みや制度の実効性の確保・向上が課題となって
おり、今後、以下を３本柱として重点的に取り組む。
１．消費者問題が多様化・複雑化する中で、地域等における多様な担
い手の参画や連携・協働の強化
２．ルール整備や執行体制の充実による制度の実効性の確保・向上
３．生命身体・財産の安全・安心のための情報収集・提供の強化

１．多様な担い手の参画や連携・協働の強化

２．制度の実効性の確保・向上

①高齢者等被害を防止するための体制整備・地
方の相談体制の整備

①法制度の整備等

●どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けら
れる地域体制の整備・充実
●高齢者を見守る地域の連携ネットワークの構築の
推進
●障がい者や認知症高齢者等の被害の防止と救済

②消費者教育の推進等による消費者力の向上

●地域社会に根ざした国民的な運動の展開や、多様
な担い手との連携・協働
●成年年齢の引下げを見据えた若年層への対応
●事業者・消費者の行動規範に関する研究
●倫理的消費の推進
●多様な主体による食品安全の様々なテーマに関す
るリスクコミュニケーションの推進

③事業者連携の推進

●消費者と事業者双方に有益な消費者志向経営の推進

●景品表示法の課徴金制度の施行
●特定商取引法の執行
●消費者裁判手続特例法の施行
●食品表示に係る執行

３．情報収集・提供の強化
①情報収集・提供の強化による消費者トラブルの防止・被害救済等の促進
●消費者事故等に係る情報収集（消費者の声を含む）の充実
●消費者問題に関する分析・研究の強化
●消費者問題発生拡大防止に向けた広報等の強化
●被害額・回復額の収集・分析
●物価関連対策（周知啓発活動を含む）の推進

②情報化・グローバル化への対応
●インターネット取引等に伴う新たな消費者
トラブルの実態把握・リスク分析
●増加する訪日・在日外国人や越境取引に対
応するための情報提供・相談体制の充実

③食品表示の充実による多様な選択
機会の確保
●消費者が表示を活用する力の育成
●新食品表示制度の円滑な施行・定着
●残された個別課題等の検討

ます。また、若年層等への消費者教育の推

執行するためのセキュリティ対策や手続の

進等による消費者力の向上や、消費者志向

整備などを行い、
執行体制の充実を図ります。

経営の促進の検討など事業者連携の推進を

情報収集・提供の強化については、消費

図ります。

者トラブルの防止・被害救済等の促進のた

制度の実効性の確保・向上については、

め、消費者事故等の情報収集・提供を適切

法制度の整備等に必要な調査等を行うほ

に行うとともに、消費者への注意喚起情報

か、景品表示法の課徴金制度の導入に伴う

の提供や消費者問題に関する教育・啓発等

システムの整備、消費者裁判手続特例法の

を実施します。また、情報化・グローバル

施行に向けた周知・広報や特定適格消費者

化への対応や、食品表示の充実による多様

団体の認定・監督、その他の法令を適切に

な選択機会の確保を図ります。

226̲4-1-5
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②執行体制の充実

●特定商取引法の見直し
●消費者契約法の見直し
●公益通報者保護制度の推進

消費者の安全・安心暮らし戦略2015.pptx

第１部

第２節

消費者の安全の確保

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。
その具体的な内容については、第３章第

・民間団体等の活用による監査事務を補
完する仕組みの構築
（２） 旅行業者を含めた安全確保のための
対策の強化
・貸切バス事業者と旅行業者間の取引関
係の適正化
・貸切バスの安全情報の提供の仕組みの
構築
（３） 運転者の運転技術等のチェックの強
化

２節にまとめて記載しています。加えて、

・運転者の運転適性・運転経験の把握

消費者庁では、事故原因の調査や再発防止

・初任運転者等に対する指導・監督の見

に向けた提言の発信を行っており、消費者
安全調査委員会がそれを担っています。

第２節 消費者の安全の確保

消費者庁が設置されたことにより、生命

第４章

事故情報などの収集・発
(１)
信

直し
（４） ハード面での安全対策の強化
・ドライブレコーダーの活用

2015年度に発生した事件
(２)
への対応

・シートベルトの着用徹底
・先進安全技術（ASV）の活用
（５） 事業参入の際の安全確保に関する
チェックの強化

スキーバス事故への対応

・最低保有車両数の引上げ・一定以内の

2016年１月15日、長野県軽井沢町で15名

・事業許可の更新制の導入

車齢の義務付け

が死亡、26名が負傷するスキーバスの転落

・事業許可の再取得要件の厳格化

事故が発生しました。

・運行管理者資格の返納・再取得要件の

国土交通省では、事故原因の究明を行う

厳格化

とともに、
「軽井沢スキーバス事故対策検
討委員会」を開催して再発防止策を検討し
ています。３月29日に公表した中間整理で
は以下のような項目が示され、夏までに総

バスの安全性の見える化

合的な対策が取りまとめられる予定です。

バスの安全性に関する表示が充実し、消

（１）
 事業参入後の安全確保についての

費者がバスを選択する際に料金や行き先だ

チェックの強化

けでなく安全性も考慮できるようになり、

・監査における指摘事項の早期是正

事業者のバスの安全投資が促進されること

・事業停止、事業許可取消処分の対象範

が必要です。

囲の拡大

消費者庁では、2016年３月に、貸切バス
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図表4‑2‑1

「SAFETY BUS」
（セーフティ
バス）マーク

図表4‑2‑2

「SAFETY BUS」
（セーフティ
バス）マークの認知度

制度は知ってい
るがマークを見
たことが無い
9.2％
制度もマークも
知っている
5.6％

制度は知らない
がマークは見た
ことはある
11.1％

制度もマークも
知らない
74.1％

利用者の安全性に関する意識等を把握する
ため、貸切バスや高速乗合バスを利用した
ことのある20歳以上の消費者2,500人に対
し、アンケート調査を行いました。
公益社団法人日本バス協会では、貸切バ
ス事業者からの申請に基づき貸切バス事業
者の安全性や安全の確保に向けた取組状況

（N＝2,500）
（備考） 1 ．消費者庁「貸切バスの利用に関する調査」により作成。
2 ．対象は貸切バスや高速乗合バスを利用したことのあ
る20歳以上の消費者。
3 ．「あなたは、貸切バス事業者安全性評価認定制度の
「SAFETY BUS」（セーフティバス）マークを知っ
ていますか。」という問への回答。

等を点数化して評価し、星の数（一ツ星か
ら三ツ星まで）で認定し、同協会及び国土

アーを選択する際の参考となる、バス事業

交通省のウェブサイト上で公表しており

者の安全性に関する情報が分かりやすく提

（貸切バス事業者安全性評価認定制度）、

供されるよう、消費者庁と国土交通省が連

認定事業者は、「SAFETY BUS」（セーフ

携して取り組んでいきます。

ティバス）マークをバスの車体や自社の
ウェブサイト等に掲示することができます
（図表４-２-１）。この制度及びマークを知っ
ているか尋ねたところ、両方とも知ってい
た人は5.6％でした。また、制度は知らな

2016年１月、産業廃棄物処理業者によっ

いがマークを見たことはあるという人も

て、食品関連事業者等から処分委託を受け

11.1％にとどまりました（図表４-２-２）。

た食品廃棄物が不正に転売され、その後、

一方、
「仮に、9,800円のバスツアーに参
加しようとしていて、同内容で安全管理が

消費者に食品として販売されていた事案が
判明しました。

しっかりしたツアーがあった場合、安全に

2016年３月末時点で本事案の全容解明に

対して追加でいくら支払えるか」尋ねたと

は至っていませんが、これまでの調査に

ころ、６割以上の人が1,000円以上払うと

よって明らかになった事実関係を基に、課

の回答でした（図表４-２-３）。バスの安全対

題を整理するとともに、消費者の信頼を確

策を確認することへの消費者の潜在的ニー

保するため、関係行政機関及び関係事業者

ズは高いことが分かりました。

が連携し、食品廃棄物の処理に係る対策と、

514̲4-2-1

セーフティマーク.pptx

こうした結果も踏まえ、利用者がバスツ

170

廃棄食品の不正流通への対応

515̲4-2-2

セーフティマークの認知度.pptx

食品関係事業者による食品の適正な取扱い

安全に対する支払意思額別の回答者の割合
（N＝2,500）

（円）
17.5
13.3

2,000～2,499

第２節 消費者の安全の確保

千円以上が約６割

第４章

2,500～

1,500～1,999

第１部

図表4‑2‑3

2.8
30.0

1,000～1,499
16.5

500～999

19.9

0～499
0.0

10.0

20.0

30.0
（％）

（備考） 1 ．消費者庁「貸切バスの利用に関する調査」により作成。
2 ．対象は貸切バスや高速乗合バスを利用したことのある20歳以上の消費者。
3．
「仮に、9,800円のバスツアーがあり、あなたはそのツアーに参加しようとしているとします。しかし、このツアーのバ
ス会社の安全に対する取組がよく分かりません。一方日程やバスのグレードなどが同じで安全に対する取組を確認でき
るバスツアーがありました。バスの安全管理はしっかりしているようです。あなたはこのツアーに、上乗せでいくら払
いますか（安全に対して追加でいくら支払えますか。）金額を記入してください。」との問への回答を金額段階別に集計
したもの。

に係る対策の両面から、隙間なく対策を講

軽減を図るために原因を究明する必要性が

ずるため、食品安全行政に関する関係府省

高い事故を選定し、
調査を行います。
その際、

連絡会議において、「廃棄食品の不正流通

調査委員会は、調査権限を行使するなどし

に関する今後の対策」
（平成28年２月26日

て自ら調査を行うほか、他の行政機関等に

食品安全行政に関する関係府省連絡会議申

より調査等が行われている場合には、その

合せ）を取りまとめました。

調査等の結果を評価（活用）して原因を究

事案の全容が明らかとなった段階で、現

明します。また、必要に応じて、被害の発生・

行の関係法令についてどのような問題があ

拡大防止のため講ずべき施策・措置につい

るか、
その運用も含めて改めて検証を行い、

て、内閣総理大臣や関係行政機関の長に勧

必要に応じて、今後の対応を検討すること

告や意見具申を行うこともできます。

としています。

調査委員会は、消費者事故からの教訓を
得て、事故の予防・再発防止のための知見

消費者安全調査委員会の
(３)
取組

を得ることを目的に設立され、責任追及

2012年10月、消費者庁に消費者安全調査

すれば同じような事故が防げるのか」）を

委員会（以下「調査委員会」といいます。
）

考える組織です。事故の原因には様々なも

が設置されました。調査委員会は、生命・

のがありますが、単に機械に不具合があっ

身体の被害に関する消費者事故等の中か

たか、法令等に違反していたか、といった

ら、事故等の発生・拡大の防止及び被害の

ことだけではなく、消費者によって実際に

516̲4-2-3

安全への支払額の意向.pptx

（「誰が悪い」）ではなく、事故の予防・再
発防止（「なぜ事故が起きたのか」、「どう
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図表4‑2‑4

消費者安全調査委員会における事故等原因調査等の流れ

更に必要が
あると認め
る場合

実施

報告書の作成・公表

必要に応じ
て当該行政
機関等の長
に意見

事故等原因調査
（自ら調査）

評価書の作成・公表

実施

報告書の作成・公表

実施

使われる環境や人間の行動特性にも目を向

これまでに選定した事案は図表４-２-５の

けて、幅広い視点から科学的、客観的な調

とおりです。調査委員会発足以来、11件の

査を行っています（図表４-２-４）
。

調査等を開始し、うち７件の事案について

調査委員会による事故等原因調査等の対
象となり得る事故等は、製品、食品、施設、

最終報告を行うとともに、関係行政機関の
長に対して意見を述べています。

役務など幅広い分野の生命身体事故等に及

なお、意見を述べたものについては、関

びます。調査等の端緒となる生命身体事故

係行政機関の協力を得て、フォローアップ

等の発生に関する情報は、消費者庁に一元

に努めることとしています。

的に集約されるものに加え、可能な限り網

調査委員会では、不幸にも起きてしまっ

羅的に生命身体事故等の情報を把握するた

た事故から真摯に学び、事故を繰り返さな

め、被害者等からの申出によるものもあり

いために、個別の事故調査を通じて再発防

ます。

止のための施策を関係省庁に提言していく

このように把握された生命身体事故等全

ことだけではなく、身近に潜むリスクを丁

てを調査等の対象とすることは困難である

寧に消費者へ伝えることや、幅広い事故に

ため、調査委員会は、事故調査等原因を究

応用できる知見を引き出すことも大事なこ

明する必要性が高いものを選定して調査等

とと考えています。今後とも、消費者安全

を実施しています。調査等の対象の選定に

の考え方や継続的な安全管理の取組につい

関しては、
「公共性」
、
「被害の程度」、「単

て、その重要性が広く社会で共有され、ま

一事故の規模」、「多発性」、「消費者による

た実践されるよう、幅広い視点で調査を行

回避可能性」及び「要配慮者への集中」の

い、報告書を社会の共有財産として残して

要素を総合的に勘案して判断することとし

いきたいと考えています。

ています。

227̲4-2-1 事故等原因調査の流れ.pptx
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他の行政機関等による
調査等の結果の評価

他の行政機関等で
調査等が行われて
おり、その結果が
得られる場合

事故等原因調査
（自ら調査）

調査等の対象の選定

情報収集

端緒情報の入手

事故等の発生

他の行政機関等で
調査等が行われて
いない場合
他の行政機関等で
調査等が行われて
いるが、消費者安
全の確保の見地か
ら必要な事故等原
因の究明結果が得
られない場合

消費者安全調査委員会

案件一覧

案件

第１部

図表4‑2‑5

経過

機械式立体駐車場事故

2013年 7 月選定
2014年 7 月報告書公表とともに消費者庁及び国土交通
省に意見
2015年 1 月解説書公表

家庭用ヒートポンプ給湯機の事案

2012年11月選定
2014年12月報告書公表とともに消費者庁、公害等調整
委員会、経済産業省及び環境省に意見

58
エスカレーター事故（東京都内）

2012年11月選定
2015年 6 月報告書公表とともに消費者庁及び国土交通
省に意見

毛染めによる皮膚障害

2014年10月テーマ選定59
2015年10月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労働
省に意見

子供による医薬品誤飲事故

2013年12月テーマ選定
2014年12月経過報告書公表とともに消費者庁及び厚生
労働省に意見
2015年12月報告書公表とともに消費者庁及び厚生労働
省に意見

調査中の事案

エレベーター事故（東京都内）

2012年11月選定
2013年 8 月評価書公表
2014年 7 月経過報告書公表

ハンドル形電動車椅子を使用中の事故

2014年11月テーマ選定
2015年10月経過報告書公表

60

第２節 消費者の安全の確保

幼稚園で発生したプール事故（神奈川県内）

2012年11月選定
2014年 6 月報告書公表とともに内閣府、文部科学省及
び厚生労働省に意見

第４章

調査を終了した事案

57
ガス湯沸器事故（東京都内）

2012年11月選定
2014年 1 月評価書公表とともに経済産業省に意見

体育館等の床から剥離した床板による負傷事故 2015年 9 月テーマ選定
家庭用コージェネレーションシステムの事案

2015年11月テーマ選定

57）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。
58）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。
59）事案を絞らず当該事案をテーマとして広く調査する手法。
228̲4-2-2
消費者安全調査委員会案件一覧.pptx
60）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。
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C O LU M N 9

エスカレーターの安全な乗り方

東京消防庁によると、東京消防庁管内にお
いて、2011年から2014年までの４年間で5,308
人が、エスカレーターでの事故により救急搬
送されました61。2011年には1,196人でしたが、
2014年には1,443人と年々増加傾向にありま
す。年代では、65歳以上の高齢者が約６割と
多数を占めています。
事故の内容をみると、そのほとんどが転ん
だり落ちたりして受傷したものとなってい
ます。こうした事故から身を守り、また事故
を起こさないためにも、エスカレーターの利
用に当たっては注意が必要です。バランスを
崩したり、エスカレーターが様々な理由で緊急停止して不意の反動を受けたりするこ
と等があります。このような時に、手すりをつかんでいなかった場合、大きな怪我に
つながります。
そもそも、エスカレーターの安全基準は、ステッ
プ上に立ち止まって利用することを前提にしてい
ます。エスカレーター上の歩行は、バランスを崩
して転倒する原因になるだけでなく、すり抜けざ
まに他の利用者と接触するなどして、事故になる
おそれがあります。子供・高齢者・体の不自由な
人など様々な人が利用していることを認識し、な
るべく歩行を避けるなどの配慮をすることが必要
です。
消費者庁では、2015年７月に「エスカレーター
の事故に御注意ください！」と消費者に呼び掛け
る注意喚起を行いました。
鉄道事業者等においても、2015年７月21日から
８月31日にかけて、エスカレーターの安全利用を
呼び掛ける「みんなで手すりにつかまろう！」キャ
ンペーンを実施しており、消費者庁は国土交通省
とともに、このキャンペーンを後援しました。
消費者庁ウェブサイト
「エスカレーターでの事故に御注意ください！」
http://www.caa.go.jp/safety/index21.html
「平成21年４月８日に東京都内で発生したエスカレーター事故」に関する事故等原因
調査報告書
http://www.caa.go.jp/csic/action/index5.html

61） 東京消防庁防災部防災安全課「救急搬送データからみる日常生活の事故平成26年」
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第１部

第３節

表示の充実と信頼の確保

2013年度に、ホテル・レストラン等で、

11月に景品表示法の改正が行われました。
不当表示を行った事業者に対して経済的不
利益を課す課徴金制度は、11月改正により
導入されました。この2014年11月改正法（不
当景品類及び不当表示防止法等の一部を改
正する法律）は、2016年４月１日に施行さ
れています（図表4-3-1）。

メニュー表示とは異なる食材を使用した料

課徴金制度を導入する前は、不当表示を

理を提供していた問題が相次いで発覚しま

行った事業者に対しては、行政がその表示

した。これは、いわゆる「食品偽装」や「食

をやめさせる等の措置を命ずる措置命令

品表示等問題」等として、食に対する消費

（景品表示法第７条第１項）をその都度出

者の安心を根底から揺るがす社会問題とな

すことにより対応してきました。しかし、

りました。

この場合は、事業者の側に不当表示によっ

このような一連の表示問題を受けて、食

て得た利益が残ったままであり、また、消

品表示等の適正化に向けた体制の強化や違

費者がその被害を事後的に回復することは

反行為の抑止を目的として、2014年６月と

困難となっていました。

図表4‑3‑1

第３節 表示の充実と信頼の確保

課徴金制度導入までの経緯や導入
に伴い期待されること

第４章

不当表示の防止のための
(１)
対策（課徴金制度の導入）

課徴金制度の導入（景品表示法の改正）
（2016年 4 月施行）

目的

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。

課徴金納付命令（第８条）
・対

象

行

為：実際より著しく優良であると示
す表示をする行為、実際より著
しく有利であると誤認される表
示をする行為が対象

・賦課金額の算定：対象商品・役務の売上額の３％
・対

象

期

間：３年間を上限

・主 観 的 要 素：違反事業者が相当の注意を怠っ
た者でないと認められるとき
は、課徴金を賦課しない。
・規

模

基

準：課徴金額が150万円未満となる
場合は、課徴金を賦課しない。

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。
１：実施予定返金措置計画の作成・認定
自主返金により課徴金の減額を受けようとする事業
者は、実施予定返金措置計画を作成し、消費者庁長官
の認定を受ける。

２：返金措置（返金）の実施
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。

３：報告期限までに報告
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。

返金合計額が
課徴金額未満の場合
課徴金額の減額

返金合計額が
課徴金額以上の場合
課徴金の納付を命じない
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これに対し、課徴金制度は、国が違反事

ている、いわゆる不実証広告規制が課徴金

業者に金銭的な不利益を課すものであり、

納付命令との関係でも導入されています。

この制度の導入により、事業者に不当表示

消費者庁長官は、優良誤認表示である疑い

を行う動機を失わせ、不当表示という違反

がある場合には、その表示を行った事業者

行為が事前に抑止されることが期待されま

に対して、一定の期間内に、表示の裏付け

す。また、2014年11月改正法は、所定の手

となる合理的根拠を示す資料の提出を求め

続に沿った返金措置（自主返金）を行った

ることができます。そして、その資料の提

事業者についての課徴金額の減額等を定め

出がない場合には、その表示が優良誤認表

ています。このため、不当表示を行った事

示と推定されて課徴金の対象となります。

業者が自ら進んで返金措置を行うことによ
り、消費者の被害回復が促進されることも
期待されます。
以下では、2014年11月改正法により導入

課徴金額の算定方法

された課徴金制度の概要を説明します。ま

課徴金額は、事業者が不当表示をした商

た、その改正法の施行に当たり、消費者庁

品・サービスの「売上額」に３％を乗じた

は、政令を改正するとともに内閣府令を制

金額です。この「売上額」は、原則として、

定し、ガイドラインを策定・公表しました

課徴金の対象となる期間に引き渡された

ので、これらについても主な内容を紹介し

（提供された）、不当表示の対象とされた

ます。

商品（サービス）の対価を合計する方法（引
渡基準）によって算定されます（不当景品
類及び不当表示防止法施行令（平成21年政

課徴金納付命令
事業者が、課徴金の対象となる行為（課

令第218号））。

官は、その事業者に対して、課徴金を納付

課徴金を課せない場合（主観的要
素、規模基準）

するよう命じなければなりません。この命

事業者が課徴金対象行為をした場合で

徴金対象行為）をしたときは、消費者庁長

令を課徴金納付命令といいます。

あっても、その事業者が表示の根拠となる
情報を確認するなど、正常な商慣習に照ら
し必要とされる注意をしていたため「相当

課徴金の対象となる行為

の注意を怠つた者でない」と認められると

課徴金対象行為は、食品に限らずあらゆ

ずることができません。

る商品やサービスについて、実際より著し

また、課徴金額が150万円未満（不当表

く優良であると示す表示（優良誤認表示）

示をした商品・サービスの「売上額」が

をする行為と、実際より著しく有利である

5000万円未満）である場合も、課徴金の納

と誤認される表示（有利誤認表示）をする

付を命ずることができません。

行為です。
また、既に措置命令との関係で導入され
176

きは、消費者庁長官は、課徴金の納付を命
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課徴金対象行為に該当する事実の
報告による課徴金額の減額

なる期間に事業者が不当表示をした商品・
サービスの取引をした一般消費者であって
「政令で定めるところにより特定されてい

庁長官に報告（自主申告）した事業者につ

出をした一般消費者が取引をした対象商

いて、所定の要件を満たす場合には、課徴

品・サービスの購入額に３％を乗じた額以

金額の２分の１が減額されます。

上の金銭を交付する措置のことをいいま

この報告の方法や様式等は、不当景品類

す。そして、返金措置の対象となる一般消

及び不当表示防止法施行規則（平成28年内

費者は、①「売上額」を引渡基準により算

閣府令第６号）で規定されています。

定する場合には、課徴金の対象となる期間

第３節 表示の充実と信頼の確保

るもの」から申出があった場合に、その申

第４章

課徴金対象行為に該当する事実を消費者

内に事業者が不当表示をした商品の引渡し

返金措置の実施による課徴金額の
減額等

やサービスの提供を受けたことが、②その
商品の購入やサービスの提供の対価の支払
についての領収書（レシート等）、その商

事業者が、返金措置の実施に関する計画を

品の購入やサービスの提供についての契約

作成し、消費者庁長官の認定を受ける等、所

書その他の上記①の事実を証する資料によ

定の手続に従って消費者に対して返金措置を

り特定された者であることが、前記施行令

行った場合は、消費者庁長官は、返金相当額

で規定されています。

を課徴金額から減額するか、返金相当額が課
徴金額以上の場合にはその納付を命じません。
この「返金措置」とは、課徴金の対象と
図表4‑3‑2

なお、返金措置に関する計画の認定申請
等を行う際の様式等は、前記施行規則で規
定されています（図表4-3-2）。

返金措置の実施による課徴金額の減額

返金措置
返金措置の実施により課徴金の減額を受けようとする事業者は、返金措置の実施に関する実施予定返金措置計画を作成し、
消費者庁長官の認定を受け、同計画に沿って、適正な返金手続を適切に履行する。

事業者

実施予定返金措置計画を作成・提出

実施予定
返金措置計画

【記載内容】
① 返金対象者、返金実施期間、返金額の計算方法
② 返金措置の内容についての周知方法
③ 返金措置の実施に必要な資金の額及び調達方法
④ 実施予定返金措置計画申請前の返金措置に関する事項

ステップ２：返金措置の実施
事業者

申出のあった者
に適正に返金

認定

消費者庁長官

ステップ１：実施予定返金措置計画の作成・認定

等

実施予定返金措置計画に沿って適正に返金を実施（４か月以内）
① 必要な情報を周知
② 返金措置の手段は金銭の交付のみ
③ 各返金対象者に、各人に係る購入額に課徴金算定率
を乗じた金額以上の金額を返金

ステップ３：返金措置の実施期間経過後１週間以内に報告
返金合計額が
課徴金額未満の場合

返金合計額を課徴金額から減額

返金合計額が
課徴金額以上の場合

課徴金の納付を命じない
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課徴金制度に関するガイドライン
の策定や説明会の開催

説明するものです。
また、消費者庁は、2016年２月から３月

消費者庁は、景品表示法の課徴金制度の

にかけて、事業者及び事業者団体の方を対

運用の透明性や事業者の予見可能性を確保

象として、課徴金制度の内容を中心とした

するために、2016年１月29日に「不当景品

改正景品表示法に関する説明会を、国内13

類及び不当表示防止法第８条（課徴金納付

か所で開催しました。

命令の基本的要件）に関する考え方」を公

消費者庁としては、今後も、引き続き課

表しました。これは、景品表示法に基づく

徴金制度を含む景品表示法の普及・啓発を

課徴金納付命令に関して、①課徴金額の算

行うなどして、一般消費者による自主的か

定方法、②「相当の注意を怠つた者でない

つ合理的な選択の確保に努めていきます。

と認められる」か否かという基本的な要件

178

についての考え方を、具体例を挙げながら
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第４章

衣類等の「洗濯表示」が変わります

第３節 表示の充実と信頼の確保

家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程が2015年３月に改正され、2016
年12月から衣類等の繊維製品の洗濯表示を新しい日本工業規格 L 0001（以下「新
JIS」という。）にならったものに変更します。
国際規格に整合した新JISでは、国際規格の表示記号と同じ記号を用いることとな
り、記号の種類が増え、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、海外で購入した
繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになると考えられます。
このように、新しい洗濯表示に変わることによって、一般消費者の利便性の向上が
期待できます。

新しい「洗濯表示」のポイント
①「基本記号」と、「付加記号」や「数字」の組み合わせで構成されます。
● ５つの基本記号

●

付加記号と数字

＊上記の順に表示されます。
文字ではなく、記号と数字で強さや温度、禁止を表します。

〈強さ〉基本記号の下に付加

②
③
④

〈温度〉基本記号の中に付加

〈禁止〉

記号の種類が22種類から41種類に増え、より細かな表示に変わります。

参考情報が簡単な用語で付記される場合があります。
（付記用語）
記号だけでは伝えられない情報は、簡単な言葉で記号の近くに記載される場合
があります。
表示は、家庭洗濯、漂白、乾燥、アイロン等の処理の上限を表しています。
表示よりも強い作用や高い温度での洗濯やアイロン掛けは、衣類にダメージを
与える可能性があります。
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新しい「洗濯表示」の記号と意味
みます
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たな食品表示制度がスタートしました。新
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新たな食品表示制度の運
(２)
用

たな食品表示制度の具体的な表示のルール
は、食品表示法に基づく食品表示基準（平

第４章

成27年内閣府令第10号）に定められていま

新たな食品表示制度のねらい

す。食品表示基準には、これまで上記３法

食品表示は、食品を適切に選択したり、

合するのみならず、消費者、事業者双方に

安全に食べたりするため、食品の内容を正

とって分かりやすい表示となるよう、従来

しく理解する上で重要な情報源です。また、

の食品表示制度の改善等も盛り込まれまし

万一、事故等が発生した場合には、その製

た。主な制度の変更点としては、①加工食

品回収や原因究明等の措置を迅速かつ的確

品への栄養成分表示の義務化、②アレル

に行うための手掛かりとなります。

ギー表示に係るルールの改善、③機能性表

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、

第３節 表示の充実と信頼の確保

の下に定められていた58本の表示基準を統

示食品制度の創設などがあります（図表
4-3-3）。

JAS法、健康増進法の３法があり、３法そ

なお、表示ラベルの変更が必要となるた

れぞれに基づく複数の表示基準が定めら

め、加工食品と添加物は５年間、生鮮食品

れ、用語の定義が異なる等、分かりにくい

は１年６か月の間、旧制度に基づく表示を

ものとなっていました。

認めるという猶予期間が設けられていま

食品表示法は、上記３法の食品の表示に

す。ただし、機能性表示食品制度について

関する規定を統合したもので、食品の表示

は、新たな制度なので、猶予期間はありま

に関する包括的かつ一元的な制度を創設す

せん。

るものです。
2015年４月から、食品表示法に基づく新
図表4‑3‑3

新たな食品表示制度

食品衛生法

JAS法

健康増進法

【目的】
○飲食に起因する衛
生上の危害発生を
防止

【目的】
○農林物資の品質の
改善
○品質に関する適正
な表示により消費
者の選択に資する

【目的】
○栄養の改善その他
の国民の健康の増
進を図る

品質
原材料名

名称
賞味・消費期限

遺伝子組換え

原産地
等

【目的】
○食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自
主的かつ合理的な食品選択の機会の確保

食品安全の確保

一元化

添加物

保存方法

内容量

食品表示法（平成25年法律第70号）

アレルギー
等

製造者名等

〈新たな食品表示基準のポイント〉
①加工食品と生鮮食品の区分の統一
②製造所固有記号の使用に係るルールの改善
③アレルギー表示に係るルールの改善
④栄養成分表示の義務化
⑤栄養強調表示に係るルールの改善
⑥原材料名表示等に係るルールの変更
⑦販売の用に供する添加物の表示に係るルールの
改善
⑧通知等に記載されている表示ルールの一部を規
定
⑨表示レイアウトの改善
⑩新たな機能性表示制度の創設
※「食品表示法」及び食品表示法に基づく「食品
表示基準」は2015年４月より施行。

健康増進法
（栄養表示）
等
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のとして、国が個別に許可する特定保健用

新たな食品表示制度の適切な運用

食品（トクホ）と国の規格基準に適合する

食品表示に関する制度の内容について、

制度が2015年４月からスタートしています

消費者の理解増進を図っていくことは、消

栄養機能食品に加えて、機能性表示食品の
（図表4-3-4）。

費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機

機能性表示食品とは、事業者の責任にお

会を確保する上で重要なことであると考え

いて、科学的根拠に基づいた機能性を表示

ています。消費者庁では、消費者や事業者

した食品であり、制度の主な特徴は、以下

等を対象として、新たな食品表示制度に関

のとおりです。

する全国説明会の開催や普及啓発用資料の
作成等を行っています。
また、食品表示の一元化の検討過程にお
いて結論を得ることができなかった、イン
ターネット販売等における食品表示、加工
食品の原料原産地表示、食品添加物表示、

・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も含
む。）及び授乳者を除く。）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。

遺伝子組換え表示の在り方などの個別課題

・安全性及び機能性の根拠に関する情報、

については、第３期消費者基本計画におい

健康被害の情報収集体制などの必要な

て、順次実態を踏まえた検討を行うことと

事項が、商品の販売の60日前に、事業

しています。これを受け、インターネット

者から消費者庁長官に届け出られます。

販売等における食品表示については、2015

・特定保健用食品とは異なり、国が安全

年12月に消費者庁に「食品のインターネッ

性と機能性の審査を行っていません。

ト販売における情報提供の在り方懇談会」

・届け出られた内容は、消費者庁のウェ

を開催し、インターネット販売での食品に

ブサイトで公開されます。

関する情報提供の在り方について検討を

消費者は、商品の安全性や機能性がどの

行った上で、2016年秋を目途に報告書を取

ように確保されているのかなどについて、

りまとめることとしています。

商品の情報を販売前に確認することができ

また、加工食品の原料原産地表示につい
ては、2016年１月に消費者庁と農林水産省
が共同で「加工食品の原料原産地表示制度
に関する検討会」を開催し、今後の対応方
策について検討を行った上で、2016年秋を
目途に中間的な取りまとめを行うこととし
ています。

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。

2． 機
 能性表示食品の届出状況及び消
費者意識基本調査

2015年４月に制度が施行されて以来、

2015年度末の時点で273件の届出情報を公
表しています。また、2015年９月には、初
めての生鮮食品として、静岡県内の生産者

機能性表示食品制度について
１． 機能性表示食品とは

食品の機能性を表示することができるも

182

団体が届け出た「みかん」、及び岐阜県内
の企業が届け出た「もやし」に係る届出情
報を消費者庁ウェブサイトに公表しました。
また、
「消費者意識基本調査」
（2015年度）

機能性表示食品とは

一般食品
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図表4‑3‑4

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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・・・・
機能性※の表示ができない

※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。）

保健機能食品

栄養機能食品

・・・
機能性の表示ができる

食

品

第３節 表示の充実と信頼の確保

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて
認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの
特定保健用食品 表示が許可されている食品です。表示されている効果
や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費
者庁長官が許可しています。
一日に必要な栄養成分（ビタミン、ミネラルなど）が
不足しがちな場合、その補給・補完のために利用でき
る食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分
を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをし
なくても、国が定めた表現によって機能性を表示する
ことができます。

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性
を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根
機能性表示食品 拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたも
のです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者
庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

医薬品
医薬部外品

において、機能性表示食品を「どのような

後更なる検討が必要とされたところです。

ものか知っていた」が10.5％、
「名前を聞

また、消費者基本計画においても、残され

いたことはあったが、どのようなものか分

た検討課題について、検討することとして

からない」が38.7％、
「知らなかった」が

います。そこで、これらの課題について検

49.4％となっています。

討を行うため、2016年１月に「機能性表示
食品制度における機能性関与成分の取扱い

３ ． 機 能性表示食品制度における残さ
れた課題の検討等

等に関する検討会」を開催し、2016年秋を

６月14日閣議決定）及び日本再興戦略（平

じ、制度の理解増進を図っています。

本制度は、規制改革実施計画（平成25年

目途に報告書を取りまとめることとしてい
ます。また、普及啓発用資料の作成等を通

成25年６月14日閣議決定）を踏まえ、消費
者庁に「食品の新たな機能性表示制度に関
する検討会」を開催し、制度内容を検討し
たものですが、2014年７月に公表された同
検討会報告書において、食事摂取基準に摂
取基準が策定されている栄養成分（ビタミ
ン・ミネラルなど）や、機能性関与成分が
232○415̲4-3-4 機能性表示食品の表示例.pptx

明確でない食品の取扱い等については、今
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第４節

適正な取引の実現

( １ ) 特定商取引法の見直し
特定商取引法とは
特定商取引法は、消費者トラブルが生じ
やすい取引類型（訪問販売、電話勧誘販売、

は消費者庁と各経済産業局が、都道府県域
内で被害が認められる事案については各都
道府県が対処しています。

特定商取引法の見直しの経緯
特定商取引法は、新たな手口の悪質商法

通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務

の発生など消費者トラブルの状況の変化に

提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入）

対応して、累次の改正を行ってきました。

を対象に、消費者トラブル防止のための

近年、高齢化社会が進展していることや

ルールを定め、事業者による不当な勧誘行

悪質事業者の手口が巧妙化していること等

為等を規制することにより、消費者の利益

に加え、2008年改正法（特定商取引に関す

を保護し、商品の流通や役務の提供を適正

る法律の一部を改正する法律）が施行され

で円滑なものとすることを目的としている

62
てから５年が経過すること から、特定商

法律です。

取引法の見直しを行うこととなりました。

事業者への行為規制としては、消費者へ

本格的な見直しに先立って、消費者庁に

の適正な情報提供等の観点から、氏名や勧

おいて「特商法関連被害の実態把握等に係

誘目的等の明示義務、不当な勧誘行為の禁

る検討会」を2014年２月から７月にかけて

止、契約に関する取引条件等を記載した書

計６回実施し、同年８月に報告書を取りま

面の交付義務、広告表示規制等が定められ

とめました。報告書では、当該検討会で出

ています。また、民事ルールとしては、申

された意見も踏まえ、特定商取引法に関す

込みの撤回又は契約の解除（いわゆるクー

る課題の更なる精査を行い、その後の検討

リング・オフ）、中途解約、契約の解除時

に向けた準備を進めていくこととされました。

の損害賠償額の制限、不当な勧誘によって

その後、2015年１月に、内閣総理大臣か

誤認した場合の意思表示の取消し等が定め

ら消費者委員会に対して、特定商取引法の

られています。なお、行為規制に違反した

施行状況を踏まえた購入者等の利益の保護

場合には、１年以内の業務停止命令や指示

及び特定商取引の適正化を図るための規律

といった行政処分や罰則の対象となります。

の在り方について諮問を行い、同月、消費

特定商取引法の執行は、消費者庁と各経

者委員会に特定商取引法専門調査会が設置

済産業局、都道府県が行っており、複数の

され、特定商取引法の見直しに関する本格

都道府県域に被害がまたがる事案について

的な検討を行うこととなりました。同年３

62）2008年改正法附則第８条に、
「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後
の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定められている。
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調査会では、特定商取引に関する消費生活

直しの方向性が専門調査会の委員間で一致

相談や執行の状況を踏まえつつ、ヒアリン

していない論点などについて重点的に審議

グ等で関係事業者や関係省庁の意見等を聴

を行い、同年12月に「特定商取引法専門調

取しながら、2008年改正法の施行後の社会

査会報告書」が取りまとめられました63。
同報告書の内容を踏まえ、2016年１月に

における規律の在り方について審議を行

は、消費者委員会から内閣総理大臣に対し

い、2015年８月に「中間整理」が公表され

て、答申64がなされました。

ました（同年９月１日から30日まで、中間

消費者庁及び経済産業省では、同答申の

整理に関する集中的な意見受付を実施。）。

内容を踏まえて、特定商取引法の改正に係

また、2015年10月以降は計７回の専門調

る検討を進め、2016年３月４日に特定商取

査会を開催し、中間整理に関する集中的な

引法の一部改正法案が閣議決定され、国会

意見受付で提出された意見を踏まえなが

に提出されました（図表４-４-１）。

図表4‑4‑1

第４節 適正な取引の実現

経済情勢の変化等に対応した特定商取引法

第４章

ら、議論の成熟度が十分でない論点や、見

第１部

月から８月にかけて計11回開催された専門

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案

訪問販売等消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象とした、事業者による不公正な勧誘行為等の
取締り等。
１．悪質事業者への対応

３．消費者利益の保護

○次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処

・業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有す
ると認められるもの等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法
人を設立して継続すること等を禁止する（業務禁止命令の創設）
。

○業務停止命令の期間の伸長（最長１年→２年）

不実告知を行っていた事業者に、不実告知により行政処分が
あった旨の既存顧客への通知や返金を求める消費者への適切な対
応（計画的な返金の実施等）等を指示する。
等

・
「質問」に関する権限の追加等

４．過量販売への対応

○刑事罰の強化

○電話勧誘販売における過量販売規制の導入（訪問販売ルー
ルの拡張）
等

２．所在不明の違反事業者への対応
○所在不明の違反事業者に対する公示送達による処分

・違反事業者の所在が不明な場合（※）に、処分書を交付する旨を
一定期間掲示することにより事業者に交付されたものとみなし
（公示送達により）処分を可能とする。

【対応イメージ】

・処分事業者（業務停止命令を受けた悪質事業者を想定）に対し
て、消費者利益を保護するために必要な措置を指示できることを
明示することとする。

【対応イメージ】

○行政調査に関する権限の強化

・不実告知等に対する法人への罰金を引き上げ
（300万円以下→１億円以下)
・業務停止命令違反に対する懲役刑の上限を引き上げ
（２年→３年）

○消費者利益の保護のための行政処分規定の整備

［原 則］違反事業者に対し、処分書を書面で交付
［改正後］違反事業者（所在不明※）に対し、処分書を交付する旨
を処分庁に掲示することで交付したものとみなすことも可
能に
※ウェブサイトのみによって広告や注文の受付を行い、消費者と
の連絡手段としてもメールアドレスだけが表示されているケー
ス等

・電話勧誘販売において、消費者が日常生活において通常必要とさ
れる分量を著しく超える商品の売買契約等について、行政処分
（指示等）の対象とするとともに、申込みの撤回又は解除を行う
ことができるようにする（消費者にその契約を締結する特別の事
情がある場合を除く）。

【過量のイメージ】

◇寝具（４か月で６回購入）
◇化粧品（72本の化粧水と乳液、2,160袋のパウダーを購入）等

５．その他
○訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売における規制対象の
拡大（指定権利制の見直し）
○通信販売におけるファクシミリ広告への規制の導入（電子
メール広告における規制の拡充)
等

○施行期日は公布日から１年６月以内を予定

63）特 定商取引法専門調査会報告書（内閣府ウェブサイト）http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/
houkoku/20151224_houkoku.html
64）答 申書（平成28年１月７日府消委第８号）
（内閣府ウェブサイト）http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikou
hyou/2016/_icsFiles/afieldfile/2016/01/07/20160107_ts_toshin.pdf
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( ２ ) 消費者契約法の見直し

見直しの検討
こうした状況を踏まえ、2014年８月に内

法施行後の社会経済状況の変化等

閣総理大臣から消費者委員会に対し、契約

消費者契約法については、2001年の消費

の在り方について諮問がなされました。

締結過程及び契約条項の内容に係る規律等

者契約法施行後、高齢化の更なる進展によ

諮問を受けて、消費者委員会では同年10

り、事業者も含めた多様な主体により高齢

月に消費者契約法専門調査会を設置すると

者の利便に資するような生活支援サービス

ともに、同年11月から同専門調査会の審議

が提供される一方で、高齢者に関する消費

を開始しました。2015年８月には同専門調

生活相談件数は依然として高水準にあると

査会の「中間取りまとめ」を公表した上で、

ともに（第３章第１節を参照。）、一人暮ら

消費者委員会で集中的な意見受付（2015年

しの高齢者や認知症の可能性のある者等に

９月１日から同月30日まで）を行うととも

対し、その弱みにつけ込むようにして不必

に、同年10月には同専門調査会において関

要と思われる分量の商品を購入させている

係団体からヒアリングを行っています。そ

事例等も見受けられます。このような社会

の後、更に個別論点の審議を行った上で、

経済状況の変化を踏まえつつ、法の実効性

同年12月には同専門調査会の報告書が取り

を確保する必要があります。

まとめられました66。

また、法施行後の裁判例や消費生活相談

同報告書の内容を踏まえ、2016年１月に

事例の傾向65を踏まえ、紛争解決基準の明

消費者委員会から内閣総理大臣に対し、答

確化を図るとともに、消費生活相談の現場

申67がなされました。

において消費者契約法が十分に活用される
ようにする必要があります。

65）法施行後の裁判例や消費生活相談事例等については、2014年10月に消費者庁が取りまとめた「消費者契約法の運
用状況に関する検討会報告書」に整理されています。
66） 消費者契約法専門調査会報告書（内閣府ウェブサイト）http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/
houkoku/20151225_houkoku.html
67） 答申書（平成28年１月７日府消委第９号）
（内閣府ウェブサイト）http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2016/_icsFiles/lafieldfile/2016/01/07/20160107_sk_toshin.pdf
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改正法案の閣議決定、国会提出

討を行い、2016年３月４日に「消費者契約

消費者委員会の答申を踏まえ、消費者庁

れ、国会に提出されました（図表４-４-２）。

法の一部を改正する法律案」が閣議決定さ
第４章
第４節 適正な取引の実現

図表4‑4‑2

第１部

及び法務省において、所要の改正法案の検

消費者契約法の一部を改正する法律案

消費者と事業者との間の情報・交渉力の格差に鑑み、契約の取消しと契約条項の無効等を規定
１．契約の取消し
〈現行規定〉
事業者の以下の行為により契約を締結した場合、
消費者は取消しが可能
①不実告知（重要事項［＝契約の目的物に関する事項］が対象）
②断定的判断の提供
③不利益事実の不告知
④不退去／退去妨害
〈課題〉

〈改正内容〉

高齢者の判断能力の低
下等につけ込んで、大
量に商品を購入させる
被害事案

過量な内容の
契約の取消し

（新たな取消事由）

契約の目的物に関しな
い事項についての不実
告知による被害事案
（例：床下にシロアリ
がおり、家が倒壊）
取消権の行使期間を経
過した被害事案

重要事項の
範囲の拡大
行使期間の伸長

○このほか、取消しの効果についても規定

（短期を６か月→
１年に伸長）

○このほか、消費者団体訴訟制度（差止請求）に関する規定が置かれ
ている。

２．契約条項の無効
〈現行規定〉
消費者の利益を不当に害する条項は、無効
①事業者の損害賠償責任を免除する条項
②消費者の支払う損害賠償額の予定条項
③消費者の利益を一方的に害する条項（「一般条項」）
⇒ 【10条】❶民法、商法等の任意規定の適用による場合と
比べ消費者の権利を制限する条項であって、❷信義則に反
して消費者の利益を害するものは無効

〈課題〉
消費者の解除権を一
切、認めない条項の存
在（→欠陥製品であっ
ても残金を支払い続け
る）（例：「いかなる場
合でも解除できませ
ん」
）
法10条の❶は明文の
規定だけではなく、一
般的な法理等も含むと
する最高裁の判決

〈改正内容〉
事業者の債務不履行
等の場合でも、
消費者の解除権を
放棄させる条項

（無効とする条項の追加）

法10条に
例示を追加

（※）
（※）消費者の不作為をもって意思
表示をしたものとみなす条項
○このほか、「民法の規定による」という文言を削除
○施行期日は、公布日から起算して１年を経過した日を予定
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第５節

消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

消費者教育推進会議での
(１)
取組
消費者教育推進法と消費者教育の
推進に関する基本的な方針

ます。）が閣議決定され、これに基づき、国、
地方公共団体は消費者教育の施策を推進し
ています。消費者団体や事業者団体におい
ても、消費者教育について自主的な活動を
行っています。

2015年３月に閣議決定された第３期消費
者基本計画では、消費者一人一人が、個々
の消費者の特性や消費生活の多様性を相互
に尊重しつつ、自らの消費行動が将来の社

消費者教育推進法の規定に基づき、2013

会経済情勢や地球環境に影響を及ぼすこと

年３月に消費者教育推進会議（以下「推進

を自覚し、公正で持続可能な社会の形成に

会議」といいます。）が設置されました。

積極的に参画する社会を目指すことが求め

推進会議は、①消費者教育の総合的、体系

られています。

的かつ効果的な推進に関して、委員相互の

このような社会において消費者は、自ら

情報の交換及び調整を行うこと、②基本方

も消費生活に関する知識の取得・情報収集

針に関し、意見を述べることが役割とされ

等に努め、
自身で合理的な意思決定を行い、

ています。推進会議では、2013年３月から

被害を認識し、危害を回避し、被害に遭っ

６月に基本方針に関する議論を行い、基本

た場合には適切に対処する能力を身に付け

方針が同年６月に閣議決定された後は、３

ることが重要であり、更には、社会の発展

つの小委員会（消費者市民育成小委員会、

と改善に積極的に参加することが期待され

情報利用促進小委員会、地域連携推進小委

ています。

員会）を設置し、基本方針に掲げられた今

消費者教育推進法は、消費者教育につい

後検討すべき課題について検討を行いました。

て、
「消費者の自立を支援するために行わ

2015年３月には、３つの小委員会の議論

れる消費生活に関する教育（消費者が主体

を基に、今後の消費者教育の推進について

的に消費者市民社会の形成に参画すること

の考え方や提案、消費者教育の担い手への

の重要性について理解及び関心を深めるた

期待を推進会議として取りまとめたほか、

めの教育を含みます。）及びこれに準ずる

３つの小委員会の取りまとめについても公

啓発活動をいう。」と定義するとともに、

表しました。

基本理念や国、地方公共団体の責務、基本

これらの取りまとめでは、小委員会の議

方針の策定、各種施策、消費者教育推進会

論を基に、消費者教育推進法の意義と消費

議の設置等について定めています。

者教育の理念の整理を行うとともに、消費

消費者教育推進法の規定に基づき、2013
年６月には、「消費者教育の推進に関する
基本的な方針」
（以下「基本方針」といい
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第 １ 期消費者教育推進会議の取組

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。

第 ２ 期消費者教育推進会議の始動

して、若年者向けの消費者教育・啓発教材

2015年７月から、第２期の推進会議が始

市民社会普及ワーキングチームは、消費者

動しました。第２期の推進会議では、基本

教育推進法が施行されてから３年が経つ現

方針の見直しに向けた論点整理と、社会情

況を踏まえ、消費者市民社会の概念や用語

勢等の変化に対応した課題等を議論するこ

を一層普及させるための方策を検討するこ

ととしています。社会情勢等の変化に対応

ととしました。

第１部

としての権利と義務を伝えることを目的と
の作成を検討することとしました。消費者

育の充実方策や若年者への消費者教育の充

な情報を提供する場としてウェブサイト上

実、消費者市民社会の形成への参画の重要

に消費者教育ポータルサイトを運営してい

性の理解促進等が挙げられました。特に、

ます。消費者教育ポータルサイトについて

若年者への消費者教育は、成年年齢引下げ

は、「消費者教育推進会議取りまとめ」に

の検討に向けて非常に重要なものと認識さ

おいて整理した「消費生活センターの消費

れています。

者教育の拠点化に向けて」及び「消費者教

基本方針の見直しに向けた論点整理に当

育の担い手向けナビゲーション」を掲載す

たって、国における消費者教育及び消費生

る等、利用者の利便性の向上などを企図し

活に関連する教育の施策の実施状況の把握

た大幅な改修を、2016年３月に行いました。

のため、文部科学省（学校等における消費

さらに、情報利用促進小委員会の取りまと

者教育）
、環境省（環境教育）、内閣府（食

めを受け、「消費者教育ポータルサイト掲

育）
、法務省（法教育）、金融庁（金融経済

載情報評価等検討会」を、2016年２月に開

教育）からヒアリングを行いました。また、

催しました。同検討会では、掲載教材につ

消費者行政と教育行政（学校教育・社会教

いて、利用者が選択等をする際に役立つ評

育）
との連携に関して、先進的な取組を行っ

価に関する情報の示し方等について試行的

ている地方公共団体からのヒアリングを行

検討を行い、その検討結果を報告書に取り

いました。

まとめました。

第５節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

消費者庁では、消費者教育に関する様々

第４章

した課題としては、学校における消費者教

また、学校における消費者教育は一層の
充実を図っていくことが必要であることか
ら、
「学校における消費者教育の充実に向
けて」について検討を重ねました。
さらに、２つのワーキングチーム（
「若年
者の消費者教育に関するワーキングチー
ム」
、
「消費者市民社会普及ワーキングチー
ム」
）を立ち上げ、それぞれ活動を開始しま
した。
若年者の消費者教育に関するワーキング
チームは、成年年齢引下げの検討に向け、
高等学校を卒業する前に法的な責任を負う
可能性が出てくる18歳に至る前に、消費者
189

C O L U M N 11

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

消費者庁では、消費者教育の推進及び消費者市民社会の概念の普及に関する活動を
担う地方公共団体公認のマスコットキャラクターに対して、消費者庁長官から「消費
者教育推進大使」を委嘱する制度を、2014年度から始めました。
消費者教育を推進していくためには、より多くの方々にとって、消費者市民社会の
概念やその構築に向けた取組をより身近なものとすることが重要であり、各地方で親
しまれているマスコットキャラクターにも一役買ってもらっています。
以下に、平成27年版消費者白書で紹介できなかった大使たちを紹介します。

萩にゃん（萩市）

まもりん、みもりん
（北九州市）
（写真はまもりんのみです。）

一生犬鳴！イヌナキン（泉佐野市）
まなりくん（藤井寺市） もずやん（大阪府）

チャマゴン、チャマリン
（勝山市）
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クゥとかいな
（草津市）

くらっしー
（埼玉県）

ふくタン、こうタン、はばタン（兵庫県）

ニャン吉（神奈川県）

パオくんとクマゲラくん
（幕別町）

コアラのハッピー
（名古屋市）

すだちくん
（徳島県）

チー坊（調布市）

今後の新たな取組
～倫理的消費、消費者志向経営の促進～

勧告・命令等

倫理的消費

事業者

情報提供

消費者

相談

規制

第５節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

行政
支援

第４章

従来の取組の充実・強化
～被害の防止・救済、消費者の安全の確保～

第１部

持続可能な社会と消費者の権利が尊重される社会の形成に向けた消費者行政
のイメージ

図表4‑5‑1

消費者志向経営
協働
事業者

消費者

取組促進

取組促進
行政

今後の新たな取組～倫理的消
(２)
費、消費者志向経営の促進～

費行動である「倫理的消費」への関心が高

これまでの消費者行政は、被害の防止・

働者の生活改善等に配慮した商品・サービ

救済や消費者の安全の確保のため、様々な

スを選択して消費することへの関心が高

法整備や法執行の充実、相談体制の充実な

まっています。消費者基本計画でも、この

どが中心でした。今後は、持続可能なより

ような環境等に配慮した商品・サービスの

良い社会の実現に向けて、消費者や事業者

選択を可能とする環境の整備や、食品やエ

と連携・協働しながら進めるという形での

ネルギーのロスの削減などの社会的課題に

消費者行政も必要です（図表4-5-1）。消費

配慮した消費、持続可能なライフスタイル

者と事業者が、信頼関係のもと、消費者市

への理解の促進が求められています。

まっています。また、消費者の意識として
も、環境や被災地の復興、開発途上国の労

民社会、持続可能な社会の形成に向けて積

こうした消費行動の変化は、消費者市民

極的な役割を果たすことが重要であると考

社会の形成に向けたものとして位置付けら

え、消費者庁では、倫理的消費と消費者志

れるものであり、日本の経済社会を物心両

向経営の取組促進を図っています。

面からより豊かにする大きな可能性を秘め
ています。しかしながら、こうした動きは

「倫理的消費」調査研究
(３)
会
消費者行動・意識の変化と「倫理
的消費」

緒に就いたばかりであり、社会的な仕組み
も整備されていません。消費行動の進化と
事業者サイドの取組が相乗的に加速してい
くことが重要です。
以上を踏まえ、消費者庁では倫理的消費
の内容やその必要性等について検討し、国

より良い社会に向けて、地域の活性化や

民の理解を広め、日常生活での浸透を深め

雇用等を含む人や社会・環境に配慮した消

るためにどのような取組が必要なのかにつ

506○0407̲4-5-X 倫理と志向経営.xlsx
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いて調査研究を行う、「倫理的消費」調査
研究会を実施しています。
「倫理的消費」調査研究会では、主に６
つの検討を行っています。併せて、啓発活
動の具体化を図ります。
（１） 倫理的消費の必要性とその効果
・倫理的消費の歴史
・倫理的商品（エシカルプロダクツ）の
事例
（２） 倫理的消費の定義・範囲
（３）
 倫理的消費の度合い（エシカル度）
を計る基準、指標
（４）
 我が国における倫理的消費の実態調
査
（５） 海外における倫理的消費の実態調査
（６）
 倫理的消費を広く普及させていく上
での課題と対応

「倫理的消費」調査研究会の活動
この研究会は、2015年５月以降これまで
６回開催され、様々な分野の専門家が一同
に会し、倫理的消費に関する国内外の動向
について委員からプレゼンテーションが行
われたほか、専門家からのヒアリング等を
行い、中間取りまとめに向けて議論を深め
ました（図表４-５-２）
。
2015年11月には、倫理的消費に関して先
進的な英国とノルウェーの現状調査を実施
しました。また、2015年12月には広く倫理
的消費についての理解を深めるため、関連
事業として、倫理的消費に関するシンポジ

図表4‑5‑2

これまでの研究会議事内容

第 1 回研究会（ 5 月20日）
・研究会の開催について
・「倫理的消費」とは
・各委員の自己紹介、それぞれの関心事など
第 ２ 回研究会（ 6 月26日）
・「消費者市民社会」に向けた動きについて
・倫理的消費＝「人々を思いやる消費」？
・海外では倫理的消費への取り組みが非常に熱
心であるのはなぜなのか
地球環境のために、なぜ倫理的消費が必要な
のか
・倫理的消費が進まないことによる日本社会・
日本企業のリスク
第 ₃ 回研究会（ 8 月25日）
・地域社会が目指す「倫理的消費」
・持続可能な社会の実現を目指して
・安心・安全・健康に資する商品・サービス
・持続可能な原料調達
・倫理的消費につながる商品
・倫理的消費につながると思われる商品やサー
ビスについて
第 4 回研究会（10月13日）
・エシカル消費分析 〜2015年 9 月調査からの
考察〜
・エシカル・ラベル 〜エシカルに纏わるラベ
ルや認証〜
・川崎市の環境産業の取組とKIS事業の展開から
・倫理的消費を広めるための課題と対策
・倫理的消費の浸透にむけて
第 5 回研究会（12月16日）
・消費のあり方に関する意識調査
・倫理的消費を広く普及させていく上での課題
と対応について
・倫理的消費 欧州調査報告
・エシカル海外調査報告
・エシカル・ラボについて
・倫理的消費調査研究会中間取りまとめ 論点
について
第 ₆ 回研究会（ 2 月29日）
・倫理的消費調査研究会中間取りまとめについて
・倫理的消費調査研究会来年度内容について

ウム「エシカル・ラボ」を開催しました。

238̲4-5-1 これまでの研究会議事内容.pptx
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第１部

C O L U M N 12

第４章

自分の消費行動が社会に与える影響についての意識

第５節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

消費者は、自分の消費行動が社会に与える影響について、どのように意識している
でしょうか。
2015年９月に内閣府が実施した「消費者行政の推進に関する世論調査」では、
「消
費者市民社会」について、「知っていた」という人の割合は21.5％（「内容まで知って
いた」3.0％＋
「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」18.5％）にとどま
りました（図表4 5 3）。性別では、大きな差がありませんでしたが、年齢別では、30
歳代、40歳代が「知っていた」割合は１割台と低い認知度でした（図表4‑5‑3）
。

図表4‑5‑3

消費者市民社会の認知

総数（1,682）3.0

18.5

75.7

〔性〕 知っていた（小計）21.5％

知らなかった（小計）75.7％

2.7

男性（774）3.7

17.6

75.5

3.2

女性（908）2.4

19.3

76.0

2.3

18.7

77.0

1.4

〔年齢〕
20～29歳（139）2.9
30～39歳（197）0.5

13.2

40～49歳（305） 2.0

12.5

50～59歳（255） 4.3
60～69歳（403） 2.7
70歳以上（383） 4.7
0

82.2

4.1

83.3

16.9

2.3

78.0

22.1
23.2
20
内容まで知っていた
知らなかった

40

0.8

72.5

2.7

67.9

4.2

60

80

100
（％）

内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある
分からない

（備考） 1 ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（2015年9月調査）により作成。
2．
「あなたは、消費者市民社会について知っていましたか。」との問に対する回答。
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一方で、日頃、環境、食品ロス削減、地産地消、被災地の復興、開発途上国の労働
者の生活改善など、社会的課題につながることを意識して、商品・サービスを選択し
ようと思っているかについて尋ねたところ、「思っている」と回答した割合は64.3%
（「思っている」23.4％＋「どちらかといえば思っている」40.9％）と６割を超えてい
ました。性別、年齢層別に見ると、どの属性でも「思っている」と回答した割合は５
割を超えていますが、特に、女性、50歳代、60歳代では、約７割と高くなっています
（図表4 5 4）。
「消費者市民社会」に対する消費者の認知度は高いとは言えませんが、多くの消費者
が自らの消費行動を社会的な課題の解決につなげようと意識していると考えられます。

図表4‑5‑4

自身の消費行動が社会に与える影響に対する認識

総数（1,682）

23.4

〔性〕

40.9

18.9

思っている（小計）64.3％

男性（774）

21.6

女性（908）

2.3

思っていない（小計）33.5％

35.4

24.9

14.6

21.2
45.6

18.7
17.0

3.1

11.0 1.5

〔年齢〕
20～29歳（139）
30～39歳（197）
40～49歳（305）

9.4

42.4

14.2

42.6

20.7

50～59歳（255）

30.2

60～69歳（403）

29.0

70歳以上（383）
0

28.8
27.9
43.6

13.9

37.1
20

思っている
思っていない

40
どちらかといえば思っている
わからない

11.5 0.0

13.7

40.9
15.1
60

0.7

13.2 2.0
24.3

41.2

24.8

18.7

14.1 0.8
13.6
17.5

80

2.5
5.5
100
（％）

どちらかといえば思っていない

（備考） 1 ．内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（2015年9月調査）により作成。
2．
「あなたは、日頃、環境、食品ロス削減、地産地消、被災地の復興、開発途上国の労働者の生活改善など、社会的課題につなが
ることを意識して、商品・サービスを選択しようと思っていますか。」との問に対する回答。
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C O L U M N 13

第４章

倫理的消費に関するシンポジウム「エシカル・
ラボ」を開催

第５節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

近年「倫理的消費」に取り組む若年層が増えており、関心が高まりつつあることか
ら、消費者庁では、広く倫理的消費についての理解を深めるため、「エコプロダクツ
2015」期間中の東京ビッグサイト会議棟にて、2015年12月12日に消費者庁主催の倫理
的消費に関するシンポジウム「エシカル・ラボ」を開催しました。

消費の未来を担う新しい世代が有識者とともに「倫理的消費」について学習できる
よう、参加者が対話形式で倫理的消費について基礎から学べる「エシカル・カレッジ」
、
各界の有識者のパネルディスカッション「エシカル・トーク」、海外の倫理的消費の
最新の状況を知ることができる「エシカル・レポート」といったプログラム構成とし、
倫理的消費についての認識を普及する内容となりました。
当日は、「エコプロダクツ2015」への参加者を始め、ターゲット層である若年層も
多く参加し、各地から約170名の方が来場しました。参加者からは「面白かった」
、
「倫
理的消費について勉強になった」などの感想がありました。特に、倫理的消費に取り
組む若者が発信する「エシカル・メッセージ」での、大学生、高校生からの活動につ
いての心のこもった発表が好評でした。

河野内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）
、安倍総理夫人も出席されました。
河野大臣は、自身が実践している倫理的消費の事例を挙げながら、
「一人一人の消費
行動が、地球環境や国際情勢に影響し、同時に地域経済にも影響を及ぼす。皆さんが
毎日考えて行動することにより、持続的な社会を作ることができる。
」
と挨拶しました。
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( ４ ) 消費者志向経営
消費者志向経営の取組促進に関す
る検討

・持続可能で望ましい社会の構築に向けて、
自らの社会的責任を自覚して事業活動を
行う
こととしています。
その上で、事業者に求められる行動とし
て「事業者の組織体制の整備・充実」と「事

持続可能なより良い社会の実現に向け

業者の消費者に対する具体的行動」の２つ

て、行政のみならず、消費者、事業者とと

に分け、全体で６つの項目を示しています

もに連携・協働していくことが必要です。

（図表４-５-５）。

第３期消費者基本計画では、事業者・事

「事業者の組織体制の整備・充実」とし

業者団体も、事業者が消費者を重視した事

ては、経営トップのコミットメントの下、

業活動、すなわち消費者志向経営を行うこ

消費者・顧客の声や消費者としての視点を

とが健全な市場の実現につながるという意

経営に活かすためのコーポレートガバナン

味で、消費者政策を推進する上での重要な

スを確保する体制を整備・運用し、幹部・

主体と位置付けられました。その上で、事

従業員が共に、事業実施部門、消費者・顧

業者の消費者志向経営の促進に関し、その

客対応部門等の間で有機的連携を図りつ

方策を検討することが盛り込まれました。

つ、積極的に取り組むことが重要だとして

これを受け、消費者庁は、2015年８月か

います。

ら、
「消費者志向経営の取組促進に関する

また、「事業者の消費者に対する具体的

検討会」
（以下「検討会」という。）を開催

な行動」としては、消費者への情報提供の

しました。検討会では、経済界、消費者団

拡充を図るとともに、更に消費者・社会の

体、学識経験者等、様々な立場の外部有識

要望を踏まえた商品・サービスの改善・開

者を交え、消費者志向経営の定義や、推進

発を行うことが、事業者に求められるとし

に向けた方策の在り方等について、検討を

ています。

行い、2016年４月に検討結果を取りまとめ
た報告書を公表しました。

消費者志向経営とは何か
報告書においては、消費者志向経営とは、
事業者が

消費者志向経営の取組は、個別の事業者
による取組が基本ですが、広範に普及する
ためには、関係者の幅広い協力を得ながら
取組を強化していくことが望まれます。

・消費者全体の視点に立ち、消費者の権利

報告書では、そのための対策として、社

の確保及び利益の向上を図ることを経営

会的気運を高めるための全国的な推進活動

の中心と位置付ける

の展開が有効であり、事業者団体、消費者

・健全な市場の担い手として、消費者の安
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消費者志向経営の取組を促進する
ための方策

団体、及び消費者庁を始めとする行政機関

全や取引の公正性の確保、消費者に必要

が連携して、推進組織（プラットフォーム）

な情報の提供等を通じ、消費者の信頼を

を設けて、その環境整備を図ることを提案

獲得する

しています。具体的な対策としては、プラッ

事業者に求められる行動

第１部

図表4‑5‑5

事業者の組織体制の整備・充実

第４章

ア）経営トップのコミットメント

経営トップのリーダーシップの下での組織一体の取組

イ）コーポレートガバナンスの確保

第５節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

消費者からの情報や意見・要望等を経営層に伝え、消費者の視点を考慮して経営の意思決定を行う体
制の整備・強化

ウ）従業員の積極的活動（企業風土や従業員の意識の醸成）

従業員一人一人による消費者・顧客の視点に立った行動を根付かせるための取組の実施

エ）事業関連部門と品消法関連部門の有機的連携

社内での消費者関連情報の共有と活用、
問題発生時の緊急対応・原因究明・再発防止・情報発信する体制の整備

※事業関連部門：商品開発部門、製造部門、営業部門等
品消法関連部門：品質保証部門、消費者及び顧客対応部門及びコンプライアンス関連部門の総称

事業者の消費者に対する具体的な行動

ア）消費者への情報提供の充実・双方向の情報交換

消費者へ提供する情報（商品・サービス内容、取扱方法、問合せ先等）の分かりやすい表示や説明、
消費者の行動が社会・環境等に与える影響についての情報提供、消費者との意見交換の開催

イ）消費者・社会の要望を踏まえた改善・開発

消費者・顧客のニーズに応え、社会の課題解決を図る視点からの商品・サービスの開発・改善

トフォームにおける参加者の情報交換や、

装など消費者の信頼を裏切る不祥事の多く

経営者層向けのセミナー等を開催するほ

が、事業者内部からの通報を契機として明

か、事業者の管理職・担当者の資質向上に

らかになったことから、通報者の保護を図

向けた研修等を開催すること等を挙げてい

るとともに、事業者等の法令遵守を図り、

ます。さらに、各事業者において消費者志

もって国民生活の安定及び社会経済の健全

向経営に取り組むことを自ら宣言すること

な発展に資することを目的として、公益通

を呼び掛け、その取組を消費者にも分かり

報者保護法が制定されました（2004年６月

やすく情報提供することや好事例について

成立、2006年４月施行）（図表４-５-６）。

は表彰する等により、事業者の取組状況を

事業者内部を始め、様々な通報先におけ

可視化（見える化）し、消費者・社会の理

る適切な通報受付・対応体制の整備・運用

解の促進と、事業者の取組促進を図ること

が進むことは、組織の自浄作用の向上やコ

も重要であるとしています。

ンプライアンス経営の推進にも寄与するな

今後は、本報告書を踏まえ、消費者庁を

ど、その組織自身の利益や企業価値の向上

始めとする行政機関が、事業者団体、消費

にも資するとともに、消費者の安全・安心

者団体と連携して、消費者志向経営の広範

や社会全体の利益を図る上でも重要な意義

な普及を図るための取組を推進していく予

を有しています。また、法令遵守を図り、

定です。

消費者が安心して消費できる環境を整備す
ることは、国内総生産（GDP）の約６割

( ５ ) 公益通報者保護
241○0406̲4-5-5

消費者志向経営

を占める消費の拡大、更には経済の好循環
68
の実現に向けて大前提となるものです 。

しかし、公益通報者保護制度の認知度は

事業者に求められる行動.pptx

2000年代初頭に、リコール隠しや食品偽

十分とはいえず、通報に適切に対応するこ
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図表4‑5‑6

公益通報者保護法の概要
事業者

その他外部への通報の保護要件
ア 不正の目的の通報でないこと
イ 通報内容に真実相当性があること
ウ 以下のいずれかの要件を満たすこと
・内部通報では不利益な取扱いを受けると信
ずるに足りる相当の理由がある場合
・内部通報では証拠隠滅のおそれがある場合
・生命・身体への危害が発生する場合 等

報道機関、消費者団体等
（被害の発生・防止等のた
めに必要と認められる者）

内部窓口

外部窓口

（例：社内のコ （例：事業者があ
ンプライアンス ら か じ め 定 め た
窓口、社内のヘ 民 間 専 門 機 関 、
ルプライン）
法律事務所）

公益通報

（事業者への内部通報）

公益通報

（報道機関等への通報）

公益通報者
（労働者）

内部通報の保護要件
ア 不正の目的の通報でないこと

行政機関への通報の保護要件
ア 不正の目的の通報でないこと
イ 通報内容に真実相当性があること

公益通報

（行政機関への通報）

処分等の権限を有
する行政機関

各保護要件に該当する「公益通報」を行った通報者を、解雇その他の不利益取扱いから保護

との意義が十分理解されているとは必ずし

関の取組の促進、③通報者保護の要件・効

もいえないほか、通報に係る紛争等も発生

果について検討を行い、2016年３月に検討

している状況にあります。また、近時の企業

結果を取りまとめた報告書を公表しました

不祥事においても、内部通報制度が機能せ

（図表４-５-７）。今後は、検討結果等を踏ま

ず事業者内部に通報しても問題の是正が期

え、制度の見直しを含む実効性の向上に係

待できないと思われる事案が散見されます。

る取組を積極的に推進していく予定です。

さらに、
「消費者基本計画」（2015年３月
24日閣議決定）では、「制度の見直しを含
む必要な措置の検討を早急に行った上で、
検討結果を踏まえ必要な措置を実施する」
こととされています。

(６)

電力システム改革～電力
の小売全面自由化

施してきた有識者ヒアリングの結果等69を

電力の小売全面自由化で、電気の
選択が可能になった

踏まえ、2015年６月から2016年３月まで、

2016年４月から、電力の小売全面自由化

「公益通報者保護制度の実効性の向上に関

が始まりました。これまで家庭向けの電気

する検討会」を開催しました。同検討会で

は原則として各地域の電力会社だけが販売

は、制度の実効性の向上のための方策とし

しており、電気をどの事業者から買うかを

て、①民間事業者の取組の促進、②行政機

選択できませんでしたが、家庭向けの電気

これらを背景に、消費者庁がこれまで実

68）
「経済財政運営と改革の基本方針2015」
（2015年６月30日閣議決定）
第２章 経済の好循環の拡大と中長期の発展に向けた重点課題
４．安心・安全な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保
“消費者の安全・安心の確保は、

消費の拡大、更には経済の好循環の実現にとって大前提となる。
「消費者基本計画」
に基づき、
（略）公益通報者保護制度（略）等を推進する。
”
69）
「公益通報者保護制度に関する実態調査」
（2013年６月）
、
「公益通報者保護制度に関する意見聴取（ヒアリング）
」
242̲4-5-5 公益通報者保護法の概要.pptx
（2015年４月）等
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「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」第 1 次報告書概要
通報者保護の要件・効果
に係る検討の概要

・事業者が自主的に取り組むこ
とが推奨される事項の具体化
（ガイドラインの改正等）

・行政機関職員の通報対応スキ
ルの向上

・通報者や通報対象事実の範囲
（通報者の範囲を「労働者」
から役員や退職者等で拡大
することの検討）

・事業者の自主的な取組を促進
するためのインセンティブ
（認証制度）の導入

・通報者へのフィードバック、
行政機関の通報対応状況のモ
ニタリング等
（ガイドラインの改正等）

・内部通報制度の更なる導入を
促進するための制度的手当の
検討

・地方公共団体における通報窓
口の整備促進
（ガイドラインの策定等）

図表4‑5‑8

第５節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

行政機関の取組の促進に
係る検討の概要

第４章

民間事業者の取組の促進
に係る検討の概要

第１部

図表4‑5‑7

・外部通報の保護要件
（真実相当性の要件等の見直
しの検討）
・不利益取扱いの禁止に違反し
た場合の効果
（刑事罰・行政的措置の導入
の検討）

家庭向け電力販売への新規参入事業者

石油元売会社

通信会社

再生可能
エネルギー
発電会社

プラントメーカー

都市ガス会社
LPガス販売会社

住宅メーカー

鉄道会社

等

の小売業への新規参入が全面的に自由化さ

業者から電気を買いたい」、「今より安い電

れ、電力会社に加え、ガス会社、石油会社、

力会社に乗り換えたい」など、自分のライ

通信会社や鉄道会社など、様々な分野の事

フスタイルや価値観に合わせて電気の小売

業者が、新たな電気事業者として、様々な

事業者を選べるようになります。他方、い

サービスや料金プランの提供を開始してい

ずれの小売電気事業者から買った電気で

ます（図表４-５-８）
。

あっても、同じ送配電線から供給される電

小売電気事業者の中には、再生可能エネ
ルギーを中心に発電を行う事業者や、電気

気であれば、電気の品質や信頼性（停電の
可能性など）に差はありません。

の地産地消に訴求している事業者もありま

電気の安定供給を担う要となる送配電部

す。消費者が多様な選択肢から自由にエネ

門については、電力小売全面自由化後も、

ルギー源を選ぶことができれば、需要動向が

引き続き、政府が許可した事業者（各地域

供給構造におけるエネルギー源の構成割合

の一般送配電事業者。東京電力株式会社、

や供給規模に対して影響を及ぼし、供給構

関西電力株式会社等）が担当します。仮に、

造をより効率化することが期待されています。

小売電気事業者が、販売する量に応じた電
力を調達できなかった場合であっても、十

電力の小売全面自由化後の安定供
給、消費者保護について

分な電力を調達できていないことをもって
消費者に対する供給が停止されることはあ
りません。

243̲4-5-6 公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会.pptx

「再生可能エネルギーを発電する地元事

また、消費者保護策として、小売全面自
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由化後も、少なくとも2020年３月までは、
元の電力会社の小売部門に経過措置として

消費者庁から情報提供、注意喚起
を実施

残されます。加えて、小売電気事業者が倒

電力の小売全面自由化は、社会インフラ

産・撤退したような場合に消費者が他の小

である電力の供給ルールの大きな変更であ

売電気事業者に切り替えるまでの間のセー

り、消費者への影響も大きいと考えられま

フティネットとして電気の供給を実施する

す。消費者への制度の周知や消費者トラブ

「最終保障サービス」
、離島でも他地域と遜

ルの防止のため、消費者庁では、2016年２

色ない料金水準で電気の供給を実施する
「離

月以降、消費者向けの情報提供及び注意喚

島のユニバーサルサービス」が、一般送配

起を実施しました。2016年２月の注意喚起

電事業者に義務付けられます（図表４-５-９）
。

では、慌てて契約する必要はなく、チェッ

規制料金メニューでの供給義務が各地域の

併せて、電力の小売全面自由化を契機に

ク事項を確認、よく検討いただきたいこと

多様な事業者が参入することを踏まえ、経

や、電力全面自由化でよくある誤解などに

済産業省は、消費者保護のために、「電力

ついて情報提供しました（図表４-５-10）。

の小売営業に関する指針」を制定しました。

70
小売電気事業者は登録制 になっていま

この指針では、不当に高額な違約金等を設

す。契約しようとしている事業者が登録さ

定することや、「当社は停電しにくい」な

れているか、又はその代理店かを確認する

ど誤解を招く情報提供で自社のサービスに

など、自身で電力の小売全面自由化に関す

誘導しようとすることなどを「問題となる

る情報を収集することが肝要です。
また、「料金が安くなる」と勧誘された

行為」としています。

際には、どのような条件で安くなるのか、
電力以外の商品やサービス契約とのセット
割引はあるか、割引の対象期間はいつまで
図表4‑5‑9

電力の小売全面自由化のスケジュール

2015年
４月１日

2016年
４月１日

2020年
４月１日
第３段階

第１段階

第２段階

電力広域的運営
推進機関※１設立

電力小売全面
自由化

送配電部門の
法的分離※２
料金の経過措置期間

事業者ごとに
競争状態を
見極め解除

2015年９月１日電力取引監視等委員会設立
（2016年４月１日電力・ガス取引監視等委員会に改編）
（備考） ※ 1 ．電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備を進めるとともに、全国大で平常時・緊急時の需給調整機能を強化するこ
とを目的に設立された認可法人。
※ 2 ．送配電ネットワーク部門を中立化し、誰でも自由かつ公平・平等に送配電ネットワークを利用できるようにするため、
送配電部門を法的分離する。

70）資源エネルギー庁ウェブサイト：登録小売電気事業者一覧
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
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消費者庁からの注意喚起

第１部

図表4‑5‑10

第４章
第５節 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

注意喚起の内容
―まずはしっかりチェック―
●契約する小売電気事業者を確認しましたか？
●御家庭の使用量に照らした比較になっていますか？
●契約期間や途中解約、割引の条件は？
―よくある５つの誤解―
誤解１：停電が起こる⁉

今までと変わらず。需給のバランスは維持される。

誤解２：新たに電線が必要⁉
誤解３：3月中に契約が必要⁉

既存の送電線・配電線を経由して電気が送られる。
あわてる必要はない。切替えない場合は現状どおり。

誤解４：クーリング・オフはできない⁉
誤解５：スマートメーターは有料⁉

訪問販売・電話勧誘販売で新料金の申込みの
場合、８日以内なら可能。

新たな機器の購入等を求められることはない。

―便乗した機器等の勧誘に注意―
電力小売全面自由化では、新たな機器を購入する必要はありません！

か、解約時に違約金が発生しないかなどを

いての問合せは経済産業省の専用ダイヤ

確認し、よく理解してから契約するかどう

ル71に、小売契約の締結等に関するトラブ

か判断しましょう。また、小売電気事業者

ルについては同省の電力・ガス取引監視等

は、消費者と小売供給契約を締結するに当

委員会の相談窓口72、又は最寄りの消費生

たり、月々の電気料金や契約期間、解約に

活センター等（消費者ホットライン： 188

関する条件などを消費者に対しきちんと説

（いやや！））に電話してご相談ください。

明をする義務があります。きちんと説明し

消費者庁では、消費者が小売電気事業者

ない、消費者が求めている説明をしない、

や料金メニューを安心して選択できるよう、

という場合にはその場で契約しないように

独立行政法人国民生活センターや経済産業

しましょう。電力の小売全面自由化の制度

省とも連携し、消費者トラブルの状況を注

や小売電気事業者が登録しているか等につ

視するとともに、
情報提供を実施しています。

71）経済産業省 専用ナビダイヤル TEL：0570-028-555（受付時間 平日９：00-18：00）
72）電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口 TEL：03-3501-5725（受付時間 平日９：30-12：00、13：00-18：30）
246̲4-5-9 電力自由化̲注意喚起内容.xlsx
E-mail: dentorii@meti.go.jp
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第６節

消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

消費者裁判手続特例法の
(１)
施行

体が、個々の消費者の債権を裁判所に届け
出ます。届け出られた債権について事業者
が認めるか認めないかを回答します。事業
者が債権を全額認めれば、その債権は確定

消費者裁判手続特例法の概要

します。事業者が債権の全部又は一部を認

多くの消費者事件では、消費者と事業者

事業者の対応を争うことができます。事業者

の間の情報の質・量や交渉力の格差、訴訟

の対応を争わない場合は、事業者が認めた

に関する費用や労力のため、消費者が自ら

限度で債権が確定します。事業者の対応を

被害回復を図ることが困難な場合が多いも

争った場合は、裁判所の判断により債権が

のと考えられます。

確定します。
これを簡易確定決定と言います。

めなかった場合は、特定適格消費者団体は、

このような消費者被害を回復しやすくす

③この簡易確定決定に対して不服がある

るための消費者裁判手続特例法が2013年12

特定適格消費者団体、個々の消費者、事業

月11日に公布されました。この法律では、

者は異議を申し立てることができます。異

我が国に類例のない二段階型の訴訟手続を

議の申立てがあると、通常の訴訟により債

新設することとされています。

権の有無・額が判断されることになります

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
73

（図表４-６-１）。
消費者裁判手続特例法によれば、消費者

者団体 が原告となり、事業者を被告とし

は事業者に共通義務があることが確定して

て、消費者契約（消費者と事業者の間で締

から手続に参加することになります。また、

結される契約（労働契約を除く。））に関し

たくさんの消費者の被害回復を一つの手続

て相当多数の消費者に生じた財産的被害に

で行うため、費用が低減されます。さらに、

対し、共通する原因に基づき金銭を支払う

消費者団体の専門的知識・交渉力を活用で

義務を負うべきことの確認を求める訴えを

きることになります。これらの結果、これ

提起します。この一段階目の訴訟のことを、

まで回復されにくかった消費者被害が回復

共通義務確認訴訟といいます。

されやすくなると考えられます。この制度

②共通義務確認訴訟で特定適格消費者団

の実効性を確保するために、二段階目の手

体が勝訴した場合、二段階目の手続に移行

続に消費者の参加を促す仕組みが整えられ

します。二段階目の手続は、事業者が誰に

ています（図表４-６-２）。

いくら支払わなければならないかを迅速に確

消費者裁判手続特例法は、公布の日から

定する手続です。個々の消費者は、特定適

起算して３年を超えない範囲内において政

格消費者団体に授権することにより手続に参

令で定める日から施行することとされてお

加します。授権を受けた特定適格消費者団

り、2016年10月１日から施行することにな

73）適格消費者団体（2016年４月時点、14団体）のうち、消費者被害回復裁判手続を適正に遂行できる消費者団体を
内閣総理大臣が認定。
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二段階型の訴訟制度

第１部

図表4‑6‑1

二段階目の手続
（対象債権の確定手続）

事業者の共通義務を確認

誰に、いくら支払うかを確定

第４章

一段階目の手続
（共通義務確認訴訟）

異議後の訴訟

異議がある場合

簡易確定決定

認否を争う場合

債権届出に対する認否

債権届出

手続に加入（授権）

消費者への通知・公告
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裁判所

体

事業者

団

体

消費者

団

敗訴判決

共通義務の審理

訴え提起

勝訴判決

体

裁判所

団

団体…特定適格消費者団体

図表4‑6‑2

二段階目の手続

官報により対象消費者
の範囲等を公告

裁判所

情報開示命令

情報開示
の求め
情報開示命令
の申立て

判決の概要、団体
の名称等を公表

消費者庁

判決等につ
いて報告

インターネットの利用等により
対象消費者の範囲等を公表

事業者

情報開示の求め・情報開
示命令による対象消費者
に関する情報の開示

特定適格消費者団体
公告

（通知と同一
事項）

手続の概要、事案・判決の内
容、対象消費者の範囲等を個別
に通知

知れている対象消費者

対象消費者

513

0419̲4-6-1特例法２段階型訴訟（概要）.pptx
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りました。2016年10月１日以降に締結され

は、2014年５月から2015年３月にかけて開

た消費者契約（不法行為に基づく損害賠償

催した「特定適格消費者団体の認定・監督

請求の場合は2016年10月１日以降の加害行

に関する指針等検討会」の取りまとめに基

為。
）について消費者裁判手続特例法に基

づき、それぞれ施行令、施行規則、
「特定

づく被害回復が可能になります。

適格消費者団体の認定、監督等に関するガ

消費者裁判手続特例法を施行するために

イドライン」として制定・策定され、2015

は、政令、内閣府令、ガイドラインを制定・

年11月に公布・公表されています74（図表

策定する必要があります。これらについて

４-６-３）。

図表4‑6‑3
１

特定適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの概要

特定適格消費者団体の認定

（１）活動実績（差止請求関係業務を相当期間（２年以上）継続して適正に行っていること）
（２）体制（必要な人員・物品が確保されていること）
（３）経理的基礎（被害回復関係業務を安定的かつ継続的に行うに足りる財政基盤を有していること）
（４）報酬・費用の基準
特定適格消費者団体の報酬・費用は、消費者の利益の擁護の見地から不当なものではないことが必
要であり、授権をした消費者は以下のア・イを負担
ア

手続参加のための費用の負担

・債権届出までに要した費用は、適切な範囲で、授権をした消費者全員で負担（特定適格消費者団体は、業務の効率
化により、費用の低減に努める）。
・特定適格消費者団体が消費者に対して以下を説明することにより、予測可能性を確保
①債権届出までに要する費用の見込み、②授権を受ける人数の見込み、③個々の消費者に負担を求める手続
参加のための費用の金額、④回収できる金額の見込み、⑤回収があった場合の報酬・費用、⑥回収額がゼロ
となっても手続参加のための費用は返還されないものの、追加負担は生じないこと

イ

債権届出より後の報酬・費用の負担

・回収があった消費者は、債権届出より後の報酬・費用を負担。ただし、常に回収額の50％超は消費者の取戻分とと
もに、回収額が多額になる、手続に参加する消費者が多くなるに従って消費者の取戻分を増加させることが必要。
（５）業務規程の記載事項（①被害回復関係業務の実施の方法、②情報管理・秘密保持の方法、③金銭その他の財産の
管理の方法）

２

被害回復関係業務等

（１）説明義務
特定適格消費者団体は授権をしようとする消費者に対して、分かりやすい説明が必要

【説明方法】
個別の面談、電話、説明会のほか、消費者からの問合せ体制が整備されている場合はウェブサイトの閲覧による方法も
認める。

（２）特定適格消費者団体の責務
特定適格消費者団体は不当な目的でみだりに被害回復関係業務を行ってはならないところ、その内容
を具体的に規定
ア 消費者の利益の擁護を図る目的がない場合（自己・第三者の不正の利益を図り、又は、相手方に損害を加える
目的で共通義務確認の訴えを提起する場合など）

イ

共通義務確認の訴えが、棄却等されることが明らかであり、かつ、特定適格消費者団体がこれを知
りながら、特段の根拠なくあえて訴えを提起する場合

３

監督

（１）被害回復関係業務に関する書類の備置き等
（２）監督手段として、報告徴求・立入検査、適合命令、改善命令、特定認定の取消しを選択
（３）これらの処分は、ウェブサイトで公表
（４）報酬・費用が不当なものでないかについて精査

74）施行令、施行規則、ガイドラインのほか、被害回復裁判手続に関して最高裁判所規則が定められることになって
おり、これについては2015年６月に最高裁判所が制定しています。
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被害回復のための訴訟制度を活用し、消費

ナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュー

者被害が適切に回復されることが期待され

ジーランド、シンガポール、ペルー、米国、

ます。

ベトナムの11か国との交渉に参加しまし

第４章

を表明、同年７月から豪州、ブルネイ、カ

第１部

消費者が消費者裁判手続特例法に基づく

た。同交渉は、2015年10月５日に大筋合意、

消費者団体訴訟制度は、消費者契約法に、

2016年２月４日には署名に至りました。
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適格消費者団体・特定適格消費者
団体に対する支援

TPPの効果については、貿易・投資の拡
大が見込まれており、TPPが発効し、その
効果により我が国が新たな成長経路（均衡

2007年に施行された改正法によって導入さ

状態）に移行した時点において、実質GDP

れました。当初は消費者契約法に規定する

水準は＋2.6％増、2014年度のGDPを用い

不当な勧誘行為、不当な契約条項について

て換算すると、約14兆円の拡大効果が見込

適格消費者団体が差止請求できるとするも

まれるとの分析結果もあります（2015年12

のでしたが、その後、適用範囲が拡大され、

月24日付け「TPP協定の経済効果分析」）。

2009年には景品表示法と特定商取引法に、

TPPの内容には、我が国の消費者行政に

2015年には食品表示法に、適格消費者団体

関する制度の見直しを必要とするものはあ

の差止請求権が盛り込まれました。そして、

りませんが、我が国への海外からの輸入食

2016年４月時点では、全国に14団体の適格

品の増加が見込まれることなどへの国民か

消費者団体が認定されています。また、前

らの懸念・不安の声を払拭するため、消費

記のとおり、2016年10月１日から消費者裁

者庁では、2015年11月25日に決定された政

判手続特例法が施行され、特定適格消費者

府の「総合的なTPP関連政策大綱」に基づ

団体による被害回復の制度が運用されるこ

き、以下の取組を適切に実施します。

とになります。

【「総合的なTPP関連政策大綱」に盛り
効的な運用を実現するため、消費者庁では、 込まれた消費者庁関連施策】
このような消費者団体訴訟制度のより実

2015年10月から「消費者団体訴訟制度の実

効的な運用に資する支援の在り方に関する

・リスクコミュニケーションについて

消費者庁は、「総合的なTPP関連政策大

検討会」
を開催しています。
この検討会では、

綱」に基づき、食の安全に関するリスクコ

適格消費者団体と特定適格消費者団体にお

ミュニケーションに積極的に取り組むこと

ける資金の確保、これらの団体に対する情

としています。具体的には、「TPP協定に

報の提供などの在り方を検討しています。

より、我が国の食品の安全・安心が脅かさ
れることはない」ということや、輸入食品

消費者政策の国際連携や
(２)
グローバル化への対応

を始めとする食品の安全性の現状につい
て、関係府省と連携して意見交換会等のリ
スクコミュニケーションを推進します。

環太平洋パートナーシップ協定
（TPP）について

・加工食品の原料原産地表示について

我が国はTPPに関し、2013年３月に参加

料原産地表示について、実行可能性を確保

食の安全・安心に関する施策として、原
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しつつ、拡大に向けた検討を行うこととし

トラブル解決支援の実績と合わせて、国民

ています。これを踏まえ、2016年１月から

生活センターの有する消費生活相談への対

消費者庁と農林水産省が共同で「加工食品

応に関する豊富なノウハウや知見等を活用

の原料原産地表示制度に関する検討会」を

することが容易になりました。これにより、

開催しており、検討を行っています。

国内外いずれにおいて発生した消費者トラ
ブルについても、より円滑な解決を図るこ

・国 民生活センター越境消費者センター
（CCJ）について

とが可能となっています。
消費者からCCJに寄せられた相談に対し

TPPの署名による今後のアジア太平洋

ては、CCJが相談・トラブル内容、事業者

地域における貿易・投資の更なる促進に伴

との連絡可否、相談者の希望等を確認し、

い、海外事業者と日本の消費者の間でトラ

責任の所在を判断した上で、事業者が所在

ブル（越境トラブル）が生じるリスクも高

する国の消費者相談機関へ相談内容を翻訳

まると予想されます。

して伝達し、調査依頼を行います。依頼を

このような状況を踏まえ、越境トラブル

受けた消費者相談機関は調査を行い、同国

に関する消費者の相談窓口として国民生活

の事業者と交渉を行って、事業者からの回

センターに設置されている「越境消費者セ

答結果をCCJへ伝達します。CCJはその回

ンター」
（CCJ）の対応機能を強化する必

答を翻訳した上で、消費者に対して回答内

要があることから、CCJと海外消費者相談

容の伝達及びアドバイスを行います。また、

機関との連携体制の拡充・強化を図ります。

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

国民生活センター越境消費者セン
ター（CCJ）の取組と海外連携
第３章第１節に記載したとおり、消費者

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４-６-４）。

庁では、2011年11月から2015年３月まで、

CCJが支援対象とする取引は、B to C取

実証調査の一環として「消費者庁越境消費

引（事業者と消費者間の取引）でインター

者センター」を開設・運営し、日本の消費

ネット取引だけでなく対面取引（店頭取引）

者と海外の事業者、海外の消費者と日本の

も対象としています。また、対象とする事

事業者との間の取引において発生した紛争

業者は海外に主たる法人組織を有している

解決の支援を行いました。2015年４月には、

ことを条件としています。消費者による取

恒常的な業務として、同センターの運営を

引の相手方が外資系企業の国内法人や海外

国民生活センターに移管し、「国民生活セ

から商品を輸入、販売している国内事業者

ンター越境消費者センター（CCJ：Cross-

等は対象外とし、全国各地の消費生活セン

border Consumer center Japan）
」として

ター等を案内することとしています。なお、

業務を実施しています。

75
CCJ開設以来2,224件（約14％ ）が相談者

国民生活センターに運営を移管した効果
として、CCJは、実証調査中に積み上げた

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

75）解決率はCCJからの有効なアドバイスができない、又はその必要がない相談を含む全相談件数を母集団として算出。
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海外の事業者

全国の
消費生活センター等

②相談内容の翻訳・伝達、
解決策の提示

トラブル

①’相談

⑤’
アドバイス
サポート

④回答内容の翻訳・伝達

日本の消費者

①相談

トラブル

日本の事業者

⑤回答内容の伝達、
アドバイス

③相談内容の伝達、
解決策の提示

国民生活センター越境消費者センター

（CCJ：Cross-border Consumer center Japan）

らかの形で調査依頼を行い、トラブル解決

今後、グローバル化がますます進展する

に至った件数は131件（調査依頼を行った

中、2020年東京オリンピック競技大会・東

75

うちの約41％ ）となっています。全体の

京パラリンピック競技大会に向けた訪日外

解決率に対してCCJの海外連携機関依頼分

国人の増加や、我が国のTPPへの参加によ

における解決率が高くなっており、越境消

り、越境取引は一層増加し、それに伴い越

費者トラブルの場合、海外機関との連携が

境消費者トラブルも増加することが見込ま

トラブル解決に効果的であったと言えます。

れます。こうした状況に対応するため、引

なお、海外の消費者から日本の事業者に

き続き海外機関への連携のための働き掛

ついての相談も、件数は少ないものの寄せ

け、交渉を行い、CCJの体制の充実化を図っ

られています。

ていきます。

消費者庁では、CCJの連携する海外機関
の拡大及び海外機関との連携強化のための
ナダのCBBBを始め５機関と連携してきた

経済協力開発機構（OECD）にお
ける連携

ところですが、2015年１月にはベトナムの

消費生活におけるグローバル化の進展に

EcomVietと、2015年 ７ 月 に は ロ シ ア の

伴い、消費者の安全と安心の確保、消費者

Center for Mediation and Law及び韓国の

と事業者との間の適正な取引の確保、苦情

消費者院と新たに連携関係を構築しまし

処理や紛争解決の促進等の様々な消費者政

た。この結果、CCJの海外連携先機関は計

策を進める上では、国際的な連携を確保し

８機関に拡大しました（図表４-６-５）
。

ていくことが一層重要となっています。

取組を行っています。これまで、米国・カ

250̲4-6-4 越境消費者センターの相談対応の仕組み.pptx
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図表4‑6‑5

国民生活センター越境消費者センター（CCJ）が提携する海外機関
国・地域

米国、カナダ

機関名
CBBB（The Council of Better Business Bureaus）

韓国

韓国消費者院（Korea Consumer Agency）

台湾

SOSA（Secure Online Shopping Association）

シンガポール

シンガポール消費者協会（Consumer Association of Singapore）

ベトナム

EcomViet（Vietnam E-commerce Development Center）

スペイン

IusMediare（Instituto Internacional de Derecho y Mediación, SL）

ロシア
南米10か国
（注）

Center for Mediation and Law
（Scientiﬁc and Methodological Center for Mediation and Law）
eInstituto（Instituto Latinoamericano de Comercio Electronico）

（注） アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、エクアドル、ペルー、パラグアイ、メキシコ、チリ、ドミニカ

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では、これまで、国際的な消費者取
引に係る諸問題等について幅広く検討してき

１ ．経 済協力開発機構（OECD）製品
安全プロジェクトと製品安全作業
部会の設置

製品サプライチェーンのグローバル化等

ていますが、最近では、特にデジタル経済

により国内外での製品安全に関する消費者

化に伴う消費者問題や製品安全分野に重点

被害が頻発する状況を背景に、2007年、製

的に取り組んでいます。日本はCCPの副議長

品に関する消費者問題についての国際連

国の一国を務め、CCPの下部組織である製

携・情報共有に焦点を当てたOECD製品安

品安全作業部会では議長国を務めており、

全プロジェクトが開始しました。2010年に

加盟国間の幅広い消費者問題に関する各プ

は「消費者製品安全に関する情報共有の強

ロジェクトに参加する等、CCP・製品安全作

化に関する報告書」が取りまとめられ、そ

業部会の活動に積極的に加わっています。

の提言を実施するため、OECD消費者政策

特に、CCPでは、2014年２月には、「モ
バイル・オンライン決済に関する消費者政

委員会（CCP）の下に製品安全作業部会が
設置されました。

策ガイダンス」が、同年９月には「デジタ

我が国も、製品安全作業部会（年２回：

ル・コンテンツ製品に関する消費者政策ガ

2015年度は５月、10月）に継続的に出席し

イダンス」がそれぞれ採択され、これらの

現在進められている各プロジェクト（消費

公表されたガイダンス等を踏まえ、1999年

者教育・啓発、グローバル・リコール・ポー

に採択された「電子商取引の文脈での消費

タルの理念等）の作業・今後の検討スケ

者保護のための行動指針に関するOECD理

ジュール等についての議論を行いました。

事会勧告」の改定作業が進められ、2016年

なお、10月の第11回会合では議長に選任さ

３月に完成しました。

れ、2016年１月１日に議長に就任しました。

251̲4-6-5 ＣＣＪが提携する海外機関.pptx
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製品安全プロジェクトについて

３ ．OECDグローバル製品安全ウェブ
サイト

会では、製品がグローバルに取引される現

しているOECDグローバル製品安全ウェブ

状に対応し、国際的な製品安全の情報共有

サイト77に、我が国の製品安全規制に関す

のためにグローバル・リコール・ポータル

る概要を掲載し、国際的な情報共有に努め

サイトを構築しました。2012年10月から、

ました。

OECD消費者政策委員会製品安全作業部

第１部

２ ．OECDグローバル・リコール・ポー
タルサイト

各国の製品安全規制に関する情報を掲載

第４章
第６節 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備

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。2015年度には、48件のリコール情報
を提供し、
国際的な情報共有に努めました。
また、トップページに日本語版を加えまし
た。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76。

76）OECDグローバル・リコール・ポータルサイト：http://globalrecalls.oecd.org/
77）OECDグローバル製品安全ウェブサイト：http://www.oecd.org/internet/consumer/consumer-product-safety.htm
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